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基本目標１　育み、認め合い、元気に生きるまち【共生】

１－１　みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】
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学校給食事業 ・・・８

１－２　子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

学校司書配置事業 ・・・９

新型コロナウイルス感染症対応の就学支援事業 ・・・１０

小・中学校施設建設事業 ・・・１１
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１－４　地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】

（仮称）高砂市福祉総合相談センター建設事業 ・・・１３

高齢者福祉事務事業（認知症等個人賠償保険事業） ・・・１４
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特定健康診査等事業（特定保健指導） ・・・２０

糖尿病性腎症重症化予防事業 ・・・２１

市民病院経営コンサルティング業務委託事業 ・・・２２

市民病院設備等整備事業 ・・・２３

基本目標２　地域の魅力を共に創る、活力あるまち【共創】

２－１　住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

空家等対策推進事業 ・・・２４

２－２　公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】
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ＪＲ曽根駅周辺整備事業 ・・・２５

コミュニティバス路線再編事業 ・・・２６

山電高砂駅南周辺整備事業 ・・・２７

２－３　資源を活かした特色ある産業、暮らしを支える産業があるまち【産業政策】

商業活性化事業 ・・・２８

市内中小事業者経営実態調査事業 ・・・２９

２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

超小型電気自動車管理事業 ・・・３０

地球温暖化対策実行計画策定事業 ・・・３１

地球温暖化対策推進事業 ・・・３２

電気自動車用充電器設置及び管理事業 ・・・３３

電動式生ごみ処理機購入助成事業 ・・・３４

広域ごみ処理管理事業 ・・・３５

広域ごみ処理施設周辺道路整備事業 ・・・３６

広域ごみ処理施設周辺整備事業 ・・・３７

２－５　犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

地域安全対策事業（見守りカメラ設置事業） ・・・３８

ため池管理事業（ため池治水活用拡大促進事業） ・・・３９

道路照明灯LED化事業 ・・・４０

河川改良事業（鹿島川・松村川治水対策整備事業） ・・・４１

河川改良事業（松村川排水機場整備事業） ・・・４２

指定緊急避難場所表示板設置事業 ・・・４３

基本目標３　楽しく、つながり合い、活躍するまち【共感】
３－1　誰もが社会に参加し、その人らしく活躍するまち【活躍・労働政策】

訪問看護介護員安全確保事業 ・・・４４

企業連携型奨学金返還サポート事業 ・・・４５

３－２　まちを考え、行動する市民活動があるまち【市民活動政策】

集会施設整備費補助事業 ・・・４６

地域交流センター建設事業（高砂地区） ・・・４７

地域交流センター建設事業（曽根地区） ・・・４８

３－３　愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

高砂ワクワク自転車プロジェクト ・・・４９

３－４　豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

体育施設整備事業 ・・・５０

文化会館施設整備事業 ・・・５１



文化財保存整備事業 ・・・５２

史跡整備事業 ・・・５３

青少年活動推進事業 ・・・５４

基本目標４　もっと行政が寄り添うまち【共治 共有】
４－２　つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

交通安全対策事業 ・・・５５

自転車対策事業（JR宝殿駅） ・・・５６

新庁舎建設事業 ・・・５７

南庁舎整備事業 ・・・５８

自転車道等整備事業 ・・・５９

伊保・曽根準幹線道路等整備事業 ・・・６０

明姫南地区まちづくり推進事業 ・・・６１

播磨臨海地域道路推進事業 ・・・６２

連続立体交差推進事業 ・・・６３

公園整備事業 ・・・６４

公園灯LED化事業 ・・・６５

公園施設長寿命化計画策定事業 ・・・６６

水道料金シミュレーション業務委託 ・・・６７

明姫幹線A地区汚水管整備事業（伊保東面整備工事） ・・・６８

米田水源地更新事業（詳細設計） ・・・６９

４－３　情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

電子入札システム運用事業 ・・・７０

デジタル活用推進事業 ・・・７１

AI会議録ソフトウェア導入事業 ・・・７２

４－４　人口減少に対応する公正な行財政運営をするまち【行財政運営政策】

地方税共通納税システム事業 ・・・７３



 



 

 

 

基本目標１ 

育み、認め合い、元気に生きるまち 

【共生】 



千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室子育て支援課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　子どもの居場所づくり支援事業 当初予算額 1,560

予 算 科 目 款：③民生費 項：（３）児童福祉費 目：1児童福祉総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　子ども達が食事や学習等を通して安全に安心して過ごせる居場所づくりを
実施する「高砂市子ども食堂」認証団体に対し、子ども食堂の開催の運営費
の一部の助成を行い、安定的な実施環境を整備し、子どもの居場所づくりの
推進を図ります。

・対象者　　　「高砂市子ども食堂」認証団体

・対象経費　　運営経費（食材費、消耗品費、保険料等）

・補助額　　　月額上限10,000円（予定）

・負担金補助及び交付金 １,５６０

・市の負担額 １,５６０
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千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室子育て支援課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円・市の負担額 １,４８５

・国庫支出金 １,４８５

・委託料 ２,９７０

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　子どもや家庭の現在の生活・経済状況、市が実施している施策の認知度、
利用度、利用意向について子育て支援のニーズを広く把握すると共に、子ど
もと子育て世帯への有効な施策の在り方を検討するための基礎資料とするた
め、子どもの生活に関するアンケート調査を実施します。

【委託内容】
　・調査項目の提案
　・調査票・封筒の印刷
　・調査票のデータ入力・集計
　・調査結果に基づく課題の整理・分析
　・調査結果報告

　※アンケート対象者は市内全小学校の５年生、中学校の２年生の児童・
　　生徒及び保護者の約３，２００人を予定しています。
　※調査票は各小・中学校を通じて配布、郵送等での回収を予定していま
　　す。

　子どもの生活に関するアンケート調査事業 当初予算額 2,970

予 算 科 目 款：③民生費 項：（３）児童福祉費 目：1児童福祉総務費
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千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室子育て支援課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　子育て支援センターの建設工事を行います。

　１　所　在　地　　高砂市曽根町２３０１番２７、２３０１番３５

　２   スケジュール　 令和４～５年度　建設工事
　　　　　　　　　　令和６年度　　　開設予定

　子育て支援センター建設事業 当初予算額 77,835

予 算 科 目 款：③民生費 項：（３）児童福祉費 目：３子育て支援センター建設費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　地域子育て支援拠点事業を推進し、就園前の子どもを持つ親子の子育てに
関する相談や遊び等を通じて子どもの健全育成を図るため、曽根地区の教育
センター跡地整備事業の一環として、新たな拠点となる子育て支援センター
を開設します。

・委託料 １,５３６
・工事請負費 ７６,２９９

・国庫支出金 ４８,０００
・市債 ２６,８００
・市の負担額 ３,０３５
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千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室幼児保育課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　保育環境改善事業 当初予算額 4,125

予 算 科 目 款：③民生費 項：（3）児童福祉費 目：4児童措置費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　市内民間認定こども園等に対し、乳児の睡眠中の事故防止対策に必要な機
器（午睡チェックセンサー等）の導入にかかる経費の補助を行い、安全・安
心な保育環境の整備を図ります。

　市内民間施設に対して午睡チェックセンサー等の導入に係る機器購入経費
の補助を行います。
【補助基準額】
　　１施設あたり　５００千円
【財源内訳】
　　国　　１／２
　　市　　１／４
　　施設　１／４

・負担金補助及び交付金 ４,１２５

・国庫支出金 ２,７５０
・市の負担額 １,３７５
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千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室幼児保育課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ２,１２０

・使用料及び賃借料 １,３２８
・備品購入費 ７９２

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　乳児の睡眠中の事故防止対策に必要な機器（午睡チェックセンサー等）を
導入し、安全・安心な保育環境の整備を図ります。

　公立保育所・認定こども園の午睡チェックセンサー等導入経費として機器
の購入費と使用料を計上しています。

　公立保育所等運営管理事業 当初予算額 2,120

予 算 科 目 款：③民生費 項：（3）児童福祉費 目：6保育所費
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千円

　　　【 担当課：健康こども部子育て支援室幼児保育課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・市債 ８,６００
・市の負担額 １３,９０６

・役務費 １,９８０
・委託料 ２０,５２６

　阿弥陀こども園の老朽化が進んでいることから園舎等建替え工事を実施す
るにあたり基本設計及び必要な調査を実施し、園児が安全・安心した園生活
を送れるように整備を行います。

・令和４年度
　　基本設計業務、地質調査業務、アスベスト調査業務
・令和５年度
　　実施設計業務、工事影響事前調査業務
・令和６年度から令和７年度
　　工事監理業務、整備工事
・令和８年度
　　工事影響事後調査業務

　阿弥陀こども園整備事業 当初予算額 22,506

予 算 科 目 款：③民生費 項：（3）児童福祉費 目：7保育所建設費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

6



千円

　　　【 担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ３,６５７

・需用費 １３
・役務費 １０２
・負担金補助及び交付金 ３,５４２

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

　生後すぐに行う赤ちゃんの耳の聞こえの検査で、検査は出産される産婦人
科や助産所等の医療機関で受けることができます。
　新生児聴覚検査費用の一部を助成し、聴覚障害の早期発見、早期療育を図
るため、全新生児が受検できることを目的とします。

①対象者
令和４年４月１日以降出生した子で、検査日に子と保護者ともに高砂市民で
あること

②助成額
初回検査に対し、下記いずれかを上限に助成します。
・ABR（聴性脳幹反応）検査：５，５００円
・OAE（耳音響放射）検査：２，０００円

　新生児聴覚検査助成事業 当初予算額 3,657

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：１保健衛生総務費
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千円

　　　【 担当課：教育部学校教育室学校給食課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
（うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,816千円）

千円・市の負担額 ７,７５９

・国庫支出金 ３,８１６

１１,５７５・負担金補助及び交付金

　子どもたちの大好きな献立をさらにグレードアップする牛肉等の食材費
の補助を学校給食会へ行います。

＊学期ごとに　１回　年３回　『わくわくスペシャルメニュー』

　学校給食事業 当初予算額 11,575

項：（２）小学校費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－１みんなが子どもを育てるまち【子ども支援政策】

項：（３）中学校費
予 算 科 目

款：⑪教育費 目：２給食費

款：⑪教育費 目：２給食費

『笑顔イキイキ、わくわく給食』～給食を通して　ふるさと愛を育む～

　小・中学校の思い出の中に必ず「給食」があります。
　高砂市で育った子供たちが大人になっても
「学校の給食はおいしかった!」
と思えるように、また、感染症対策により学校行事等が制限されている中
でも給食を楽しい思い出の一つとする本事業を実施します。
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千円

　　　【 担当課：教育部学校教育室学校教育課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　市内小中学校の４校に１人（全１６校に４人）学校司書を配置し、学校図
書館における業務及び環境整備を行います。

　学校司書配置事業 当初予算額 2,755

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（１）教育総務費 目：２事務局費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－２子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

　学校図書館業務を専属とする学校司書を小中学校に週1日配置し、児童生
徒の読書活動を充実させることで、児童生徒が数多くの文章に触れる機会を
増やし、言葉の良さ・美しさを感じさせるとともに、目的に応じて必要な情
報や資料を読み解く力の向上につなげ、言語能力の育成および学力の向上を
図ることを目的とします。あわせて、読書活動が充実し、児童生徒の語彙力
を向上させることにより、人とのつながりのために必要なコミュニケーショ
ン能力の向上を図り、児童生徒の豊かな心を育成すること、また図書館教育
が充実することで、あらゆる教科における調べ学習等において学校図書館を
活用する機会が増加し、自ら進んで学ぶ態度や自立的に自己の未来を切り拓
く力を育てることを目的とします。

・報酬 ２,６１１
・共済費 ９
・旅費 １３５

・市の負担額 ２,７５５
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千円

　　　【 担当課：教育部学校教育室学校教育課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
（うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,263千円）

千円・市の負担額 ８,６６７

・国庫支出金 ４,２６３

・扶助費 １１,４６０
・負担金補助及び交付金 １,４７０

新型コロナウイルス感染症対応の就学支援事業 当初予算額 12,930

款：⑪教育費 項：（１）教育総務費 目：2事務局費

款：⑪教育費 項：（２）小学校費 目：4教育振興費予 算 科 目

・奨学金：令和４年度高砂市奨学金支給条例第２条の規定に基づき
　　　　　奨学金の支給を認められた者に10,000円を支給

・就学援助：令和４年度高砂市就学援助規則第３条の規定に基づき
　　　　　　就学援助の支給を認められた者に10,000円を支給

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－２子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

　新型コロナウイルス感染症対応として、経済的理由により就学困難な児
童及び生徒を支援することを目的とします。

款：⑪教育費 項：（３）中学校費 目：4教育振興費
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千円

　　　【 担当課：教育部教育推進室教育総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
（うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金9,956千円）

千円

　全小・中学校にウォータークーラーを設置します。

予定数
　小学校　各１台　計１０台
　中学校　各１台　計　６台

　小・中学校施設建設事業 当初予算額 30,200

款：⑪教育費　 項：（２）小学校費 目：５学校建設費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－２子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

款：⑪教育費　 項：（３）中学校費 目：５学校建設費
予 算 科 目

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として定期的な換気をしていま
すが、真夏の猛暑の時期は換気の度に室温が上昇し、水分補給が必要とな
るため、熱中症対策として水筒の補充用にウォータークーラーを設置しま
す。
　また、水筒自体で押すと出水する非接触で操作できるタイプを設置する
ことで、より衛生的な教育環境整備を目的とします。
　設置場所については、雨水からくる腐食や、冬季の凍結による破損もあ
ることから、屋内に設置します。

・工事請負費 ３０,２００

・市の負担額 ２０,２４４

・国庫支出金 ９,９５６
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千円

　　　【 担当課： 福祉部人権福祉室人権推進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １,０５４

・負担金補助及び交付金 ３０
・扶助費 ８９８

・旅費 ２２
・需用費 １０４

・犯罪被害者等支援窓口の設置
・支援金の支給（遺族支援金、重傷病支援金）
・日常生活支援（ホームヘルパー派遣費用助成、一時保育費用助成）
・居住の安定（家賃助成、転居費用助成等）
・雇用の安定（ハローワークとの連携等）
・市民等及び事業者の理解の促進（広報等）　　等

　犯罪被害者等支援事業 当初予算額 1,054

予 算 科 目 款：③民生費　 項：（1）社会福祉費 目：１０人権推進費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－３個人が尊重し合い、安心して平和にくらすまち【人権政策】

　誰もがある日突然犯罪被害者やその家族、遺族になりうる恐れがありま
す。犯罪被害者が一日も早く被害から回復し社会の中で再び平穏な生活を営
むことができるようにするために、一人一人に寄り添った支援の提供と、犯
罪被害者等の置かれている状況についての理解し地域で温かく支えることが
必要です。本市では犯罪被害者等基本法に基づき「高砂市犯罪被害者等支援
条例」を制定し、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し誰もが安
全で安心して暮らせる社会の実現を図ります。
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千円

　　　【 担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

・委託料 １３,５７９

・市の負担額 １３,５７９

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－４地域で自立を支え合い、つながり合うまち 【福祉政策】

（仮称）高砂市福祉総合相談センター設計業務委託料
　基本設計・実施設計（アスベスト含有調査含む）
　１２，７０５千円

（仮称）高砂市福祉総合相談センター企画運営業務委託料
　８７４千円

　高齢者や障がい者の多様化・複雑化する相談ニーズに応えるため、旧伊保
幼稚園跡を活用して地域包括支援センターと基幹相談支援センタ―を集約
し、さらに、新たに成年後見支援センターを併設した（仮称）高砂市福祉総
合相談センターを設置することで、高齢者・障がい者等の相談機能の中核的
な役割を担う体制を確保し、ワンストップ型の相談支援体制を構築します。
　また、これらの相談支援機能に加え、誰もがゆるやかに繋がる拠点として
の「だれでも立ち寄りステーション」の検討に関し、地元住民をはじめ、そ
の運営を支援する方々など様々な分野からのアイデアやニーズを聞き取るた
めのワークショップを開催し、市民の暮らしにとって魅力ある拠点づくりと
持続可能な運営を目指します。

　（仮称）高砂市福祉総合相談センター建設事業 当初予算額 13,579

予 算 科 目 款：③民生費　 項：（１）社会福祉費 目：4（仮称）高砂市福祉総合相談センター建設費
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千円

　　　【 担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

　高砂市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業
【保険対象者】
　市の住民基本台帳に記録され、「高砂市高齢者等見守り・SOSネット
　ワーク事業」の登録者の在宅で生活する者で、介護保険における認定
　調査票又は主治医意見書等から「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa
　以上」かつ「障害高齢者の日常生活自立度B２以下」と確認できる者
【保険料】：1人当たり年額：1,810円
【保険内容】：日常生活賠償（３億円）

【事業広報チラシ】：3,000部

　高齢者福祉事務事業（認知症等個人賠償保険事業） 当初予算額 434

予 算 科 目 款：③民生費 項：（２）高齢者福祉費 目：１高齢者福祉総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－４地域で自立を支え合い、つながり合うまち 【福祉政策】

　認知症の高齢者等が日常生活における偶然な事故によって法律上の損害賠
償責任を負った場合に、これを補償する個人賠償責任保険について、市が契
約者となり保険加入することで、認知症の人及びその家族が地域で安心して
生活し、外出することができる環境を整備することを目的とします。

・需用費 ２２７
・役務費 ２０７

・市の負担額 ４３４
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千円

　　　【 担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円・保険料 １,１０６

・国庫支出金 １,８５２
・県支出金 ９２６
・市の負担額 ９２６

・委託料 ４,８１０

生活支援体制整備事業委託料
　生活支援コーディネーター　1名
　人件費相当（事務費等含む）
　４，８１０，０００円

　生活支援体制整備事業 当初予算額 4,810

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－４地域で自立を支え合い、つながり合うまち 【福祉政策】

　高砂市社会福祉協議会に委託して実施している介護予防・生活支援体制整
備事業においては、市内８地区に第２層協議体の設置を進めており、令和３
年１２月現在、６地区において地域支え合い協議会が発足している。各地区
の地域支え合い協議会を支援し、さらに地域の支え合いの体制づくりの強
化・推進を図るため、現在２名を配置している第２層コーディネーターを１
名増員して3名体制として進めます。

介護保険事業特別会計
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千円

　　　【 担当課：福祉部人権福祉室地域福祉課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円・保険料 １,３７８

・国庫支出金 ２,３０８
・県支出金 １,１５４
・市の負担額 １,１５４

・委託料

【認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業委託料】
　認知症支援地域推進員（コーディネーター）
　人件費相当（事務費等含む）
　5,532,000円

【認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料】
　パンフレット刷新費（3,000部）
　462,000円

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－４地域で自立を支え合い、つながり合うまち 【福祉政策】

　認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための、認知症の人
に効果的な支援が行われる仕組み「チームオレンジ」の構築にあたり、認知
症地域支援推進員（コーディネーター）を配置するとともに、認知症予防や
地域ケア向上推進などの認知症総合支援事業全体にかかるパンフレットを刷
新し地域における認知症ケアの向上を図ります。

５,９９４

　認知症総合支援事業 当初予算額 5,994

予 算 科 目 介護保険事業特別会計
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千円

　　　【 担当課： 健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
（うち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1,019千円）

千円・市の負担額 ２,０７３

・国庫支出金 １,０１９

・委託料 ３,０９２

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大や重症化を防止する観点から、市民が高
砂市民病院で実施している行政検査以外のPCR検査を受検する際、市が検査費用
の半額、もしくは全額を助成し、市民の不安の軽減につなげます。

①対象事業：高砂市民病院で実施するPCR検査
　　　　　　　　　　　　　　　（行政検査及び保険適用検査を除く。）

②対象者：受検日において市内在住

③助成額：１６，１００円（検査費用の半額）
　　　　　※ただし、住民税非課税世帯、生活保護世帯については
　　　　　３２，２００円（検査費用の全額）

④受検回数：１回

⑤助成期間：令和５年３月末まで

感染症等対策事業（PCR検査委託）　 当初予算額 3,092

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：１保健衛生総務費
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千円

　　　【 担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

[個別結核・肺がん検診の流れ]
　① 問診、胸部レントゲン撮影、一次読影　：医師会（協力医療機関）
　② 協力医療機関⇒市民病院へデータの送付
　③ データの取込み、二次読影　：高砂市民病院
　④ 市民病院⇒協力医療機関へデータと結果を送付
　⑤ 結果説明　：協力医療機関

　個別結核・肺がん検診事業 当初予算額 19,923

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（１）保健衛生費 目：２予防費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　高砂市において、肺がん検診受診率が７.1％であり県下４１市町のうち３
６位と低い状況にあります。
　結核・肺がん検診において必要な二次読影体制が整い、個別医療機関での
受診が可能になります。
　受診機会を拡大することにより、結核・肺がん等の早期発見、早期治療へ
と結びつくことを目的とします。

・需用費 ６９７
・役務費 １,９３９
・委託料 １７,２８７

・市の負担額 １９,９２３
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千円

　　　【 担当課：市民部保険年金室国保年金課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・保険料 ２,４５３

・報償費 ２,１００
・役務費 ３５３

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　特定健診受診率は、「高砂市国民健康保険第２期データヘルス計画及び第
３期特定健康診査等実施計画」における目標値（令和５年度までに６０．
０％以上）とは依然乖離があり、兵庫県内でも依然県下で一番低い状況と
なっています。
  そのため、現在実施している未受診者対策に加えて、更なる受診率の向上
に向けた取組を行い、予防・健康づくりに対する意識の向上を図ります。

　現在、特定健診受診者から、図書カードプレゼントキャンペーンを実施し
ていますが、500円分の図書カード等を先着4,200名へのプレゼントへと、
金額の変更および当選人数の拡大を行い、受診率向上を図ります。

　特定健康診査等事業（特定健診受診者インセンティブ） 当初予算額 2,453

予 算 科 目 国民健康保険事業特別会計
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千円

　　　【 担当課：市民部保険年金室国保年金課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　内臓脂肪蓄積のリスクがある方へのアドバイスや支援等の保健指導業務及
び保健指導の利用勧奨業務を委託化することで、夜間や土日等を含めた業務
可能な時間帯や曜日等の拡大を行い、特定保健指導実施率の向上を図りま
す。

　特定健康診査等事業（特定保健指導） 当初予算額 3,595

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　特定保健指導実施率は、「高砂市国民健康保険第２期データヘルス計画及
び第３期特定健康診査等実施計画」における目標値（令和５年度までに６
０．０％以上）とは依然乖離がある状況となっています。
  そのため、現在実施している保健指導業務を充実させることにより、実施
率の向上、予防・健康づくりに対する意識の向上を図ります。

国民健康保険事業特別会計

・委託料 ３,５６９
・使用料及び賃借料 ２６

・保険料 ２,８４１
・県負担金 ７５４
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千円

　　　【 担当課：市民部保険年金室国保年金課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

　糖尿病性腎症重症化予防事業 当初予算額 627

予 算 科 目 国民健康保険事業特別会計
第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　糖尿病性腎症の重症化予防事業を実施することにより、糖尿病性腎症の悪
化による透析への移行を遅らせ、１人当たり年間約５００万円かかるとされ
ている人工透析治療に係る医療費の抑制を図ります。
  現在実施している受診勧奨業務等を充実させることにより、更なる糖尿病
性腎症の重症化予防を図ります。

　糖尿病治療中断者に対する受診勧奨業務及び受診勧奨判定値にもかかわら
ず医療機関を受診していない方への受診勧奨業務、過去の重症化予防プログ
ラム終了者への健康相談会を委託化することで、夜間や土日等を含めた業務
可能な時間帯や曜日等の拡大を行い、糖尿病性腎症の重症化予防を図りま
す。

・委託料 ６０１
・使用料及び賃借料 ２６

・保険料 ６２７
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千円

　　　【 担当課：市民病院事務局総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・一般会計繰入金 １４,０００

・委託料 １４,０００

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　高砂市民病院のあり方検討に関する業務として、高砂市民病院の現状と課
題及び今後の医療需要推計を分析し、病院機能や体制、病院建物の大規模修
繕、建替えも含めた持続可能な病院運営を検討するコンサルティング業務の
委託を行います。

　医療需給分析、運営面・経営面の課題検討及び将来シミュレーション、建
替え計画の検討等

　市民病院経営コンサルティング業務委託事業 当初予算額 14,000

予 算 科 目 病院事業会計
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千円

　　　【 担当課：市民病院事務局総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・一般会計繰入金 ４３８

・リース債務 ４３８

超小型電気自動車リース・レンタル　１台
期間：令和４年度～令和９年度

　市民病院設備等整備事業 当初予算額 438

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 １－５健康を維持し、医療サービスを安心して受けられるまち【健康・医療政策】

　２０５０年高砂市ゼロカーボンシティの実現に向けて、公用自動車の購入
において、超小型電気自動車を導入することにより、移動の脱炭素化を図り
ます。
　導入後は、今後も益々ニーズが高くなる在宅医療患者に対しての訪問診療
に使用し、安全安心な医療サービスを行います。

病院事業会計
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基本目標２ 

地域の魅力を共に創る、活力あるまち 

【共創】 



千円

　　　【 担当課： 都市創造部都市住宅室建築住宅課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　老朽危険空き家除却支援事業
　　倒壊等により周囲に危険が及ぶおそれのある空き家を除却しようとする
　者に対し、その経費の一部を補助します。
　　補助率２/３　（上限133万2千円）

　高砂市空家等対策計画
　　計画期間：平成30年度から令和9年度までの１０年間
　　令和4年度が5年目にあたり、社会情勢の変化に対応するため見直しを
　行い、計画書を作成します。

　空家等対策推進事業 当初予算額 2,684

予 算 科 目 款：⑨都市計画費　 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－１住民が望む、暮らしに良好な住環境のまち【まちづくり政策】

　平成30年3月に策定した空家等対策計画に基づき、空家等に関する施策を
総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興を図ります。
　計画に基づく空家等対策の施策の一つとして、老朽危険空き家除却支援事
業を実施し、安全で安心なまちづくりの推進と良好な居住環境の整備改善を
目指します。

・需用費 ２０
・負担金補助及び交付金 ２,６６４

・国庫支出金 １,３３２
・県支出金 ６６６
・市の負担額 ６８６
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

・旅費 千円
・委託料 千円

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ２４,９６５

２４,９０４
５８

・使用料及び賃借料 ３

　JR曽根駅南口の新設に伴う基本計画策定
　
　　委託料
　　　①南改札口案及び自由通路案の実現可能性を検討
　　　②支障物の確認、必要となる仮設物の検討
　　　③駅前広場の配置及び形状の検討
　　　④エレベーター、自動改札機等の駅設備の配置の検討
　　　⑤その他、概算工事費算出、VRアプリケーションの構築など

　ＪＲ曽根駅周辺整備事業 当初予算額 24,965

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：(２)道路橋りょう費 目：３道路新設改良費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　ＪＲ曽根駅南口整備に向けて、基本計画を策定します。
　南改札口案と単独自由通路案の比較検討を行い、ＪＲ曽根駅南口整備を推
進します。
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千円

　　　【 担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ６８３

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　公共交通として運行しているコミュニティバス「じょうとんバス」における利
用促進策として行っているサイクル＆バスライドやチラシの作成を行い、利便性
の向上を図ります。

・サイクル＆バスライドにかかる看板製作や停留所・バス音声案内変更費用
・利用促進チラシの作成

・需用費 １６５
・委託料 ５１８

コミュニティバス路線再編事業 当初予算額 683

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
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千円

　　　【 担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

・報償費 千円
・旅費 千円

千円
千円

・使用料及び賃借料 千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １,４１０

５０

７０

・役務費 ４０

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－２公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち【公共交通政策】

　山陽電鉄高砂駅南地区は、市南部の玄関口であり、市内唯一の商業地域に
も関わらず老朽化が進む低層商店街や駐車場等の用地が低未利用の状況で
す。また、中心市街地への人の動線や狭小な駅前空間への通過車両の進入な
ど喫緊の課題があるため、駅前地区の土地利用の高度化と人及び車の動線を
整理し、市南部の玄関口としての機能と魅力あるまちづくりを創出し、定住
促進と地区の活性化を図ります。

・高砂駅南地区まちづくり協議会を運営します。
・地権者等に対する勉強会を開催します。
・市街地の活性化に資する駅前広場や接続道路の実現に向け、高砂駅南周辺
　整備基本計画を基に、連続立体交差事業の進捗状況を踏まえた計画の修正
　及び具体整備手法の選定を行います。

２５０

・委託料 １,０００

　山電高砂駅南周辺整備事業 当初予算額 1,410

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
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千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室産業振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ５,１２２

・負担金補助及び交付金 ５,０００

・職員手当等 １００
・需用費 ２２

○補助事業名及び補助額
　①商店街ファンづくり応援事業補助金　　　　　　　　　300千円
　②商店街次世代担い手支援事業補助金　　　　　　　　　300千円
　③空き店舗整備促進事業補助金　　　　　　　　　　　4,400千円
　
○対象者
　・上記①②の事業補助金・・・・・商店街・小売市場の団体等
　・上記③・・・・・・・・・・・・空き店舗に新規出店する者

 　商業活性化事業 当初予算額 5,122

予 算 科 目 款：⑦商工費 項：（１）商工費 目：２商工業振興費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－３資源を活かした特色ある産業、暮らしを支える産業があるまち【産業政策】

　市域の商業活性化を目的として、空き店舗対策を含む地域の買物環境等の
改善・向上を図るとともに、新たな個性を創出した魅力ある商業のまち高砂
の具現化に向けて取り組む商店街等の各種事業に対して補助を行います。
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千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室産業振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　市内中小事業者経営実態調査事業 当初予算額 4,427

予 算 科 目 款：⑦商工費 項：（１）商工費 目：２商工業振興費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－３資源を活かした特色ある産業、暮らしを支える産業があるまち【産業政策】

　新型コロナウイルス感染症の影響拡大が長期化する中、市内中小
事業者の事業活動への影響、経営者が抱えている課題や将来的な不
安等を細かく把握し、事業持続化と経営基盤の強化に向けた効果的
な施策に繋げるため、市内中小事業者の経営実態調査を委託（公募
型プロポーザル）により実施します。

１　委託業務内容
　⑴　全体計画立案業務
　　① 調査の標本設定（標本数・回収率含む）
　　② 対象企業の抽出
　　③ 想定される課題・課題改善のための工夫等
　　④ 調査結果の分析
　⑵　アンケート調査業務
　　① 市内中小事業者の概要
　　② 収益状況
　　③ 経営管理
　　④ 経営課題
　⑶　ヒアリング調査業務（30社以上）
　⑷　施策分析及び調査報告書作成業務
　⑸　施策立案・提言業務
　⑹　その他事務管理業務

２　委託期間
　　令和４年２月　　　　　公募型プロポーザルの受付開始
　　　　　　３月　　　　　随意契約の締結
　　　　　　４月～７月　　委託業務の実施

・市の負担額 ４,４２７

・委託料 ４,４２７
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千円

　　　【 担当課：財務部財務室契約管財課 】
　　　【 担当課：福祉部生活福祉室生活福祉課 】
　　　【 担当課：健康こども部健康文化室健康増進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
・使用料及び賃借料 千円

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ８,２７３

５５３
・工事請負費 ７,７００

・超小型電気自動車リース・レンタル　３台
　期間：令和４年度～令和９年度

・庁舎駐車場電気自動車外部電源設置工事
　工期：令和４年度

・役務費

　２０５０年高砂市ゼロカーボンシティの実現に向けて、公用自動車の買
い替えにおいて、超小型電気自動車を導入することにより、移動の脱炭素
化を図ることと併せて、住民の方が利用可能なカーシェアリング事業を展
開します。公用自動車及びシェアカーとして使用する中で、広くゼロカー
ボンシティをアピールし、市職員及び住民とともに環境に配慮した脱炭素
社会の実現を目指します。
　なお、導入する３台のうち、２台は公用自動車専用として使用します。
残る１台は、平日は公用自動車として使用し、土日及び年末年始等の公用
自動車の遊休時には、シェアカーとして一般の利用者が利用可能としま
す。カーシェアリングで一般の方が利用することで、電気自動車の運転を
体験することができ、電気自動車普及への足掛かりとなることが期待でき
ます。また、併せて、公用車使用とカーシェア使用の併用することで超小
型電気自動車の有効利用につながります。

　超小型電気自動車管理事業 当初予算額 8,273

款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：１４車両管理費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

予 算 科 目

２０

款：④衛生費　 項：（１）保健衛生費 目：２予防費

款：③民生費　 項：（４）生活保護費 目：１生活保護総務費
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千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室環境政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　地球温暖化対策実行計画策定事業 当初予算額 12,909

予 算 科 目 款：④ 衛生費 項：（１）保健衛生費 目：4 環境保全対策費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　平成24年3月に策定した高砂市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
は、温室効果ガス削減量の長期目標が2050年までに1990年度比30％の削
減としています。国は令和2年10月、2050年カーボンニュートラルを宣言
し、2030年までに2013年度比46％削減を目標としており、高砂市におい
ても、令和3年7月に「2050年ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、未来の
ため、地球温暖化を緊急課題として位置付け、その対策に積極的に取り組ん
でいきます。温室効果ガス削減目標の新たな設定、その実現に向けた再生可
能エネルギーの導入目標やロードマップを示し、市民・事業者・市がより緊
密に連携して取り組むため、現実行計画を改定します。

　再生可能エネルギーの導入、温室効果ガス削減のための取組に関する基礎
情報の収集を行うことにより、再生可能エネルギーの導入目標、温室効果ガ
ス削減目標を設定し、それらを達成する施策（取組み）を盛り込んだ地球温
暖化対策実行計画（区域施策編）を改定します。

・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定業務委託
・再生可能エネルギー導入計画策定業務委託
・地球温暖化対策地域協議会に係る諸経費

・報償費 ２４０
・旅費 ３８
・需用費 ２６
・役務費 ８
・委託料 １２,５９０
・使用料及び賃借料 ７

・諸収入 ７,５４５
・市の負担額 ５,３６４
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千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室環境政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

・報償費 千円
・旅費 千円
・需用費 千円

１５ 千円
千円

　　財源内訳

千円

　2050年ゼロカーボンシティの実現のためには、市民・事業者・市の各主
体が協働して再生可能エネルギーの活用、省エネルギーの推進に取組む必要
があります。地球温暖化対策推進事業では、太陽光発電システム及び蓄電池
システム設置補助を継続して行います。
　また、産業部門の排出量削減に向け、事業者の取組みをともに協議検討す
るため、協議体を設けます。

５６７

５５

　地球温暖化対策推進事業 当初予算額 5,641

予 算 科 目 款：④ 衛生費 項：（１）保健衛生費 目：4 環境保全対策費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

・家庭用蓄電池システム等設置補助
　　① 蓄電池+太陽光発電システム設置　一律１０万円
 　　（10万円×15件＝150万円）
　　② 蓄電池システム設置　一律　５万円
 　　（5万円×70件＝350万円）

・ゼロカーボンに向けた事業者との協議会の設置
　　市内の産業部門の排出量削減に向け、事業者と協働で行う取組みを、
　　協議体を設け研修等を実施し、今後の施策について具体的な取組みを
　　検討・協議します。

・環境にやさしい製品による啓発
　　生分解性ポリマー製クリアファイル等を利用し、市が実施するイベント
　　等で市民へ配布することで、脱炭素化やマイクロプラスチックによる
　　海洋汚染問題への理解を深め、啓発を図ります。
　

４

５,０００・負担金補助及び交付金
・使用料及び賃借料

・市の負担額 ５,６４１
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千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室環境政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

・諸収入 １２ 千円
千円・市の負担額 ９,９０６

・使用料及び賃借料 ２７
・工事請負費 ９,５００

・需用費 ３９１

　電気自動車用充電器設置事業
　・工事請負費　9,500千円

　電気自動車用充電器管理経費
　・需用費（電気代、啓発用チラシ）
　・使用料及び賃借料（認証システム利用料）

　電気自動車用充電器設置及び管理事業 当初予算額 9,918

予 算 科 目 款：④ 衛生費 項：（１）保健衛生費 目：4 環境保全対策費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　2050年ゼロカーボンシティの取組のひとつとして、電気自動車の普及お
よび促進、運輸部門における二酸化炭素排出抑制を目的として、高砂市役
所新駐車場に電気自動車用急速充電器を設置します。
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千円

　　　【 担当課：生活環境部エコクリーンピアはりま 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　電動式生ごみ処理機を購入される市民の方（事業者を除く）に購入費の一
部を助成します。
　
 <対象者>次のすべての要件を満たしている世帯主であること
（1）市内に住所を有し、かつ、居住していること
（2）市税の滞納がないこと
（3）購入した処理機を設置し、適正に維持管理できること
（4）生ごみからできた堆肥を自ら適正に処理できること
（5）前回助成から５年以上経過していること

＜対象の生ごみ処理機＞次の条件を満たすもの
（1）家庭用として市販されている電動式生ごみ処理機（ディスポーザーは
対象外）
（2）購入日から申請日（受付日）までが１年以内のもの

＜助成金額＞購入金額の半額（税抜・千円未満切捨・限度上限額３万円）

＜助成台数＞先着順１５台

・リサイクル基金 ４５０

・負担金補助及び交付金 ４５０

　ごみ減量化、再資源化を推進するため、生ごみの減量・リサイクルに効果
のある電動式生ごみ処理機の普及を図ります。その手段として電動式生ごみ
処理機の購入費助成を行います。

第5次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　電動式生ごみ処理機購入助成事業 当初予算額 450

予 算 科 目 款：④衛生費 項：（２）清掃費 目：２ごみ減量化・再資源化推進費
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千円

　　　【 担当課：生活環境部エコクリーンピアはりま 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　広域ごみ処理管理事業 当初予算額 4,021

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

広域ごみ処理事業特別会計

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理広
域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため、令和４年度から運営する
エコクリーンピアはりま（東播臨海広域クリーンセンター）の稼働に伴い、
運営開始後3年間に予定している連続稼働試験、環境事後調査、性能確認試
験、かし保証検査の確認を行い、周辺環境への配慮に努めるとともに、施設
の運営をより適切かつ効果的に進めます。

　エコクリーンピアはりまの運営において実施する市のモニタリング業務の
支援を委託します。

・委託料 ４,０２１

・諸収入 ３,１６２
・市の負担額 ８５９
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千円

　　　【 担当課：生活環境部エコクリーンピアはりま 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理広
域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため運営するエコクリーンピア
はりま（東播臨海広域クリーンセンター）において、施設稼働後の沿道環境
保全のため、周辺道路について必要な整備を実施します。

　エコクリーンピアはりま稼働後のごみ搬入車両による交通量の増加が及ぼ
す沿道環境への対策として、市道松陽幹線松陽陸橋舗装工事及び市道伊保・
港準幹線沿道植栽工事を実施します。

　広域ごみ処理施設周辺道路整備事業 当初予算額 177,547

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

広域ごみ処理事業特別会計

・工事請負費 １７７,５４７

・諸収入 １３８,７３８
・市債 ３４,９００
・市の負担額 ３,９０９

②沿道植栽

①松陽陸橋補修
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千円

　　　【 担当課：生活環境部エコクリーンピアはりま 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　広域ごみ処理施設周辺整備事業 当初予算額 832,536

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

広域ごみ処理事業特別会計

　東播２市２町（高砂市、加古川市、稲美町及び播磨町）によるごみ処理広
域化（可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ）のため運営するエコクリーンピア
はりま（東播臨海広域クリーンセンター）の周辺整備の一環として、地域活
性化のためのスポーツ広場を整備します。

　エコクリーンピアはりま西側の周辺整備用地に、サッカーやランニングが
行えるスポーツ広場を整備します。

・役務費 ３０
・工事請負費 ８２８,５３８
・負担金補助及び交付金 ３,９６８

・諸収入 ６５０,５６１
・市債 １３５,８００
・市の負担額 ４６,１７５
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千円

　　　【 担当課： 総務部危機管理室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　小学校の通学路や学校周辺を中心とした公共の場所に見守りカメラを設置
するための実施計画を作成します。
　・見守りカメラ設置場所の検討、現地調査及び選定
　・見守りカメラ運用管理方針の検討及び作成
　・見守りカメラ機能(性能)の検討及び仕様書の作成

　地域安全対策事業（見守りカメラ設置事業） 当初予算額 28,200

予 算 科 目 款：②総務費 項：(１)総務管理費 目：１７自治振興費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　犯罪等の抑止力として市民の安全性が向上し、高齢者及び子どもたちが安
心して生活、通学ができるよう市内全域に「見守りカメラ」の設置を進める
ことを検討しています。
　令和５年度からの「見守りカメラ」設置にあたり、各地区の皆さんを対象
とした、設置場所の検討を行う設置場所検討会を実施し、カメラ設置場所等
を決定していきます。

・需用費 １６９
・役務費 ６６
・委託料 ２７,９４０
・使用料及び賃借料 ２５

・市の負担額 ２８,２００

【イメージ】
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　　　【 担当課：上下水道部技術管理室治水対策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　本事業は浸水被害の軽減を図るために、市・県で推進する総合治水の取組
のうち「ためる」対策を１６箇所の既存ため池において行います。
大雨時の雨水の流入に備え、期間（９月～１０月のうち少なくとも１ケ月以
上）を定めて「ため池」の水位を常時下げておく「ため池」管理者の取組に
対し、施設の操作・点検・清掃を円滑に実施するための費用を市と県が補助
する事業です。

　ため池管理事業
（ため池治水活用拡大促進事業） 当初予算額 945 千円

予 算 科 目 款：⑥農林水産業費 項：（１）農業費 目：４農地費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　ため池治水活用拡大促進事業補助金

・負担金補助及び交付金 ９４５

・県支出金 ４７２
・市の負担額 ４７３

ため池治水活用の取組イメージ

①新たに設置する放流施設や、②既存の施設を利用し、翌年の営農に支障のない範囲

で期間を定めて水位を下げ、雨水貯留(治水)容量を確保
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容 　

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　道路照明灯LED化事業 当初予算額 330

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：（２）道路橋りょう費 目：２道路維持費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

・「2050年高砂市ゼロカーボンシティ宣言（令和３年７月３０日）」に基
　づき、二酸化炭素排出量の削減に取り組み、脱炭素社会の実現を目指しま
　す。

・ナトリウム灯のLED化により、エネルギー消費量の削減を図ります。

・北浜隧道内の安全を確保します。

・道路照明灯LED化（リース期間１０年）
　北脇・牛谷準幹線道路（北浜隧道３１灯）
　令和4年度は3箇月分

・使用料及び賃借料 ３３０

・市の負担額 ３３０

LED化

北浜町牛谷

40



千円

　　　【 担当課：上下水道部技術管理室治水対策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・国庫支出金 １７,０００
・市債 ５８,５００
・市の負担額 ６,５００

・委託料 ２６,０００
・工事請負費 ５６,０００

・委託料
　　曽根33号橋　詳細設計業務委託
・工事請負費
　　松村川河川改修工事（第５－５工区）

　河川改良事業（鹿島川・松村川治水対策整備事業） 当初予算額 82,000

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：（３）河川費 目：３河川改良費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災対策】

　松村川流域では平成23年9月台風12号により、床上浸水123戸及び山陽電
鉄の軌道が浸水して不通になる等の浸水被害が発生しました。
　このため、平成23年9月台風12号と同規模の降雨に対し、床下浸水被害を
解消するため「高砂市総合治水推進計画」に基づき本事業を行います。

山陽電鉄軌道敷浸水状況（H23.9）

河川改修の状況（松陽橋下流）

工事後
工事前
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千円

　　　【 担当課：上下水道部技術管理室治水対策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・委託料
　　高潮対策事業工事監理委託（排水機場（機械・電気））
・工事請負費
　　○松村川防潮水門建設工事
　　○松村川排水機場建設工事（土木・建築）
　　○松村川排水機場建設工事（機械設備）
　　○松村川排水機場建設工事（電気設備）
・役務費
　　手数料（仮使用承認申請手数料）

　河川改良事業（松村川排水機場整備事業） 当初予算額 1,148,812

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：（３）河川費 目：３河川改良費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災対策】

　松村川の河口部に排水機場及び防潮水門（高潮対策）を新設し、流域の浸
水被害解消、軽減を図り、市民の安心・安全を確保するため、本事業を行い
ます。
　さらに、松村川の護岸改修事業（洪水対策）と併せて事業を進めることで
効果的に浸水被害の軽減に努めます。

・委託料 ５,８５６
・工事請負費 １,１４２,８３６

・役務費 １２０

・市債 １,１４８,６００
・市の負担額 ２１２

完成イメージパース
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千円

　　　【 担当課：総務部危機管理室 】

款：⑩消防費 項：(1)消防費 目：5災害対策費

　　事業の目的、効果

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ３,２４８

・委託料 ３,２４８

　指定緊急避難場所34施設の表示板を更新します。
　・小学校　　　１０校
　・中学校　　　　６校
　・高等学校　　　４校
　・公民館　　　　８館
　・文化会館ほか　６館

　指定緊急避難場所表示板設置事業 当初予算額 3,248

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ２－５犯罪・事故・災害から市民を守るまち【防犯・消防・防災政策】

　ハザードマップの更新に伴い、指定緊急避難場所の表示板を更新します。
　表示板の更新にあたり、ピクトグラム（図記号、絵記号）を用いた表示を
行うとともに、蓄光素材を使用し、夜間における視認性の向上を図ります。

避難場所 洪水 土砂災害高潮・津波 大規模な火事

43



 



 

 

 

基本目標３ 

楽しく、つながり合い、活躍するまち 

【共感】 



千円

　　　【 担当課： 市民部保険年金室介護保険課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

・県支出金 ２５５
・市の負担額 ２５６

・負担金補助及び交付金 ５１１

　介護サービスを提供するにあたり、訪問看護師・訪問介護員に対する暴力
行為等のため、複数名での訪問が必要である場合で利用者及び家族等の同意
が得られない場合、補助基準額の3分の２（兵庫県1/3、市1/3）を助成しま
す。

補助基準額
【看護師等 】（30分未満）2,540円 （30分以上）4,020円
【看護師等と看護補助者】
　　　　　　 （30分未満）2,010円 （30分以上）3,170円
【訪問介護】 （20分未満）1,670円 （20～30分未満）2,500円
                     （30分以上）3,960円

　訪問看護介護員安全確保事業 当初予算額 511

予 算 科 目 款：③民生費 項：（２）高齢者福祉費 目：１高齢者福祉総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－１誰もが社会に参加し、その人らしく活躍するまち【活躍・労働政策】

　訪問看護師等が介護サービスを提供するにあたり、暴力行為等の対策とし
て複数名でのサービスの提供が必要となる場合であって、利用者または家族
等の同意が得られないことにより複数名訪問加算等を算定することができな
い事業者に対し、複数名訪問加算等に相当する額の一部を補助することで、
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とします。

44



千円

　　　【 担当課：生活環境部環境経済室産業振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ６００

・負担金補助及び交付金 ６００

　企業連携型奨学金返還サポート事業 当初予算額 600

予 算 科 目 款：⑤労働費 項：（２）労働諸費 目：１労働諸費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－１誰もが社会に参加し、その人らしく活躍するまち【活躍・労働政策】

　市内中小事業者の人材確保及び若年者の地元就職・定着を図るため、兵庫
県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支援制度を活用し、若手従業
員の奨学金返還を経済的に支援する市内中小事業者に対し、市が上乗せ補助
することで、中小事業者が取り組む勤労者支援の拡充につなげます。

○補助対象企業・・次の要件を全て満たす市内の中小企業
　　・一般財団法人兵庫県雇用開発協会が実施する中小企業奨学金返済支
　　　援制度事業補助金の交付決定を受けていること
　　・就業規則等により、従業員への奨学金支援制度を設けていること
○対象従業員・・対象企業に勤務し、次の要件を全て満たす者
　　・正社員である者
　　・日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
　　・当該企業就職後５年以内の者
　　・市内事業所に勤務する者
　　・30歳未満の者(申請年度末時点で29歳以下の者）
○補助期間
　　・対象従業員１人につき、最長５年
○補助金額
　　・対象従業員１人当たりの年間返済額の３分の１
　　・企業の年間支給額の２分の１
　　・上限６万円／人・年

〇従業員の年間返済額と企業支給額に応じた補助金例

 従業員の年

間返済額 

本人負

担分 

企業の支

援総額 

県補助額 企業の実質

負担額 

市補助額 

１ 18万円 8万円 10万円 5万円 

(企業支給額の 1/2) 

5万円 2万 5千円 

２ 20万円 5万円 15万円 6万円 

(上限 6万円) 

9万円 4万 5千円 

３ 20万円 10万円 10万円 5万円 

(企業支給額の 1/2) 

5万円 2万 5千円 
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千円

　　　【 担当課：市民部市民窓口室地域振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １８,７１０

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－２まちを考え、行動する市民活動があるまち 【市民活動政策】

　コミュニティ活動の活性化や参画拡大を促進するため、集会施設を整備し
ようとする自治会等（自治会、町内会その他地域住民で組織するもので高砂
市連合自治会に加入しているもの及びそれが連合したもの）に対して、その
整備に要する費用を補助します。

１　補助対象事業
　⑴　集会施設を建設し、又は有償で取得しようとするもの
　　（土地取得費用は除く。）
　⑵　建物の主要構造部について行う大規模な修繕をするもの
　⑶　既設の集会施設の一部を増築し、改築し、又は修繕しようとする
　　　もの
　※当該年度内に完了し、かつ、補助対象経費が50万円以上であること
２　補助金額
　⑴　新築・取得・大規模修繕で補助対象経費の1/3を補助
　　　（補助限度額は別に定める。）
　⑵　増改築（耐震工事・バリアフリー工事含む。）・修繕で補助対象
　　　経費の1/2を補助（300万円を上限）

・負担金補助及び交付金 １８,７１０

　集会施設整備費補助事業 当初予算額 18,710

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１７自治振興費
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千円

　　　【 担当課：市民部市民窓口室地域振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　地域交流センター建設事業（高砂地区） 当初予算額 300

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１８地域交流センター建設費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－２まちを考え、行動する市民活動があるまち 【市民活動政策】

　地域コミュニティの醸成、地域づくり活動の促進や生涯学習との連携を推
進し、「協働のまち～たかさご～」の実現を目指し、地域住民の活動の拠点
となる地域交流センターを整備します。

　高砂地区コミュニティセンターを改修し、地域交流センターを整備するた
め、アスベスト調査を実施します。

　１　名　　　称　　　　高砂地区コミュニティセンター
　２　所　在　地　　　　高砂市高砂町北本町１１１０番地の１
　３　延 床 面 積　　　　 約６７８．４㎡
　４　スケジュール　　　令和４年度　　アスベスト調査
　　　　　　　　　　　　令和５年度　　施設改修工事
　　　　　　　　　　　　令和６年度　　地域交流センター開設

・役務費 ３００

・市の負担額 ３００
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千円

　　　【 担当課：市民部市民窓口室地域振興課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・市債 ７８,８００
・市の負担額 ８,８８４

・国庫支出金 １４１,０００

・役務費 ８４
・委託料 ４,５１１
・工事請負費 ２２４,０８９

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－２まちを考え、行動する市民活動があるまち 【市民活動政策】

　地域コミュニティの醸成、地域づくり活動の促進や生涯学習との連携を推
進し、「協働のまち～たかさご～」の実現を目指し、地域住民の活動の拠点
となる地域交流センターを整備します。

　（仮称）曽根地域交流センターの建設工事を行います。

　１　名　　　称　　　　（仮称）曽根地域交流センター
　２　所　在　地　　　　高砂市曽根町2301番27、2301番35
　３　敷 地 面 積　　　　 約4,０５0㎡
　４　スケジュール　　　令和４～５年度　　建設工事
　　　　　　　　　　　　令和６年度　　　　地域交流センター開設

　地域交流センター建設事業（曽根地区） 当初予算額 228,684

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１８地域交流センター建設費

48



千円

　　　【 担当課：政策部シティプロモーション室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

・国庫支出金               　 ３,７５８
・市の負担額 ３,７５８

・委託料 ７,５１６

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－３愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

　近年、環境と健康によい交通手段として自転車が見直される中、自転車で地域
をめぐり沿線の魅力を楽しむサイクルツーリズムの人気が高まっています。
また、本市は市内に歴史的に興味深い観光資源を有しているにも関わらず、市内
に点在しているのが現状です。このような背景を踏まえ、次の目的を定めて本業
務を実施します。

（１）市内を自転車で周遊することで、市内外の人に高砂市の魅力を知って
　　　もらい、移住定住の促進を図ります。
（２）市内の観光資源のＰＲ及び観光消費の促進を図ります。

・サイクルイベントの開催
　　市内に点在する歴史・観光・文化施設をスマホアプリを活用しながら自転
　　車で巡るモバイルスタンプラリーを開催します。各スポットではスポット
　　ごとの説明と次のスポットへのヒントを示し、ラリーを楽しんでいただ
　　きます。   (開催時期は１０月～１１月の予定）

　
・イベントのＰＲの推進
　　万灯祭の時期に合わせて、
       電車の中吊り広告を活用し、
       イベントの周知と合わせて
       掲出し本市のＰＲを図ります。
 　  （掲出時期は９月の予定）

　高砂ワクワク自転車プロジェクト 当初予算額 7,516

予 算 科 目 款：⑦商工費 項：（１）商工費 目：４観光費
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千円

　　　【 担当課：健康こども部健康文化室文化スポーツ課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

・市債 １９,３００
・市の負担額 ２,２３３

・工事請負費 ２１,５３３

高砂市野球場トイレ改修工事
　①１階中央左　職員便所（審判、マスコミに供用）
       の更新及び車いす対応洋式便所への更新
　②更衣室便所（1、３塁側）の更新及び洋式化
　③２階観客者便所（１、３塁側）
　　・男性便所便器更新及び洋式化
　　・女性便所便器洋式化
　　・洗面台鏡更新
　　・照明整備
　　・壁面塗装

　体育施設整備事業 当初予算額 21,533

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２１文化スポーツ振興費

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

　高砂市野球場トイレの経年劣化及びバリアフリー非対応の現状を鑑み、高
齢者や障がい者を含む全ての利用者が、快適に施設を利用することを目的と
するものです。

③ ③

①

②②
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千円

　　　【 担当課：健康こども部健康文化室文化スポーツ課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　文化会館施設整備事業 当初予算額 107,800

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２２文化会館費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

　経年劣化した、文化会館大ホール照明の制御を司る調光盤の更新により、
利用者に安心して利用いただける施設整備を目的としています。

   高砂市文化会館大ホールの調光主幹盤、調光分岐盤、調光器盤及び附属
する機器の更新

【調光盤】
　電気室より送電された電気を受電し、調光操作卓からの信号に合わせて
照明器具への電圧を調整し、明るさを制御します。

・備品購入費 １０７,８００

・市債 ８０,８００
・市の負担額 ２７,０００
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千円

　　　【 担当課：教育部教育推進室生涯学習課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

・高砂市指定文化財に指定された文化財を保存整備します。
・文化財的価値を損なわないよう、所有者が行う適切な保存措置を支援し、
　文化財の保存と活用を図ります。

・江戸時代、寛政7年(1795)に建築された、高砂市指定文化財の十輪寺大玄
　関の改修復元工事に対し、補助金を交付します。

　文化財保存整備事業 当初予算額 1,741

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費

・負担金補助及び交付金 １,７４１

・市の負担額 １,７４１

十輪寺 建物配置図

大玄

関
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千円

　　　【 担当課：教育部教育推進室生涯学習課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

・工事請負費 千円
・負担金補助及び交付金 千円

　　財源内訳

千円
千円

・市の負担額 千円

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

・平成２９年度に策定された、国史跡「石の宝殿及び竜山石採石遺跡」整備
　基本計画にもとづき、史跡の保存活用を図るため、史跡整備事業を実施し
　ます。
・史跡の価値を確実に保存し顕在化するための整備や、史跡を理解し活用を
　図るための整備を推進します。

　生石神社が実施する石の宝殿雨
水排水対策工事等の史跡整備工事
を支援し、高砂市は史跡の案内・
解説施設の設置工事を実施しま
す。

　史跡整備事業 当初予算額 8,508

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費

・報償費 １３０
・旅費 ７８
・需用費 １４
・委託料 ６６０

５,９４０
１,６８６

３,３９２

・国庫支出金 ３,４１１
・県支出金 １,７０５

国史跡 石の宝殿及び竜山石採石遺跡 整備計画図
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千円

　　　【 担当課：教育部教育推進室生涯学習課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ５００

・使用料及び賃借料 ５０

・報償費 １００

・委託料 １５０

・旅費
・需用費

１００
１００

・社会教育推進指導者養成研修
　　多様な社会教育活動を行うための、「レクリエーション」「健康運動」
　　「文化」「支援活動の在り方」「コミュニケーション」を学び、地域の
　　中で活躍し社会教育を推進する指導者の養成研修を実施します。

・新たな青少年の社会教育活動
　　自然・科学に親しむ講座を開催します。

　青少年活動推進事業 当初予算額 500

予 算 科 目 款：⑪教育費　 項：（６）青少年対策費 目：１青少年対策総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ３－４豊かな生きがいとつながりを感じるまち【文化・スポーツ政策】

　創造力のある人間性や社会性のある心豊かな青少年を育成するために、地
域で青少年を育てる環境づくりが必要です。
　その実現に向けて地域での社会体験、自然体験活動を行う指導者の発掘・
育成を目的として新たに社会教育推進指導者養成研修を実施します。
　また、新たな青少年の社会教育活動を企画します。
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基本目標４ 

もっと行政が寄り添うまち 

【共治 共有】 



千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室土木総務課】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・国庫支出金 ８６５
・市の負担額 ８６５

・備品購入費 ８０

・需用費 ６５０

・使用料及び賃借料 ９４０
・委託料 ６０

事業期間：令和３年度から５年度

　　ソフト事業
　　　交通安全啓発資料、グッズの配布
　　　駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）リース料
　　　自転車横断帯付マットを利用した交通安全教室の実施

　
　　ハード事業
　　　サイクルツーリズム周知看板の設置（ＪＲ曽根駅前）

　交通安全対策事業 当初予算額 1,730

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１１交通安全対策費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

【高砂ワクワク自転車プロジェクト】
　自転車事故のない安全・安心な社会の実現をします。
自転車利用の普及を促進し、自転車を活用した市民の健康増進効果を図り
ます。
　
　サイクリングイベント等を実施して、健康増進とサイクリングマップに
より情報発信を行い、自転車を活用した地域の活性化を推進します。
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室土木総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円・市の負担額 １,６１１

・諸収入 １７８

・工事請負費 １,７８９

・敷き均し　　１６０㎡
・立木伐採　　　１４本

　自転車対策事業（ＪＲ宝殿駅） 当初予算額 1,789

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１１交通安全対策費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間の整備や駐輪場利用の快
適化対策を通じて、自転車利用者の利便性向上を図り、安心して快適に自転
車を利用できる環境の創出を行うため、宝殿駅南無料駐輪場の一部の整地を
行います。
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千円

　　　【 担当課：政策部　公共施設マネジメント室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容
・新庁舎建設工事
　工期：平成30年度～令和4年度
・新庁舎建設工事監理業務委託
　履行期間：平成30年度～令和4年度
・新庁舎移転業務など

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・庁舎建設基金 １２０,１５９
・市債 ６７７,０００
・市の負担額 ３,６２１

・その他 ２,４２１
・工事請負費 ７４９,２１６
・委託料 ４９,１４３

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　平成３０年１０月から着工した新庁舎建設工事が令和元年１０月の新分庁
舎、令和３年１０月の新本庁舎の完成を経て、外構工事や駐車場整備を進め
令和４年１２月下旬に全面竣工する予定です。
　これに合わせて、乳幼児健診等も現在の文化保健センターから新庁舎で実
施する予定です。

　新庁舎建設事業 当初予算額 800,780

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２４庁舎建設費
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千円

　　　【 担当課：政策部公共施設マネジメント室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容
南庁舎改修工事

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　工期：令和３年９月から令和４年８月まで

　南庁舎整備事業 当初予算額 335,470

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２４庁舎建設費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　南庁舎の老朽化等による改修や一部備品整備を行います。
　完成後は一部の部署の事務室や会議室等として使用します。（令和４年８
月完成予定。）

・工事請負費 ３２８,４６０
・備品購入費 ７,０１０

・市債 ２４６,３００
・市の負担額 ８９,１７０
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千円

　　　【担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
・諸収入 千円

千円
千円

・市債 ２１,１００
・市の負担額 ２,７２０

７,０００
・国庫支出金 ８,１８０

・工事請負費 ３８,５００
・需用費 ５００

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　令和２年度策定の自転車活用推進計画により、自転車通行空間を整備し、
歩行者・自転車の通行空間の安全・快適化を図ります。
　
　誰もが快適に利用できるように沿道に花を植栽し、つかいたくなる、歩き
たくなる通行空間をつくります。

　自転車ネットワーク整備工事
　・工事請負費
　　若宮・市役所準幹線道路
　　延長　２７０ｍ

　・需用費
　　沿道植栽

　自転車道等整備事業 当初予算額 39,000

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：(２)道路橋りょう費 目：３道路新設改良費

自転車専用通行帯

（自転車レーン）

矢羽根型路面標示
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・国庫支出金 ２２,２００
・市債 １８,７００
・市の負担額 ２,１００

・工事請負費 ４３,０００

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　曽根地区都市再生整備計画で整備する施設の利用者の利便性・安全対策を
目的とした道路（伊保・曽根準幹線道路、曽根２５１号線）の整備を行いま
す。

　曽根251号線の道路整備
　工事請負費
　　道路整備
　　幅員6.0ｍ、延長120ｍ
　　舗装工、側溝工、安全対策工など

　伊保・曽根準幹線道路等整備事業 当初予算額 43,000

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：(２)道路橋りょう費 目：３道路新設改良費

施設利用者の利便性・安全対策

標準断面図
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　明姫南地区まちづくり推進事業 当初予算額

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　高砂市まちづくり推進条例に基づく協定として認定された「明姫幹線南A
地区まちづくり計画」に基づき、伊保４９９号線において、用地買収や支障
物件の補償を行い、道路の拡幅整備を行います。

25,400

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：(２)道路橋りょう費 目：３道路新設改良費

・委託料 ９００
・工事請負費 ２４,５００

道路拡幅整備
・委託料
　伊保４９９号線道路整備に伴う
　事前調査

・工事請負費
　伊保４９９号線の道路拡幅整備
　　幅員6.0ｍ、延長９０ｍ
　　舗装工、擁壁工、排水構造物工など

・市債 ２２,０００
・市の負担額 ３,４００

標準断面図
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千円

　　　【 担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

道路予備設計
　インターチェンジや幹線道路にアクセスする市内道路網の検討を行いま
す。
　道路線形や道路に必要となる幅などの構造について設計を行います。

　播磨臨海地域道路推進事業 当初予算額 40,456

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　播磨臨海地域道路の都市計画決定に向け、インターチェンジや幹線道路に
アクセスする市内道路網について検討を行います。

・委託料 ４０,４５６

・市の負担額 ４０,４５６
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千円

　　　【 担当課：都市創造部都市住宅室都市政策課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・県支出金 ２１,９２０
・市の負担額 ２６,５６９

・委託料 ２１,９２０
・負担金補助及び交付金 ２６,３００

・旅費 ２２７
・需用費 ４２

駅周辺まちづくりの検討、まちづくり協議会の設立
・駅前広場の検討
・密集市街地の改善検討
・高架下利用の検討
・歩行者動線の検討

　連続立体交差推進事業 当初予算額 48,489

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：１都市計画総務費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　連続立体交差事業とは、市街地における道路整備の一環として、道路と鉄
道の交差部において鉄道を高架化させ、多数の踏切の除去や踏切渋滞、事故
を解消するなど交通を円滑化するとともに鉄道により分断された市街地の一
体化を促進する事業です。
　高砂市においては、高砂駅から荒井駅付近を連続立体させることにより踏
切に起因する事故や交通渋滞の解消、鉄道により分断されている市街地の一
体化、駅前周辺の市街地再生、鉄道施設の改良による利便性の向上を目指し
ます。
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・備品購入費 ４,０００

・寄附金 １０,０００
・森林環境整備基金 １,４２６
・市の負担額 １３,５１４

・工事請負費 １４,８００
・委託料 ６,１４０

　公園施設の老朽化が進行しており、経年劣化による施設の不具合等が懸念
されるので安全性を維持・確保するために修繕・更新を行います。

・市ノ池公園アスレチック遊具整備工事
　　今後の公園のあり方のアンケートで１位であったアスレチック遊具を
　　市ノ池公園に設置します。

・西畑緑地公園フェンス設置工事
　　西畑緑地公園と墓地の間にあるコンクリート塀をネットフェンスに建て
　　替えます。

・市ノ池公園複合遊具設計業務委託
　　市ノ池公園に、新しい大型複合遊具導入の実施設計を行います。

・みどりの相談所空調設備設計業務委託
　　公共施設全体最適化計画に基づいて、経年劣化したみどりの相談所内の
　　空調設備を更新するための実施設計を行います。

・テーブルベンチ交換
　　市ノ池公園の老朽化したテーブルベンチを２１基交換します。
　

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　公園整備事業 当初予算額 24,940

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：５公園管理費
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

公園照明灯LED化（リース期間１０年）
令和4年度は１箇月分

市内公園　　３０３灯

　公園灯LED化事業 当初予算額 429

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：５公園管理費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

・「2050年高砂市ゼロカーボンシティ宣言（令和３年７月３０日）」に基
　づき、二酸化炭素排出量の削減に取り組み、脱炭素社会の実現を目指しま
す。

・水銀灯のLED化により、エネルギー消費量の削減を図ります。

・公園内の夜間の安全を確保します。

・使用料及び賃借料 ４２９
　

・市の負担額 ４２９
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千円

　　　【 担当課：都市創造部土木建設室道路公園課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

・国庫支出金 千円
・市の負担額 千円

１０,３００
１５,０１０

・委託料 ２５,３１０

　公園施設長寿命化計画の策定を行います。
　　①予備調査
　　　資料収集と条件の整理を行い、現地調査を行います。
　　②健全度判定
　　　公園施設ごとの劣化や損傷の状況、及び安全性などを総合的に確認
　　　し、公園施設の補修もしくは更新の必要性について、総合的に判定
　　　を行う。
　　③長寿命化計画の策定と検討
　　　修繕または改築について、工法や時期の検討等を行います。
　

　公園施設長寿命化計画策定事業 当初予算額 25,310

予 算 科 目 款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：５公園管理費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　
　都市公園には、遊具をはじめ多種多様な施設が設置されていますが、時間
が経過するにつれて老朽化し、安全性を維持・確保するために大規模な補修
や更新などを実施する必要があります。
　これらの公園施設を計画的に維持管理し、より長期的な使用に努めること
で、維持管理や更新に要する費用を低減するとともに、その費用が特定の年
度に集中して過度な負担とならないようにするために「公園施設長寿命化計
画」の策定を進めます。
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千円

　　　【 担当課：上下水道部経営総務室 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円・自主財源 ９,０００

・委託料 ９,０００

　水道料金の現状と課題の整理、基本条件の設定、料金算定期間の費用算
定、料金体系の検討、料金改定計画案を策定します。検討にあたっては条件
の変更により複数のケースを算出し、比較検討を行います。

　水道料金シミュレーション業務委託 当初予算額 9,000

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　令和２年度末策定の水道事業経営戦略では、令和５年度に水道料金改定
を想定した収支シミュレーションを行っています。
　今後、水道料金改定における改定率、現状の用途別料金体系等について検
討を行うため、水道料金シミュレーションを行います。
　債務負担行為　令和３年度～令和４年度

水道事業会計
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千円

　　　【 担当課：上下水道部技術管理室管きょ課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　令和３年度に行った詳細設計に基づき、令和４年度より下水道汚水管整備
工事を行います。

　明姫幹線A地区汚水管整備事業（伊保東面整備工事） 当初予算額 93,000

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

　明姫幹線南Ａ地区のまちづくり計画の実施に伴い、良好な住環境のまちづ
くりのための水道配水支管、下水道汚水管の整備工事を実施します。
　また、明姫幹線南Ａ地区内に埋設されている水道配水本管について、耐震
性を満たしてないことから、厚生労働省の新水道ビジョンに示す安全・強靭
・持続の観点から耐震管へ布設替工事を実施します。それに先立ち令和４年
度から下水道汚水管整備を実施します。
　下水道汚水管工事　 　令和４年度～令和　７年度
　水道配水本管工事　　 令和５年度～令和１０年度
　水道配水支管工事　　 令和５年度～令和　９年度

下水道事業会計

・工事請負費 ９３,０００

・国費 １１,２００
・企業債 ７０,９４０
・受益者負担金等 １０,８６０
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千円

　　　【 担当課：上下水道部技術管理室施設課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　設計計画、確認事項、計算書の作成（土木関係、建築関係、機械関係、電
気関係）、設計図書の作成（土木関係、建築関係、機械関係、電気関係）、
工事設計書の作成、設計条件等一覧表の作成、各種申請に必要な図書の作
成、照査、成果の作成

　米田水源地更新事業（詳細設計） 当初予算額 88,000

予 算 科 目

第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－２つかいたくなる公共施設が気持ちよく利用できるまち【公共施設政策】

水道事業会計

　米田水源地の浄水施設について、老朽化が進み、また耐震性能を満たして
いないことから、厚生労働省の新水道ビジョンに示す安全・強靭・持続の観
点に留意しつつ、水需要の見直しや既存施設の評価に基づく合理的な水道施
設の更新を実施する必要があります。更新事業における工事発注図書を作成
するための詳細設計を実施します。
　詳細設計　令和4年度～令和5年度
　建設工事　令和6年度～令和9年度

・委託料 ８８,０００

・企業債 ５０,０００
・自主財源 ３８,０００
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千円

　　　【 担当課：財務部財務室契約管財課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　電子入札システム運用事業 当初予算額 5,104

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１一般管理費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

　現在、入札は紙により行っていますが、暗号化技術及び電子認証技術を用
い、インターネットを利用して電子的に入札を行うことができる電子入札シ
ステムを導入します。これにより、案件情報の公表から入札までの一連の行
為をインターネット上で実施することになります。
　より入札に参加しやすい環境を整備することで、入札に参加するための移
動時間や移動経費などの応札者の手間や経費の低減を図り入札の競争性確保
に努めるとともに、入札事務におけるペーパーレス化や押印の廃止を推進し
ます。

　兵庫県電子入札共同運営システムへ参加することにより、電子入札システ
ムを導入します。令和４年１０月より、一部の入札において、試行を開始す
る予定です。

・需用費 １６６
・役務費 ２９４
・委託料 ４４０
・使用料及び賃借料 ４
・負担金補助及び交付金 ４,２００

・市の負担額 ５,１０４
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千円

　　　【 担当課：政策部経営企画室ICT推進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円

基本操作講習会の内容
　（１）スマホの電源の入れ方、ボタン操作
　（２）電話のかけ方、カメラの使い方
　（３）Wi-Fiへの接続
　（４）メールの使い方
　（５）インターネットの使い方
　（６）アプリ（たかさごナビ）の使い方
　（７）電子申請の使い方

　デジタル活用推進事業 当初予算額 306

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：７情報管理費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

　行政手続きのオンライン化等、社会全体のデジタル化が進められる中、デ
ジタル技術を使いこなせる方々、そうでない方々の「デジタル格差」の解消
が重要な課題となっています。
　スマートフォン基本操作講習会を実施し、デジタル機器やサービス活用に
対する不安の解消を目指します。

・使用料及び賃借料 ６
・委託料 ３００

・市の負担額 ３０６
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千円

　　　【 担当課：政策部経営企画室ICT推進課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 ２,０５４

・使用料及び賃借料 ７０４
・備品購入費 １,３５０

　AI会議録ソフトウェア導入事業 当初予算額 2,054

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：７情報管理費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－３情報の公開と活用が進み、市民サービスが向上するまち【情報政策】

　音声認識による会議録作成に係る文字起こしのAI会議録ソフトウェアの活
用によって、職員の業務時間を縮減するなど、行政事務の円滑化を促進しま
す。また、余力化できた時間を窓口対応や企画・立案等、職員でなければで
きない業務にシフトし、市民サービスの向上等を図ります。

録音

（導入前）

全てを人が担当

メモ
入力 確認

修正

録音

（導入後）

ソフトウェアが一部を代行

メモ

入力

確認

修正
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千円

　　　【 担当課：財務部税務室債権管理課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　地方税共通納税システム事業 当初予算額 7,953

予 算 科 目 款：②総務費 項：（２）徴税費 目：２賦課徴収費
第５次高砂市総合計画前期基本計画 ４－４人口減少に対応する公正な行財政運営をするまち【行財政運営政策】

　令和３年度税制改正において、税務手続のデジタル化に関し、地方税共通
納税システムの対象税目の拡大、軽自動車税関係手続の電子化（軽自動車Ｏ
ＳＳ及び軽自動車ＪＮＫＳ）等が決定されたことに伴い、これらの手続を電
子的に行えるように対応します。
　納税者において納税方法も多様化する中、納税方法の選択肢を増やし、納
税者の利便性の向上につながります。
　軽自動車ＯＳＳ（ワンストップサービス）では新車新規登録時の手続、及
び軽自動車ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム）では継続検査時におけ
る軽自動車税納付情報の照会がオンライン化することにより所有者の利便性
の向上につながります。

【地方税共通納税システム対象税目拡大】（令和５年４月開始）
　　現在、地方税共通納税システムにおいて運用中である法人市民税及び
　市県民税（特別徴収）に加え、軽自動車税（種別割）、固定資産税等の税
　目が追加されます。また合わせて、当初納付書にQRコードを活用するこ
　とで納付手段を拡大し、さらなる利便性の向上を図ります。

【軽自動車税関係手続の電子化】（令和５年１月開始）
　・軽自動車ＯＳＳ（ワンストップサービス）
　　新車新規登録に係る申告のオンライン化により、ワンストップでの登録
　　申請が可能となります。
　・軽自動車ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確認システム）
　　継続検査時における軽自動車税種別割の納付情報のオンライン化によ
　　り、車検用納税証明の添付が不要になります。

・委託料 ７,９５３

・市の負担額 ７,９５３
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高砂市マスコットキャラクター 

「ぼっくりん」 


