
令和４年度 予算のポイント

予算編成方針

１ 高砂市の未来を見据えた予算
市の課題の解消をスピード感を持って取り組む
世代間バランスの取れた財政運営を推進する

２ 第５次高砂市総合計画の推進
他機関や企業、市民団体との連携、複数施策の連携を進める

３ 重点的に推進する「柱施策」を設定する

柱施策

〇 笑顔と思いやり育むまちづくり
子育て、仕事、介護の支援

〇 イキイキする暮らしがあるまちづくり
交通、移動、駅周辺の活性化

〇 ワクワクする未来へのまちづくり
親しみやすいコミュニケーションとデジタル化の推進

〇 ゼロカーボンシティの推進

〇 新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症に対応するとともに、総合計画の将来像の実現及びゼロカーボン
シティを着実に進める未来につながる予算
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総合計画の重点評価指標【総人口・出生数・転出超過者数・従業者数・住みよいまちと思う人・SDGs・公共施設】の目標値達成を目指します

「住みたいまち」 職・住・育のイキイキ・ワクワクを応援する令和４年度予算柱施策

親しみやすいコミュニケーションと
デジタル化の推進

〇地域交流センター
〇市民病院の経営改善
〇地域とともにある学校づくり
〇公共施設の最適化
〇市役所のデジタル化

３ ワクワクする未来

交通、移動、駅周辺の活性化

〇駅周辺整備
〇ワクワク自転車プロジェクト
〇コミュニティバスの活用
〇交流人口活性化

２ イキイキする暮らし

子育て、仕事、介護の支援

〇見守りカメラ設置事業
〇公園整備
〇(仮称）福祉総合相談センター
〇子どもの居場所づくり
〇児童生徒の言語能力向上
〇新生児聴覚検査
〇訪問看護介護員安全確保
〇認知症対策
〇犯罪被害者等支援

１ 笑顔と思いやりを育む

省エネ、脱炭素、再エネ

〇地球温暖化対策実行計画改訂
〇LED化
〇ごみ減量化
〇公用車のEV化・充電スポット設置
〇低炭素化補助金・啓発
〇ペットボトルリサイクル
〇ごみ焼却による発電

４ ゼロカーボンシティ

の推進

〇新型コロナワクチン接種事業
〇新型コロナウイルス感染症対策事業
〇地域経済の再生と活性化

５ 新型コロナウイルス

感染症対策

〇播磨臨海地域道路
〇連続立体交差事業
〇新庁舎建設事業
〇治水対策事業
〇明姫南地区まちづくり推進事業
〇広域ごみ処理施設本格稼働

その他継続事業
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笑顔と思いやりを育むまちづくり
子育て、仕事、介護の支援

令和４年度当初予算 139,585 千円を計上

◆ 見守りカメラ設置事業(P38)

28,200 千円新規

◇ 新生児聴覚検査費助成事業(P7)

3,657 千円新規

◇ 子どもの居場所づくり
子どもの生活に関するアンケート調査事業
(P2)

2,970 千円

子どもの居場所づくり支援事業（P1）

1,560 千円

新規

新規

◇ 児童生徒の言語能力向上
学校司書配置事業(P9)

2,755 千円
新規

◆ 公園整備
公園整備事業(P64)

２4,９４０ 千円

公園施設長寿命化計画策定事業(P66)

25,310 千円

新規

新規

◇ 犯罪被害者等支援事業(P12)

１，０５４ 千円新規

◆ （仮称）高砂市福祉総合相談
センター建設事業(P13)

13,579 千円新規

◇ 訪問看護介護員安全確保事業(P44)

511 千円新規

◇ 認知症対策
認知症総合支援事業(P16)

5,994 千円

認知症等個人賠償保険事業(P14)

434 千円

新規

新規
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（）内は、主要事業説明書のページ
◆は、柱事業
◇は、新規・主な事業

◇ 保育環境改善事業等（ベビーセンサーの
導入）（P4,5）

6,２４５千円新規
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◇ 市民の健康づくり
個別結核・肺がん検診事業(P18)

19,923 千円

国保/特定健診受診者インセンティブ事業
（P19)

2,453 千円



イキイキする暮らしがあるまちづくり
交通、移動、駅周辺の活性化

令和４年度当初予算 9０，０２７ 千円を計上

◆ ＪＲ曽根駅周辺整備事業(P25)

24,965 千円
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◆ 山電高砂駅南周辺整備事業
(P27)

1,410 千円

◆ JR宝殿駅自転車対策事業
(P56)

1,789 千円新規

◆ 駅周辺整備基金積立事業

1 千円新規

◇ 空家等対策推進事業(P24)
老朽危険空き家除却支援

2,684 千円

◇ コミュニティバス路線再編事業(P26)

683 千円

◇ 交流人口活性化
史跡整備事業(P53）

8,508 千円

文化財保存整備事業（P52）

1,741 千円
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◆ 地方創生推進交付金事業
高砂ワクワク自転車プロジェクト
(P49)

7,516 千円

交通安全対策事業(P55)

1,730 千円

自転車道等整備事業（P59）

39,000 千円 新規

（）内は、主要事業説明書のページ
◆は、柱事業
◇は、新規・主な事業



ワクワクする未来へのまちづくり
親しみやすいコミュニケーションとデジタル化の推進

令和４年度当初予算 ５０３，９１３ 千円を計上

3

◇ 市役所のデジタル化
ＡＩ会議録ソフトウェア導入事業(P72)

2,054 千円

電子入札システム運用事業(P70)

5,104 千円

新規

新規
◇ デジタルデバイド対策
マイナポイント対応事業

12,216 千円

デジタル活用推進事業(P71)

306 千円

新規

新規

◇ 地域とともにある学校づくり

◇ 公共施設の最適化
阿弥陀こども園整備事業(P6)

22,506 千円

体育施設整備事業(P50)
2１,533 千円

文化会館施設整備事業(P51)
107,800 千円

◇ 笑顔イキイキ、わくわく給食
学校給食事業 (P8)

11,575 千円新規
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◆ 地域交流センター建設事業
曽根地区(P48)

228,684 千円

子育て支援センター建設事業(P3)

７７，８３５ 千円

高砂地区(P47）

300 千円

新規

新規

◆ 市民病院の経営改善
市民病院経営コンサルティング業務
委託事業(P22)

14,000 千円新規

（）内は、主要事業説明書のページ
◆は、柱事業
◇は、新規・主な事業

新規



ゼロカーボンシティの推進
省エネ、脱炭素、再エネ

令和４年度当初予算 38,314 千円を計上
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◆ 地球温暖化対策実行計画策定事業
(P31)

12,909 千円
新規

◆ ごみ減量化
電動式生ごみ処理機購入助成事業(P34)

450 千円

◆ 公用車のEV化・充電スポット設置
電気自動車用充電器設置及び管理事業
(P33)

9,918 千円

超小型電気自動車管理事業

本庁舎(P30) 8,273 千円

市民病院(P23) 438 千円

新規

◆ ＬＥＤ化
道路照明灯ＬＥＤ化事業(P40)

330 千円

公園灯ＬＥＤ化事業(P65)

429 千円
新規

新規

6

新規

◇ ペットボトルリサイクル

「ボトル to ボトル」

◆ 地球温暖化対策推進事業（P32）
低炭素化補助金

5,000 千円

環境にやさしい製品による啓発
567 千円

新規

◇ ごみ焼却による発電
歳入（電力売払収入）

443,000 千円新規

（）内は、主要事業説明書のページ
◆は、柱事業
◇は、新規・主な事業



新型コロナウイルス感染症対策
感染症対策と地域経済の再生と活性化

令和４年度当初予算 ３７４，５７２ 千円を計上
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新規

◆ 新型コロナワクチン接種事業

284,755 千円

◆ 地域経済の再生と活性化
商業活性化事業(P28)

5,122 千円

市内中小事業者経営実態調査事業
（P29)

4,427 千円

企業連携型奨学金返還サポート事業
(P45)

600 千円新規

◆ 新型コロナウイルス感染症対策事業
ＰＣＲ検査委託（P17)

3,092 千円

小学校・中学校スクールサポートスタッフ
16,946 千円

小学校・中学校ウォータークーラー設置
(P11)                          30,200 千円

小学校・中学校オンライン学習備品購入
4,748 千円

クラスター等発生時の園・学校再開に向け
た抗原検査・消毒

11,752 千円

就学援助対象児童・生徒へ「学用品等特別
補助金」(P10)

11,460 千円

高等学校奨学金受給者へ「特別奨学金」
(P10)                            1,470 千円
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（）内は、主要事業説明書のページ
◆は、柱事業



その他継続事業

令和４年度当初予算 ３，６８５，５１１ 千円を計上

◇ 播磨臨海地域道路推進事業(P62)

40,456 千円

◇ 米田水源地更新事業(P69)

88,000 千円

◇ 治水対策進事業
鹿島川・松村川治水対策整備事業(P41)

82,000 千円

松村川排水機場整備事業(P42)
1,148,812 千円

◇ 新庁舎建設事業
新庁舎建設事業(P57)

800,780 千円

南庁舎整備事業(P58)
335,470 千円

◇ 明姫幹線南A地区まちづくり計画
明姫南地区まちづくり推進事業(P61)

25,400 千円

明姫幹線A地区汚水管整備工事（伊保東面
整備工事）（P68）

93,000 千円

◇ 広域ごみ処理施設
広域ごみ処理管理事業(P35)

4，０２１ 千円

広域ごみ処理施設周辺道路整備事業
(P36)                         177,547 千円

広域ごみ処理施設周辺整備事業(P37)
832,536 千円

8

◇ 連続立体交差推進事業(P63)

48,489 千円

◇ 水道料金シミュレーション業務委託
(P67)

9,000 千円

（）内は、主要事業説明書のページ
◇は、主な事業


