
ワクワクする未来
（住んでよかったまち）

〇地域交流センター
（高砂・曽根）建設

〇福祉総合相談センター
建設

◆市民病院将来構想検討
委員会

４ 交流し、支え合う
地域づくり

イキイキする暮らし
（魅力的なまち）

〇JR曽根駅周辺整備事業

〇高齢者福祉タクシー
料金助成

◆コミュニティバス
高齢者割引

◆コミュニティバス新路線
運行（社会実験）

３ 交通、移動、駅周辺
の活性化

笑顔と思いやり育む
（少子化対策）

〇見守りカメラ設置

◆おむつ回収事業

◆高校生世代医療費無料化

◆医療的ケア児童生徒支援

２ 子ども、子育て、
教育の支援
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その他継続事業 〇松村川排水機場整備
〇鹿島川・松村川治水対策整備
〇明姫幹線A地区上下水道事業

〇播磨臨海地域道路推進事業
〇連続立体交差推進事業

令和５年度予算「未来をともにつくる予算」

１ ゼロカーボンの推進 （未来への基礎）

市役所事業
〇公共施設LED・

太陽光発電設備設置
◆電動バイク購入

事業者支援
◆再エネ・省エネ設備補助
◆環境配慮型トラック

導入補助

市民支援
◆未来技術社会実装事業
〇太陽光発電・蓄電池

設置補助
〇次世代自動車購入補助

柱施策実現のため

デジタルの力を
活用

◆未来技術社会実装事業（①）再掲
◆子どもGPS見守り支援（②）
◆保育所等ICT化事業（②）
〇ワクワク自転車プロジェクト（③）

◆河川水路清掃啓発（④）
◆中小事業者DX化支援事業（④）
〇公共施設予約システム更新（④）

◆は、新規事業



令和５年度当初予算 184,6６7 千円を計上

柱施策１ ゼロカーボンの推進
市民支援、事業者支援、市役所事業

１

市役所事業
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（ ）内は、主要事業説明書のページ
◆は、新規事業

事業者支援事業

◆中小事業者再エネ・省エネ設備導入
補助（P30） 50,000 千円

（うちR6年度債務負担行為 30,000 千円）

◆環境配慮型トラック導入補助
（P30） 2,070 千円

産業部門ゼロカーボン推進協議会
ゼロ予算

市民支援事業

◆未来技術社会実装事業（P73）
7,332 千円

◆既存住宅省エネ化促進補助（P36）
4,800 千円

太陽光発電システム設置補助（P30）
5,000 千円

蓄電池システム設置補助（P30）
2,500 千円

次世代自動車購入補助(P30)
13,000 千円

電動式生ごみ処理機購入助成（P3３)
450 千円

公共施設のLED化
58,450 千円

公共施設太陽光発電設備設置
20,480 千円

◆電動バイク購入（P15） 767 千円

◆エコクリーンピアはりま発電電力
（CO₂排出係数ゼロ）の地産地消検討

14,489 千円

◆播磨臨海地域カーボン
ニュートラルポートの推進 11 千円

◆指定ごみ袋制度導入周知啓発（P３２）
4,449 千円

地球温暖化対策地域協議会
117 千円

エコ教室・緑のカーテン
コンテスト ５２ 千円

◆ゼロカーボンシティ看板
設置（P31） 700 千円

◆グリーンボンドによる
基金運用 ゼロ予算



柱施策２ 子ども、子育て、教育の支援
笑顔と思いやり育む

２

令和５年度当初予算 952,804 千円を計上

見守りカメラ設置(P３７)
176,550 千円

◆地域見守り活動支援（P３８）
2,986 千円

◆子どもGPS見守り支援事業（P３９）
3,952 千円

◆高校生世代医療費無料化(P１８)
48,46７ 千円

◆おむつ回収事業（P５）
5,490 千円

◆保育所等ICT化事業（P４）
6,310 千円

◆病児保育利用料減免（P３）
100 千円

◆荒井保育園改修（P６）
74,660 千円

◆阿弥陀こども園建設（P７）
1５,３0３ 千円

3

（ ）内は、主要事業説明書のページ
◆は、新規事業

◆結婚新生活支援事業(P４９)
1５,000 千円

（仮称）西部子育て支援センター
建設（P２）

97,658 千円

◆市ノ池公園大型複合遊具改修（P６８）
77,000 千円

◆部活動地域移行推進事業(P５６)
3,963 千円

◆医療的ケア児童生徒支援（P９）
5,553 千円

学校給食費公会計化・給食費負担軽減
（P８） 419,812 千円



令和５年度当初予算 136,897千円を計上

◆コミュニティバス高齢者割引(P２２)
1,528 千円

JR曽根駅周辺整備事業(P２３)
79,961 千円

山電高砂駅南周辺整備事業（P２６）
6,669 千円
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高齢者福祉タクシー料金助成（P１３）
6,792 千円

柱施策３ 交通、移動、駅周辺の活性化
イキイキする暮らし

３

（ ）内は、主要事業説明書のページ
◆は、新規事業

高砂ワクワク自転車プロジェクト(P５０)
5,516 千円

交通安全対策事業(P６３)
965 千円

自転車道等整備事業（P２０)
11,300 千円

◆山電曽根駅前駐輪場整備（P６４）
16,462 千円

◆コミュニティバス新路線運行
（社会実験）（P２２） 7,704 千円



◆（仮称）アスパ高砂市民サービスコーナー
整備 （P６２） 34,670 千円
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柱施策４ 交流し、支え合う地域づくり
ワクワクする未来

４

令和５年度当初予算 931,127 千円を計上

（ ）内は、主要事業説明書のページ
◆は、新規事業

地域交流センター（高砂）建設(P４８)
48,4１９ 千円

地域交流センター（曽根）建設（P４７）
320,230 千円

集会施設整備費補助（P４６）
15,385 千円

◆市民病院将来構想検討委員会（P１７）
313 千円

福祉総合相談センター建設（P１２）
360,１８３ 千円

生活支援体制整備事業（P１６）
4,900 千円

◆パートナーシップ・ファミリーシップ
制度（P１１） 232 千円

◆河川水路清掃啓発事業（P３５）
990 千円

公共施設予約システム更新（P74）
10,659 千円

文化財保存活用地域計画作成（P６０）
7,715千円

◆旧入江家住宅保存整備（P５７）
25,803 千円

史跡整備事業（P５９）
7,423 千円

◆中小事業者DX化支援事業（P２８）
5,022 千円

◆骨髄等移植ドナー支援（P１９）
600 千円

◆飼い主のいない猫手術費助成（P２９）
195 千円

◆向島多目的球場トイレ改修（P５4）
12,900 千円

◆向島多目的球場テニスコート人工芝
改修（P５３） 22,591 千円

総合体育館施設整備（P５2）
3,300 千円

◆スポーツ推進計画策定（P５1）
1,324 千円

文化会館施設整備（P５５）
35,475 千円

◆新規就農者育成総合事業（P34）
6,750 千円

空家等対策推進事業(P２１)
6,048 千円



令和５年度当初予算 53,367 千円を計上
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行政手続きを変える

◆公共施設予約システム更新（P74）再掲
10,659 千円

デジタルの力を活用
デジタルでかえる、かなえる

（ ）内は、主要事業説明書のページ
◆は、新規事業

内部事務を変える

◆人材育成支援システム（P61）
10,340 千円

他、各種システム更新事業

生活の質の向上をかなえる

◆未来技術社会実装事業（P７３）再掲
7,332 千円

◆子どもGPS見守り支援事業（P３９）再掲
3,952 千円

◆保育所等ICT化事業（P４）再掲
6,310 千円

◆医療扶助オンライン資格確認導入事業（P１４）
3,246 千円

◆中小事業者DX化支援事業（P２８）再掲
5,022 千円

◆河川水路清掃啓発事業（P３５）再掲
990 千円

高砂ワクワク自転車プロジェクト(P５０)再掲
5,516 千円

高砂市DX推進ビジョン

デジタルでかえる かなえる
誰一人取り残さない笑顔と思いやり育むまち 高砂



令和５年度当初予算 410,414 千円を計上

播磨臨海地域道路推進事業(P25)
1,000 千円

連続立体交差推進事業(P27)
70,614 千円

松村川排水機場整備(P42)
191,230 千円

鹿島川・松村川治水対策整備(P41)
43,000 千円

明姫幹線A地区配水本管整備事業
（P69） 29,000 千円

明姫幹線A地区汚水管整備事業
（P70） 75,570 千円
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（ ）内は、主要事業説明書のページ

その他継続事業


