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高砂市財務部 





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】

児童健全育成事業（子ども・子育て・若者支援プラン策定事業） ・・・１

子育て支援センター建設事業 ・・・２

子ども・子育て支援事業（病児保育利用料減免） ・・・３

保育環境改善事業（保育所等ICT化事業） ・・・４

保育環境改善事業（おむつ回収事業（保育所等・児童学園）） ・・・５

保育所等建設事業（荒井保育園） ・・・６

保育所等建設事業（阿弥陀こども園） ・・・７

小・中学校給食事業（学校給食費公会計化事業） ・・・８

１－２　子どもが学ぶ力を育むまち【教育政策】

特別支援教育推進事業（医療的ケア児に係る看護師配置事業） ・・・９

１－３　個人が尊重し合い、安心して平和に暮らすまち【人権政策】

女性活躍推進事業 ・・・１０

パートナーシップ制度推進事業 ・・・１１

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、

（仮称）高砂市福祉総合相談センター運営管理事業、

（仮称）高砂市福祉総合相談センター初度備品購入事業 ・・・１２

在宅福祉事業（高齢者福祉タクシー料金助成事業） ・・・１３

生活保護事務事業（医療扶助オンライン資格確認導入事業） ・・・１４

介護保険認定調査事務事業（電動バイク購入） ・・・１５

生活支援体制整備事業 ・・・１６

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】

企画事務事業（高砂市民病院将来構想検討委員会設置事業） ・・・１７

福祉医療事業（高校生世代医療費無料化） ・・・１８

成人保健対策事業（骨髄等移植ドナー支援事業） ・・・１９

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】

自転車道等整備事業 ・・・２０

空家等対策推進事業 ・・・２１

目次



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】

コミュニティバス運行事業 ・・・２２

ＪＲ曽根駅周辺整備事業 ・・・２３

コミュニティバス路線再編事業 ・・・２４

播磨臨海地域道路推進事業（播磨臨海地域道路網計画策定事業） ・・・２５

山電高砂駅南周辺整備事業 ・・・２６

連続立体交差推進事業 ・・・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】

商工業振興事業（中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業） ・・・２８

２－４　環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

環境衛生事業 （飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成事業） ・・・２９

地球温暖化対策推進事業 ・・・３０

地球温暖化対策推進事業（看板設置事業） ・・・３１

ごみ減量化再資源化対策事業（指定ごみ袋制度の導入に係る周知事業） ・・・３２

ごみ減量化再資源化対策事業（電動式生ごみ処理機購入助成事業） ・・・３３

農業振興事業（新規就農者育成総合事業） ・・・３４

河川水路清掃啓発事業 ・・・３５

既存住宅省エネ化促進事業 ・・・３６

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） ・・・３７

地域安全対策事業（地域見守り活動支援事業） ・・・３８

地域安全対策事業（子どもGPS見守り支援事業） ・・・３９

ため池管理事業（水利施設管理強化事業） ・・・４０

河川改良事業（鹿島川・松村川治水対策整備工事） ・・・４１

河川改良事業（松村川排水機場整備工事） ・・・４２

雨水貯留施設設置助成事業 ・・・４３

消防自動車購入事業 ・・・４４

消防分団車庫詰所改築事業 ・・・４５

基本目標３　楽しく、つながり合い、活躍するまち【共感】

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

地域交流センター運営管理事業、地域交流センター建設事業（曽根） ・・・４７

地域交流センター運営管理事業、地域交流センター建設事業（高砂） ・・・４８

３－３　愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

移住・定住・若者推進事業（結婚新生活支援事業） ・・・４９

観光振興事業（高砂ワクワク自転車プロジェクト） ・・・５０



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】

スポーツ振興推進事業（スポーツ推進計画策定事業） ・・・５１

体育施設整備事業（総合体育館格技場空調更新工事） ・・・５２

体育施設整備事業（向島多目的球場テニスコート人工芝改修） ・・・５３

体育施設整備事業（向島多目的球場トイレ改修） ・・・５４

文化会館施設整備事業 ・・・５５

教育振興事業（部活動地域移行推進事業） ・・・５６

旧入江家住宅保存整備事業 ・・・５７

文化財保存整備事業 ・・・５８

史跡整備事業（史跡石の宝殿及び竜山石遺跡整備） ・・・５９

文化財保存活用地域計画作成事業 ・・・６０

基本目標４　もっと行政が寄り添うまち【共治 共有】
４－１　市民が求める能力を持つ人材が育つまち【職員育成政策】

人事管理事務事業（人材育成支援システム導入事業） ・・・６１

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】

市民サービスコーナー運営管理事業、

市民サービスコーナー整備事業（（仮称）アスパ高砂市民サービスコーナー） ・・・６２

交通安全対策事業 ・・・６３

自転車対策事業 ・・・６４

道路新設改良事業（米田５９号線道路改良事業） ・・・６５

道路新設改良事業（伊保・曽根準幹線道路等整備事業） ・・・６６

道路新設改良事業（今市・生石準幹線道路改良事業） ・・・６７

公園整備事業 ・・・６８

明姫幹線A地区配水本管整備事業（伊保東２丁目地区配水管布設替工事） ・・・６９

明姫幹線A地区汚水管整備事業（伊保東２丁目地区汚水管渠整備工事） ・・・７０

米田水源地更新事業（工事設計委託） ・・・７１

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】

企画事務事業（市制７０周年啓発事業） ・・・７２

未来技術社会実装事業 ・・・７３

運用管理事業（公共施設予約システム更新事業） ・・・７４

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】

企画事務事業（市民満足度調査委託） ・・・７５



 



 

 

 

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

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】

　本市の子ども・若者の健やかな成長並びに子育ての安心を支える環境整備に向け

た総合的な取り組みを進めていくための計画として策定した「高砂市子ども・子育
て・若者支援プラン」の計画期間が令和６年度で終了します。今後は、社会情勢や
市の状況の変化、子ども・子育て・若者のニーズ等に適切な対応を行うため、全面
見直しを実施します。

９,２５１・委託料

「高砂市子ども・子育て・若者支援プラン」の策定に向けたアンケート調査を実施

し、「高砂市子ども・子育て・若者支援プラン」を策定します。

【スケジュール】
　令和５年度　アンケート調査
　令和６年度　「高砂市子ども・子育て・若者支援プラン」策定

　児童健全育成事業（子ども・子育て・若者支援プラン策定事業） 当初予算額 9,251

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

・市の負担額 ９,２５１
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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

・需用費 ７４０ 千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・市債 ６５,６００
・市の負担額 １２,３７７

・国庫支出金 １９,６８１

・委託料 ９０１

・備品購入費 ３,７８９
・工事請負費 ９２,２２８

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、北部子育て支援センターの移
転により（仮称）西部子育て支援センターを開設します。

（仮称）曽根地域交流センターの整備に合わせて、子育て支援センターの開設に向

けた建設工事を行います。

１　所　 在 　地　高砂市曽根町２３０１番地２７、２３０１番地３５

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

　子育て支援センター建設事業 当初予算額 97,658

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
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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
千円

・県支出金 ３３
・市の負担額 ３４

・国庫支出金 ３３

・負担金補助及び交付金 １００

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】

　保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育
が困難な場合に、病児保育所において一時的に保育を行う病児保育事業を
行っています。このたび、市民税非課税世帯等の利用料の減免を実施した事
業所に対し、必要な経費の補助を行うことで、安心して子育てできる環境を
つくることを目的としています。

病児保育利用料の減免を実施した事業者に対し、必要な経費を補助します。

〇生活保護受給世帯減免額     2,000円（全額免除）
〇市民税非課税世帯減免額　  1,000円（半額免除）

※一般利用料　2,000円

　子ども・子育て支援事業（病児保育利用料減免） 当初予算額 100

予 算 科 目 款：③民生費 項：（３）児童福祉費 目：４児童措置費
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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
・備品購入費 千円

　　財源内訳

千円
千円

・国庫支出金 ３,７８６
・市の負担額 ２,５２４

６６０
・使用料及び賃借料 ５,６５０

　保育環境改善事業（保育所等ICT化事業） 当初予算額

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】

　公立認定こども園等で勤務する保育士の業務負担軽減や子どもの安全対策を図る

ため、保育の周辺業務や補助業務（保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子
どもの登降園管理等の業務）に係るICTシステムを各施設に導入することにより、
園運営のDX化を図り、保育環境の改善と、保育の質の確保・向上に取り組みます。

・登降園の際に保護者が玄関で時間を打刻し、園側が出欠者の状況を一元的に管理

　できるため、子どもたちの安全対策につながります。
・園だより等の紙による配布からICTシステムを用いて、データ化し保護者に送信
　します。
・連絡帳もシステム化により専用アプリを用いて保護者と保育士間でデータによる
　やり取りを行います。
・登園時に体温を計測することで測定結果を自動的に連絡帳に転記できる体温計の
　導入を行います。
・使用料及び賃借料5,650千円（登降園時の打刻用専用タブレット使用料等）
・備品購入費660千円（体温計）

6,310

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

・使用料及び賃借料 千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・県支出金 ２５２
・市の負担額 ４,９８６

・国庫支出金 ２５２

４,７３３
・備品購入費 ７５７

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】

　公立認定こども園等に通園する乳幼児の使用済おむつについて、これまでの利用

者の持ち帰りから園による処分に変更することで、保護者と保育士の業務負担軽減
を図ります。
　おむつの処分方法は、使用済おむつを自動で密封圧縮できる装置を園に導入し、
雑菌の繁殖防止や臭気防止を行うことで衛生的に処分します。

・使用済おむつの密封圧縮を行う装置の使用料及び賃借料

・密封圧縮後の使用済おむつの保管ボックスの備品購入費

　保育環境改善事業（おむつ回収事業（保育所等・児童学園）） 当初予算額 5,490

款：③民生費　 項：（３）児童福祉費 目：８児童発達支援センター費

款：③民生費　 項：（３）児童福祉費 目：６保育所費
予 算 科 目
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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

　保育所等建設事業（荒井保育園） 当初予算額 74,660

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】

　荒井保育園の空調設備改修工事および令和６年度からの認定こども園化に向け必

要な改修工事を行い、多様な保育ニーズに対応できるよう施設環境の整備を図りま
す。

・改修工事

　41,000千円
　（主な改修工事内容）
　・駐車場整備工事
　・外壁改修工事
　・2階トイレ改修工事
　
・空調設備改修工事
　32,900千円

・仮駐車場使用料
　760千円

・使用料及び賃借料 ７６０
・工事請負費 ７３,９００

・市債 ６６,４００
・市の負担額 ８,２６０
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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

【令和5年度】
・実施設計
　14,250千円
・実施設計に係る手数料
　1,053千円
【令和６年度から令和７年度】
影響調査、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

　保育所等建設事業（阿弥陀こども園） 当初予算額 15,303

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】

　阿弥陀こども園の老朽化に伴う園舎建替え等整備工事を実施するにあた
り、令和5年度は実施設計及び必要な調査を実施し、園児が安全・安心に園
生活を送れるように整備を行います。

・役務費 １,０５３
・委託料 １４,２５０

・市債 １１,８００
・市の負担額 ３,５０３
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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

・需用費 千円
・役務費 千円

千円
千円

　　財源内訳

千円
千円・市の負担額 ７７,０２１

・使用料及び賃借料 ５,０５９

・諸収入 ３４２,７９１

項：（３）中学校費　 目：２給食費

３,９４５
１,０７９・委託料

４０９,７２９

　令和５年度から、学校給食費の徴収管理及び給食用物資の購入を行いま
す。また、物価高騰による給食用物資の値上げ分において保護者の負担軽
減を図り、給食の質を落とさず引き続き安全安心な給食の提供を行いま
す。

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】

　現在、高砂市学校給食会（私会計）で管理している学校給食費の徴収及
び管理を令和５年度から市へ移行（公会計化）することにより、教職員の
負担軽減と会計の透明性を図ります。

予 算 科 目 款：⑪教育費

　小・中学校給食事業（学校給食費公会計化事業） 当初予算額 419,812

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（２）小学校費 目：２給食費
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円

　市立小学校に在籍する医療的ケアが必要な児童を支援するために、令和５
年度は看護師を２名配置します。

　特別支援教育推進事業
　（医療的ケア児に係る看護師配置事業） 当初予算額 5,553

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】

　医療的ケアを必要とする児童生徒が、健康で安全な学校生活を送ることが
できるよう、学校における健康管理や日常的な医療的ケアを実施するための
体制を整えます。

・諸収入 ２７
・市の負担額 ５,５２６

・共済費
・旅費

・報酬
・職員手当等

３,３９３
６９８

１,０８１
３８１
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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

　　財源内訳

千円・市の負担額 １７３

・報償費 ４０
・需用費 １１０
・使用料及び賃借料 ２３

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】

　令和２年度に実施した市民意識調査結果によると、「社会における女性
の働きやすさ」について、男性は「働きやすい状況にあると思う」と約６
割が回答しているのに対し、女性は「働きやすい状況にあるとは思わな
い」と約５割が回答しており、男女で認識が異なっています。この課題の
解消を図るため、ハローワークや商工会議所等の関係機関と連携しなが
ら、性別に関わらず仕事と家庭生活との両立を目指し、行政や職場、地域
など社会全体でサポートできる環境づくりを推進します。

●女性のための再就職応援セミナー（＊３回の予定で開催）
　子育て支援センター、ハローワーク加古川と連携し、女性が再就職する
ために必要な情報を提供し、子育てをしながら働きたい人が「自分の働き
方」について考える機会の提供を図ります。
　また、園、病児保育やファミリーサポートセンター等について、お役立
ち情報を盛り込んだ冊子を作成し配布します。

●企業向け女性活躍推進セミナー
　女性が多様な働き方を実現しながら、一層活躍できる社会の実現に向
け、女性の雇用、女性管理職の登用促進に必要な環境づくりについてセミ
ナーを開催します。

　女性活躍推進事業 当初予算額 173

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：２１男女共同参画推進費
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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

　　財源内訳

千円

　パートナーシップ制度推進事業 当初予算額 232

予 算 科 目 款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：１１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】

【パートナーシップ・ファミリーシップ制度（仮称）】
　パートナーシップ関係にある二人が、その関係を市に届出し、市が受理し
たことを証明します。届出を受理した場合、お互いが人生のパートナーとし
て共に生きていくことを届出された証として受理証明書及び受理証明カード
を交付します。
　また、二人に未成年の子がいる場合には併せてファミリーシップ関係を届
出することができ、子も含めて家族であることを証明します。
　
●受理証明カードを提示することにより、パートナーや家族として行政や民
間等で受けられるサービスがあります。
　（行政ｻｰﾋﾞｽ・例）
　　　　　・市営住宅への申込み
　　　　　・犯罪被害者等への遺族支援金の支給等及び日常生活の支援

　（民間におけるｻｰﾋﾞｽ・例）
　　　　　・家族割の適用
　　　　　・医療機関での手続き　など

●対象者
　　一方または双方が性的マイノリティの方

・市の負担額 ２３２

　現代社会において、性的マイノリティの方に対する差別や偏見が新たな人
権問題の一つとして取り上げられています。そこで、パートナーシップ制度
を導入することにより、市がパートナーシップを形成される二人の思いを尊
重し、パートナーシップ関係にあるという事実を証明することによって、社
会における多様な性への理解を図り、一人一人の人権が尊重される多様な生
き方や価値観を認め合いながら自分らしく誇りを持って暮らすことができる
まちの実現を目指します。

・報償費 １００
・需用費 １０９
・使用料及び賃借料 ２３
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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
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・新施設周知用パンフレット印刷
・施設管理委託（自家用電気工作物）
・警備保障委託
・施設の大規模改修工事
・案内板設置工事
・（仮称）高砂市福祉総合相談センターにて使用する備品購入にかかる費用
・公衆衛生上における汚水管渠の引き込み工事及び流入分担金

　（仮称）高砂市福祉総合相談センター建設事業

　（仮称）高砂市福祉総合相談センター運営管理事業

　（仮称）高砂市福祉総合相談センター初度備品購入事業 当初予算額 360,183

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

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】

　市域における高齢者や障がい者等への総合的かつ包括的な相談支援の更な
る充実と利便性の向上を図るとともに、地方創生の考え方を踏まえ、誰もが
緩やかにつながる多世代交流・生涯活躍の拠点として、（仮称）高砂市福祉
総合相談センターを設置します。また、施設には成年後見支援センターを設
置し、判断能力が不十分になった高齢者、障がい者等の暮らしを支援しま
す。

款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：５（仮称）高砂市福祉総合相談センター費
予 算 科 目

・役務費 ５３
・委託料 ６８７
・工事請負費 ３３６,６００

・市債 ２４０,０００
・市の負担額 １２０,１８３

・需用費 １０９

・負担金補助及び交付金 ７６６
・備品購入費 ２１,９６８
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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
千円

　　財源内訳

千円

　単独で外出困難な高齢者の社会生活上必要不可欠な、外出及び社会活動へ
の参加を促すために、現在実施しているタクシー料金の助成制度（500円の
助成券を24枚交付）の対象者を拡充します。

（高齢者福祉タクシー料金助成事業の助成対象者）
令和３年１０月（制度開始時）～　令和５年３月
　〇要介護１から５の認定者　かつ　６５歳以上　かつ　市民税非課税世帯

令和５年４月～
　〇要支援１から要介護５の認定者　かつ　６５歳以上　かつ　市民税非課税世帯
　〇運転経歴証明書の所持者　かつ　６５歳以上　かつ　市民税非課税世帯

⇒

　在宅福祉事業（高齢者福祉タクシー料金助成事業） 当初予算額 6,792

予 算 科 目 款：③民生費　 項：（２）高齢者福祉費 目：３高齢者援助費
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】

　高齢者等が日常生活において移動に関して困っている実情を踏まえ、真に
求められる住民ニーズに応えられるよう、移動支援策の充実を図ります。

・使用料及び賃借料 ６,１３８

・需用費 ４１０
・役務費 ２４４

・市の負担額 ６,７９２
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千円

　　　【 担当課： 福祉部生活福祉室生活福祉課 】

　　事業の目的、効果

　

　　内容

　　経費内訳

千円
千円

　　財源内訳

千円・国庫支出金 ３,２４６

・委託料 ２,９７０
・備品購入費 ２７６

　令和５年度中に医療扶助のオンライン資格確認の運用開始を行うため、生
活保護システムの改修、統合専用端末の導入を行います。

　生活保護事務事業（医療扶助オンライン資格確認導入事業） 当初予算額 3,246

予 算 科 目 款：③民生費 項：（４）生活保護費 目：１生活保護総務費
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】

　現在紙で発行している医療券について、DX活用の趣旨に従いデジタル
庁、厚生労働省主導でオンライン資格確認導入を進めている。医療扶助のオ
ンライン資格確認が運用されることで、①生活保護受給者の利便性が高ま
り、②医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進する事が期待されます。
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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・市の負担額 ７６７

・備品購入費 ７６７

　経年劣化した介護保険認定調査用の公用原動機付自転車を買い替えするに
当たり、環境に配慮した電動バイクを２台購入します。

　介護保険認定調査事務事業（電動バイク購入） 当初予算額 767

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】

　要介護認定申請にかかる調査に訪問する際、道幅、駐車場等の関係により
原動機付自転車を使用しています。ついては、今後も要介護認定調査を円滑
に実施できるよう経年劣化した原動機付自転車の買い替えを行います。

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

　現在、市内8地区への地区協議会（第2層協議体）の設立を進めています。
既に7地区については設立され、残る1地区についても設立に向けた協議を
行っています。
　第2層コーディネーターについては、令和４年度までに3名を配置していま
すが、令和5年度にさらに１名増員し、各地区での支え合いの体制づくりを
進めていきます。

　生活支援体制整備事業 当初予算額 4,900

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】

　地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効
率的なサービスが創出されるようにするため、高砂市介護予防・生活支援体
制整備協議会及び生活支援コーディネーターを設置します。

介護保険事業特別会計

・委託料 ４,９００

・保険料 １,１２８

・国庫支出金 １,８８６
・県支出金 ９４３
・市の負担額 ９４３

16



千円

　　　【 担当課： 政策部経営企画室企画課 】

　　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

　高砂市民病院経営コンサルティング業務委託の成果物を受けて、関係行
政機関の職員、医療関係者、学識経験者等から構成される将来構想検討委
員会に諮問し、調査審議を行い、答申を頂きます。

　企画事務事業
　（高砂市民病院将来構想検討委員会設置事業） 当初予算額 313

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：６企画費
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】

　高砂市民病院のあるべき姿、機能及び役割、建物の建替えを含めた方向
性を検討するため、高砂市民病院将来構想検討委員会を設置します。

・報酬 ２６１
・旅費 ４３
・使用料及び賃借料 ９

・市の負担額 ３１３
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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
・共済費 千円
・旅費 千円

千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・諸収入 ２
・市の負担額 ４８,４６５

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】

　現行１５歳までの子どもの医療費完全無料化を７月から１８歳までに拡げ
ることにより、これらの者の保健の向上に寄与し、子育て世代の保護者の経
済的な負担を軽減します。

　福祉医療事業（高校生世代医療費無料化） 当初予算額 48,467

予 算 科 目 款：③民生費 項：（１）社会福祉費 目：８福祉医療費

・報酬 ３４０

　健康保険適用後の医療費の窓口負担額を入院・通院ともに無料とする（食
事代は除く）。

・扶助費 ４２,７９８

・役務費 ９５２

６
１２

・委託料 ４,３５９
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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
千円

・県支出金 ３００
・市の負担額 ３００

・負担金補助及び交付金 ６００

・対象者：骨髄等移植ドナー候補者として選定され、移植に向けた入通院を
する人

・助成額：１日あたり20,000円×10日間＝200,000円を１人あたり上限。

　成人保健対策事業（骨髄等移植ドナー支援事業） 当初予算額 600

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】

　ドナー候補者が骨髄等を提供しやすい環境整備と経済的不安を軽減し、骨
髄等移植者数が増えることに寄与します。
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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

　自転車道等整備事業 当初予算額 11,300

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 ２－１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】

　令和２年度に策定した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。

　
工事請負費
　自転車ネットワーク整備工事

・工事請負費 １１,３００

・国庫支出金 ４,０００
・市債 ６,５００
・市の負担額 ８００

自転車専用通行帯

（自転車レーン）

矢羽根型路面標示

イメージ図

路面標示（自転車専用通行帯、矢羽根等）

※全体工事費 11,300＋20,500（3月補正）＝31,800千円
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

　空家等対策推進事業 当初予算額 6,048

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年度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として、老朽危険空き家除却支援事業を実
施し、また、相続人不存在の特定空家等の解体について法に基づく略式代執
行を行い、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。

・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）

・略式代執行（相続人不存在の特定空家等の解体）
　　空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、
　　相続人不存在の特定空家等について略式代執行により解体を行う。

・工事請負費 ４,６７３
・役務費 ４３

・負担金補助及び交付金 １,３３２

・国庫支出金 ３,００２
・県支出金 ３３３
・市の負担額 ２,７１３
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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・市の負担額 ９,２３２

・負担金補助及び交付金 ９,２３２

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高齢者割引を実施します。
　また、土日祝日路線として、阿弥陀地区・高砂地区等の観光・買い物路線
の検討を行います。

・７５歳以上の高齢者に対して運賃を半額割引
　　　　　　　　　　割引影響額　1,528千円
・土日祝日路線の２路線追加運行
　　阿弥陀地区（市ノ池公園方面）
　　高砂地区　（向島公園、高砂海浜公園方面）
　　　　　　　　　　運行負担金　7,704千円

　コミュニティバス運行事業 当初予算額 9,232

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： 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
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

　ＪＲ曽根駅周辺整備事業 当初予算額 79,961

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曽根駅には北側にしか改札口
がないことから、利便性向上と周辺
地域の活性化を図るため、南北連絡
自由通路及び南駅前広場等の駅周辺
整備を行います。

・委託料
　ＪＲ曽根駅自由通路等基本設計業務委託
　（自由通路及び南駅前広場等基本設計 、地質調査 、交通量調査等）
　用地買収に係る用地測量業務委託及び物件調査業務委託

・役務費
　用地買収に係る不動産鑑定料

・報償費
　まちづくりアドバイザー料

・報償費 ２００

・役務費 １,３７０
・委託料 ７８,３００

・旅費 ８６

・使用料及び賃借料 ４
・公有財産購入費 １

・駅周辺整備基金 ３８,８６１
・市債 ４１,１００

JR曽根駅イメージ図

南北自由通路
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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

７ 千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円

・森林環境整備基金 ４１８
・市の負担額 ３,０８２

・需用費 １,０７１
・委託料 ２,００４
・備品購入費 ４１８

・報償費

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】

　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」につい
て路線再編やベンチ設置などの環境整備を行うことで利便性の向上を図りま
す。
　また、利用促進策として行っているサイクル＆バスライドや小学生バスポ
スターを募集し、啓発活動を行い利用者の増加に努めます。

・路線再編によるバス停留所やバス音声案内変更費用
・サイクル＆バスライドにかかる看板製作　２箇所
・時刻表・利用促進チラシの作成
・バス停留所に森林環境贈与税を利用した木製ベンチの設置　２箇所
・啓発用小学生バスポスター募集

　コミュニティバス路線再編事業 当初予算額 3,500

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

千円
千円

　　財源内訳

千円・市の負担額 １,０００

・委託料 ５００
５００・使用料及び賃借料

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】

　播磨臨海地域道路の早期実現のため整備促進大会を開催します。

播磨臨海地域道路整備促進大会

（高砂大会）警備費用等

　播磨臨海地域道路推進事業
　（播磨臨海地域道路網計画策定事業） 当初予算額 1,000

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

千円
千円
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円

　山電高砂駅南周辺整備事業 当初予算額 6,669

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 ２－２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】

　高砂駅南周辺整備基本計画に基づき、連続立体交差事業の検討状況に合わせ、計

画区域の修正や具体的手法の検討を行ったのち市街地整備事業等の手法を用いて駅
前広場及びアクセス街路の整備を行います。

・山電高砂駅南地区まちづくり整備方針検討業務委託

　
　委託期間　令和４年度から令和６年度（債務負担行為）
　業務内容　令和５年度
　　　　　　　事業計画案、資金計画案作成等
　　　　　　令和６年度
　　　　　　　各案比較検討、方針決定等

・使用料及び賃借料 ７０

・市の負担額       　 ６,６６９

・報償費 ２５０
・旅費 ５０
・役務費 ４０
・委託料 ６,２５９
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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

　連続立体交差推進事業 当初予算額 70,614

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 ２－２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】

　山陽電鉄本線の高砂駅から荒井駅付近の約2.5kmにおいて、鉄道を立体化するこ

とにより、７箇所の踏切を除去し、都市交通の円滑化を図るとともに、分断された
市街地の一体化による都市の活性化を図り、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。

負担金

　連立本体　鉄道予備設計（県事業）
　駅前広場概略設計、高架下等土地利用の検討、密集市街地の改善検討

委託料
令和４年度から令和６年度
（債務負担行為）
　駅周辺まちづくりの検討
　・駅前広場の検討
　・高架下利用の検討
　・歩行者動線の検討
　・密集市街地の改善検討
令和５年度　まちづくり構想策定
令和６年度　まちづくり計画策定

・旅費 ２６２
・需用費 ４２
・委託料 ２５,９９３
・負担金補助及び交付金 ４４,３１７

・県支出金 ２７,０３２
・市の負担額 ４３,５８２
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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

・需用費 千円
千円

　　財源内訳

千円

款：⑦商工費 項：（１）商工費 目：２商工業振興費

　商工業振興事業
　(中小事業者キャッシュレス・ＤＸ化支援事業) 当初予算額

２２
・負担金補助及び交付金

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】

　デジタル化・キャッシュレス化が社会に急速に進む中、アナログからシフ
トできない市内中小事業者は、依然としてデジタル化の波に乗り遅れ、「競
争力の低下」 「売上減少・利益率低下」「人手不足」が深刻化していま
す。市内中小事業者のデジタル活用の取組を支援することで、効率化による
経費削減・人手不足の解消や販路拡大に繋げ、業績改善を目指します。
　また、市内中小事業者のデジタル活用の取組を促進し、事業継続・事業拡
大につなげることで、市内経済の活性化、消費者の利便性の向上に寄与しま
す。

〇キャッシュレス決済導入支援事業　　1,000千円（10万円×10件）
　新型コロナウイルス感染症の影響による新しい生活様式に対応するため、
現金によらない決済方式を新規導入する事業者に対し、費用の一部を補助し
ます。
〇アフターコロナ対応環境整備支援事業　1,000千円（10万円×10件）
　アフターコロナを見据えて、デジタル技術を活用したウェブ会議やテレ
ワーク等の新しい生活様式に対応する事業者に対し、導入費用の一部を補助
します。
〇インボイス対応事業　1,500千円（10万円×15件）
　令和５年１０月から開始されるインボイス制度に合わせて、インボイス対
応レジ、受発注システム等デジタル技術を活用した設備を導入する事業者に
対し導入費用の一部を補助します。
〇販路開拓・拡大支援事業　1,000千円（10万円×10件）
　新しい生活様式に対応するため通信販売事業等の新規業態を導入する事業
者に対し費用の一部を補助します。
〇研修開催・専門家派遣支援事業　500千円（10万円×5件）
　デジタル化にチャレンジする経営者向けのセミナーや研修を開催する事業
者に対し、専門家、講師派遣等開催に要する費用の一部を補助します。

５,０００

5,022

予 算 科 目

・市の負担額 ５,０２２
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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

　　財源内訳

千円

・需用費 ２０
・負担金補助及び交付金 １７５

・市の負担額 １９５

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】

　飼い主のいない猫の繁殖を抑制して個体数を減少させ、猫のふん尿による
被害等の削減を図るとともに、良好な生活環境を確保するため、市内に生息
する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に要する費用の一部を助成します。

・助成上限額
　不妊手術（メス）　1匹につき１０，０００円
　去勢手術（オス）　1匹につき　５，０００円

・助成対象要件（次の全ての要件に該当すること。）
　①市内に住所を有する方
　②市内に生息する飼い主のいない猫に、市が指定する獣医師による手術
　　を受けさせる方
　③手術を受けさせて、猫にマイクロチップを装着させる方
　④手術を受けさせた猫を室内で終生飼養する方
　　※ただし、やむを得ない理由により室内で終生飼養することが
　　　できない場合は、飼養しようとする地域の同意を得たうえで
　　　適正飼養とする方。

　環境衛生事業
　(飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成事業) 当初予算額 195

予 算 科 目 款：④衛生費　 項：（１）保健衛生費 目：３ 環境衛生費
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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

・報酬 千円
・職員手当等 千円
・共済費 千円
・旅費 千円
・負担金補助及び交付金 千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

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】

　地球温暖化対策推進事業 当初予算額 43,857

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

　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、継続して太陽光発電システム及
び蓄電池システム設置補助、次世代自動車（電気自動車、プラグインハイブ
リッド車）及びV2H充放電設備購入補助を行うとともに、令和５年度より新
たに市内中小事業者向けに白ナンバーの環境配慮型トラック導入への補助と
脱炭素化設備等導入への補助を実施します。

・家庭用蓄電池システム等設置補助（予算：7,500千円）
　太陽光発電システム・蓄電池システム設置　5万円

・環境配慮型トラック導入促進補助（予算：2,070千円）
　市内中小事業者に白ナンバーの優良ハイブリッドトラック等の導入経費を
　補助（専ら市内のみを走行する車両に限る）
　① 新　車　・最大積載量４t未満の塵芥車以外　　　　：38 万円
　　　　　　 ・最大積載量４t以上の塵芥車以外・塵芥車：100万円
   ② 中古車　・塵芥車以外　19万円    ・塵芥車　50万円
　（自動車販売店等を除く前使用者が初度登録使用者である場合に限る。）

・次世代自動車購入補助（予算：13,000千円）※はV2H同時設置の場合
　EV：10万円(※20万円)・PHV：5万円(※15万円)・V2H：10万円

・事業者脱炭素化設備等導入促進補助（予算：50,000千円※）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※うち30,000千円はR6債務負担行為
　市内中小事業者に下記設備費の1/2 以内(上限：1,000万円)を補助
　①再生可能エネルギー設備（ 太陽光発電設備等）・蓄電池・Ｖ２Ｈ
　②省エネルギー設備（高効率空調・LED化・燃焼設備・燃料電池等）

２０

４２,５７０

１,０２０

３４

２１３

・市の負担額 ４１,８５０

・県支出金 ２,０００
・諸収入 ７
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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

　　財源内訳

千円・市の負担額 ７００

・工事請負費 ７００

　千鳥歩道橋欄干に「ゼロカーボンシティ高砂」の看板を設置します。

　地球温暖化対策推進事業（看板設置事業） 当初予算額 700

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】

　高砂市では、令和３年７月にゼロカーボンシティ宣言を行ったが、事業者
に対するアンケートの結果で、64％が知らなかったと回答しており、浸透し
ているとは言えない状況です。これを踏まえて、通勤時や移動時に目にする
歩道橋に看板を設置することにより、脱炭素社会実現のメッセージとして市
民や関係者へ啓発します。
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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・リサイクル基金 ４,４４９

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】

・需用費 ４,４４９

　ごみの適正排出と分別徹底等を目的に、令和６年３月１日から指定ごみ袋
制度（ごみの有料化制度ではありません。）を導入します。
　制度をスムーズにスタートするために、令和５年４月以降に市民のみなさ
んに向けて周知啓発を図ります。

　ごみステーション啓発用の周知ポスターや全戸配布用のパンフレットなど
周知・啓発に必要な物品を作製します。
・ごみステーション啓発用ポスター
・のぼり旗
・公用車マグネットシート
・懸垂幕
・説明会用、全戸配布用お知らせパンフレット
・サンプル配布用指定ごみ袋

　ごみ減量化再資源化対策事業
　（指定ごみ袋制度の導入に係る周知事業） 当初予算額 4,449

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

・負担金補助及び交付金 ４５０

・リサイクル基金 ４５０

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】

　ごみ減量化再資源化対策事業
　（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

　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。

　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・上限額３万円）
＜助成台数＞先着順１５台
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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

〇経営開始資金　　　　　　　　　　1,500千円×２件
　　新たに農業経営を開始する者に対して、資金を助成します。

〇経営発展支援事業補助金　　　　　3,750千円×１件
　　就農後の経営発展のために、機械・施設等の導入を支援します。

　農業振興事業（新規就農者育成総合事業） 当初予算額 6,750

予 算 科 目 款：⑥農林水産業費　 項：（１）農業費 目：３農業振興費
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】

　次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、農業者への人材の一
層の呼び込みと定着を図るため、新規就農・経営発展のための機械・施設等
の導入、就農に向けた経営開始のための資金を支援し、農業の後継者不足対
策に取り組みます。

・負担金補助及び交付金 ６,７５０

・県支出金 ６,７５０
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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

　　財源内訳

千円
千円

・諸収入 ８２５
１６５・市の負担額

６６０
・使用料及び賃借料 ３３０
・委託料

・「（仮）クリーンアップたかさご」
　特設サイトの開設・運用

　河川水路清掃啓発事業 当初予算額 990

予 算 科 目 款：⑧土木費 項：（３）河川費 目：２河川管理費
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】

　まちなかで目にすることが多いポイ捨てゴミは、まちの美観を損ねるだけ
でなく、市内の河川や水路へ流れ込み、やがて海に流出し海洋汚染や生態系
にダメージを与えています。地域一斉清掃などの活動を行っていますが、地
元自治会や水利組合も高齢化が進むなどの課題が顕在化しています。また、
企業等が地域貢献として行っている清掃活動も十分に周知できていません。
　そこで、ごみ拾いアプリ「ピリカ」を活用した特設サイト「（仮）クリー
ンアップたかさご」を開設し、市民や企業等の清掃活動を官民連携で推進し
ます。
　サイト開設により、①参加のべ人数やごみ回収量等の清掃活動データの見
える化②ユーザー同士の交流による継続的な活動③企業等の取り組みを定量
的に明示が可能となり、地域の自発的な清掃活動の広がりが期待されます。

特設サイトイメージ（兵庫県の例）特設サイト運用自治体（令和５年１月時点）

35



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
　

出典　国交省資料

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

　省エネ改修計画策定支援事業補助金
　省エネ基準を満たしていない既存の戸建て住宅について、省エネ性能の向
上を目的とする改修計画策定にかかる調査及び設計等の経費の一部を補助し
ます。
　補助率２/3（上限200千円）

　省エネ改修工事支援事業補助金
　省エネ基準を満たしていない既存の戸建て住宅について、省エネ性能の向
上を目的とする改修工事にかかる経費の一部を補助します。
　補助率23パーセント（上限750千円（ZEHレベルの場合は1,000千円））

　既存住宅省エネ化促進事業 当初予算額 4,800

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 ２－４環境にやさしい暮らしがあるまち【環境政策】

　ゼロカーボンの実現に向けて、外壁、窓の断熱化や高効率設備の導入等の
既存住宅の改修工事等に対して補助することにより、住宅ストックの省エネ
化を推進します。

・負担金補助及び交付金 ４,８００

・国庫支出金 ２,４００
・市の負担額 ２,４００
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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
千円

・市債 １５１,０００
・市の負担額 ２５,５５０

・使用料及び賃借料 ８５８
・工事請負費 １６７,８７５

・需用費 ２,７７２
・委託料 ５,０４５

通学路及び学校周辺を中心に500台の見守りカメラを設置します。
・令和５年度：300台
・令和６年度：200台

　地域安全対策事業（見守りカメラ設置事業） 当初予算額 176,550

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】

　地域団体等による通学路の見守り活動を補完し、登下校時のみならず日常
生活における子どもの安全確保の強化を図るとともに、地域における街頭犯
罪等を未然に防止し、犯罪の起こりにくい安全・安心のまちづくりを進めま
す。
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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

　　財源内訳

千円

　見守りボランティアを対象として、研修会の実施、活動用品の貸与、保険
費用の補助を行います。

　地域安全対策事業（地域見守り活動支援事業） 当初予算額 2,986

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】

　登下校時の児童の安全を確保するために実施されている見守り活動を、今
後も継続的に実施できるよう、活動用品の貸与や保険費用の補助を行いま
す。

・需用費 ２,７２８
・使用料及び賃借料 ８
・負担金補助及び交付金 ２５０

・市の負担額 ２,９８６
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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

　　財源内訳

千円・市の負担額 ３,９５２

・負担金補助及び交付金 ３,９５２

　希望者に対して、ＧＰＳを利用した見守りサービス機器に対する購入補助
を行います。
　対象児童：市内在住の小学生低学年（１～３年生）

　地域安全対策事業（子どもＧＰＳ見守り支援事業） 当初予算額 3,952

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】

　小学生、とりわけ低学年の児童の登下校時をはじめとした見守り力の強化
を図るため、ＧＰＳを利用した見守りサービス機器に対する購入補助を行い
ます。
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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

・負担金補助及び交付金　　　　　　　　　　　 千円

　　財源内訳

・県支出金 千円
千円

①古瀬池
③大日池
⑤竿池
⑦皿池
⑨私池
⑪三日月池

②今池
④弟池
⑥阿弥陀新池
⑧惣毛池
⑩大池
⑫東池

　農業用ため池について、指定貯水施設の管理者と連携し、ため池の治水活
用の取組を推進します。令和４年度までは「ため池治水活用拡大促進事業」
（県事業）でしたが、令和５年度より新たに創設された「水利施設管理強化
事業」（国庫補助事業）を活用し、支援ため池の拡大を図ります。

・啓発看板設置　３箇所（過年度設置済のため池除く）
・事前放流支援　２１箇所（９～１０月にため池の水位を下げる運用）

⑲北脇新池 ⑳寺下池
㉑砂池

⑮青池 ⑯春日池
⑰ひょうたん池 ⑱堂池

⑬落池 ⑭鴻ノ池

　ため池管理事業（水利施設管理強化事業） 当初予算額

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】

1,420

予 算 科 目 款：⑥農林水産業費 項：（１）農業費 目：４農地費

１,４２０

・市の負担額 ３５５
１,０６５
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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

　　財源内訳

千円
千円
千円

・国庫支出金 １０,０００
・市債 ２９,７００
・市の負担額 ３,３００

・工事請負費 ４３,０００

・工事請負費
　　河川改修工事

　河川改良事業（鹿島川・松村川治水対策整備工事） 当初予算額 43,000

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

・役務費 千円
・委託料 千円

千円
・補償補填及び賠償金 千円

　　財源内訳

千円
千円

１１,０００

・市債 １９１,２００
・市の負担額 ３０

・工事請負費 １７８,０００

６９０
１,５４０

・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(電気設備)
・委託料
　　○高潮対策事業工事監理委託
・支障物件移転補償費
　　関西電力電柱移設（復旧）
・役務費
　　建築申請手数料（防潮水門・排水機場）

　河川改良事業（松村川排水機場整備工事） 当初予算額 191,230

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。

完成イメージパース
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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

　　財源内訳

千円
千円

・国庫支出金 ２５０
・市の負担額 ２５０

・負担金補助及び交付金 ５００

助成内容
　購入費及び設置費用の１/２を助成

　（助成費用）限度額３万円
　（予定件数）２５件

　雨水貯留施設設置助成事業 当初予算額 500

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】

 「高砂市総合治水推進計画」に基づき、市民参画の雨水流出抑制に関わる取
り組みとして、雨水貯留タンクの設置に対して助成を行います。
　雨水貯留タンクの設置により、治水だけでなく地震等による断水時の備え
や、庭木や花壇の水やりに活用する等、市民の防災や環境に対する意識向上
が期待されます。

雨水貯留タンク設置例

１２０リットルタンク

0

50

100

150

H28 H29 H30 R元 R2 R3

18
39

74 88
104 115

助成件数累計
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千円

　　　【 担当課： 消防本部総務課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円
千円

・市債 ２３９,７００
・市の負担額 ５１

・備品購入費 ２３９,７５１

・消防自動車購入事業
　備品購入費：239,751千円

　消防自動車購入事業 当初予算額 239,751

予 算 科 目 款：⑩消防費 項：（１）消防費 目：１常備消防費
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】

　複雑多様化する災害現場に迅速・確実に対応するため、最新のはしご付消
防自動車に更新し消防力の充実を図り、市民の安全・安心に寄与します。
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千円

　　　【 担当課： 消防本部総務課 】

　　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

・国庫支出金 １１,７６３
・市債 ３８,０００
・市の負担額 ４,３６３

・工事請負費 ５３,５７６

・役務費 ４１
・委託料 ５０９

・曽根分団車庫詰所改築工事
　工期：令和５年度

　消防分団車庫詰所改築事業 当初予算額 54,126

予 算 科 目 款：⑩消防費 項：（１）消防費 目：３消防施設費
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】

　災害拠点としての役割に加え、消防本部と消防団、地域住民が連携した地
域防災力の要としての役割を担います。
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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

　集会施設整備費補助事業 当初予算額 15,385

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 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 １５,３８５

・市の負担額 １５,３８５
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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
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円・市の負担額 ４６,３６８

・森林環境整備基金 １,５１２
・国庫支出金 ６２,７５０

２０９,６００・市債

・委託料 ４,０５６

・需用費 １,３６９
・役務費 ４１２

１９,８４０
・工事請負費 ２９４,５０５
・備品購入費

・使用料及び賃借料 ４８

（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4,800㎡
　４　スケジュール　　　令和４～５年度　　建設工事
　　　　　　　　　　　　令和６年４月　　　開設予定

地域交流センター建設事業
・工事請負費等
管理運営費等
・整備費（初度備品整備含む）

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。

320,230

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

目：１９地域交流センター建設費款：②総務費 項：（１）総務管理費

　地域交流センター運営管理事業
　地域交流センター建設事業（曽根） 当初予算額
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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

・需用費 千円
・役務費 千円
・委託料 千円
・使用料及び賃借料 千円
・工事請負費 千円
・備品購入費 千円

　　財源内訳

千円
・市の負担額 千円

１０５

　高砂地区コミュニティセンターを（仮称）高砂地域交流センターとする
ための整備を行います。
地域交流センター整備工事等
・保全改修（外壁改修等）
・環境改善改修（電灯設備改修、建具改修）
・地域交流センター化改修（調理室改修、2階ロビー改修、
　　情報通信設備改修、壁紙改修）
管理運営費等
・整備費(初度備品整備含む）

　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。

３３

８３

１,２９１

９０７

４６,０００

・市債 ３４,５００
１３,９１９

　地域交流センター運営管理事業
　地域交流センター建設事業（高砂） 当初予算額 48,419

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】

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

款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：１９地域交流センター建設費
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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

・県支出金 ７,５００
・市の負担額 ７,５００

・負担金補助及び交付金 １５,０００

・補助対象世帯
　　夫婦共に39歳以下かつ世帯所得500万円未満
　　2年以上継続して本市に居住する意思があること
・対象経費
　　婚姻に伴う住宅取得費用、ﾘﾌｫｰﾑ費用、住宅賃貸借費用、引越費用
・交付上限額
　　夫婦共に29歳以下60万円、左記以外30万円（いずれも１世帯当たり）

　移住・定住・若者推進事業（結婚新生活支援事業） 当初予算額 15,000

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 ３－３愛着と誇りを感じるまち【移住・定住、関係人口政策】

　現在の社会の状況としては、本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎えよ
うとしています。少子化の背景として、結婚・出産・育児に不安を感じ、た
めらう男女が増えていることによると言われています。そこで、コロナ禍の
状況を経て、以前に増して経済的に不安を抱えた若者世代の結婚に伴う新生
活の支援と移住及び定住を支援するために住居費及び引越費用を補助するも
のです。
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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               　 ２,７５８
・市の負担額 ２,７５８

・委託料 ５,５１６

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】

・サイクルイベントの開催
　令和４年度に引き続き、市の魅力発信のため、市内及び近隣市に点在する
歴史・観光・文化施設をスマホアプリを活用し、謎解き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。令和５年度は近隣市とも連携して
実施します。
　ARアプリを活用し、各スポットにちなんだクイズを出題、地域の魅力を
再発見していただきながら、スタンプラリーを楽しんでいただきます。
　  （ 開催時期は１０月～１２月の予定）

　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）近隣市も含め、自転車で周遊していただくことで、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）近隣市との連携により、広域的な観光資源のＰＲ及び観光消費の促進
　　　を図ります。

　観光振興事業（高砂ワクワク自転車プロジェクト） 当初予算額 5,516

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・市の負担額 １,３２４

・委託料 １,３２４

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２７年３月に策定した「高砂市スポーツ推進計画」の計画期間が令和６年度

に満了することから、次期計画を策定し、スポーツの振興を図ります。

　２箇年において、市民アンケートの実施及び次期計画策定業務を委託します。

　令和５年度　・市民アンケート調査の実施
　　　　　　　・関係団体等（地域スポーツクラブ、スポーツ協会、スポー
　　　　　　　　ツ推進委員、スポーツ指導者等）への調査の実施
　令和６年度　・第２次高砂市スポーツ推進計画（仮）策定
　　　　　　　・スポーツ推進会議の運営支援

　スポーツ振興推進事業（スポーツ推進計画策定事業） 当初予算額 1,324

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２２文化スポーツ振興費
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円

　体育施設整備事業（総合体育館格技場空調更新工事） 当初予算額 3,300

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２２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】

　施設の経年に伴い、格技場空調機器及び部品の生産がすでに終了しており、今後

の突発的な故障時への対応が年々困難になることを鑑み、機器を更新することで安
定した運営を実現することにより、利便性の向上を図ります。

　・空調設備改修に伴う実施設計業務

　・アスベスト調査業務

・役務費 ２２０
・委託料 ３,０８０

・市債 ２,９００
・市の負担額 ４００
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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

　体育施設整備事業（向島多目的球場テニスコート人工芝改修） 当初予算額 22,591

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２２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】

　テニスコート人工芝の経年劣化により、利用者の快適な利用に支障をきたしてい

ることから、全面改修を施すことにより、利用者が安全かつ快適に利用できる環境
づくりを図ります。

　・Aコート、Bコート全面人工芝張替工事

　・練習コート人工芝張替工事

・工事請負費 ２２,５９１

・市債 １６,９００
・市の負担額 ５,６９１
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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・市の負担額 １,３００

・市債 １１,６００

・工事請負費 １２,９００

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】

　２箇所ある向島多目的球場のトイレは、いずれも和式便器のみであることに加

え、多目的トイレ便座の一部が損傷しています。
　また扉はジャバラ式のものであり、プライバシー等の観点からも、トイレの全面
改修により、すべての利用者が快適かつ安心して利用できることを目的としていま
す。

　・バックネット裏トイレ改修

　・テニスコート側トイレ改修

　体育施設整備事業（向島多目的球場トイレ改修） 当初予算額 12,900

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２２文化スポーツ振興費
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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
千円
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 35,475

予 算 科 目 款：②総務費　 項：（１）総務管理費 目：２３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】

　経年劣化が著しく、かつ機器の生産終了により、今後の修繕にも支障をき
たすことが予測される文化会館諸設備の更新により、安定した施設運営及び
利用者満足の向上を図ります。

　・非常用発電機更新工事（文化会館１機）
　・非常用発電機更新工事設計委託（旧文化保健センター１機）
　・中ホールスポットライト更新

・委託料 ２,４２０
・工事請負費 ３０,８００
・備品購入費 ２,２５５

・市債 ３３,２００
・市の負担額 ２,２７５
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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

・報酬 千円
・職員手当等 千円

千円
千円
千円
千円

・役務費 千円
千円
千円

　　財源内訳

・諸収入 １３ 千円
千円

・委託料
３０

８１０

　部活動地域移行コーディネーターを教育委員会事務局に配置するととも
に、庁内検討委員会の設置及び講師を迎えての研修会を開催する等、持続可
能な運営体制を整えるための調査研究に取り組みます。

・報償費 ３００
・旅費 ５１
・需用費 ２０

　教育振興事業（部活動地域移行推進事業） 当初予算額 3,963

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（３）中学校費 目：４教育振興費
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】

　令和５年度から３年間を「休日の部活動の改革推進期間」とし、市長部局
や関係機関との連携を行い、様々な課題を解決しながら、休日の部活動の地
域移行を推進します。

３８１
・共済費 ４５４

１,８２６

・使用料及び賃借料 ９１

・市の負担額 ３,９５０
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円・市の負担額 １,５０３

・県支出金 １２,０００
・市債 １２,３００

・役務費 ２３６
・委託料　 ５,３８９
・工事請負費 ２０,０８４

・報償費 ６０
・旅費 ６
・需用費 ２８

・旧入江家住宅蔵保存修理工事
　工期：令和5年度～6年度
　内容：補強を主体とする部分修理工事

・用地取得事業
　期間：令和5年度
　内容：工事資材置き場・公開時の駐車場として用地を取得します。

　旧入江家住宅保存整備事業 当初予算額 25,803

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費
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】

　兵庫県指定有形文化財 旧入江家住宅を保存整備します。
　市内唯一の県指定の民家を保存修理し、観光客や地域住民の利用に供す
る文化施設として公開活用します。
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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・市の負担額 ２,１００

・負担金補助及び交付金 ２,１００

・十輪寺本堂文化財防災事業
　（避雷針設置工事）
　工期：令和5年度
　内容：落雷による消失を未然に防ぐため、
　　　　大屋根の棟瓦に避雷導体を設置します。
　　　　文化財防災工事に対し事業補助をします。

　文化財保存整備事業 当初予算額 2,100

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費
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】

兵庫県指定文化財十輪寺本堂の県補助事業に随伴補助をします。
（費用負担：県1/3、市1/3、所有者1/3）
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円

・国庫支出金 ３,２５０
・県支出金 １,６２５
・市の負担額 ２,５４８

・委託料 ６９０

・負担金補助及び交付金 ８４３
・工事請負費 ５,６６３

・報償費 １３０
・旅費 ７８
・需用費 １９

・史跡整備事業（市主体）
　工期：令和4年度～令和6年度
　内容：史跡案内・解説施設設置工事
　　　　史跡整備委員会の運営

・史跡整備事業（史跡所有者主体）
　工期：平成30年度～令和5年度
　内容：家紋石・旧東鳥居展示等工事

　史跡整備事業
　（史跡石の宝殿及び竜山石遺跡整備） 当初予算額 7,423

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費
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】

　国史跡石の宝殿及び竜山石採石遺跡を史跡整備基本計画にもとづき整備
します。
　文化財の保存・活用を推進します。
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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

　　財源内訳

千円
千円

　文化財保存活用地域計画作成事業 当初予算額 7,715

予 算 科 目 款：⑪教育費 項：（５）社会教育費 目：２文化財保護費
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】

　文化財保護法に規定された、文化財の保存活用に関する基本的な方針を定
めた地域計画を作成します。
　計画を作成した後、文化庁に認定申請し、法定計画として策定します。

・文化財保存活用地域計画作成事業
　期間：令和4年度～令和6年度
　内容：調査により文化財を総合的に把握し、高砂市の歴史文化の特徴や個
　　　　性を導き、将来に向けて文化財の保存と活用を図るための基本的な
　　　　方針と、具体的かつ計画的な措置等を定めます。
　　　　高砂市文化財保存活用地域計画協議会に意見を求めながら、地域計
　　　　画を作成します。

・報償費 １９５
・旅費 １２７
・需用費 ２３
・委託料 ７,３７０

・国庫支出金 ３,８５７
・市の負担額 ３,８５８
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もっと行政が寄り添うまち 

【共治 共有】 
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千円

　　　【 担当課： 市民部市民窓口室市民窓口課 】

　　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

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】

　平日の時間外、土曜日、日曜日、祝日の対応を行うため、新たにアスパ高
砂３階に市民サービスコーナーを設置します。

　（仮称）アスパ高砂市民サービスコーナーの開設に要する委託料、備品購
入費、窓口業務の準備に係る経費

１　名　　　称　　（仮称）アスパ高砂市民サービスコーナー
２　所　在　地　　高砂市緑丘２丁目１－４０
３　スケジュール　令和５年度　改修工事、開設準備
　　　　　　　　　令和６年度　開設

・委託料 ２５,８５３

　市民サービスコーナー運営管理事業
　市民サービスコーナー整備事業
　（（仮称）アスパ高砂市民サービスコーナー） 当初予算額 34,670

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：９市民サービスコーナー費

３４,６７０・市の負担額

５０３
１８７

・使用料及び賃借料 ３２７
・備品購入費 ７,８００

・役務費
・需用費
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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
千円
千円
千円

　　財源内訳

千円
千円・市の負担額 ５１５

・備品購入費 ５０

・国庫支出金 ４５０

・需用費 ３５０
・委託料 ６０
・使用料及び賃借料 ５０５

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】

　身近な移動ツールの自転車を活用したサイクルツーリズムを活用し、高砂
市の関係人口、交流人口の増加を目指します。
　また、高砂市の人口１万人あたりの自転車に関係する事故件数が、兵庫県
下平均に対して著しく高いことから安全教育の推進を合わせて行います。

・啓発資料及びグッズ
　企業（自転車通勤者）に対する自転車利用方法の周知のためのもの
　幼児、小学生、中学生、高校生に対する自転車安全利用５則の周知の
　ためのもの
　サイクルリフレクター、横断旗、反射バンドなど

・自転車教室用の自転車購入　　　１台
・電動アシスト自転車管理委託料
・電動アシスト自転車借上料　　　６台（三輪３台、二輪３台）

　交通安全対策事業 当初予算額 965

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
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円
千円
千円

山電曽根駅前駐輪場整備　位置図

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】

　山陽電鉄曽根駅前駐輪場は、無料で利用できるが駐輪台数が多いため利用
しづらく、駅前の美観を損ねています。
　駅東側にある旧曽根幼稚園跡地の一部に新たに駐輪場を整備することに合
わせて、既設の駐輪場についても防護柵の設置や白線を引くことにより、利
用者自身が気持ちよく自転車を整理するよう誘導します。

　自転車対策事業 当初予算額 16,462

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

・工事請負費 １６,１５５
・備品購入費 ３０７

・市の負担額 １,５５０

・国庫支出金 ２,６１２
・森林環境整備基金 ２００
・市債 １２,１００
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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
千円

　　財源内訳

千円
千円

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】

　米田５９号線（米田西小学校北の交差点）において、登下校時の児童が
安全に信号待ちができるように、歩道の改良・整備を行います。

・委託料
　　米田５９号線用地測量業務委託
・工事請負費
　　米田５９号線道路整備工事
・公有財産購入費
　　米田５９号線用地買収費

　道路新設改良事業
　（米田５９号線道路改良事業） 当初予算額 4,950

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

・需用費 １０
・委託料 ７００
・工事請負費 ２,９００

・市の負担額 ５５０

・公有財産購入費 １,３４０

・市債 ４,４００

※拡大図
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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

　　財源内訳

千円
千円
千円

　道路新設改良事業
　（伊保・曽根準幹線道路等整備事業） 当初予算額 19,200

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

・工事請負費 １９,２００

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（曽根２４号線及び３１号線）の整備を行います。

工事請負費
　曽根３１号線等道路整備工事

・国庫支出金 １,３１８
・市債 １６,０００
・市の負担額 １,８８２

松原公園

園内通路設置

曽根24号線

構造物撤去

令和5年度道路整備箇所

曽根31号線

舗装工 L=90ｍ
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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

　道路新設改良事業
　（今市・生石準幹線道路改良事業） 当初予算額 51,500

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 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】

　竜山橋付近交通安全対策について、兵庫県東播磨県民局と連携して、同橋の歩行
者・自転車の安全対策案を検討中です。
　短期的な取り組みとして、市道今市・生石準幹線道路（法華山谷川左岸の明姫幹
線～竜山橋）において、路肩を拡幅し、歩行者や自転車が安全に通行できる空間整
備を行うものです。

工事請負費
　今市・生石準幹線道路改良工事

・工事請負費 ５１,５００

・諸収入 ８００
・市債 ４５,６００
・市の負担額 ５,１００

■R5年度整備予定箇所

道路改良工事（道路拡幅）

L=80ｍ

■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
千円
千円

　公園整備事業

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】

款：⑨都市計画費 項：（１）都市計画費 目：５公園管理費

・工事請負費 ７５,０００
・備品購入費 ２,０００

　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
されるので安全性の維持・確保及び公園の満足度を向上するために更新を行
います。

・市ノ池公園大型複合遊具改修工事
　アンケートで１位の大型複合遊具を市ノ池公園に設置します。

・みどりの相談所空調設備改修工事
　経年劣化した緑の相談所の空調設備を改修します。

・木製ベンチ
　ユーアイ帆っとセンター北側緑道の老朽化したベンチを交換します。

当初予算額 77,000

・市の負担額 ４,９７４

・国庫支出金 ３７,５００
・森林環境整備基金 ８,４２６
・市債 ２６,１００
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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

　今年度は下水道汚水管整備と工事範囲が重複する範囲を中心に水道配水
本管工事、水道配水支管工事を実施します。

　明姫幹線A地区配水本管整備事業
　（伊保東２丁目地区配水管布設替工事） 当初予算額 29,000

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

　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。
　令和５年度より下水道汚水管整備に加えて水道配水本管工事、水道配水
支管工事を行います。
　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

・工事請負費 ２９,０００

・国庫支出金 ７,７００
・企業債 １８,０００
・自主財源 ３,３００
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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

・国庫支出金 １９,１００
・企業債 ３６,５００
・受益者負担金等 １９,９７０

・工事請負費 ７５,５７０

　令和４年度より実施している下水道汚水管整備工事の２年目の施工を行
います。

　明姫幹線A地区汚水管整備事業
　（伊保東２丁目地区汚水管渠整備工事） 当初予算額 75,570

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。
　令和５年度より下水道汚水管整備に加えて水道配水本管工事、水道配水
支管工事を行います。
　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
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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
千円

・特別負担金 ３０,０８０
・企業債 ８６,６００
・自主財源 １５,３２０

・委託料 １３２,０００

・米田水源地更新詳細設計業務委託（R5年度 債務負担）
　（設計計画、計算書の作成、設計図書の作成、工事設計書の作成他）
　　米田水源地更新事業　建設工事：令和6年度～令和９年度（予定）

　米田水源地更新事業（工事設計委託） 当初予算額 132,000

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】

　米田水源地の浄水施設について、構造物の老朽化及び機械・電気設備の老
朽化が進んでいることから、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。

水道事業会計
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千円

　　　【 担当課： 政策部経営企画室企画課 】

　　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 ５６３

・報償費 ５０
・需用費 ５１３

・市制施行７０周年：令和６年７月１日

　企画事務事業（市制７０周年啓発事業） 当初予算額 563

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：６企画費
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】

　令和６年度の市制７０周年を迎えるにあたり、関連事業で使用するシンボ
ルマークの公募や、のぼり等の広報用物品等による７０周年記念事業の啓発
を行います。
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千円

　　　【 担当課： 政策部経営企画室企画課  】

　　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

　未来技術社会実装事業 当初予算額 7,332

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：６企画費
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】

〇地域実装協議会（年２回）
　・開催に要する費用（委員報償金、旅費、需用費、会場使用料）
〇たかさご未来資産を貯めようプロジェクト業務委託料
　・支援業務委託
　　　データ連携基盤、地域ポイントプラットフォームの考え方整理
　　　運営組織手法検討
　　　実証実験、実装化案検討
　　　市民への発信・市民との対話、意見聴取の支援
　　　庁内外勉強会、研修会等の実施　等
　・提案型実証事業委託
　　　脱炭素行動促進

・報償費 ２１６

　「たかさご未来資産を貯めようプロジェクト」の推進
人口減少下であっても、市民の暮らしや行政サービスが維持できることな
ど、今後発生が見込まれる課題を解決するため、ＡＩ、ＩＯＴやビッグデー
タなどの未来技術を活用する「未来技術社会実装事業」により、持続可能な
まちづくりを推進します。
　令和５年度は、市民の脱炭素行動を促進するための可視化サービスの実証
事業を行います。

・旅費 ８２
・需用費 ２０
・委託料 ７,０００
・使用料及び賃借料 １４

・市の負担額 ７,３３２
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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

　　財源内訳

千円・市の負担額 １０,６５９

・委託料 １０,６５９

･令和５年４月～６月　　調達、契約
･令和５年７月～９月　　構築
･令和５年１０月　　　　運用開始

　運用管理事業（公共施設予約システム更新事業） 当初予算額 10,659

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】

　本市において、平成２２年度から公共施設予約システムの運用を行ってお
り、オンライン検索、予約及び抽選受付を処理する等、公共施設の予約手段
として利用しています。
　現行公共施設予約システムは、導入してから既に１０年以上が経過してい
ます。また、インターネットを使うことがより身近になっており、より使い
やすい公共施設の予約や決済をすることができる環境を整え、利用者の利便
性の向上を図ることを目的とします。
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千円

　　　【 担当課： 政策部経営企画室企画課 】

　　事業の目的、効果
　

　　内容

　　経費内訳

千円

　　財源内訳

千円

　市民満足度調査は、平成25年度から定期的に実施しています。

【委託内容】
　アンケート印刷、封入封緘、発送、入力作業

　企画事務事業（市民満足度調査委託） 当初予算額 440

予 算 科 目 款：②総務費 項：（１）総務管理費 目：６企画費
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】

　市民のニーズや市民満足度を把握し、高砂市総合計画に掲げるKPI・指標
の現状値を把握するとともに、今後のまちづくりの基礎資料とするため、定
期的にアンケート調査を実施し、施策への活用や反映、また、事務事業の改
善につなげます。

・委託料 ４４０

・市の負担額 ４４０
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