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医療費が完全無料
中学卒業まで

出生の日から中学3年生まで医療費

が完全無料。外来・入院ともに負担な

し。所得制限もなく、全世帯に適用さ

れます。さらに高校生世代には入院

医療費を支給します。（支給要件あ

り）

不妊治療費・         
不育症治療費への支援

不妊・不育症の検査、治療を行う夫婦

に、治療にかかる費用の一部を助成

します。

充実の
子育て環境

住みよいまち高砂

妊娠・出産・子育てを応援
子育て世代包括支援センターでは、

安心して妊娠、出産、子育てができる

よう、保健師、助産師が専門的な見地

から相談対応し、妊娠期から就学ま

で子育てを切れ目なく支援します。

就学前施設が充実
認定こども園などの

保育園、幼稚園、認定こども園での延

長保育、一時預かりが充実。安心して

子育てと仕事の両立ができます。

保育料の無償化にあわせて、給食費

（副食費）も無償です。

子育て世帯をバックアップ
子育て支援センター、ファミリーサ

ポートセンター（ユーアイ帆っとセ

ンター内）が子育て相談、育児講座な

ど、子育てしやすい環境を支援しま

す。

病児保育
子どもが急な病気にかかったなどで

どうしても仕事が休めず、家で看る

人がいない場合、専門の保育室でお

預かりします。（送迎制度あり）

産後ケア事業

出産後に家族から支援が受けられ

ず、子育てや健康上の不安があるお

母さんを対象に、赤ちゃんとの新生

活を支援します。利用できる種類・料

金・期間などは「高砂市子育て世代包

括支援センター（０７９－４４３－

３９５０）までお問合せください。

学童保育
両親が共働きのため、保育が必要な

児童をお預かりします。小学６年生

まで利用できます。

魅力
いっぱい！

Point
01

安心の
医療保障

Point
02

暮らしやすさとアクセスがいい

（宿泊サービス・通所サービス）

ひだまりサロン
１歳未満の子どもと親、妊婦を対象

に保健師、助産師、管理栄養士、歯科

衛生士が個別相談に応じます。ミニ

健康教育も開催しています。

プレママサロン
妊婦同士の交流や仲間づくりができ

ます。妊娠中の不安や心配を助産師

に相談することもできます。
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安心安全な水道水
水は生命の源。水道料金は全国でも

トップクラスの安さです。安くて安

全安心な水道水でいきいきライフ

を。

空き家バンクの充実
市内の空き家・空き店舗の情報を市

ホームページなどで提供していま

す。また、空き家に関する媒介、相談

は、一般社団法人　兵庫県宅地建物

取引業協会加古川支部と連携・協力

しています。

空き家活用支援事業
市内の空き家に居住しようとする

人、所有する空き家を賃貸住宅とし

て活用しようとする人、空き家を事

業所として活用しようとする人に対

し、その居住または活用の経費の一

部を補助します。

地元企業合同就職面接
＆相談会

市内事業所への就職を希望する若年

者等が、多様な人材として就労の場

でいきいきと活躍できるよう、地元

企業合同就職面接＆相談会を年１回

開催し、正社員での就職並びに市内

事業所の人材確保を支援していま

す。

創業者向け融資・支援制度
市内金融機関と連携し、創業者向け

融資に係る利子補給、信用保証料の

一部を補助します。

高砂市中小企業特別融資
１年以上事業を営んでいる中小企業

者へ運転・設備資金を低利で融資し

ます。

おいしい給食
小学校・中学校の全校で完全給食を実

施中。子ども達の笑顔がイキイキわく

わくする給食を提供しています。

高砂市立図書館
読書スペースや読み聞かせができる

部屋が充実。イベント、講演会なども

随時開催。ゆったりとした時間を過

ごせます。

ＩＣＴ教育の推進
すべての小中学生に1人1台のタブ

レットを配布し、学校や家庭等で自

分の目標に合わせ個別学習や協働学

習を行います。

近くて通園・通学しやすい
保育園、幼稚園、認定こども園、小学

校、中学校への通園・通学が便利です。

小中一貫教育を実施
就学前教育、小学校、中学校での学び

と育ちの連続性を踏まえた学習指導

や生活指導を行います。

楽しく学び
学力UP

Point
03

市内の公立小中学校全校で

高砂できっと
見つかるお仕事

Point
05

住みやすくて
便利

Point
04

高砂市

住宅型（一般タイプ）
事業所型 1/2

最大

150万円

住宅型

（若年・子育て支援
  タイプ）

2/3
最大

200万円

補助タイプ 補助率 補助額

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

※空き家支援事業の利用については各種要件が

　あります。

※住宅耐震化促進事業も併用可能（条件あり）
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標高304mで、播磨富士とも呼ばれてい

ます。頂上からは播磨平野・瀬戸内海

が一望でき、週末には多くの登山客で

にぎわいます。初日の出スポットとし

ても有名。

高御位山
たかみくらやま

白い砂浜、緑の松林、青い海。「日本の

白砂青松100選」の1つに選定された公

園。四季を通じて楽しめるレクリエー

ションゾーンとして人気です。

高砂海浜公園・向島公園
芝生広場と大型遊具があり、休日はた

くさんの家族連れでにぎわいます。ま

た、自然に囲まれたバーベキューサイ

トやテントサイトなど、キャンプ施設

を完備しています。

市ノ池公園

播磨灘の景色を一望でき、海・風・光・

緑と触れ合える公園。帆船型の複合遊

具や海とつながっている海水池があ

ります。夕暮れ時の播磨灘に沈む夕日

は必見です。

あらい浜風公園

自然と歴史が調和したまち

高砂の自然を楽しむ

PointPoint

PointPoint

PointPoint PointPoint

高砂の
アクティ
ビティ

様々なコースがあり、初心

者から愛好家まで多くの

人から愛されている山で

す。岩肌がむき出しになっ

た尾根や見晴らし抜群の

縦走路は、さながらアルプ

スのよう。四季折々に咲く

花、秋の紅葉など、季節に

よって様々な景色を楽し

めます。

高御位山ハイキング
SUP（スタンド・アップ・パ

ドルボード）は子どもから

大人まで誰でも気軽に楽

しめるウォータースポー

ツです。向島公園は遠浅な

ので、初めての方でも安

心。初心者や運動に自信の

無い方、小さなお子様でも

すぐに海上散歩を

楽しめます。

向島SUP体験

詳しくは、こちらを

ご覧ください
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高砂神社

江戸時代に、海運業や港湾改修などを

おこなった工楽松右衛門の居宅。主屋

は本瓦葺き木造2階建で、江戸時代後

期の建物です。史跡として市指定文化

財に指定されています。

工楽松右衛門旧宅
山陽電車高砂駅の南側に位置する高

砂町は、兵庫県歴史的景観形成地区に

選ばれた、歴史が息づく美しい町並

み。古民家を改装したカフェやショッ

プでにぎわいを見せています。

レトロな町並み

今もなお残るみなとまち

歴史的景観を楽しむ

石の宝殿（生石神社）
生石神社（おうしこじんじゃ）のご神

体として祭られている巨石。幅6.4m、

高さ5.6m、奥行き7.4m、重さは推定

465tです。巨石が池に浮かんでいるよ

うに見えることから「浮石（うきい

し）」と呼ばれています。

「高砂やこの浦舟に帆をあげて…」で

知られる謡曲「高砂」のゆかりの地で

す。境内には「尉と姥」の由来である霊

松「相生の松」があり、「縁結び」や「夫

婦和合」の象徴として人々の信仰を集

めています。

鹿嶋神社
願いをひとつに絞って祈れば必ずか

なうという「一願成就の神」として知

られています。歴代の姫路藩主の崇敬

あつく、神前でお香をたき、灯明をと

もす当時の習わしが残っています。初

詣には大勢の参拝客でにぎわいます。

PointPoint PointPoint

PointPoint PointPoint

PointPoint
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薄くのばした生地に、甘辛

く味付けをしたじゃがい

も、すじ肉、こんにゃくな

どとキャベツをのせて焼

いた、高砂風のお好み焼き

です。

にくてん
播磨灘から明石海峡一帯

にかけて良質な豊漁区に

恵まれた高砂では、昔から

脂ののったあなごが獲れ

ました。香ばしい香りと風

味豊かな焼きあなごは、多

くの人に愛されています。

焼きあなご

高砂の
グルメ

たかさご万灯祭 ナイトファンタジー

楽しいイベントと美味しいグルメ

楽しく便利なまち高砂

高砂町内を巡る路地キャンドル、歴史

的建造物のライトアップ、そして町中

に響き渡るジャズの音色。高砂町一帯

が幻想的な雰囲気に包み込まれます。

高砂海浜公園で行われる音と光で彩

る幻想的なイベント。花火を音楽と

レーザーでコラボレーションします。

公園全体が劇場となり、今までに見た

ことのない世界を楽しめます。

高砂神社境内で壮厳な幽玄の美「能」

を、月灯りのもと堪能できます。日本

の伝統芸能を、謡曲「高砂」発祥の地で

お楽しみください。

イリュージョン

PointPoint PointPoint PointPoint

高砂観月能

高砂町の銀座商店街で、毎月第3土曜日

に開催される朝市。おいしいごはんと

野菜とお魚、そしてワクワクするもの

がたくさん集まります。

PointPoint

朝ごぱん市

詳しくは、こちらをご覧ください

程よい繋がり子どもを預けやすい身近に自然を感じられる

古い町並み

秋祭り
地域の繋がり
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都会過ぎない！
コンパクトシティ

田舎過ぎない！ アクセスがいい 水道料金が安い
子育て支援が手厚い

地域の繋がりがある

心優しい人が多いまち

歴史 ・伝統がある

自然がとても豊か

万灯祭が楽しい

温暖で住みやすい！
知れば知るほど好きになる

シンプルライフ

人が温かい

穏やかに暮らせる

人の温かさや繋がり

高砂市に移住して1番に感じるのは、都会では感じられなかった

“人の温かみ”です。ご近所付き合いが盛んにあることや、自然災

害が少ないことが、日々の安心した暮らしに繋がっています。ま

た、海や山が近いので子どもがのびのびと遊べる公園が多く、自

然を身近に感じることができます。私たちも釣りや登山など、気

軽にアウトドアを楽しんでいます。

高砂市に住んでよかった

兵庫県の都市部から、高砂市へ移住された有村さんご夫妻

先輩移住者の声

「人の温かさと自然を身近に感じられる」

高砂市 政策部 シティプロモーション室
〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

※本誌は、令和4年7月末現在の情報を掲載しています。

079-441-9904

基本
データ

お問い
合せ

（令和4年7月末現在）

●電車をご利用の場合
JRの場合
「宝殿」「曽根」で下車
※「加古川」「姫路」は新快速停車駅

●自動車をご利用の場合
神戸方面より
加古川バイパス高砂北ランプ出口より市内各所へ
岡山方面より
姫路バイパス高砂西ランプ出口より市内各所へ

山陽電鉄の場合
「高砂」「荒井」「伊保」「山陽曽根」「大塩」で下車
※「高砂」「大塩」は特急停車駅

兵庫県
高砂市

同世代の知り合いも少ない中、第1子の出産で不安も多かったの

ですが、ひだまりサロンなどで親身に相談にのってもらえたこと

で、安心して出産を迎えることができました。子育てサークルや

子ども向けのイベントなども多く開催されており、ママ友との交

流も活発にできるので、夫婦で楽しく子育てができます。休日は

海の見える公園をゆっくり散歩したり、綺麗な図書館に行った

り、この町の静かな雰囲気が気に入っています。

ご主人の地元である高砂市へ移住された八木さんご家族

「手厚い子育て支援に助けられています」

縁の輪
- 移住・定住編 -

高砂市民の生の声をお届けします！

高砂って
こんなところ！

姫路まで約15分
神戸まで約30分
大阪まで約60分

電車で面　積：34.38㎢
東　西：8km　南　北：9.57km
人　口：88,571人
世帯数：40,230世帯
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宝殿焼 柿の木窯
フリーカップ2個ペア

柿の木窯

鎬という技法により表面に凹凸を施

した後、中は白く、外は淡い水色にな

るように焼き上げました。

10,000円寄附金額

不織布マスク
三菱製紙（株）

快適な着け心地を実現するため、耳が

痛くなりにくい太くて柔らかな耳ひ

もと、肌触りの良い不織布を採用しま

した。こだわりの国産材料のみを用い

て製造しています。

10,000円寄附金額

竜山石の植木鉢
（株）松下石材店

サボテンやエアプランツにおすすめ

の、竜山石の植木鉢です。ペン立てや

オブジェにも。（2個セット）

12,000円寄附金額

新鮮野菜のお届けによる
見守りサービス

(有)キザワ

新鮮な野菜をご自宅にお届けし、お年

寄りの安否や体調の変化などを確認。

配達先は高砂市内に限ります。

12,000円寄附金額

ロミニングカトラス
（株）匠工芸

属性のマテリアルを採取して生成さ

れたカトラス。場面や各属性を使いわ

け、相手の弱点をつけ！

29,000円寄附金額

獅子頭
竹原仏壇仏具店

兵庫県重要無形民俗文化財の獅子舞

に使用されている獅子頭のミニチュ

アです。

375,000円寄附金額こどもたちへ
お肉を届けよう

（株）ワンリンク

お肉のカタログを、福祉施設にお送り

します。子どもたちの未来のための施

設運営にご協力ください。

10,000円寄附金額

空き家管理サービス
お手軽コース

はりま空き家管理サービス

所有者の代わりに空き家の建物外部

＋お庭を管理するサービスです。高砂

市内の空き家に限ります。

（1回/月×3ヶ月）

50,000円寄附金額

ブライダルシティ高砂
ウェディングフォト

(有)ウェディングベル

一生に一度しかない最高の思い出に、

お二人らしいウェディングフォトを

高砂市で撮影しませんか？

（撮影、衣装、ヘアメイク・着付け等）

360,000円寄附金額

50枚入×2箱

4.5寸ミニチュア 金箔仕上げ

容量250㎖×2個

1個 長490ｍｍ×幅62ｍｍ×厚16ｍｍ

施
設
へ
の
食
材
提
供
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

2回/月2回/月

倭紋－わもん－
地下足袋

（株）高砂産業

足元をモダンに、個性的に。職人技が

光るおしゃれな地下足袋です。

10,000円寄附金額
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ふるさと納税の

つのメリット４そのその
1

そのその
3

そのその
2

そのその
4お礼の品が

もらえる
高砂市の魅力ある特産品約
200 種類の中から、寄附
額に応じてお好きな返礼品
をお選びいただけます。

税金が控除
される
寄附額のうち 2,000 円を
超える部分について、所得
税および住民税から控除
（還付）が受けられます。
※課税所得に応じて、控除
　上限額は異なります。

（還付）

寄附金の
使い道が
選べる
５つの使い道からお選び
いただけます。

つのメリット４

生まれ育った故郷や、応援
したい自治体を選んで寄附
することができます。
※高砂市内にお住まいの方
　は、返礼品を受け取るこ
　とができません。

応援したい
自治体に
寄附できる

お手続きの流れ

STEP1 寄附できる金額を確認
各サイトのシミュレーターなどで上限額をチェック。

STEP2 返礼品を選んで寄附を申し込む
下記のサイトまたは、申込用紙にてお申込みください。

STEP3 寄附金を納付する
クレジットカード、銀行振込（手数料ご負担）など、

お好きな納付方法を選択。

STEP4 返礼品と受領証明書が届く
入金確認後、返礼品と受領証明書をお送りします。

STEP5 寄附金税額控除の手続き
確定申告またはワンストップ特例制度でスムー

ズにお手続きができます。

ふるさと
チョイス

楽天
ふるさと

納税

高砂市
HP

高砂市 シティプロモーション室
〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

お問い
合せ

TEL.079-441-9904   FAX.079-442-3193
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結びのまちからの贈り物

高砂市のふるさと納税

たまご尽くしの
プレミアムセット

（株）籠谷

こだわりの卵や、卵の加工品を詰め合

わせました。ここにしかない、たまご

尽くしのギフトセットです。

12,000円寄附金額

神戸牛ハンバーグ
（株）名産神戸肉旭屋

肉汁がじゅわっと溢れ、お肉の旨みが

凝縮された神戸牛100％のハンバーグ

です。

10,000円寄附金額

焼きあなご
（株）下村商店

高砂の老舗店の焼きあなごをお届け

します。香ばしいかおり、深みのある

味をお楽しみください。

25,000円寄附金額

こだわりの
燻製詰め合わせ

香房たかさご食彩縁

さくらやりんごのチップを使用し、丹

念に燻しあげました。燻製本来の芳醇

な薫りと、奥深い旨味をお楽しみくだ

さい。

10,000円寄附金額

たかさご金賞
からあげ

串焼酒場とり基地

日本唐揚協会が主催する「第6回から

あげグランプリ」で金賞を受賞したか

らあげです。兵庫県産の鶏もも肉を

100％使用した、こだわりの逸品です。

6,000円寄附金額

しぼりたて生しょうゆ
キッコーマン（株）／(株)マス久本店

火入れ（熱処理）をしない、しぼりたて

の生しょうゆを密閉容器に入れ、鮮度

にこだわった醤油です。

7,000円寄附金額

松の陽だまりパン
（株）パン・アキモト

特殊な製法で、パンの柔らかさとおい

しさをそのままに。製造から37ヶ月の

長期保存が可能です。

10,000円寄附金額

濃厚鶏ガラスープで作る
至極のカレーレギュラー味

（株）クロカワキッチン

こだわりのスープとオリジナルブレ

ンドしたスパイスを使用した、人気の

カレーをご自宅でもご賞味ください。

10,000円寄附金額

高砂名物焼きあなご
茶碗蒸しの缶詰

ウェディングパレス鹿島殿

高砂名物の焼きあなごを使用した茶

碗蒸しの缶詰です。長期保存が可能の

ため、非常食としてもおすすめ。

15,000円寄附金額

5個セット 4串セット

300ｇ

10食10食

450㎖×4本

6缶セット （3缶入）

EEYAN TAKASAGO09

しょうゆ饅頭
（株）福助堂

キッコーマン高砂工場で作られた丸

大豆しょうゆを使用し、おいしいしょ

うゆ饅頭に仕上げました。

6,000円寄附金額

「彩通り」
高砂銘菓詰め合わせ

（株）柴田最正堂

御菓子司老舗「柴田最正堂」の銘菓詰

め合わせです。おやつや手土産にどう

ぞ。

6,000円寄附金額

高砂産フレッシュブルー
ベリーのチーズケーキ

菓茶みきや

高御位山の麓で採れた、ブルーベリー

たっぷりのチーズケーキです。ひとつ

ひとつの素材にこだわり、丁寧に焼き

上げました。(15cmホール）

11,000円寄附金額

「龍力大吟醸『ご縁高砂』」と
「竜山石ぐい飲み（ペア）」のセット

(有)酒商川十／石ころRi

おめでたいお酒「ご縁高砂」の大吟醸

と、優しく滑らかな手触りの「竜山石

ぐい飲み」をセットでお届けします。

31,000円寄附金額

高砂ラムネ
（有）鎌田商店

昔から変わらない製法で作られてい

る、昔懐かしいラムネです。

10,000円寄附金額

伊右衛門 特茶
サントリープロダクツ（株）

脂肪分解酵素を活性化させるケルセ

チン配糖体の働きにより、体脂肪を減

らすのを助けます。

12,000円寄附金額

角ハイボール缶
サントリープロダクツ（株）

人気の角ハイボールが、ご家庭で気軽

に楽しめます。

13,000円寄附金額

還元型コエンザイムQ10
（株）カネカ高砂サービスセンター

一過性のストレスを感じている方の、

睡眠の質の向上、起床時の疲労感やス

トレスの軽減に役立ちます。

17,000円寄附金額

松右衛門帆
ショルダーバッグ
Vant（ヴァン）

（株）御影屋

丈夫な松右衛門帆を使用した、あらゆ

るシチュエーションで活躍するショ

ルダーバッグです。

58,000円寄附金額

10個入

12個入12個入

230㎖×30本 500㎖×24本

350㎖×24本
30粒×2袋

「
ご
縁
高
砂
」
7
2
0
㎖
×
1
本

ぐ
い
飲
み
×
2
個

わたしのチカラシリーズ
エナジー
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