
　傍聴の手続きは次のとおりです。気軽に傍聴にお越
しください。
〔本会議の傍聴〕
①�議場入口の受付で「傍聴人受付票」に住所、氏名、性
別を記入してください。
②�「傍聴人受付票」を持って、議場入口から入ってくだ
さい。
③�議場内の「傍聴受付箱」に「傍聴人受付票」を入れて、
傍聴席に座ってください。

〔委員会の傍聴〕
　委員長の許可が得られれば傍聴できますので、傍聴
を希望の方は、委員会当日、議会事務局で受付をして
ください。
〔傍聴の際に協力いただくこと〕
①�乳幼児や児童は、傍聴席に入ることができません。
ただし、同伴者が議長の許可を得た場合を除きま
す。
②�鉢巻き、腕章等を着用するなどの示威的行為は禁止
です。
③�帽子、コートなどを着用しないでください。ただし、
病気などの理由により議長の許可を得た場合を除
きます。
④飲食または喫煙をしないでください。
⑤携帯電話などの通信機器の電源を切ってください。
⑥みだりに席を離れないでください。
⑦�議場の秩序を乱したり、会議を妨害したりしないで
ください。
⑧�写真、ビデオなどの撮影、録音などをしないでくだ
さい。
⑨傍聴席では係員の指示に従ってください。
〔一時保育の実施〕
　「議会を傍聴したいけれど乳幼児がいて、どうして
も行けない」という方のために、本会議の開催中、一時
保育を実施しています。ぜひ、気軽に利用してくださ
い（料金は無料、要事前申込み）。
◦手続き
　傍聴を希望する日の1週間前までに、議会事務局へ
申し込んでください（電話可）。
〔その他〕
　本会議は、インターネットでライブ中継を行ってい
ます。また、録画映像も視聴できます。

　市民の皆さんの意見や要望を市政に反映させる方
法として、請願・陳情の制度があります。
　議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」
といいます。議会に提出された請願・陳情は、所管の委
員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択な
どを決定します。ただし、市外居住者からの陳情は、写
しを全議員に配布するのみで審議を行いません。採択
された請願・陳情は、市長やその他の関係機関に送付
するなど、実現を要請します。
〔提出方法〕
①�趣旨は簡単明瞭にし、道路改修などの場所の明示を
要するものは、略図を添えてください。

②�請願・陳情者は住所、氏名（法人の場合は名称と代表
者の氏名）を記入し、押印してください。なお、請願・
陳情者が多数の場合は必ず代表者を決めてくださ
い。

③�請願は1人以上の議員の紹介が必要です。紹介議員
の署名または記名押印を受けてください（陳情は請
願と同じように記入しますが、紹介議員は必要あり
ません）。

〔提出時期〕
　いつでも提出できますが、各定例会の一般質問最終
日の前日までに提出されたものを、その定例会で審査
します。

傍聴の手続き

請願・陳情

傍聴案内　請願・陳情� 議会事務局　☎23-1119
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各種補助制度

　高校生の公共交通利用促進および定住促進を図る
ため、市内の高校生の通学にかかるバス定期券の購入
代金の一部を補助します。
◇内　　容　バス定期券購入代金の一部補助
◇�対 象 者　�バス（全但バス、イナカー）を利用し通学

する市内在住の高校生
◇�補助金額　�1カ月当たりの定期代が15,000円を超

える場合に、その超える額を補助

　家庭から排出される生ごみの堆肥化および減量化
の促進を目的として、補助を行っています。
◇�内　　容　�電気式生ごみ処理機の購入費用（1世帯

当たりの補助対象台数は1台）
◇�対　　象　�自己の責任で処理機を設置し、周囲の迷

惑にならないよう適切に管理でき、生ご
みからできた堆肥を自家処理できる方
（ただし、電気式生ごみ処理機の補助を5
年以上受けていないこと）

◇�補助金額　購入価格の2分の1（1台当たり上限3万円）

　ごみの減量化および再資源化の促進を目的として、
補助を行っています。
◇内　　容　資源ごみの回収量に応じた補助
〔補助対象品目〕
　�新聞紙・雑誌・段ボール・牛乳パック・古着・かん・瓶
◇�対　　象　�市内の自治会・子ども会・育成会・婦人

会・老人会、PTAなど住民で構成する団
体で、営利を目的としない団体

◇�補助金額　�新聞紙、段ボール、雑誌、牛乳パック、古
着は1kg回収につき7円、かんおよび瓶
は1kg回収につき2円

�豊岡市高校生通学バス定期補助事業
都市整備課　☎23-1712

豊岡市児童・生徒通学（園）費補助金
こども教育課　☎23-1451
こども育成課　☎22-4452

豊岡市生ごみ処理機購入事業補助金
生活環境課　☎23-5304

�豊岡市資源ごみ集団回収事業補助金
生活環境課　☎23-5304

各種補助制度〔一般市民（個人や団体）を対象としたもの〕
豊岡市住宅用太陽光発電システム・定置型
蓄電池システム設置補助金

コウノトリ共生課　☎21-9017
　自然エネルギーの利用を促進し、地域温暖化を防止
するため補助を行っています（予算の範囲内で先着
順）。
◇�内　　容　�太陽光発電・蓄電池設置費用（対象の条

件があります）
◇�対　　象　�市内業者による施工で住宅に太陽光発

電または定置型蓄電池を設置する方
（10kW未満）

◇補助金額
　太陽光：�1kW当たり3万円（市内産太陽光パネルを

使用1kW当たり4万円）（上限4kW）
　蓄電池：1kW当たり2万円（上限6kW）

　豊岡市立小・中学校、幼稚園へ通学する児童生徒、園
児の通学に係る経費を軽減するために、補助を行って
います。
◇内　　容　◦バス通学者へ定期券の現物給付
　　　　　　◦�自転車通学者へ自転車およびヘル

メットの購入経費の一部
◇対　　象　◦バス通学児童、生徒、園児
　　　　　　◦自転車通学生徒の保護者
　　　　　　◦�障害のある児童、生徒、園児でバス通

学をする者の保護者
◇補助金額
　◦バス定期券（現物）
　◦�自転車購入補助（2km以上6km未満：1万円、6km

以上：2万円）
　◦ヘルメット購入補助（ヘルメット代金の2分の1）
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　良好な河川環境を維持し、地区住民の安全で安心な
生活を確保するため、地元で「自分たちのところを流
れる川は自分たちで守ろう」という活動に対して河川
の浚渫費用を補助します。
◇�内　　容　�土砂等の堆積が著しく、かつ、人家への

影響のおそれのある場合に、堆積した土
砂などの除去に対し補助します。対象と
なる河川は、高さ・幅がそれぞれ1m以
上の普通河川（一級河川、二級河川およ
び準用河川以外の河川）とし、水路、都市
下水路、雨水幹線などは対象外となりま
す。

◇対 象 者　区（町内会）
◇�補助金額　�除去した土砂1㎥当たり5千円（上限50

万円）
◇�そ の 他　�詳しくは、建設課工務2係に問い合わせ

てください。

普通河川浚渫（しゅんせつ）事業補助金
建設課工務2係　☎21-9007

　住宅の地震に対する安全性を確認していただくこ
とを目的に、耐震診断員による住宅の耐震性の簡易診
断を行っています。
◇内　　容　簡易耐震診断費用
◇�対 象 者　�昭和56年5月31日以前に着工された住

宅（戸建、長屋、共同住宅、併用住宅のう
ち住宅部分が過半以上の住宅）をお持ち
の方

　　　　　　※�平成12～14年度実施の「わが家の耐
震診断推進事業」で診断を受けた住宅
は対象外です。

　　　　　　※�ツーバイフォー住宅、丸太工法やプレ
ハブ工法などの住宅は対象外です。

◇診断費用　無料
　※�診断結果をもとに、補修などが必要な場合は、改

めて耐震改修などを検討してください。

簡易耐震診断推進事業
建築住宅課　☎21-9018

　市内に存する危険な空家の除却に要する費用の一
部を補助します。
◇�内　　容　�「空家等対策の推進に関する特別措置

法」に基づいて助言・指導を受けた危険
な空家等（特定空家等）の除却に要する
費用の一部を補助します。

◇�対 象 者　�市内に存する特定空家等の所有者・相続
人等

◇�補助金額　�除却費用の3分の2以内（上限133万2千円）
◇�そ の 他　�詳しくは、建築住宅課に問い合わせてく

ださい。

豊岡市老朽危険空家除却支援事業補助金
建築住宅課　☎21-9018

　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事に係る
計画策定費用および工事費用の一部を補助します。
◇�内　　容　�補強工事に要する計画策定費用および

工事費用の一部を補助します。
◇対 象 者
　◦豊岡市内に住宅を所有する方
　◦簡易耐震診断を受けた方
　※上記の条件全てに該当する方
◇補助金額
　◦計画策定費用に対して最大20万円
　◦工事費用に対して最大130万円
◇�そ の 他　�補強の内容により補助率および補助額

が変動します。詳しくは、建築住宅課に
問い合わせてください。

豊岡市住宅耐震改修促進事業補助金
建築住宅課　☎21-9018

　社会教育関係団体などの社会教育活動を奨励し、市
民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域づくりに
寄与することを目的として、補助を行っています。
◇�内　　容　�県大会以上の各種大会に、社会教育関係

団体などが参加する費用
◇対 象 者　市内に在住する個人または団体
　　　　　　※�団体は、代表者が豊岡市に在住し、か

つ、当該団体の構成員の半数以上の者
が豊岡市に在住していること

◇補助金額
　個人：�5万円（国外で開催される大会は8万円）を上

限とし、対象経費の50％
　団体：�15万円（国外で開催される大会は20万円）を

上限とし、対象経費の50％
　※�国・県等から補助を受ける場合、それを控除した

残額の50％

豊岡市社会教育関係団体等各種大会派遣費補助金
スポーツ振興課　☎21-9023

　防災意識の向上および災害対応能力の向上に資す
ることを目的として、補助を行っています。
◇�内　　容　�自主防災組織の活動に必要な資機材の

整備経費
◇�対 象 者　�地域コミュニティ組織、区（町内会）自主

防災組織
◇�補助金額　�補助対象事業に要する経費の2分の1以

内〔下限5万円、上限20万円（小型動力ポ
ンプの購入を含む場合は上限50万円）〕

豊岡市自主防災組織等資機材整備事業補助金
防災課　☎23-1111
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　市民の自然エネルギー利用を支援し、循環型社会へ
の基盤づくりを図るため補助を行っています（予算の
範囲内で先着順）。
◇�内　　容　�木質ペレット・薪

まき
のストーブ、ボイラー

設置費用（対象の条件があります）
◇�対 象 者　�市内業者による施工で住宅、事業所また

は地区集会所等に木質ペレット・薪のス
トーブ、ボイラーを設置する方

◇補助金額
　�木質ペレットストーブ、ボイラー：本体購入費の2分
の1（上限20万円）
　�薪ストーブ、ボイラ―：本体購入費、排気設備、付属
品および設置工事費の2分の1（上限20万円）

豊岡市木質バイオマス利用機器設置補助金
コウノトリ共生課　☎21-9017

　住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事と同時
に行うリフォーム工事部分の費用の一部を補助しま
す。
◇�内　　容　�「豊岡市住宅耐震改修促進事業補助金」

による住宅の耐震改修工事と同時に行
うリフォーム工事費用の一部を補助し
ます。

◇対 象 者
　◦豊岡市内に住宅を所有する方
　◦簡易耐震診断を受けた方
　◦�「豊岡市耐震改修工事促進事業補助金」に基づく

耐震改修工事と同時にリフォーム工事を行う方
　◦豊岡市内工事業者と工事請負契約を締結する方
　※上記の条件全てに該当する方
◇�補助金額　�リフォーム工事費用の3分の1以内（上

限30万円）

豊岡市住宅耐震リフォーム工事費補助金
建築住宅課　☎21-9018

　犯罪などを防止するため集落内で防犯灯を区（町内
会）が設置する場合に、補助を行っています。
◇内　　容　防犯灯設置費用
◇�対 象 者　区（町内会）
◇�補助金額　�設置に要する費用の2分の1以内でその

上限は次のとおり

防犯灯の設置補助
生活環境課　☎21-9122

区分
1灯当たりの補助金上限額
LED灯 その他

電柱等既存の支柱への設置 12,000円 � 8,000円
支柱等を新設しての設置 17,500円 13,500円

　※�集落と集落の間の防犯灯については、必要性を考
慮して市で設置する場合がありますので、相談し
てください。
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