
広報とよおか　2006.12.25 �

　行政改革大綱の検討事項のうち、「事務事業の整理合理化」「補助金改革」「民
間活力の導入」「市民との協働」の4つの項目について、次のとおり別表により
具体的に紹介します。

■廃止する業務
№ 業　　務　　の　　名　　称 № 業　　務　　の　　名　　称
1 兵庫県市町村職員年金者連盟豊岡支部に関する事務 9 水洗便所等改造資金融資あっ旋事務
2 行路困窮者への旅費支給事務 10 水洗便所等改造資金利子補給事務
3 生活保護費の夏季一時金の支給事務 11 生活扶助世帯の水洗便所等改造工事の受付
4 在宅老人介護手当支給業務（市単独分） 12 生活扶助世帯の水洗便所等改造工事の設計監督
5 温泉利用推進業務（温泉割引券発行事務） 13 みどり公社実施事業
6 森林管理巡視業務 14 まごころフェスタinいずし事務局業務
7 開栓手数料賦課事務 15 こぶしの里づくり活動促進事業
8 開栓手数料滞納整理事務

■改善する業務
№ 業　　務　　の　　名　　称 № 業　　務　　の　　名　　称
1 年賀状送付業務 13 市民農園に関する事務（今森、祥雲寺市民農園）
2 国際運動会開催事業 14 但馬まるごと感動市に関する業務
3 地区集会施設の共済保険支払及び寄付金請求事務 15 生産森林組合育成事務
4 交通安全教室の実施に関する業務 16 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付事務
5 不法投棄対策並びに処理業務 17 農業集落排水施設管理委託事務（豊岡地元管理組合）
6 犬、猫等の死体処理業務 18 農業集落排水施設管理委託事務（日高地元管理組合）
7 公衆便所管理業務 19 文化体育館の事業に関する事務
8 長寿祝金支給事務 20 磁器トリエンナーレ開催事業
9 外出困難者に対する出張理美容事務 21 ふるさと生きがいセンターに関する業務
10 全国和装産地市町村協議会に関すること 22 江原駅東地区商店街活性化事業
11 生活研究グループに関する事務 23 溶岩流遊歩道整備等に関する事務
12 コウノトリ便事業に関する事務 24 市民農園推進事業（鳥居やすらぎ農園）

■廃止する補助金等（国県同時廃止、終期設定廃止、廃止済みのものを含む）
№ 補　助　金　の　名　称 削減額･率 № 補　助　金　の　名　称 削減額･率
1 豊岡市友好都市交流事業団体補助金（生駒市） 廃止済 23 豊岡市商工業団体運営補助金（港商工協議会） 廃　止
2 未成年者の喫煙防止及び環境美化活動事業補助金 廃止済 24 豊岡市商工業団体運営補助金（豊田商店街振興組合） 廃　止
3 豊岡市地域交通安全活動推進委員協議会補助金 廃止済 25 豊岡市商工業団体運営補助金（豊岡駅通商店街振興組合） 廃　止
4 豊岡市城崎交通少年団補助金 廃止済 26 豊岡市商工業団体運営補助金（宵田商店街振興組合） 廃　止
5 出石但東市民のつどい開催費 廃止済 27 豊岡市商工業団体運営補助金（豊岡商業協同組合） 廃　止
6 豊岡市環境衛生薬剤購入事業補助金 廃　止 28 豊岡市商工業団体運営補助金（港商業協同組合） 廃　止
7 豊岡市社会福祉団体等補助金（豊岡市傷痍軍人会） 廃　止 29 豊岡市商工業団体事業補助金 ( ふれあい一番館事業 ) 廃止済
8 豊岡市精神障害者地域生活援助事業補助金 廃　止 30 豊岡市商工業団体事業補助金 (のみのカーニバル ) 廃止済
9 豊岡市福祉基金運用益補助金 廃　止 31 豊岡市織物振興対策補助金（織物振興：兵庫県絹人絹織物工業組合） 廃　止
10 豊岡市母親クラブ育成事業補助金 廃　止 32 豊岡市但東町新規企業立地推進事業補助金 廃止済
11 豊岡市児童遊具設置・改修事業補助金 廃　止 33 竹野駅観光特産品案内所負担金 廃止済
12 豊岡市デイサービスセンター運営補助金 廃止済 34 事業所新増設助成金、雇用促進奨励金 廃止済
13 豊岡市住宅改造助成事業補助金 廃止済 35 豊岡市そば伝来（仙石移封）300 年祭事業補助金 終　了
14 豊岡市徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金 廃　止 36 豊岡市地域観光地づくり事業補助金 廃止済
15 但東であいの会活動補助金 廃止済 37 豊岡市「神鍋高原ツーデーマーチ（ウォーキングイベント）」開催事業補助金 廃　止
16 豊岡市健康づくり推進団体活動助成金 廃　止 38 とよおか「コウノトリ便」推進事業補助金　 廃　止
17 豊岡市雇用対策事業補助金 廃　止 39 豊岡市幹線排水路管理費補助金 廃止済
18 豊岡市中小企業人材育成事業補助金 廃　止 40 豊岡市特産物開発調査研究事業補助金 廃　止
19 豊岡市空き店舗対策事業補助金（出石まちづくり公社） 終　了 41 豊岡市漁業組織緊急再編対策事業補助金 廃止済
20 ＴＭＯ推進事業費補助金 終　了 42 豊岡市漁獲物高付加価値化事業補助金 終　了
21 JAPANブランド育成支援事業補助金 終　了 43 漁村活性化推進事業補助金 廃止済
22 豊岡市港まつり事業補助金 廃止済 （9ページに続く）
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豊岡市行政改革大綱・実施計画を策定豊岡市行政改革大綱・実施計画を策定

№ 補　助　金　の　名　称 削減額･率 № 補　助　金　の　名　称 削減額･率
44 豊岡市城崎町水田請負耕作会活動促進事業補助金 廃　止 67 豊岡市農地流動化奨励金 1割減後国県同時廃止
45 豊岡市日高町担い手農家活動促進事業補助金 廃　止 68 豊岡市中山間地域等直接支払交付事業補助金 国県同時廃止
46 豊岡市出石町認定農家協議会活動促進事業補助金 廃　止 69 豊岡市ふるさと田園景観整備事業補助金 国県同時廃止
47 豊岡市但東町担い手農家活動促進事業補助金 廃　止 70 水田営農元気アップ事業補助金 国県同時廃止
48 豊岡市地場産学校給食補助金 廃止済 71 野生動物防護柵集落連携設置事業補助金 国県同時廃止
49 農産物直売施設整備事業補助金 廃止済 72 豊岡市環境対策育林事業補助金 国県同時廃止
50 豊岡市新規就農者研修雇用事業補助金 廃　止 73 豊岡市森林整備地域活動支援交付金事業補助金 国県同時廃止
51 豊岡市出石新大橋架橋促進期成同盟会補助金 廃　止 74 高生産農業集積促進事業補助金 国県同時廃止
52 豊岡市出石町歴史ロマン街道整備促進期成同盟会補助金 廃　止 75 いきいき学校応援事業費交付金 国県同時廃止
53 国道482号鳥居橋整備促進期成同盟会補助金 廃　止 76 兵庫キッズ元気アップ実績推進事業交付金 国県同時廃止
54 豊岡市日高町街並み景観形成助成金 廃　止 77 豊岡市地域づくり推進事業補助金（自治会・各種実行委員会・まちづくり団体）終期設定済
55 但馬中学校教育研究会英語部会 廃止済 78 新市地域間交流促進事業補助金 終期設定済
56 近畿小学校特別活動研究協議会開催補助金 廃止済 79 豊岡市ピーマン生産振興事業補助金 終期設定済
57 豊岡市社会教育関係団体等補助金（金原･東大谷･下塚地域振興協議会） 廃　止 80 豊岡市キャベツ生産振興事業補助金 終期設定済
58 豊岡市社会教育関係団体等補助金（竹野地域開発懇話会） 廃止済 81 豊岡市こぶしの里づくり活動促進事業補助金 3年漸減廃止
59 豊岡市社会教育関係団体等補助金（日本ボーイスカウト兵庫連盟日高第1団） 廃止済 82 豊岡市片間ふれあい農園運営事業補助金 3年漸減廃止
60 豊岡市社会教育関係団体等補助金（ガールスカウト日本連盟兵庫県第82団） 廃止済 83 豊岡市職業訓練事業補助金 終期設定廃止
61 豊岡市社会教育関係団体等補助金（出石町同友会） 廃止済 84 豊岡市商工業団体事業補助金（春まつり事業）終期設定廃止
62 豊岡市心豊かな人材育成事業補助金 廃　止 85 豊岡市商工業団体事業補助金（七夕まつり事業）終期設定廃止
63 豊岡市社会教育関係団体等補助金（但東町同友会） 廃止済 86 宵田商店街カバンストリート事業費補助金 終期設定廃止
64 豊岡市東井義雄記念館運営事業補助金 廃　止 87 但東町農業支援センター活動促進事業補助金 終期設定済
65 豊岡市小規模延長保育促進事業補助金 国県同時廃止 88 花と緑のまちづくり推進事業委託料 5割減後終期設定廃止
66 豊岡市地域貢献認定農業者農地集積支援事業補助金 国県同時廃止 89 オープンガーデンショー委託料 5割減後終期設定廃止

■減額する補助金等
№ 補　助　金　の　名　称 削減額･率 № 補　助　金　の　名　称 削減額･率
1 豊岡市地域づくり推進事業補助金（城崎文化フェスタ実行委員会） 3割減 16 豊岡市観光協会補助金（たけの観光協会） 2割減
2 豊岡市市民芸術文化招聘事業補助金 3割減 17 豊岡市観光協会補助金（日高町観光協会） 2割減
3 豊岡市環境及び保健衛生推進協議会事業補助金 一部3割減、5割減 18 豊岡市観光協会補助金（但馬國出石観光協会） 2割減
4 豊岡市高年齢者就業機会確保事業補助金 3年で3割減 19 豊岡市観光協会補助金（但東シルクロード観光協会） 2割減
5 豊岡市人間ドック受診料助成金 2割減 20 豊岡市大石りくまつり事業補助金 5割減
6 豊岡市商工会議所､商工会運営・活動補助金（城崎） 2割減 21 北前まつり実行委員会 3割減済
7 豊岡市商工会議所､商工会運営・活動補助金（竹野） 2割減 22 豊岡市農業地域づくり活動促進事業補助金 5割減
8 豊岡市商工会議所､商工会運営・活動補助金（日高） 2割減 23 豊岡市土地改良事業協議会運営補助金 2割減
9 豊岡市商工会議所､商工会運営・活動補助金（出石） 2割減 24 豊岡市山うど生産振興事業補助金 3割減
10 豊岡市商工会議所､商工会運営・活動補助金（但東） 2割減 25 豊岡市マロニエの里づくり推進事業補助金 5割減
11 豊岡鞄協会運営事業補助金 3割減 26 豊岡市六方川防災組合補助金 5割減
12 豊岡市城崎麦わら細工振興協議会補助金 3割減 27 豊岡市国道482号鶴岡橋整備促進期成同盟会補助金 5割減
13 竹野産業振興協議会負担金 減額済 28 豊岡市社会教育関係団体等補助金（青少年健全育成会議＜20団体＞） 2割減
14 豊岡市観光協会補助金（豊岡観光協会） 2割減 29 「スポーツクラブ21ひょうご」豊岡市推進委員会補助金 減額済
15 豊岡市観光協会補助金（城崎温泉観光協会） 2割減

■改善する補助金等（補助率を変更するものを含む）
№ 補　助　金　の　名　称 削減額･率 № 補　助　金　の　名　称 削減額･率
1 豊岡市自治会活動保険加入補助金　 改　善 14 豊岡市繁殖和牛飼育省力化推進事業補助金　 率2/3→50％
2 交通安全協会啓発活動負担金 改　善 15 豊岡市生産森林組合育成事業補助金 改　善
3 豊岡･城崎･日高･出石防犯協会負担金 改　善 16 豊岡市漁獲高共済加入促進事業補助金 改　善
4 豊岡市知的障害者自立生活訓練事業補助金 改　善 17 豊岡市漁業共済加入促進事業補助金 改　善
5 豊岡市デザイナー提携事業補助金 改　善 18 豊岡市水産加工指導奨励事業補助金 改　善
6 豊岡市地場産業振興センター運営事業補助金 改　善 19 豊岡市景観形成地区修景助成事業補助金 率1/8に統一
7 豊岡市地場産業振興センター土地使用料補助金 改　善 20 豊岡市校内支援事業研修補助金 改　善
8 豊岡市地場産業総合振興事業補助金 改　善 21 豊岡市小・中学校児童・生徒各種大会派遣費補助金 改　善
9 豊岡市情報発信基地化事業補助金 改　善 22 豊岡市地区公民館補助金（日高地域） 直営へ
10 豊岡市商店街活性化事業補助金 改　善 23 豊岡市地区公民館補助金（出石地域） 直営へ
11 竹野町産業まつり実行委員会負担金 他イベントに統合 24 豊岡市社会教育関係団体等補助金（二見谷古墳保存会） 改　善
12 豊岡市農地整備市単独事業補助金 率60％→50％ 25 豊岡市社会教育関係団体等各種大会派遣費補助金 率60％→50％
13 豊岡市土地改良施設維持管理適正化事業補助金 率20％→10％

■終期を設定して廃止も検討する補助金等
№ 補　助　金　の　名　称 削減額･率 № 補　助　金　の　名　称 削減額･率
1 豊岡市国際交流協会補助金 当座3割減 2 豊岡市国際交流事業補助金 －


