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〕書きページは、主要事業の概要のページである。

「創」は地方創生戦略編を示し、他は（地方創生戦略

市民の日々の暮らしを支える

以外）を示す。
金額（単位：千円）は「14 基本計画に定める施策の体

市民の日々の暮らしを支えるための施策
系表（一般会計）」の金額又は個別事業費を記載してい
⑴ 安全を守るまちづくり
る。
① 防災・減災力の向上 621,043
P9 戦略体系図「自主防災組織の活性化」参照
② 消防・救急体制の充実 548,640
後掲「２ 災害の危機」参照
⑵ 安心しておだやかに暮らせるまちづくり
① 健康づくりの推進 498,964
歩いて暮らすまちづくり構想の推進〔P42〕
P11 戦略体系図「歩いて暮らすまちづくりの推進」参照
健康診査事業、予防接種事業、健康教育事業等

② 医療環境の充実 2,276,551
市立診療所の機材充実等〔P43〕
公立豊岡病院組合負担金、医師修学資金貸与事業、緊急医師確保対策就業支
度金貸与事業等
③ 高齢者福祉の充実 1,619,622
後期高齢者医療事業、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、外出支援サービ
ス助成事業、老人保護措置事業等
④ 障害者福祉の充実 1,920,967
北但広域療育センター管理費、特別障害者手当等運営対策事業、障害者（児）
自立支援給付事業、障害者基幹相談支援事業等
⑤ 社会保障の適性実施 2,253,134
臨時福祉給付金の支給〔P10〕
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰出金、重度障害者医療費助成事業、
乳幼児等医療費助成事業、生活保護措置費、児童扶養手当給付事業等
⑶ 循環型のまちづくり
① 塵芥処理事業費 1,947,496
旧清掃施設の解体撤去〔P33〕
北但ごみ処理施設整備〔P34〕
バイオマスタウンの推進〔P60〕
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⑷ 快適で美しいまちづくり
① 水道・下水道の整備 3,110,804
水道事業会計負担金、下水道事業会計負担金
⑸ 地域経済を元気にするまちづくり
P14 戦略体系図「豊岡エコバレーの実現」参照
P15 戦略体系図「大交流の推進」参照
① 観光の振興 478,958
観光事業の推進〔P53〕
山陰海岸ジオパークの推進〔P54〕
道の駅「神鍋高原」改修〔P129〕
玄武洞公園整備事業〔P57〕
P21 戦略体系図「豊岡型環境創造型農業の推進」参照
② 農業の振興 513,296
有害鳥獣駆除対策〔P59〕
環境保全型農業直接支払制度〔P61〕
コウノトリ育む農法の推進〔P62〕
農業用施設の維持管理〔P63〕
基盤整備促進事業〔P64〕
③ 林業の振興 96,760
森林再生戦略策定事業、市行造林事業、松くい虫防除事業、森林整備地域活
動支援推進事業他
④ 水産業の振興 143,968
田結漁港防波堤整備〔P66〕
漁港管理、並型魚礁設置事業他
⑤ 商業の振興 661,729
コワーキング豊岡整備事業〔創：P27〕
⑥ 工業の振興 469,538
地場産業振興センター改修事業補助〔P46〕
⑹ 賑わいと魅力を創るまちづくり
① 市道の整備 585,519
道路整備事業〔P92.P102〕
② 道路環境の整備 902,425
道路維持事業〔P72〕
道路冠水対策事業〔P88〕
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雪害対策事業〔P106〕
橋りょう長寿命化事業〔P110〕
交通安全施設整備事業〔P112〕
生活道路排水路整備事業〔P115〕
③ 公共交通の充実 394,938
P17 戦略体系図「持続可能な公共交通の推進」参照
城崎温泉駅待合広場整備〔P116〕
バス交通対策〔P117〕
公共交通対策〔P118〕
⑺ 健やかで心豊かなこども育むまちづくり
① 子育て環境の充実 3,562,170
P20 戦略体系図「子育て環境の充実」参照
こども支援センター機能充実事業〔創：P48〕
ファミリー・サポート・センター事業〔創：P53〕
子どもの野生復帰事業〔P20〕
はばたきプランの推進〔P139〕
とよおかがんばりタイム事業〔P141〕
放課後児童健全育成事業の推進〔P142〕
田鶴野幼稚園増改築整備〔P144〕
② 教育環境の充実 1,781,972
学校施設の改修事業〔P135〕
学校施設の整備事業〔P136〕
⑻ 日々人生を楽しむまちづくり
① 生涯学習の推進 258,860
新しい地域コミュニティ拠点整備（公民館施設整備等）〔P17.P18.P19〕
図書館管理〔P21〕
② 芸術文化の振興と文化財保護 443,806
市立美術館の改修〔P26〕
永楽館の改修〔P27〕
出石永楽館歌舞伎の開催〔P131〕
③ 生涯スポーツの推進 189,262
生涯スポーツの振興〔P28〕
出石野球場の改修〔P30〕
円山川運動公園の移転整備〔P31〕
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４つの危機に的確に対応する
１ コミュニティの危機
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

地域コミュニティのあり方検討事業〔P16〕
地域おこし協力隊の拡充〔P51〕
振興局プロジェクトの推進〔P125.P127.P128.P130.P133〕
新しい地域コミュニティ拠点（公民館）整備〔P18.P19〕
移住定住促進プロモーション戦略事業〔創：P7〕
移住定住促進事業〔創：P13〕

２ 災害の危機
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

消防資機材・設備の充実(消防ポンプ自動車、防火水槽等等)
災害対策の充実(避難所(学校･地区公民館)備蓄品の更新等)
防災行政無線整備事業〔P11〕
自主防災組織資機材整備補助及び消防用車両車検整備補助
地区集会施設整備費補助(耐震化整備補助)
行政区別ハザードマップ作成〔P12〕
津波避難場所用鍵ボックス設置〔P13〕
公民館整備（耐震補強・吊り天井対策）〔P18〕
基盤整備促進事業（田鶴野排水機場他）〔P64〕
一日市排水機場改修〔P65〕
日高地域流域現況調査〔P71〕
道路冠水対策事業〔P88〕
瀬戸運河連絡橋整備〔P92〕
住宅耐震改修の促進〔P123〕
要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業〔P124〕
学校施設の改修・整備〔P135.P136〕

３ 経済衰退の危機
(1) 経済成長戦略の推進（労働力確保支援等）〔P47.創：P9〕
(2) 同（ものづくり支援）〔P48〕
(3) 販路拡大支援〔P49〕
(4) 企業誘致の推進〔P50.創：P15〕
(5) 特産品振興事業〔創：P14.創：P21〕
(6) 新規就農総合支援事業〔創：P25. 創：P26〕
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(7)
(8)
(9)

空き店舗等開業支援事業〔創：P23〕
豊岡農業スクールの開校〔創：P24〕
コワーキング豊岡整備事業〔創：P27〕

４ 財政崩壊の危機
(1)
(2)
(3)
(4)

公共施設マネジメント計画の策定〔P8〕
地方公会計の整備〔P9〕
豊岡稽古堂塾の開催〔P44〕
地方創生戦略評価事業〔創：P42〕
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豊岡で世界の人々と出会う
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

情報戦略の推進〔P55〕
海外戦略の推進〔P56. 創：P8. 創：P10〕
芸術文化担当参与の設置〔創：P11〕
城崎国際アートセンター運営体制の充実〔創：P12〕
芸術文化情報発信事業〔創：P29〕
文化芸術創造交流事業〔創：P31〕
英語教育推進事業〔創：P44〕
コミュニケーション教育推進事業〔創：P45〕
英語遊び保育推進事業〔創：P46〕
子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業〔創：P47〕

地方創生の本格展開
(1)

地域再生戦略事業費 96,012
① 外国人観光客動向分析・ＰＲ事業〔創：P10〕
② 城崎国際アートセンター運営体制の充実〔創：P12〕
③ 特産振興事業〔創：P14〕
（革製鞄等生産能力育成）
④ 環境経済事業推進事業〔創：P16〕
（販路拡大）
⑤ コウノトリ育む農法推進事業〔創：P18〕
（無農薬栽培チャレンジ事業、有機育苗システム構築実証事業）
⑥ コウノトリ育むお米ブランド化推進事業〔創：P20〕
（海外販路の開拓）
⑦ 地域マネージャーの養成〔創：P28〕
⑧ 城崎温泉街交通環境改善事業〔創：P40〕
⑨ 地域プロデューサーの配置〔創：P41〕

(2)

地方創生戦略事業費 450,434
① 移住定住促進プロモーション戦略事業〔創：P7〕
② 外国人観光客プロモーション事業〔創：P8〕
③ 労働力確保支援事業〔創：P9〕
④ 芸術文化担当参与の設置〔創：P11〕
⑤ 移住定住事業 134
⑥ 移住定住促進事業〔創：P13〕
⑦ 企業誘致の推進〔創：P15〕
（工場等賃貸料補助）

-6-

⑧

コウノトリ育む農法推進事業〔創：P17〕
（無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業）
⑨ コウノトリ育むお米ブランド化推進事業〔創：P19〕
（新米キャンペーン開催事業等）
⑩ 農産物認定制度事業 3,900
⑪ 特産振興事業〔創：P21〕
（鞄産業強化：プロモーション戦略等）
⑫ 空き店舗等開業支援事業〔創：P23〕
⑬ 豊岡農業スクール開校事業〔創：P24〕
⑭ 新規就農総合支援事業〔創：P25、創：P26〕
⑮ 森林再生戦略策定事業 6,788
⑯ コワーキング豊岡整備事業〔創：P27〕
⑰ 芸術文化情報発信事業〔創：P29〕
⑱ 文化芸術振興計画の策定〔創：P30〕
⑲ 文化芸術創造交流事業〔創：P31〕
⑳ 豊岡ＤＭＯ設立事業〔創：P32〕
㉑ 観光動態見える化事業〔創：P35〕
㉒ インバウンド受入体制整備計画の策定〔創：P36〕
㉓ 夢但馬周遊バス運営事業〔創：P37〕
㉔ 山陰海岸ジオパーク推進事業 1,490
㉕ 京都丹後鉄道特急車両魅力アップ事業〔創：P38〕
㉖ 但馬空港利用促進事業〔創：P39〕
㉗ 地方創生戦略評価事業〔創：P42〕
㉘ ふるさと教育推進事業〔創：P43〕
㉙ 英語教育推進事業〔創：P44〕
㉚ コミュニケーション教育推進事業〔創：P45〕
㉛ 英語遊び保育推進事業〔創：P46〕
㉜ こども支援センター機能拡充事業〔創：P48〕
㉝ 家庭教育推進事業〔創：P49〕
（ＦＭジャングル 夢チャレンジ）
㉞ 結婚促進支援事業〔創：P50〕
㉟ 出会い機会創出・結婚促進体制整備〔創：P51〕
㊱ 母子保健事業〔創：P52〕
（特定不妊治療助成等）
㊲ファミリー・サポート・センター事業〔創：P53〕
⑶ 子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業〔創：P47〕
⑷ 地方創生推進費〔創：P54〕
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担当部署： 総務部 防災課

戦略体系図 001

取組分野： 自主防災組織の活性化
上位目的： 災害による被害が少なくなっている

最終アウトカム

戦略目的： 災害に備え、地域の防災力が強くなっている 中間アウトカム
手段01 市民がより多くの防災知識を身に付け適切な行動が取れて
いる
0101 子どもたちの防災・減災思想を醸成する防災教
育の取組が推進されている
0102 防災を学ぶ機会が提供され、自らの判断で適切
な行動が取れる市民が育っている

0103 過去に起こった災害教訓の後世への伝承に努め
ている
0104 市や地区が実施する防災訓練等に若年層をはじ
め、多くの住民が自発的に参加している
0105 災害に備え、多くの市民による事前の住・生活
環境の備えができている
手段02 自主防災組織の活動が活発に行われている
0201 各区で自主防災組織が設置され、計画やマニュ
アル等が整備されている
多くの地域住民が参加した防災ワークショップ
0202 や防災訓練等が年１回以上実施され、訓練実施
率が向上している
高齢者や女性も参加し、組織内の役割分担が明
0203 確になっている
自主防災組織と横のつながりを図る地域防災部
0204 が各地区公民館（コミュニティセンター）に組
織され連携が図られている
0205 災害に必要となる防災資機材が整備されている
0206 平常時から消防団と連携強化が図られている

平成28年度アクション（個別事業）
・防災授業における防災部局と教育委員会との連携
・教職員を対象とした防災出前講座の実施
・各学校における防災・減災授業の実施
・記者クラブへの積極的な情報提供
・ＦＭジャングルとの連携による「防災・減災番組」
を活用した各種啓発
・市広報への啓発記事掲載
・小・中学校への「自助」の取組チラシの配付
・出前講座での「自助」の取組啓発
・防災学習会、講演会等の開催
・災害文化のデータベース化や災害教訓の伝承の取組
支援
・北但大震災･台風23号の伝承事業の実施（写真展等）
・統一訓練日における「市民総参加訓練」の継続実施
・訓練メニューの紹介や他の組織の取組事例の情報提
供
・市広報・ホームページ等の情報ツールを活用した意
識啓発
・住宅の耐震改修の促進（建築住宅課）
・出前講座・市広報等を活用した家具類の固定、非常
用持ち出し品等の普及啓発
・住宅再建共済（フェニックス共済）への加入促進
・防災課と各振興局との連携による未設置区への個別
支援
・自主防災組織実態調査の実施
・市ホームページ等による活動事例の紹介
・国県の優良自主防災組織表彰の推薦
・統一訓練日における「市民総参加訓練」の継続実施
・訓練メニューの紹介や他の組織の取組事例の情報提
供
・防災ワークショップや防災訓練の実施支援
・地区別防災マップ等の作成支援
・女性･高齢者･障害者･外国人などを対象とした出前
講座の実施
・コミュニティ政策課との連携・調整
・地区公民館で年１回の活動発表を行う（五荘地区公
民館の例）
・自主防災組織資機材整備事業補助金の交付
・兵庫県自主防災活性化支援事業補助金等の活用促進
・消防団・自主防災組織との合同防災訓練の実施
・消防団による各区自主防災組織への訓練指導

手段03 地域で防災リーダーとして活動ができる人材が増えている
0301 防災に関する資格取得者が増え、各地域で活動
が活発に行われている
0302 平常時に消防団員が自主防災組織に関わってい
る
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・NPO法人兵庫県防災士会但馬エリア豊岡ブロックと
の連携による防災士等を活用した出前講座等の実施
・ひょうご防災リーダー講座等への参加啓発広報
・自主防災組織リーダー研修会の開催
・公民館単位での地域と消防団員との懇談会の開催

手段04 災害時に避難することができる体制が整備されている
0401 安心して避難できる避難所が整備されている
災害時要援護者のスムーズな避難等が行える支
0402 援体制が確立されている
0403 個別の状況に応じた避難行動が取れている
日頃から家族で避難行動や連絡手段等について
0404 の話し合いができている
手段05 防災情報等を市民が容易に入手している
全世帯に防災行政無線戸別受信機が設置され、
0501 J-ALERT等の緊急情報をすぐに入手できる環境
が整えられている
0502 とよおか防災ネットに多くの市民が登録してい
る
緊急時に様々なメディアから災害情報を入手し
0503 ている
市は素早く情報を入手し、的確に市民に情報提
0504 供している
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・災害種別ごとの避難所指定
・乳幼児・女性・高齢者にも配慮した備蓄物資の充実
・津波等の避難路等整備の促進（区要望等に基づき）
・兵庫県家屋被害認定士の職員養成
・災害時要援護者の個別支援計画策定の推進及び支援
・関係団体・避難支援者等への事前の名簿情報の共有
・「市民総参加訓練」への参加促進
・防災部局と福祉部局、社会福祉協議会、福祉施設関
係者との連携・調整
・市民安全確保行動マップの作成･配布並びに活用支援
・市民による指定避難所の確認及びルート把握
・市広報･ホームページ等を活用した指定避難所の周知
・区による事前行動計画の策定
･市広報・ホームページ等の情報ツールを活用した意識
啓発
･防災部局と教育委員会との連携
・防災行政無線戸別受信機の購入・世帯配付（市民課
と連携した転入者等への周知）
・防災行政無線･J-ALERTを活用した定期的な訓練･点検
・区長や福祉部局と連携したFAX一斉同報サービスの登
録推奨
・防災行政無線システムのデジタル化移行の取組
・市広報・ホームページ等を活用したとよおか防災ネ
ット等の登録勧奨
・FMジャングルと連携した情報提供・発信
・L-ALERT(公共情報コモンズ)によるテレビへのテロッ
プ対応
・市ホームページへの災害情報の掲載
・国・兵庫県、気象台との連携促進
・水防対策支援サービスの活用
・防災情報システム及び土砂災害危険度予測システム
の有効活用
・防災行政無線等の放送内容の明確化

担当部署： 健康福祉部 健康増進課

戦略体系図 002

取組分野： 歩いて暮らすまちづくりの推進
上位目的： 市民の健康寿命が延びています
最終アウトカム
戦略目的： 「歩くこと」など体を動かす健康づくりに取り組
中間アウトカム
む人が増加しています
手段01 体を動かす健康づくりへの理解が深まっています
0101 健康、特に体を動かす健康づくりに関する楽し
い情報が提供されています

0102 健康、特に体を動かす健康づくりを楽しく体験
できる機会があり、利用する人が増えています
0103 特定健診等で自らの健康状態を把握する人が増
えています
健康づくりに関する地域の指導的人材が増えて
0104 います
0105 医師会など専門機関と、市民理解に向けた連携
が進んでいます
手段02 体を動かす健康づくりの機会があり、みんなが楽しんでい
ます
0201 幼児・児童が、全身を使った遊びや運動を楽し
んでいます
0202 中学生や高校生が、学校以外でも運動による健
康づくりを楽しんでいます
0203 働く世代が、自宅や運動施設など健康づくりを
楽しんでいます
0204 子育て中の人が、手軽な運動による健康づくり
を楽しんでいます
退職者・高齢者が、生涯にわたって運動による
0205 健康づくりを楽しんでいます
0206 疾患がある人でも、適切な運動で健康づくりを
楽しんでいます
0207 スポーツや軽度な身体活動を楽しむ人が増えて
います

0208 地域行事や社会参加を楽しむ人が増えています
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平成28年度アクション（個別事業）
・健康まちづくり施策の科学的検証による成果の公
表
・歩いて暮らすまちづくり啓発（キャンペーン等）
・出前講座
・広報紙、防災行政無線、チラシ等による情報発信
・ホームページ、フェイスブック、メール等による
情報発信
・からだまるごと元気塾・健康づくり応援隊
・健康づくり講演会・市民健康大学
・健康ポイント制度（小学校ＰＴＡ協働事業（新））
・職場対抗“歩キング”選手権
・体力測定・運動相談（ウェルストーク豊岡）
・特定健診・がん検診等
・特定保健指導
・生活習慣病予防支援
・献血・市民健康相談
・総合健康ゾーン診療所（初回受診料無料（新））
・ボディスキャン（ウェルストーク豊岡）
・健康まちづくり指導員育成、登録、派遣
・健康推進員研修
・連絡調整会議
・市民健康大学
・幼児期の運動遊び
・スポーツ少年団
・スポーツ教室
・各種運動施設
・からだ引き締め応援ひろば
・総合健康ゾーン健康増進施設
・各種運動施設・各種健康増進施設
－
・玄さん元気教室
・はつらつチャレンジ塾
・健康づくり応援隊
・老人クラブ活動事業（ウォークラリー等）
・いきいきサロンとの連携
・総合健康ゾーン診療所（初回受診料無料（新））
・特定保健指導
・生活習慣病予防支援
・ラジオ体操、歩キング体操
・生涯スポーツ振興事業
・神鍋高原マラソン大会開催事業
・スポーツフェスティバル開催事業、チャレンジ
デイ
・スポーツクラブ２１の活動支援
・地区公民館活動事業（三世代交流事業）
・防犯ボランティア（登下校の見守り活動）
・コウノトリ野生復帰関連事業
・ジオパーク関連事業
・クリーン作成推進事業
・地区の祭り、伝統行事等

手段03 体を動かす健康づくりを、楽しみながら習慣化できる仕組
みが整っています
集落やグループなど、仲間と一緒に行う健康づ
0301 くりの場が増えています
健康を意識する企業が増え、オフィスで行う健
0302 康づくりの場が増えています
0303 家族で一緒に行う健康づくりの場が増えていま
す
0304 誰でも気軽にできる運動を通じて、地域や仲間
と体を動かす機会が増えています
健康行動に対する支援の仕組みによって、体を
0305 動かす健康づくりが拡がっています
手段04 体を動かす健康づくりのための周辺環境が整っています
0401 公園やウォーキングコースなど、身近なところ
で運動できる環境が整っています
公共交通と連携した健康づくりの事例が増えて
0402 います
賑わいの象徴である中心市街地で、「歩くこ
0403 と」などの啓発が進んでいます
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・玄さん元気教室
・健康をすすめる地区活動支援
・健康づくり応援隊
・歩こう会等のサークルとの連携
・健康づくりサークル・運動施設の情報発信
・玄さん元気教室（オフィス版）
・職場対抗“歩キング”選手権
・健康ポイント制度
・健康ポイント制度（小学校ＰＴＡ協働事業）
・生涯スポーツ振興事業
・スポーツフェスティバル開催事業、チャレンジ
デイ
・スポーツクラブ２１の活動支援
・健康ポイント制度
・道路路肩等整備事業
・公園整備
・公共交通利用促進事業
・バス交通対策事業
－
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担当部署： 環境経済部エコバレー推進課

戦略体系図 003

取組分野： 豊岡エコバレーの実現
上位目的： 環境に優しく、暮らしも豊かになっている

最終アウトカム

戦略目的： 環境と経済の共鳴が広がっている
中間アウトカム
手段01 個々の環境経済事業の売り上げが増えている
0101 海外、全国に販売先が広がっている
0102 付加価値が付き、販売されている
0103 個々の取引先の販売量が増えている
0104 設備投資を行う企業が増えている

平成28年度アクション（個別事業）
・展示会出展支援補助金（拡大）
・マーケティング戦略策定支援補助金（新）
・環境経済事業販路拡大支援（継）
－
・地域経済循環創造事業補助金（継）
・工場等立地奨励金（継）

手段02 環境経済事業に取組む企業が増えている
0201 取り組む企業が高く評価されている
0202 認定事業のサポート体制が充実している
0203 新製品の開発支援体制が充実している
0204 市内に成功事例が知れ渡っている
0205 環境経済型企業の立地が増えている

・環境経済事業認定（継）
・マーケティング戦略策定支援補助金（新）
・環境経済事業販路拡大支援（継）
・ものづくり支援センター（継）
・新製品・新技術開発支援補助金（改）
－
・工場等立地奨励金（継）
・工場等賃借料補助金（拡大）

手段03 環境経済を担う人材が増えている
0301 市内企業に就職する若者が増えている
0302 市内で起業する若者が増えている
0303 未来を担う人材育成が行われている
0304 専門的知識・経験を持つ人材を企業が受け入れ
ている
手段04 環境経済に共感する市民が増えている
0401 自然を活かした暮らしを理解、実践している
0402 環境経済を知る機会がたくさんある
0403 環境経済認定の商品が市内でたくさん売れてい
る
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・高校生の企業見学会（継）
・企業ガイドブック作成（継）
・地域経済循環創造事業補助金（継）
・工場等立地奨励金（継）
・豊岡稽古堂塾（継）
－
・健康・環境ポイント交換時アンケート実施
・ライフスタイルデザイン事業（継）
・木質バイオマス利用機器導入促進事業補助金（継）
・太陽光発電システム設置補助金（継）
・高校生の企業見学会（継）
・ふるさと教育推進事業（新）
・健康・環境ポイント制度（継）

担当部署： 環境経済部 大交流課

戦略体系図 004

取組分野： 大交流の推進
上位目的： 世界中から人が集まり、賑わい活気に溢れている 最終アウトカム
戦略目的： 「豊岡ブランド」が構築されている
手段01 認知され興味が高まっている

中間アウトカム

0101 Webプロモーションが推進されている
0102 告知イベントやキャンペーンが実施されている
0103 TVや雑誌などメディアに取り上げられている
0104 オリジナル媒体で豊岡が発信されている

平成28年度アクション（個別事業）
・観光HPの運営
・ビジットジャパン事業
・WEB広告の実施
・海外旅行博・商談会への出展（※欧州･東南アジア･
東アジアで各1回）
・メディアファムの実施（4～7月、9～10月で各1回）
・メディアへの働きかけ
・雑誌広告掲出
・海外に情報発信拠点を設置（観光レップ事業）
・PVの作成・活用（※Webプロモーションでの活用）
・ポスター・パンフレットの作成
・ジオ普及啓発
・アンテナショップ
・NOMOクラブ支援

手段02 必要な情報がターゲットに届いている
0201 Web対策が充実している
0202 旅行ガイドブック等が充実している

・HPコンテンツの充実
・WEBサイトの解析・改善
－

手段03 豊岡ならではの「強み」が磨かれている
0301 豊岡ならではの体験ツアーが行われている

－

0302 豊岡の町並みが保たれている

－

手段04 来てもらいやすい状況が整っている
0401 オンライン予約システムが充実している

・外国語版サイト（Visit Kinosaki）の管理・運営

0402 多種多様な旅行商品が造成されている

・エージェント等営業活動

0403 豊岡への交流基盤が整備されている

・ジオバス

手段05 地域の魅力が満喫されている（滞在時間が延びている）
0501 観光情報（みる・食べる・遊ぶ）が提供されて
いる
0502 使いやすい2次交通が整備されている
0503 魅力ある観光施設が整備されている
0504 着地型観光プランが充実している
0505 魅力ある集客イベントが開催されている

- 15 -

・SOZOROでのインフォメーション依頼
・インバウンド着地型パンフレットの作成
・無料Wi-Fiアプリを活用した情報提供
・カーシェア事業
・夢但馬周遊バス
・観光施設の維持管理（玄武洞公園）
※玄武洞公園の有料化検討（H30～）
・泉源管理
・着地プランの造成（ＤＭＯ事業）
・地域イベント
・洞窟音楽
※パフォーミングアーツツーリズム

0506 各種団体との連携が進んでいる
0507 地域の観光団体が活発に活動している

・国内広域・海外観光連携
・豊岡ツーリズム協議会
・観光協会
・観光団体
・ＤＭＯ設立

手段06 顧客満足度が向上し、リピートしている
0601 まち全体で「おもてなし」ている
0602 高品質のサービスが提供されている
0603 市民が誇りを持って観光まちづくりに参画して
いる
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・おもてなし講座
・ジオ誘客
・トイレグレードアップ
・無料Wi-Fiスポットの整備
－

担当部署： 都市整備部 都市整備課

戦略体系図 005

取組分野： 持続可能な公共交通の推進
上位目的： 公共交通ネットワークが維持・活性化されている 最終アウトカム
戦略目的： 公共交通の利用者が増えている
中間アウトカム
手段01 公共交通の便利な使い方が理解されている
0101 路線が分かりやすく案内されている

平成28年度アクション（個別事業）
・公共交通情報誌「足ナビ」の作成
・豊岡MMの実施

0102 ダイヤが分かりやすく案内されている
0103 乗り方（運賃の支払い方法など）が案内されて
いる
0104 目的に合わせたモデルプランが案内されている
0105 利用特典が提供されている

・club ZENTANの拡充

手段02 公共交通の「楽しく」、「快適に」利用する「きっかけ」
や「環境」が増えている
0201 ノーマイカーデーなど、公共交通を使うきっか
け（機会）が提供されている
0202 イベント列車・バスが運行（催行）されている
0203 公共交通利用と組み合わせた、楽しい健康づく
りメニューがある（健康増進）
0204 バリアフリー化が進められている
0205 待ち時間を快適に過ごせる環境が整備されてい
る
0206 車内・機内が快適に乗り合う環境に保たれてい
る
手段03 公共交通の利便性が向上している
0301 路線の需供バランスをチェックするシステムが
充実している
0302 運行（航）便数が増えている
0303 定時性・速達性が向上している
0304 利用しやすい運賃・旅行商品が設定されている
（価格・割引・企画）
0305 各モード間の乗継がスムーズにできる環境があ
る 例）バス⇔鉄道、鉄道⇔自動車 etc
0306 ボランティア車掌、駅・バス停案内人など、現
場での案内手段が充実している
手段04 市外からの利用が増えている
0401 来豊者に対し便利なモデルプランがあり、提案
されている
0402 地域が認知され興味が高まっている（大交流）
0403 観光施設間の移動方法など、必要な情報がター
ゲットに届いている（大交流）
0404 魅力ある集客イベントが開催されている（大交
流）
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・豊岡ノーマイカーデーの実施
・KTR市民号の実施
・健康・エコポイント制度との連携
・路線バス更新事業補助
・バス待合施設整備事業
・豊岡MMの実施
・域内サービス需給状況調査
・現路線の利用促進
・運行（航）に関する要望活動・協議

・パーク&ライドバス環境整備
・おもてなし研修事業
・但馬空港利用促進事業
・公共交通情報誌「足ナビ」の作成、web版の開設
・観光施策連動事業の実施
（大交流課との協働事業）

公共交通の重要性が理解され、「乗って守ろう公共交通」
手段05 の輪が拡大している
0501 公共交通と自動車のスマートでカッコいい使い
方が理解されている
0502 公共交通の現状に関する勉強会が開催されてい
る

・公共交通プロモーション事業
・豊岡モビリティマネージメントの実施
・健康・エコポイント制度との連携

0503 公共交通に体験乗車する機会が増えている

・公共交通体験奨励事業（団体利用助成）

0504 ｅ通勤・通学を促進する制度が充実している
0505 地域で公共交通を守ろうとする組織（ファンク
ラブ）が結成されている

・高校生通学バス定期補助事業
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・チクタク運営協議会等への活動支援・法人化
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担当部署： 教育委員会 こども育成課

戦略体系図 006

取組分野： 子育て環境の充実
上位目的： 子育ての不安が軽減されている

最終アウトカム

戦略目的： 子育てが応援されている
中間アウトカム
手段01 地域の人が、子育てを支えている
0101 地域の子どもを、地域の人が見守っている
0102 子育てを応援する人が、増えている

平成28年度アクション（個別事業）
・通園・通学の見守り
・放課後子ども教室の確保
・あいさつ運動の推進
・ラジオ体操参加の推進
・ファミリーサポートセンターの設置準備

手段02 企業が、子育てを応援している
0201 子育てと仕事を両立することができる
0202 集客施設・公共施設に、子ども用設備が整って
いる
0203 子育てを応援している企業が、評価されている

・定時退社、短時間勤務、年休・時間休、産休・育休
制度の取得啓発
・事業所内保育スペース設置の啓発
・子ども用設備設置の普及啓発（おむつ替台・子ども
用トイレ・子ども連れトイレ等）
・子育て応援企業の認証制度の周知

手段03 子どもを預けられる事業が、充実している
0301 働いている親が、子どもを預けられる
0302 子どもを預けたいときに、見てもらえる
手段04 子どもの活動の選択肢がたくさんあり、その活動がサポー
トされている
0401 子どもが、集まって遊んでいる
0402 子どもが、やりたいスポーツ・文化活動ができ
る
手段05 子育てに必要な情報を、容易に取得できる
0501 子育て情報が集約されたウェブサイトがあり、
情報を選んで取得できる
0502 子育て世代が交流を持ち、情報交換している
0503 子育て世代が、子育てについて学び、相談する
機会が多くある
手段06 子育てに困難を抱えている家庭が、必要な支援を受けられ
る
0601 発達障害のある子どもやその家庭が、支援され
ている
0602 身体や知的に障害のある子どもやその家庭が、
支援されている
0603 児童虐待を受けている子どもやその家庭が、支
援されている
0604 ひとり親家庭や両親のいない家庭の子育てが、
支援されている
0605 低所得家庭の子育てが、支援されている
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・保育所･放課後児童クラブの確保
・病児･病後児保育所の確保
・ファミリーサポートセンターの設置準備
・おでかけ広場の実施
・スポーツ・文化活動の周知
・ホームページの改善
・SNS･グループメール等での情報発信の検討
・子育て世代が交流できる場所・方法の提供
・子育て世代の学習機会の提供
・子育て世代が相談できる窓口の周知
・こども支援センターでの発達相談の実施
・障害児相談支援の充実
・市要保護児童対策協議会の連携による支援
・母子・父子相談支援の充実
・家庭児童相談室と関係機関の連携による支援
・就学援助制度の周知

戦略体系図 007

担当部署： コウノトリ共生部 農林水産課

取組分野： 豊岡型環境創造型農業の推進
※以下「環境創造型農業」と表記
上位目的： 環境創造型農業により農村に子ども達の笑顔があ
最終アウトカム
ふれ、農村は活気に満ちている
戦略目的： 環境創造型農業により農家所得が増えている 中間アウトカム
平成28年度アクション（個別事業）
手段01 環境創造型農業に取組む農家が増え、栽培面積が増加して
いる
・やさしい有機農業教室開催事業
0101 農業を志す人が環境創造型農業を学ぶ機会が増
えている
・コウノトリの舞認定農産物生産部会の運営
・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・新規就農総合支援事業
・豊岡農業スクール開校事業
・コウノトリ共生農業推進協議会の運営
0102 「コウノトリの舞」認定農産物を多くの市民が
知っている
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・新規就農総合支援事業
・小坂西部地区水利用計画の策定
0103 水利排水条件等、農地環境が整備されている
・蓼川水利権拡充計画の策定
・農産物認証制度事業
0104 環境創造型農業の生産強化への支援策が充実し
ている
・環境保全型農業直接支払事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培実証事業
・担い手確保・経営強化支援事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培チャレンジ事業
・有機育苗システム構築実証事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培水温保持技術情
報発信事業
・耕畜連携堆肥利用促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
0105 集荷販売体制等が充実し、取組みやすい環境が
整っている
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）
・コウノトリの舞認定農産物生産部会の運営
0106 営農相談等が気軽にできる体制が整っている
・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・人・農地プラン推進事業
手段02 名人農家が増加し、その技術が伝承されている
0201 コウノトリ育む農法の収量・食味が向上してい
る
0202 コウノトリの舞認定農産物の品目が増えている
0203 コウノトリ育む農法無農薬栽培の技術体系が確
立している
0204 有機ＪＡＳ栽培の面積が増えている
手段03 環境創造型農産物のファンが増え、高付加価値の人気商品
となっている
0301 環境創造型農産物を販売している店舗が増えて
いる

- 21 -

・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・コウノトリ育む農法無農薬栽培実証事業
・コウノトリ育む農法新品種試験栽培実証事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培チャレンジ事業
・農産物認証制度事業
・コウノトリ共生農業推進協議会の運営
・コウノトリの舞認定農産物生産部会の運営
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・コウノトリ育む農法推進事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培実証事業
・コウノトリ育む農法無農薬栽培チャレンジ事業
・農産物認証制度事業
・コウノトリ共生農業推進協議会の運営
・コウノトリの舞認定農産物生産部会の運営
・農産物認証制度事業
・有機育苗システム構築実証事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）

0302 環境創造型農産物を使う飲食店が増えている
環境創造型農産物の良さ（特徴）が多くの消費
0303 者に知られている
0304 環境創造型農産物を利用した加工品が増えてい
る
手段04 環境創造型農業への共感者が増え、多くの人が豊岡農地を
訪れている
0401 消費者と生産者との交流事業が増えている
0402 る農業体験学習等で多くの生徒が豊岡を訪れてい
魅力的な農業体験事業が整備され、情報提供さ
0403 れている
環境創造型農業への視察、問い合わせが増えて
0404 いる
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・ココウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）
・コウノトリの舞認定農産物生産部会の運営
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリ育むお米生産部会の運営
・コウノトリ共生農業推進協議会の運営
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業
・コウノトリの舞認定農産物販売促進事業
・コウノトリ育むお米ブランド化推進事業（海外
販路の開拓）

