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事 業 一 覧 

№№№№    事業名事業名事業名事業名    担当課担当課担当課担当課    

1111    
リアリティある安全な避難のために 

～～～～    行政区別ハザードマップ作成行政区別ハザードマップ作成行政区別ハザードマップ作成行政区別ハザードマップ作成    ～～～～    
防災課防災課防災課防災課    

2222    
突然の津波災害に備える 

～津波避難場所用鍵ボックス設置～～津波避難場所用鍵ボックス設置～～津波避難場所用鍵ボックス設置～～津波避難場所用鍵ボックス設置～    
防災課防災課防災課防災課    

3333    
デジタル電波対応のシステムに改修 

～防災行政無線整備事業～～防災行政無線整備事業～～防災行政無線整備事業～～防災行政無線整備事業～    
防災課防災課防災課防災課    

4444    
子育て世代への支援を拡充 

～中学生以下の外来医療費助成～～中学生以下の外来医療費助成～～中学生以下の外来医療費助成～～中学生以下の外来医療費助成～    
市民課市民課市民課市民課    

5555    
観光地の稼ぐ力を引き出し高める 

～豊岡ＤＭＯ設立事業～～豊岡ＤＭＯ設立事業～～豊岡ＤＭＯ設立事業～～豊岡ＤＭＯ設立事業～    
大交流課大交流課大交流課大交流課    

6666    
観光客の動きをつかむ 

～～～～観光動態見える化事業観光動態見える化事業観光動態見える化事業観光動態見える化事業～～～～    
大交流課大交流課大交流課大交流課    

7777    
外国人の快適な旅行のために 

～インバウンド受入体制整備計画～～インバウンド受入体制整備計画～～インバウンド受入体制整備計画～～インバウンド受入体制整備計画～    
大交流課大交流課大交流課大交流課    

8888    
コウノトリ育む農法を普及拡大 

～無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業～～無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業～～無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業～～無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業～    
農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    

9999    
海外への販路を開拓 

～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～～コウノトリ育むお米ブランド化推進事業～    
農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    

10101010    
若手農家の就労を応援 

～新規就農総合支援事業～～新規就農総合支援事業～～新規就農総合支援事業～～新規就農総合支援事業～    
農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    

11111111    
多様な人材・団体が集い交流 

～コワーキング豊岡整備事業～～コワーキング豊岡整備事業～～コワーキング豊岡整備事業～～コワーキング豊岡整備事業～    
エコバレー推進課エコバレー推進課エコバレー推進課エコバレー推進課    

12121212    
豊岡らしい地域の価値を発信 

～移住定住促～移住定住促～移住定住促～移住定住促進プロモーション戦略事業～進プロモーション戦略事業～進プロモーション戦略事業～進プロモーション戦略事業～    
大交流課大交流課大交流課大交流課    

13131313    
移住のギャップを解消 

～移住定住促進事業～～移住定住促進事業～～移住定住促進事業～～移住定住促進事業～    
大交流課大交流課大交流課大交流課    

14141414    
官民が連携して婚活ネットワーク 

～出会い機会創出事業・結婚促進体制整備事業～～出会い機会創出事業・結婚促進体制整備事業～～出会い機会創出事業・結婚促進体制整備事業～～出会い機会創出事業・結婚促進体制整備事業～    
ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室    

15151515    
子どもを産み育てやすい環境を整備 

～母子保健事業～～母子保健事業～～母子保健事業～～母子保健事業～    
健康増進課健康増進課健康増進課健康増進課    

16161616    
働きながら子育てがしやすい環境づくり 

～ファミリー・サポート・センター事業～～ファミリー・サポート・センター事業～～ファミリー・サポート・センター事業～～ファミリー・サポート・センター事業～    
こども育成課こども育成課こども育成課こども育成課    

17171717    
ローカル＆グローバル学習 

～ふるさと教育推進事業～～ふるさと教育推進事業～～ふるさと教育推進事業～～ふるさと教育推進事業～    

こども教育課こども教育課こども教育課こども教育課、、、、大交流大交流大交流大交流課課課課    
コウノトリ共生コウノトリ共生コウノトリ共生コウノトリ共生課課課課    
エコバレー推進エコバレー推進エコバレー推進エコバレー推進課課課課    

18181818    
地方は貧しくて、つまらない？ 

～文化芸術創造交流事業～～文化芸術創造交流事業～～文化芸術創造交流事業～～文化芸術創造交流事業～    

文化振興課、生涯学習課、文化振興課、生涯学習課、文化振興課、生涯学習課、文化振興課、生涯学習課、

大交流課大交流課大交流課大交流課    
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19191919    
人々に夢と希望そして勇気を 

～植村直己冒険賞～～植村直己冒険賞～～植村直己冒険賞～～植村直己冒険賞～    

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課    

植村直己冒険館植村直己冒険館植村直己冒険館植村直己冒険館    

20202020    
祝！開館２０周年 

～～～～日本・モンゴル民族博物館事業日本・モンゴル民族博物館事業日本・モンゴル民族博物館事業日本・モンゴル民族博物館事業～～～～    

文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課    

日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館    

21212121    
芸術文化による豊かな生活を実現 

～芸術文化情報発信事業～    
大交大交大交大交流課流課流課流課    

22222222    
地域の特色を生かし城崎を活性化 

～～～～城崎城崎城崎城崎振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～    
城崎振興局地域振興課城崎振興局地域振興課城崎振興局地域振興課城崎振興局地域振興課    

23232323    
地域の特色を生かし竹野を活性化 

～竹野振興局プロジェクトの推進～～竹野振興局プロジェクトの推進～～竹野振興局プロジェクトの推進～～竹野振興局プロジェクトの推進～    
竹野振興局地域振興課竹野振興局地域振興課竹野振興局地域振興課竹野振興局地域振興課    

24242424    
地域の特色を生かし日高を活性化 

～～～～日高日高日高日高振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～    
日高振興局地域振興課日高振興局地域振興課日高振興局地域振興課日高振興局地域振興課    

25252525    
地域の特色を生かし出石を活性化 

～～～～出石出石出石出石振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～    
出石振興局地域振興課出石振興局地域振興課出石振興局地域振興課出石振興局地域振興課    

26262626    
地域の特色を生かし但東を活性化 

～～～～但東但東但東但東振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～振興局プロジェクトの推進～    
但東振興局地域振興課但東振興局地域振興課但東振興局地域振興課但東振興局地域振興課    
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№１ 
リアリティリアリティリアリティリアリティある安全な非難のためにある安全な非難のためにある安全な非難のためにある安全な非難のために    

～ 行政区別ハザードマップ作成 ～ 

28 年度 

予算額 
5,200 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

従来の旧市町区域別の防災マップは掲載範囲が広く、十分に活用されていない。これ従来の旧市町区域別の防災マップは掲載範囲が広く、十分に活用されていない。これ従来の旧市町区域別の防災マップは掲載範囲が広く、十分に活用されていない。これ従来の旧市町区域別の防災マップは掲載範囲が広く、十分に活用されていない。これ

に代わるものとして、風水害時の浸水想定に代わるものとして、風水害時の浸水想定に代わるものとして、風水害時の浸水想定に代わるものとして、風水害時の浸水想定やややや土砂災害危険情報等を明示した行政区別の土砂災害危険情報等を明示した行政区別の土砂災害危険情報等を明示した行政区別の土砂災害危険情報等を明示した行政区別の

ハザードマップ及び安全確保手引書を作成し、各戸にハザードマップ及び安全確保手引書を作成し、各戸にハザードマップ及び安全確保手引書を作成し、各戸にハザードマップ及び安全確保手引書を作成し、各戸に配布す配布す配布す配布するるるる。これ。これ。これ。これにににによりよりよりより、風水害時、風水害時、風水害時、風水害時

におにおにおにおけけけける市民の安全確保行動にる市民の安全確保行動にる市民の安全確保行動にる市民の安全確保行動に資す資す資す資する。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

        ３３３３カカカカ年年年年事業事業事業事業※※※※のののの

成成成成果果果果を活用して、を活用して、を活用して、を活用して、最最最最新の新の新の新の国国国国・・・・兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県にににによよよよる浸水想定にる浸水想定にる浸水想定にる浸水想定に基づ基づ基づ基づくくくく、、、、行政区別の行政区別の行政区別の行政区別のハザードマッハザードマッハザードマッハザードマッ

ププププとととと安全確保手引書を作成安全確保手引書を作成安全確保手引書を作成安全確保手引書を作成すすすする。る。る。る。    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

5555,,,,200200200200千円千円千円千円    

    

※※※※３ヵ年事業（平成３ヵ年事業（平成３ヵ年事業（平成３ヵ年事業（平成 25252525～～～～27272727 年度）「年度）「年度）「年度）「水害時における市民安全確保推進支援事業」水害時における市民安全確保推進支援事業」水害時における市民安全確保推進支援事業」水害時における市民安全確保推進支援事業」    

平平平平成成成成 16161616 年台年台年台年台風風風風 23232323 号で号で号で号では、市が避難は、市が避難は、市が避難は、市が避難勧告勧告勧告勧告等を出しても避難所等を出しても避難所等を出しても避難所等を出しても避難所へへへへ避難避難避難避難すすすするるるる人人人人のののの割割割割合合合合

はははは    低低低低いといいといいといいという現状う現状う現状う現状が明が明が明が明らからからからかになになになになっっっったたたた。この。この。この。このたたたためめめめ、防災、防災、防災、防災研究研究研究研究機機機機関関関関とととと連携連携連携連携し、し、し、し、水害時水害時水害時水害時

におにおにおにおけけけける、リる、リる、リる、リアアアアリリリリティティティティののののあああある、る、る、る、よりよりよりより安全な避難行動の安全な避難行動の安全な避難行動の安全な避難行動の構築構築構築構築をををを目指す目指す目指す目指す。。。。    

⑴⑴⑴⑴    全体事業費全体事業費全体事業費全体事業費    20202020,,,,265265265265千円千円千円千円    

⑵⑵⑵⑵    事業事業事業事業概要概要概要概要    

アアアア    安全確保行動マスタープランの安全確保行動マスタープランの安全確保行動マスタープランの安全確保行動マスタープランの策策策策定定定定    

        イイイイ    市民安全確保推進会市民安全確保推進会市民安全確保推進会市民安全確保推進会議議議議及び住民ワークショップの実及び住民ワークショップの実及び住民ワークショップの実及び住民ワークショップの実施施施施    

ウウウウ    市民を災害市民を災害市民を災害市民を災害から守から守から守から守るたるたるたるためめめめののののゾゾゾゾーーーーニニニニング別の安全確保手引書の作成ング別の安全確保手引書の作成ング別の安全確保手引書の作成ング別の安全確保手引書の作成    

        エエエエ    行政区別のハザードマップ行政区別のハザードマップ行政区別のハザードマップ行政区別のハザードマップ（（（（安全確保行動マップ安全確保行動マップ安全確保行動マップ安全確保行動マップ））））等の作成等の作成等の作成等の作成    

        オオオオ    市避難市避難市避難市避難意志決意志決意志決意志決定支援マップの作成定支援マップの作成定支援マップの作成定支援マップの作成    

【【【【行政区別ハザードマップのイ行政区別ハザードマップのイ行政区別ハザードマップのイ行政区別ハザードマップのイメメメメージージージージ】】】】    
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№２ 
突然の津波災害に備える突然の津波災害に備える突然の津波災害に備える突然の津波災害に備える    

～津波避難場所用鍵ボックス設置～ 

28 年度 

予算額 
1,596 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

無無無無電源式電源式電源式電源式の津波避難場所用鍵ボックスをの津波避難場所用鍵ボックスをの津波避難場所用鍵ボックスをの津波避難場所用鍵ボックスを沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの５施５施５施５施設設設設※※※※に設置に設置に設置に設置すすすすることにることにることにることによよよよ

りりりり、災害時に、災害時に、災害時に、災害時に迅速迅速迅速迅速に避難に避難に避難に避難すすすすることがることがることがることができできできできる体制をる体制をる体制をる体制を構築構築構築構築し、いし、いし、いし、いつ襲っつ襲っつ襲っつ襲ってくるてくるてくるてくるかかかかわわわわからからからから

ない災害に備える。ない災害に備える。ない災害に備える。ない災害に備える。    

    

※※※※沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部のののの５施５施５施５施設設設設：港西小：港西小：港西小：港西小学学学学校校校校、、、、港港港港東東東東小小小小学学学学校校校校、、、、港港港港中学中学中学中学校校校校、竹野、竹野、竹野、竹野小小小小学学学学校校校校    

㈱脇漁具製㈱脇漁具製㈱脇漁具製㈱脇漁具製作所作所作所作所（（（（豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市小島）小島）小島）小島）    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

            夜間夜間夜間夜間・・・・休休休休日に日に日に日に指指指指定津波避難場所定津波避難場所定津波避難場所定津波避難場所であであであである学る学る学る学校校校校等の等の等の等の施施施施設設設設内内内内に避難に避難に避難に避難すすすするたるたるたるためめめめ、、、、震度５震度５震度５震度５以以以以

上上上上の地の地の地の地震震震震のののの揺揺揺揺れをれをれをれを感知感知感知感知しししし自自自自動動動動で解錠すで解錠すで解錠すで解錠する津波避難場所用鍵ボックスを設置る津波避難場所用鍵ボックスを設置る津波避難場所用鍵ボックスを設置る津波避難場所用鍵ボックスを設置すすすする。る。る。る。    

            現在現在現在現在は、は、は、は、夜間・休日の津波に備夜間・休日の津波に備夜間・休日の津波に備夜間・休日の津波に備えて避難場所の鍵を複数の近隣の者が保管しているえて避難場所の鍵を複数の近隣の者が保管しているえて避難場所の鍵を複数の近隣の者が保管しているえて避難場所の鍵を複数の近隣の者が保管している

が、不在時に対応することができない。津波避難場所用鍵ボックスを設置することにが、不在時に対応することができない。津波避難場所用鍵ボックスを設置することにが、不在時に対応することができない。津波避難場所用鍵ボックスを設置することにが、不在時に対応することができない。津波避難場所用鍵ボックスを設置することに

より、最初に避難してきた者が解錠できるようになる。より、最初に避難してきた者が解錠できるようになる。より、最初に避難してきた者が解錠できるようになる。より、最初に避難してきた者が解錠できるようになる。    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

        設置設置設置設置工工工工事費事費事費事費    1111,,,,596596596596千円千円千円千円    

４４４４    その他その他その他その他    

    ⑴⑴⑴⑴    現在の指定津波避難場所の鍵の保管状況現在の指定津波避難場所の鍵の保管状況現在の指定津波避難場所の鍵の保管状況現在の指定津波避難場所の鍵の保管状況    

        竹野竹野竹野竹野小小小小学学学学校で校で校で校では、地は、地は、地は、地元元元元のののの自治自治自治自治会が鍵を保会が鍵を保会が鍵を保会が鍵を保管管管管しているが、しているが、しているが、しているが、他他他他のののの施施施施設設設設ででででは、地は、地は、地は、地元元元元住住住住

民等が鍵を保民等が鍵を保民等が鍵を保民等が鍵を保管管管管していない。していない。していない。していない。    

⑵⑵⑵⑵    鍵ボックスの特徴鍵ボックスの特徴鍵ボックスの特徴鍵ボックスの特徴    

今回今回今回今回設置設置設置設置すすすする鍵ボックスは、地る鍵ボックスは、地る鍵ボックスは、地る鍵ボックスは、地震震震震のののの揺揺揺揺れをれをれをれを感知感知感知感知してしてしてして自自自自動動動動で解錠すで解錠すで解錠すで解錠するるるる。。。。鍵ボック鍵ボック鍵ボック鍵ボック

スが設置されているスが設置されているスが設置されているスが設置されている壁壁壁壁をををを蹴っ蹴っ蹴っ蹴ったたたたりりりり、、、、揺す揺す揺す揺するるるる衝撃で衝撃で衝撃で衝撃ではははは解錠解錠解錠解錠しない。しない。しない。しない。    

    

    鍵ボックスの写真鍵ボックスの写真鍵ボックスの写真鍵ボックスの写真                                                            鍵ボックスの設置事例鍵ボックスの設置事例鍵ボックスの設置事例鍵ボックスの設置事例    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【防災課防災課防災課防災課】】】】0796079607960796----23232323----1111111111111111（（（（代代代代表表表表））））    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【防災課防災課防災課防災課】】】】0796079607960796----23232323----1111111111111111（（（（代代代代表）表）表）表）    

校舎の玄関横に設置してあります校舎の玄関横に設置してあります校舎の玄関横に設置してあります校舎の玄関横に設置してあります    
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地域
防災行政無線

運用開始時期

豊岡 平成15年12月

城崎 平成10年４月

竹野 平成20年４月

日高 平成12年８月

出石 平成12年10月

但東 平成20年７月

№３ 
デジタル電波対応のシステムに改修デジタル電波対応のシステムに改修デジタル電波対応のシステムに改修デジタル電波対応のシステムに改修    

～防災行政無線整備事業～ 

28 年度 

予算額 
4,953 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

無線規無線規無線規無線規格格格格のののの変更変更変更変更にににによりよりよりより、、、、現在運現在運現在運現在運用している防災行政無線設備の用している防災行政無線設備の用している防災行政無線設備の用している防災行政無線設備のアナアナアナアナログログログログ電電電電波が波が波が波が平平平平

成成成成34343434年年年年11111111月末まで月末まで月末まで月末までししししか使か使か使か使用用用用できできできできないないないない。。。。ままままた、た、た、た、設備設備設備設備そそそそのもののもののもののものがががが更更更更新新新新すすすする時る時る時る時期期期期に来ていに来ていに来ていに来てい

るるるる。このた。このた。このた。このためめめめ、、、、現現現現行の防災行政無線に代わる行の防災行政無線に代わる行の防災行政無線に代わる行の防災行政無線に代わる最適最適最適最適な防災情報な防災情報な防災情報な防災情報提供提供提供提供シスシスシスシステムテムテムテムを整備を整備を整備を整備すすすす

る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

    アアアア    平平平平成成成成28282828年度年度年度年度    プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザル方式方式方式方式にににによよよよる新たな防災情報る新たな防災情報る新たな防災情報る新たな防災情報提供提供提供提供シスシスシスシステムテムテムテムのののの選選選選定定定定    

        イイイイ    平平平平成成成成 29292929年度年度年度年度～～～～平平平平成成成成 33333333年度年度年度年度    新シス新シス新シス新システムテムテムテムの整備の整備の整備の整備    

        ((((ｱｱｱｱ))))    調査調査調査調査・実・実・実・実施施施施設計設計設計設計    

((((ｲｲｲｲ))))    親親親親局・中局・中局・中局・中継継継継局・局・局・局・屋屋屋屋外外外外拡声拡声拡声拡声子局整備子局整備子局整備子局整備    

((((ｳｳｳｳ))))    戸別受戸別受戸別受戸別受信信信信機機機機配布配布配布配布                                                

((((ｴｴｴｴ))))    旧シス旧シス旧シス旧システムテムテムテムのののの撤去（施撤去（施撤去（施撤去（施設及び旧戸別受設及び旧戸別受設及び旧戸別受設及び旧戸別受信信信信機機機機回収）回収）回収）回収）    

 

 

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間    

            平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度～～～～平平平平成成成成 33333333年度（年度（年度（年度（見見見見込み）込み）込み）込み）    

導導導導入入入入すすすするシスるシスるシスるシステムテムテムテムにににによっよっよっよっては、整備ては、整備ては、整備ては、整備期間期間期間期間がががが短短短短くなる場合がくなる場合がくなる場合がくなる場合があああある。る。る。る。    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体     豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    予算額予算額予算額予算額            4444,,,,953953953953千円千円千円千円    

⑵⑵⑵⑵    事業内容事業内容事業内容事業内容    

        アアアア    庁内庁内庁内庁内のののの検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会で検討で検討で検討で検討を進を進を進を進めめめめ、新たな防災情報、新たな防災情報、新たな防災情報、新たな防災情報提提提提

供供供供シスシスシスシステムテムテムテムをプロポーザルをプロポーザルをプロポーザルをプロポーザル方式で選方式で選方式で選方式で選定。定。定。定。そそそそのののの際際際際、、、、専門専門専門専門

的的的的なななな知識知識知識知識及び及び及び及び経経経経験の験の験の験のあああある業る業る業る業者からア者からア者からア者からアドバイスを受ドバイスを受ドバイスを受ドバイスを受けけけける。る。る。る。    

        イイイイ    防災情報防災情報防災情報防災情報提供提供提供提供シスシスシスシステムテムテムテムににににつつつついてのいてのいてのいての先先先先進地の進地の進地の進地の視察視察視察視察    

ウウウウ    総総総総務省近畿務省近畿務省近畿務省近畿総合総合総合総合通信通信通信通信局等と新たな防災情報局等と新たな防災情報局等と新たな防災情報局等と新たな防災情報提供提供提供提供シシシシ

スススステムテムテムテムのののの導導導導入に入に入に入に向け向け向け向けてててて協議協議協議協議    

 

 

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【防災課防災課防災課防災課】】】】0796079607960796----23232323----1111111111111111((((代代代代表表表表))))    
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№４ 
子育て世代子育て世代子育て世代子育て世代へへへへの支援を拡充の支援を拡充の支援を拡充の支援を拡充    

～中学生以下の外来医療費助成～ 

28 年度 

予算額 
29,456 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

豊岡市は豊岡市は豊岡市は豊岡市は、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ととととのののの共共共共同同同同事業事業事業事業でででで福祉福祉福祉福祉医療費助成事業を行医療費助成事業を行医療費助成事業を行医療費助成事業を行っっっっている。ている。ている。ている。ままままた、市た、市た、市た、市独独独独

自自自自のののの上乗せ上乗せ上乗せ上乗せ事業とし事業とし事業とし事業として、て、て、て、入入入入院院院院医療費の無医療費の無医療費の無医療費の無料料料料化を化を化を化を平平平平成成成成 24242424年７月から年７月から年７月から年７月から実実実実施施施施している。している。している。している。    

医療保険制医療保険制医療保険制医療保険制度度度度は、保険は、保険は、保険は、保険料料料料とととと自自自自己己己己負負負負担に担に担に担によよよよるるるる相互扶相互扶相互扶相互扶助の助の助の助の考考考考ええええ方方方方をををを基基基基に成に成に成に成りりりり立立立立っっっっていていていてい

る。る。る。る。    

このこのこのこの基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をををを堅持堅持堅持堅持ししししつつつつつつつつ、子育て、子育て、子育て、子育て世世世世代代代代へへへへのののの経済的経済的経済的経済的なななな応応応応援として援として援として援として、、、、中学生中学生中学生中学生

以下のこどもに以下のこどもに以下のこどもに以下のこどもに対す対す対す対する医療費助成をる医療費助成をる医療費助成をる医療費助成を拡充拡充拡充拡充しししし、子育てしや、子育てしや、子育てしや、子育てしやすすすすいいいい環境環境環境環境を整える。を整える。を整える。を整える。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

現在現在現在現在の入の入の入の入院院院院無無無無料料料料化に化に化に化に加加加加え、外来医療費にえ、外来医療費にえ、外来医療費にえ、外来医療費に対す対す対す対する助成をる助成をる助成をる助成を次次次次ののののようようようようにににに拡充す拡充す拡充す拡充する。る。る。る。    

区区区区分分分分    
現行現行現行現行    

（自己負担限度額等）（自己負担限度額等）（自己負担限度額等）（自己負担限度額等）    
拡充案拡充案拡充案拡充案    

対象者対象者対象者対象者    

(H27.12(H27.12(H27.12(H27.12 末末末末))))    
備考備考備考備考    

乳幼児等乳幼児等乳幼児等乳幼児等    

医療医療医療医療    

（小３以下）（小３以下）（小３以下）（小３以下）    

一一一一    般般般般    800800800800 円円円円    

低所得低所得低所得低所得    600600600600 円円円円    
一律一律一律一律    400400400400 円円円円    6,1116,1116,1116,111 人人人人    

自己負担限度額：自己負担限度額：自己負担限度額：自己負担限度額：    

医療機関医療機関医療機関医療機関１日１日１日１日当たり当たり当たり当たりの限度の限度の限度の限度

額（月３回目以降は無料）額（月３回目以降は無料）額（月３回目以降は無料）額（月３回目以降は無料）    

こども医療こども医療こども医療こども医療    

（小４～中３）（小４～中３）（小４～中３）（小４～中３）    

自己負担額の自己負担額の自己負担額の自己負担額の    

１／３を助成１／３を助成１／３を助成１／３を助成    

左記に加え左記に加え左記に加え左記に加え    

月額負担限度額月額負担限度額月額負担限度額月額負担限度額    

1,6001,6001,6001,600 円円円円    

3,8923,8923,8923,892 人人人人    月額限度額：医療機関毎月額限度額：医療機関毎月額限度額：医療機関毎月額限度額：医療機関毎    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間        平平平平成成成成 28282828年年年年 7777月月月月 1111 日～日～日～日～平平平平成成成成 38383838年年年年 6666月月月月 30303030 日日日日（（（（10101010年間）年間）年間）年間）    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体        豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

⑷⑷⑷⑷    全体事業費全体事業費全体事業費全体事業費            

拡充拡充拡充拡充にににに要す要す要す要するるるる経経経経費費費費（（（（10101010年間）年間）年間）年間）376376376376,,,,331331331331千円千円千円千円    

※ 財源財源財源財源ににににつつつついては、いては、いては、いては、金銭信託金銭信託金銭信託金銭信託のののの運運運運用用用用利息利息利息利息    

（今後（今後（今後（今後の見の見の見の見込み込み込み込みをををを含め含め含め含め、、、、約６億５千万約６億５千万約６億５千万約６億５千万

円）円）円）円）    

のののの一部一部一部一部を活用を活用を活用を活用すすすする。る。る。る。    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    予算額予算額予算額予算額    

147147147147,,,,471471471471千円（千円（千円（千円（拡充拡充拡充拡充分分分分 29292929,,,,456456456456千円）千円）千円）千円）    

（内訳）乳幼児（内訳）乳幼児（内訳）乳幼児（内訳）乳幼児等医療費助成等医療費助成等医療費助成等医療費助成    119119119119,,,,167167167167千円（拡充千円（拡充千円（拡充千円（拡充分分分分    23232323,,,,831831831831千円）千円）千円）千円）    

        こども医療費助成こども医療費助成こども医療費助成こども医療費助成            28282828,,,,304304304304千円（拡充千円（拡充千円（拡充千円（拡充分分分分        5555,,,,625625625625千円）千円）千円）千円）    

⑵⑵⑵⑵    内容（拡充に要するもの）内容（拡充に要するもの）内容（拡充に要するもの）内容（拡充に要するもの）    

            シスシスシスシステム改修テム改修テム改修テム改修費、費、費、費、扶扶扶扶助費助費助費助費    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【市民課市民課市民課市民課】】】】0796079607960796----21212121----9061906190619061    
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№５ 
観光地の稼ぐ力を引き出し高める観光地の稼ぐ力を引き出し高める観光地の稼ぐ力を引き出し高める観光地の稼ぐ力を引き出し高める    

～豊岡ＤＭＯ設立事業～ 

28 年度 

予算額 
56,214 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

観光地観光地観光地観光地経営経営経営経営のののの視点視点視点視点に立に立に立に立ちちちち、各種、各種、各種、各種デデデデータをータをータをータを継続的継続的継続的継続的にににに収集収集収集収集、分、分、分、分析析析析して、して、して、して、諸諸諸諸事業に戦略事業に戦略事業に戦略事業に戦略

的的的的にににに取組取組取組取組むむむむ。。。。そそそそれれれれにににによりよりよりより、地域の、地域の、地域の、地域の稼ぐ力稼ぐ力稼ぐ力稼ぐ力を引を引を引を引きききき出し、高出し、高出し、高出し、高めめめめ、地域、地域、地域、地域経済経済経済経済の活の活の活の活性性性性化や、化や、化や、化や、

魅力的魅力的魅力的魅力的なななな雇雇雇雇用の創出を用の創出を用の創出を用の創出を図図図図るるるる。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    地域マーケティング戦略の推進地域マーケティング戦略の推進地域マーケティング戦略の推進地域マーケティング戦略の推進    

アアアア    マーマーマーマーケテケテケテケティィィィング情報のング情報のング情報のング情報の継続的継続的継続的継続的なななな収集収集収集収集・分・分・分・分析析析析・共・共・共・共有有有有    

イイイイ    戦略の戦略の戦略の戦略の策策策策定・推進定・推進定・推進定・推進    

        ウウウウ    地域事業地域事業地域事業地域事業者者者者のののの発掘発掘発掘発掘・・・・ネネネネットワーク化にットワーク化にットワーク化にットワーク化によよよよるるるる着着着着地地地地型型型型観光の創出観光の創出観光の創出観光の創出    

エエエエ    事業事業事業事業者へ者へ者へ者へのマーのマーのマーのマーケティケティケティケティング支援ング支援ング支援ング支援    

⑵⑵⑵⑵    収益事業の実施収益事業の実施収益事業の実施収益事業の実施    

        アアアア    宿泊予約宿泊予約宿泊予約宿泊予約サイトサイトサイトサイト（（（（VVVVisitisitisitisit    KinosakiKinosakiKinosakiKinosaki））））のののの運営運営運営運営    

イイイイ    着着着着地地地地型型型型ツツツツアアアアーのーのーのーの企企企企画・画・画・画・販売販売販売販売    

ウウウウ    豊岡ブランド豊岡ブランド豊岡ブランド豊岡ブランド商商商商品の品の品の品の販売販売販売販売    

２２２２    組織概要組織概要組織概要組織概要    

⑴⑴⑴⑴    組織形態組織形態組織形態組織形態        

    一一一一般社団法般社団法般社団法般社団法人人人人 

⑵⑵⑵⑵    事務所所在地事務所所在地事務所所在地事務所所在地    

    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市内（内（内（内（当当当当面面面面市市市市庁庁庁庁舎舎舎舎内内内内に置くに置くに置くに置く）））） 

⑶⑶⑶⑶    組織体制組織体制組織体制組織体制    

理理理理事事事事長長長長                中中中中貝貝貝貝    宗宗宗宗治治治治（（（（豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市長長長長））））    

副理副理副理副理事事事事長長長長            真真真真野野野野    毅毅毅毅    （（（（豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市副副副副市市市市長長長長））））    

事業本事業本事業本事業本部部部部長長長長        大手大手大手大手商社商社商社商社よりよりよりより派遣派遣派遣派遣（調（調（調（調整中整中整中整中））））    

運営運営運営運営スタッフスタッフスタッフスタッフ    WILLERWILLERWILLERWILLER    CORPORATIONCORPORATIONCORPORATIONCORPORATION 株株株株式式式式会会会会社社社社、全但バス、全但バス、全但バス、全但バス株株株株式式式式会会会会社社社社、、、、    

株株株株式式式式会会会会社社社社ジェイジェイジェイジェイティティティティーーーービビビビー、但ー、但ー、但ー、但馬銀馬銀馬銀馬銀行、豊岡市行、豊岡市行、豊岡市行、豊岡市から人から人から人から人材材材材をををを派遣派遣派遣派遣            
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    ⑷⑷⑷⑷    基金拠出基金拠出基金拠出基金拠出    

アアアア    拠拠拠拠出出出出額額額額        ２８，２８，２８，２８，７５７５７５７５００００千円千円千円千円    （うち（うち（うち（うち豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市２０，０００２０，０００２０，０００２０，０００千円）千円）千円）千円）    

イイイイ    拠拠拠拠出出出出団団団団体体体体    WILLERWILLERWILLERWILLER    CORPORATIONCORPORATIONCORPORATIONCORPORATION 株株株株式式式式会会会会社社社社、全但バス、全但バス、全但バス、全但バス株株株株式式式式会会会会社社社社、但、但、但、但馬銀馬銀馬銀馬銀行、行、行、行、    

但但但但馬馬馬馬信信信信用用用用金庫金庫金庫金庫、豊岡市、豊岡市、豊岡市、豊岡市    

    ⑸⑸⑸⑸    設立予定設立予定設立予定設立予定    

平平平平成成成成 28282828年５年５年５年５月月月月頃頃頃頃    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

    ⑴⑴⑴⑴    設立設立設立設立準準準準備備備備負負負負担担担担金（金（金（金（法法法法人人人人登記登記登記登記費用費用費用費用））））214214214214千円千円千円千円    

⑵⑵⑵⑵    基金基金基金基金拠拠拠拠出出出出金金金金    20202020,,,,000000000000千円千円千円千円    ※※※※民民民民間間間間もももも 8888,,,,750750750750千円負千円負千円負千円負担担担担    

    ⑶⑶⑶⑶    年年年年会費会費会費会費    300300300300千円千円千円千円    

    ⑷⑷⑷⑷    着着着着地地地地型型型型観光促進事業観光促進事業観光促進事業観光促進事業補補補補助助助助金金金金    6666,,,,000000000000千円千円千円千円    

    ⑸⑸⑸⑸    観光観光観光観光まちづまちづまちづまちづくくくくりりりり推進事業推進事業推進事業推進事業補補補補助助助助金（ｱ金（ｱ金（ｱ金（ｱﾄﾞﾊﾞﾄﾞﾊﾞﾄﾞﾊﾞﾄﾞﾊﾞｲｲｲｲｻﾞｰ契ｻﾞｰ契ｻﾞｰ契ｻﾞｰ契約）約）約）約）7777,,,,200200200200千円千円千円千円    

    ⑹⑹⑹⑹    地域地域地域地域経営経営経営経営企企企企業業業業人負人負人負人負担担担担金（金（金（金（大手大手大手大手商社商社商社商社、、、、JTBJTBJTBJTB））））22222222,,,,500500500500千円千円千円千円    

    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9016901690169016    
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№６  
観光客観光客観光客観光客の動きをつかむの動きをつかむの動きをつかむの動きをつかむ    

～観光動態見える化事業～ 

28 年度 

予算額 
3,996 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

急急急急速速速速なななな人人人人口減少口減少口減少口減少にににによりよりよりより地域地域地域地域経済経済経済経済がががが縮縮縮縮小す小す小す小する中、交流る中、交流る中、交流る中、交流人人人人口口口口のののの拡拡拡拡大に大に大に大によよよよる地域活る地域活る地域活る地域活性性性性化化化化

がががが重重重重要要要要な政な政な政な政策策策策課課課課題題題題となとなとなとなっっっっている。ている。ている。ている。    

社社社社会会会会環境環境環境環境のののの変変変変化や化や化や化や旅旅旅旅行行行行ニニニニーーーーズズズズのののの多様多様多様多様化に化に化に化に対応対応対応対応ししししつつつつつつつつ地域地域地域地域自ら自ら自ら自らがががが誘客誘客誘客誘客すすすするたるたるたるためめめめにににに

は、は、は、は、客客客客観観観観的的的的ななななデデデデータのータのータのータの収集収集収集収集・分・分・分・分析析析析にににに基づ基づ基づ基づく事業く事業く事業く事業展開展開展開展開がががが必必必必要要要要となる。となる。となる。となる。そそそそのたのたのたのためめめめに、観に、観に、観に、観

光光光光客客客客の動の動の動の動ききききをををを把握把握把握把握すすすするるるるデデデデータをータをータをータを収集収集収集収集し、分し、分し、分し、分析析析析を行を行を行を行うううう。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

スマートフスマートフスマートフスマートフォォォォンンンンユユユユーザーのーザーのーザーのーザーの位位位位置情報置情報置情報置情報ビビビビッグッグッグッグデデデデータの活用にータの活用にータの活用にータの活用によりよりよりより、観光、観光、観光、観光客客客客の動の動の動の動ききききをををを

把握把握把握把握すすすするるるるデデデデータをータをータをータを収集収集収集収集し、分し、分し、分し、分析す析す析す析する。る。る。る。ままままた、た、た、た、平平平平均均均均宿泊宿泊宿泊宿泊日日日日数数数数、、、、平平平平均滞均滞均滞均滞在在在在時時時時間間間間等の等の等の等のデデデデーーーー

タもタもタもタも把握把握把握把握すすすする。これにる。これにる。これにる。これによりよりよりより、、、、現状現状現状現状把握把握把握把握やターやターやターやターゲゲゲゲットをットをットをットを絞絞絞絞っっっったたたた誘客誘客誘客誘客施策施策施策施策、、、、周遊周遊周遊周遊促進な促進な促進な促進な

どどどど具具具具体体体体的的的的ななななアアアアクションの実行に活クションの実行に活クションの実行に活クションの実行に活かすかすかすかす。。。。    

    

    分析内容（案）分析内容（案）分析内容（案）分析内容（案）    

分析項目 分析内容 

来来来来訪訪訪訪者者者者分分分分析析析析    
発発発発地地域別・地地域別・地地域別・地地域別・都道府都道府都道府都道府県県県県別や別や別や別や性性性性別・別・別・別・年年年年齢層齢層齢層齢層別に来別に来別に来別に来訪訪訪訪者者者者数数数数をををを算算算算出し、出し、出し、出し、

どこどこどこどこからからからからどどどどんんんんなななな人人人人がどれくがどれくがどれくがどれくららららい来い来い来い来訪訪訪訪したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

旅程旅程旅程旅程分分分分析析析析    
日日日日帰帰帰帰りりりり・・・・宿泊（宿泊（宿泊（宿泊（域域域域内宿泊内宿泊内宿泊内宿泊・域外・域外・域外・域外宿泊）宿泊）宿泊）宿泊）別の来別の来別の来別の来訪訪訪訪者者者者数数数数をををを算算算算出し、出し、出し、出し、

どのどのどのどのようようようようなななな旅程旅程旅程旅程でででで来来来来訪訪訪訪したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

立立立立寄寄寄寄りりりり分分分分析析析析    
他他他他の市町の市町の市町の市町ごごごごとの立との立との立との立ちちちち寄寄寄寄り者り者り者り者数数数数をををを算算算算出し、来出し、来出し、来出し、来訪訪訪訪者者者者がどこがどこがどこがどこをををを経経経経由由由由しししし

てどこにてどこにてどこにてどこに滞滞滞滞在在在在したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

宿泊宿泊宿泊宿泊地分地分地分地分析析析析    市町市町市町市町ごごごごとのとのとのとの宿泊人泊宿泊人泊宿泊人泊宿泊人泊数数数数をををを算算算算出し、どこに出し、どこに出し、どこに出し、どこに宿泊宿泊宿泊宿泊したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

交交交交通通通通手手手手段段段段分分分分析析析析    
主主主主要要要要流入交流入交流入交流入交通通通通手手手手段段段段（（（（幹幹幹幹線線線線道路道路道路道路、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、空空空空港港港港等等等等））））別の来別の来別の来別の来訪訪訪訪者者者者数数数数をををを

算算算算出して、どの出して、どの出して、どの出して、どのようようようような手な手な手な手段段段段でででで来来来来訪訪訪訪したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

流入出分流入出分流入出分流入出分析析析析    
市市市市内内内内エリエリエリエリアアアアごごごごととととの来の来の来の来訪訪訪訪者者者者の時の時の時の時間間間間帯帯帯帯別流入出別流入出別流入出別流入出者者者者数数数数をををを算算算算出して、い出して、い出して、い出して、い

つつつつどのくどのくどのくどのくららららいのいのいのいの人人人人がエリがエリがエリがエリア内ア内ア内ア内にににに滞滞滞滞在在在在したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

周遊周遊周遊周遊分分分分析析析析    
性性性性別・別・別・別・年年年年齢層齢層齢層齢層別の別の別の別の人人人人気周遊気周遊気周遊気周遊ルートランキングをルートランキングをルートランキングをルートランキングを算算算算出し、ど出し、ど出し、ど出し、どんんんんなななな

人人人人がどのがどのがどのがどのようようようように市に市に市に市内内内内エリエリエリエリア間ア間ア間ア間をををを周遊周遊周遊周遊したしたしたしたかかかかを分を分を分を分析析析析    

    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

業業業業務委託料務委託料務委託料務委託料    3333,,,,996996996996千円千円千円千円    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9016901690169016    
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№７  
外国人の快適な旅行のために外国人の快適な旅行のために外国人の快適な旅行のために外国人の快適な旅行のために    

～インバウンド受入体制整備計画～ 

28 年度 

予算額 
2,000 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

東東東東京京京京オオオオリンリンリンリンピピピピック・ック・ック・ック・パパパパラリンラリンラリンラリンピピピピック大会がック大会がック大会がック大会が開催開催開催開催されるされるされるされる 2020202020202020年年年年に、本市にに、本市にに、本市にに、本市に宿泊す宿泊す宿泊す宿泊する外る外る外る外

国人国人国人国人観光観光観光観光客客客客 10101010万人万人万人万人のののの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成すすすするたるたるたるためめめめ、、、、ソソソソフト・ハードのフト・ハードのフト・ハードのフト・ハードの両面両面両面両面から現から現から現から現況況況況の受の受の受の受けけけけ入れ入れ入れ入れ

体制体制体制体制をををを調査調査調査調査し課し課し課し課題題題題等を整等を整等を整等を整理理理理すすすするるるる。。。。    

外外外外国人国人国人国人旅旅旅旅行行行行者者者者がががが快快快快適適適適にににに旅旅旅旅行行行行できできできできるるるる環境環境環境環境を整備を整備を整備を整備すすすするたるたるたるためめめめの計画をの計画をの計画をの計画を策策策策定定定定すすすする。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

市市市市内内内内におにおにおにおけけけけるるるる訪訪訪訪日外日外日外日外国人国人国人国人の受入体制の実態の受入体制の実態の受入体制の実態の受入体制の実態調査調査調査調査及び及び及び及び評価評価評価評価を行い、整備計画をを行い、整備計画をを行い、整備計画をを行い、整備計画を策策策策定定定定すすすす

る。る。る。る。    

３３３３    事業費事業費事業費事業費    

    2222,,,,000000000000千円千円千円千円    

                                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    城崎温泉でのインバウンド受入相談室の様子城崎温泉でのインバウンド受入相談室の様子城崎温泉でのインバウンド受入相談室の様子城崎温泉でのインバウンド受入相談室の様子    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9016901690169016    
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№８ 
コウノトリ育む農法を普及拡大コウノトリ育む農法を普及拡大コウノトリ育む農法を普及拡大コウノトリ育む農法を普及拡大 

～無農薬栽培実証事業、新品種試験栽培実証事業～ 

28 年度 

予算額 
2,903 千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

        本市本市本市本市のののの環境環境環境環境創造創造創造創造型型型型農業の農業の農業の農業の柱柱柱柱であであであであるるるる「「「「コウノトリ育む農コウノトリ育む農コウノトリ育む農コウノトリ育む農法」法」法」法」のののの普普普普及及及及拡拡拡拡大大大大にににに向け向け向け向けたたたた取取取取

組み組み組み組みにににによりよりよりより、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能でででで強強強強い豊岡農業の推進をい豊岡農業の推進をい豊岡農業の推進をい豊岡農業の推進を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    平平平平成成成成26262626年度年度年度年度からからからから実実実実施施施施しているポット成しているポット成しているポット成しているポット成苗苗苗苗等を等を等を等を使使使使用した用した用した用した「「「「みみみみのるのるのるのる式営式営式営式営農農農農」」」」にににによりよりよりより、、、、

コウノトリ育む農コウノトリ育む農コウノトリ育む農コウノトリ育む農法法法法の無農薬栽培の実証試験の無農薬栽培の実証試験の無農薬栽培の実証試験の無農薬栽培の実証試験（最（最（最（最終終終終年）年）年）年）を行を行を行を行うううう。。。。そそそその結の結の結の結果果果果をマをマをマをマニニニニ

ュュュュアアアアルとして整ルとして整ルとして整ルとして整理理理理し、栽培し、栽培し、栽培し、栽培技技技技術の術の術の術の向上向上向上向上にににに取り組取り組取り組取り組む。む。む。む。    

⑵⑵⑵⑵    ポット成ポット成ポット成ポット成苗苗苗苗等に等に等に等によよよよる無農薬栽培にる無農薬栽培にる無農薬栽培にる無農薬栽培によりよりよりより、新たに市場、新たに市場、新たに市場、新たに市場評価評価評価評価の高い新品種の高い新品種の高い新品種の高い新品種「「「「いのいのいのいのちちちち

のののの壱」壱」壱」壱」※※※※の試験栽培にの試験栽培にの試験栽培にの試験栽培に取取取取りりりり組み組み組み組み、コウノトリ育む農、コウノトリ育む農、コウノトリ育む農、コウノトリ育む農法法法法のののの一一一一層層層層の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図る。る。る。る。    

    

※※※※「いのちの壱（品種名）」「いのちの壱（品種名）」「いのちの壱（品種名）」「いのちの壱（品種名）」    

・・・・平平平平成成成成12121212年年年年、、、、岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県下下下下呂呂呂呂市市市市でででで㈱㈱㈱㈱龍龍龍龍のののの瞳瞳瞳瞳代代代代表今表今表今表今井氏井氏井氏井氏がががが発発発発見した新品種。見した新品種。見した新品種。見した新品種。    

            ・・・・米米米米粒粒粒粒の大の大の大の大ききききささささがコシがコシがコシがコシヒヒヒヒカカカカリのリのリのリの約約約約1111....5555倍倍倍倍ありありありあり、、、、粘粘粘粘りりりりやややや香香香香りりりり、、、、甘甘甘甘みみみみにににに優優優優れたれたれたれた    

良食味良食味良食味良食味米として、市場米として、市場米として、市場米として、市場でででで高い高い高い高い評価評価評価評価を受を受を受を受けけけけている品種。ている品種。ている品種。ている品種。    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

実証試験の様子（田植え）実証試験の様子（田植え）実証試験の様子（田植え）実証試験の様子（田植え）                                                        

 

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    無農薬栽培実証事業無農薬栽培実証事業無農薬栽培実証事業無農薬栽培実証事業（み（み（み（みのる産業のる産業のる産業のる産業㈱㈱㈱㈱業業業業務協務協務協務協定定定定）５カ）５カ）５カ）５カ所所所所    1111,,,,350350350350千円（継続）千円（継続）千円（継続）千円（継続）    

⑵⑵⑵⑵    新品種試験栽培実証事業新品種試験栽培実証事業新品種試験栽培実証事業新品種試験栽培実証事業（㈱（㈱（㈱（㈱龍龍龍龍のののの瞳瞳瞳瞳とのとのとのとの連携）連携）連携）連携）４４４４カカカカ所所所所    1111,,,,553553553553千円（千円（千円（千円（新規新規新規新規））））    

    

 

 

 

 

 

 

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課】】】】0796079607960796----23232323----1127112711271127    

 

 

コシヒカリ １００粒 12ｃ㎡ いのちの壱 １００粒 18ｃ㎡ 
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№９ 
海外海外海外海外へのへのへのへの販路販路販路販路をををを開拓開拓開拓開拓    

～コウノトリ育むお米ブランド化推進事業～ 

28 年度 

予算額 
7,300 千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

        本市本市本市本市のののの環境環境環境環境創造創造創造創造型型型型農産物を代農産物を代農産物を代農産物を代表す表す表す表するるるる「「「「コウノトリ育むお米コウノトリ育むお米コウノトリ育むお米コウノトリ育むお米」」」」のののの海海海海外市場外市場外市場外市場ででででの安定の安定の安定の安定

的的的的なななな販路販路販路販路確保に確保に確保に確保に向け向け向け向けてマーてマーてマーてマーケケケケットリサーットリサーットリサーットリサーチチチチ、試験、試験、試験、試験販売販売販売販売等を行い、等を行い、等を行い、等を行い、持続持続持続持続可能可能可能可能な豊岡農な豊岡農な豊岡農な豊岡農

業の業の業の業の早早早早期期期期確立を確立を確立を確立を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

コウノトリ育むお米のコウノトリ育むお米のコウノトリ育むお米のコウノトリ育むお米の優位優位優位優位性性性性をををを熟熟熟熟知知知知しているしているしているしている商社商社商社商社とととと連携連携連携連携し、し、し、し、平平平平成成成成 27272727 年度年度年度年度にににに決決決決定定定定

したしたしたした重重重重点点点点推進推進推進推進３カ国（３カ国（３カ国（３カ国（イタリイタリイタリイタリアアアア、、、、アメアメアメアメリリリリカカカカ、シン、シン、シン、シンガガガガポールポールポールポール）で）で）で）でののののテテテテストストストスト販売販売販売販売等に等に等に等によよよよ

るマーるマーるマーるマーケケケケットリサーットリサーットリサーットリサーチチチチを実を実を実を実施施施施し、し、し、し、海海海海外外外外販路販路販路販路のののの開拓開拓開拓開拓をををを図図図図る。る。る。る。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ミラノ万博日本館ステージイベントミラノ万博日本館ステージイベントミラノ万博日本館ステージイベントミラノ万博日本館ステージイベント                    プロモーシプロモーシプロモーシプロモーションイベント（ミラノ市内）ョンイベント（ミラノ市内）ョンイベント（ミラノ市内）ョンイベント（ミラノ市内）    

 

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    プロモーションイプロモーションイプロモーションイプロモーションイベベベベントントントント経経経経費費費費                        2222,,,,270270270270千円千円千円千円    

⑵⑵⑵⑵    テテテテストストストスト販売旅販売旅販売旅販売旅費費費費                                                1111,,,,980980980980千円千円千円千円    

⑶⑶⑶⑶    商標商標商標商標取取取取得得得得                                                            1111,,,,300300300300千円千円千円千円    

⑷⑷⑷⑷    マーマーマーマーケケケケットリサーットリサーットリサーットリサーチチチチ業業業業務委託務委託務委託務委託                        1111,,,,000000000000千円千円千円千円    

    ⑸⑸⑸⑸    海海海海外外外外向け向け向け向け冊冊冊冊子等作成子等作成子等作成子等作成                                            750750750750千円千円千円千円    

    

    

    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課】】】】0796079607960796----23232323----1127112711271127    
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№10  
若手若手若手若手農家農家農家農家の就労の就労の就労の就労を応援を応援を応援を応援    

～新規就農総合支援事業～ 

28 年度 

予算額 
14,938 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

豊岡豊岡豊岡豊岡でででで農業を農業を農業を農業を頑張頑張頑張頑張るるるる若若若若者者者者にににに対対対対し、し、し、し、初初初初期期期期投投投投資資資資費用の費用の費用の費用の一部一部一部一部を支援を支援を支援を支援すすすするとともに、市外るとともに、市外るとともに、市外るとともに、市外

からからからから移住移住移住移住すすすする新規就農る新規就農る新規就農る新規就農者者者者や豊岡農業スクール生や豊岡農業スクール生や豊岡農業スクール生や豊岡農業スクール生へへへへのののの家賃補家賃補家賃補家賃補助に助に助に助によりよりよりより住住住住居居居居負負負負担を担を担を担を軽軽軽軽

減減減減すすすすることることることることでででで、地、地、地、地方方方方創生の創生の創生の創生の柱柱柱柱であであであであるるるる若若若若者者者者の定の定の定の定着着着着を推進を推進を推進を推進すすすする。る。る。る。ままままた、た、た、た、短期短期短期短期の農業体験の農業体験の農業体験の農業体験

をををを通通通通してしてしてして田舎暮田舎暮田舎暮田舎暮ららららしのしのしのしの魅力魅力魅力魅力をををを伝伝伝伝え、え、え、え、将将将将来の移住・就農来の移住・就農来の移住・就農来の移住・就農へへへへ繋げ繋げ繋げ繋げる。る。る。る。    

    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

アアアア    若手農家支援事業【拡充】若手農家支援事業【拡充】若手農家支援事業【拡充】若手農家支援事業【拡充】    

((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 園芸用ハウス整備費助成事業園芸用ハウス整備費助成事業園芸用ハウス整備費助成事業園芸用ハウス整備費助成事業    【継続】【継続】【継続】【継続】    

園園園園芸用ハウス整備に芸用ハウス整備に芸用ハウス整備に芸用ハウス整備に係係係係るるるる資資資資材材材材費・費・費・費・施工施工施工施工費の費の費の費の３３３３////４４４４以以以以内内内内((((上上上上限限限限 3333,,,,000000000000千円千円千円千円))))をををを補補補補助助助助    

            ((((ｲｲｲｲ))))    農業用機械等整備費助成事業農業用機械等整備費助成事業農業用機械等整備費助成事業農業用機械等整備費助成事業    【新規】【新規】【新規】【新規】    

農業用機農業用機農業用機農業用機械械械械等の等の等の等の導導導導入入入入経経経経費の費の費の費の１１１１////２２２２以以以以内内内内((((上上上上限限限限 3333,,,,000000000000千円千円千円千円))))をををを補補補補助助助助    

            ((((ｳｳｳｳ))))    住居費助成事業住居費助成事業住居費助成事業住居費助成事業    【新規】【新規】【新規】【新規】    

市外市外市外市外からからからから転転転転入し、市入し、市入し、市入し、市内内内内のののの賃貸賃貸賃貸賃貸住住住住宅宅宅宅にににに居居居居住住住住すすすする新規就農る新規就農る新規就農る新規就農者者者者・豊岡農業スクー・豊岡農業スクー・豊岡農業スクー・豊岡農業スクー

ル生にル生にル生にル生に対対対対し、し、し、し、家賃家賃家賃家賃のののの１１１１////２２２２以以以以内内内内((((上上上上限限限限 20202020千円千円千円千円////月月月月))))をををを補補補補助助助助    

        イイイイ    豊岡農業体験事業【新規】豊岡農業体験事業【新規】豊岡農業体験事業【新規】豊岡農業体験事業【新規】    

豊岡農業を豊岡農業を豊岡農業を豊岡農業を短期間短期間短期間短期間体験体験体験体験できできできできる場をる場をる場をる場を提供提供提供提供    

ウウウウ    親方農家発掘事業【新規】親方農家発掘事業【新規】親方農家発掘事業【新規】親方農家発掘事業【新規】    

大規大規大規大規模模模模農農農農家家家家のののの後継者後継者後継者後継者のののの状状状状況況況況、新規就農、新規就農、新規就農、新規就農者者者者等の受入等の受入等の受入等の受入希望希望希望希望等を等を等を等を把握把握把握把握すすすするたるたるたるためめめめののののアアアア

ンンンンケケケケートートートート調査調査調査調査を実を実を実を実施施施施    

    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間    

平平平平成成成成 27272727年度年度年度年度～～～～((((平平平平成成成成 28282828年度より拡充年度より拡充年度より拡充年度より拡充))))    

    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体    

            豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    

⑷⑷⑷⑷    全体事業費全体事業費全体事業費全体事業費    

平平平平成成成成 27272727年度年度年度年度        9999,,,,000000000000千円千円千円千円        平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度        14141414,,,,938938938938千円千円千円千円        計計計計 23232323,,,,938938938938千円千円千円千円    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    予算額予算額予算額予算額    

            14141414,,,,938938938938千円（千円（千円（千円（地地地地方方方方創生推進交創生推進交創生推進交創生推進交付付付付金金金金    補補補補助助助助率率率率：：：：交交交交付付付付対対対対象額象額象額象額のののの 1111////2222））））    

    

⑵⑵⑵⑵    事業内容事業内容事業内容事業内容    

アアアア    園園園園芸用ハウス整備費助成芸用ハウス整備費助成芸用ハウス整備費助成芸用ハウス整備費助成：：：：1111,,,,300300300300千円千円千円千円×８棟××８棟××８棟××８棟×３３３３////４４４４        ＝＝＝＝    7777,,,,800800800800千円千円千円千円    

イイイイ    農業用機農業用機農業用機農業用機械械械械等整備費助成等整備費助成等整備費助成等整備費助成：：：：3333,,,,000000000000千円千円千円千円×２×２×２×２人人人人分分分分                    ＝＝＝＝    6666,,,,000000000000千円千円千円千円    

ウウウウ    住住住住居居居居費助成費助成費助成費助成                        ：：：：20202020千円千円千円千円××××12121212月月月月×２×２×２×２人人人人分分分分        ＝＝＝＝        480480480480千円千円千円千円    

エエエエ    豊岡農業体験豊岡農業体験豊岡農業体験豊岡農業体験：：：：報償費報償費報償費報償費 393393393393 千円＋旅費千円＋旅費千円＋旅費千円＋旅費 215215215215 千円＋需用費千円＋需用費千円＋需用費千円＋需用費 50505050 千円千円千円千円        ＝＝＝＝            658658658658千円千円千円千円        

    

担当担当担当担当部署部署部署部署【【【【農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課】】】】0796079607960796----23232323----1127112711271127    

 

 

園芸用ビニールハウス 



  14 

 

№11 
多様な人材・団体が集い交流多様な人材・団体が集い交流多様な人材・団体が集い交流多様な人材・団体が集い交流    

～コワーキング豊岡整備事業～ 

28 年度 

予算額 
95,040 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    コワーキング豊岡とはコワーキング豊岡とはコワーキング豊岡とはコワーキング豊岡とは    

豊岡ＤＭＯと豊岡ＤＭＯと豊岡ＤＭＯと豊岡ＤＭＯと((((株株株株))))ウウウウィィィィラーが入ラーが入ラーが入ラーが入居居居居すすすするるるる２２２２つつつつの事の事の事の事務務務務所と、コワーキング・シェ所と、コワーキング・シェ所と、コワーキング・シェ所と、コワーキング・シェアオアオアオアオ

フフフフィィィィスエリスエリスエリスエリアアアアをををを一一一一体体体体的的的的に整備し、創業支援やに整備し、創業支援やに整備し、創業支援やに整備し、創業支援や異異異異業種交流の業種交流の業種交流の業種交流の拠拠拠拠点点点点ととととすすすする。る。る。る。    

２２２２    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

但但但但馬馬馬馬地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター（（（（以下以下以下以下「「「「センターセンターセンターセンター」」」」といといといというううう。。。。）内）内）内）内にににに「「「「コワーキンコワーキンコワーキンコワーキン

グ豊岡グ豊岡グ豊岡グ豊岡」」」」を整備を整備を整備を整備すすすするるるる。。。。市市市市内内内内外の外の外の外の多様多様多様多様なななな人人人人材材材材・・・・団団団団体が体が体が体が集集集集い交流い交流い交流い交流すすすする場をる場をる場をる場をつつつつくくくくりりりり、セン、セン、セン、セン

ターを地域の産業振興に広くターを地域の産業振興に広くターを地域の産業振興に広くターを地域の産業振興に広く寄与寄与寄与寄与すすすするるるる施施施施設に設に設に設に再再再再生さ生さ生さ生させせせせるるるる。。。。ままままたたたた、、、、一一一一般般般般財財財財団法団法団法団法人人人人地場地場地場地場

産業振興センター産業振興センター産業振興センター産業振興センター（（（（以下以下以下以下「じば「じば「じば「じばささささん」ん」ん」ん」といといといというううう。。。。））））のののの経営経営経営経営の安定化をの安定化をの安定化をの安定化を図図図図る。る。る。る。    

３３３３    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴     内容内容内容内容    

市は、市は、市は、市は、一一一一般社団法般社団法般社団法般社団法人人人人豊岡豊岡豊岡豊岡鞄鞄鞄鞄協協協協会が所会が所会が所会が所有す有す有す有するセンターるセンターるセンターるセンター５５５５階階階階ののののホホホホールと会ールと会ールと会ールと会議議議議室を室を室を室を取取取取

得得得得し、し、し、し、じばじばじばじばささささんんんんにににに有有有有償償償償でででで貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ、整備と、整備と、整備と、整備と運営運営運営運営をををを依頼依頼依頼依頼すすすする。整備にる。整備にる。整備にる。整備に係係係係る費用はる費用はる費用はる費用は、、、、

市が市が市が市がじばじばじばじばささささんんんんにににに補補補補助助助助すすすする。る。る。る。じばじばじばじばささささんんんんは、センターのは、センターのは、センターのは、センターの５５５５階階階階にコワーキング豊岡を整にコワーキング豊岡を整にコワーキング豊岡を整にコワーキング豊岡を整

備備備備すすすする。コワーキング・シェる。コワーキング・シェる。コワーキング・シェる。コワーキング・シェアオアオアオアオフフフフィィィィスエリスエリスエリスエリアアアアのののの運営運営運営運営ににににつつつついては、いては、いては、いては、じばじばじばじばささささんんんんが豊が豊が豊が豊

岡ＤＭＯに岡ＤＭＯに岡ＤＭＯに岡ＤＭＯに委託す委託す委託す委託する。る。る。る。    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間                平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体        一一一一般般般般財財財財団法団法団法団法人人人人但但但但馬馬馬馬地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター地域地場産業振興センター    

    

４４４４    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

95959595,,,,040040040040千円千円千円千円    （内訳：（内訳：（内訳：（内訳：設計・設計・設計・設計・施工施工施工施工監理監理監理監理費費費費    8888,,,,640640640640千円千円千円千円、、、、整備整備整備整備工工工工事費事費事費事費        86868686,,,,400400400400千円千円千円千円    ））））    

※※※※市が市が市が市がじばじばじばじばささささんんんんにににに補補補補助助助助金金金金として交として交として交として交付付付付すすすする。る。る。る。    

※※※※財源財源財源財源として、地として、地として、地として、地方方方方創生推進交創生推進交創生推進交創生推進交付付付付金（金（金（金（補補補補助助助助率率率率 1111////2222））））と、合と、合と、合と、合併特例債併特例債併特例債併特例債を活用を活用を活用を活用すすすする。る。る。る。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【エコバレー推進課エコバレー推進課エコバレー推進課エコバレー推進課】】】】0796079607960796----23232323----4480448044804480 

「コワーキング豊岡」整備イメージ図 
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№12 
豊岡らしい地域の価値を発信豊岡らしい地域の価値を発信豊岡らしい地域の価値を発信豊岡らしい地域の価値を発信    

～移住定住促進プロモーション戦略事業～ 

28 年度 

予算額 
40,542 千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

豊岡市が移住豊岡市が移住豊岡市が移住豊岡市が移住意向者意向者意向者意向者にしにしにしにしっかりっかりっかりっかりとととと認認認認知知知知され、移住定住され、移住定住され、移住定住され、移住定住先先先先としてのとしてのとしてのとしての選選選選択肢択肢択肢択肢に入るに入るに入るに入るよよよよ

うううう、豊岡、豊岡、豊岡、豊岡ららららしい地域のしい地域のしい地域のしい地域の価値価値価値価値にににに重重重重点点点点を置いたを置いたを置いたを置いた「「「「実体実体実体実体（（（（リリリリアアアアリリリリティ）ティ）ティ）ティ）」」」」を情報を情報を情報を情報発信発信発信発信してしてしてして

いく。地域のいく。地域のいく。地域のいく。地域の仕仕仕仕事・住い・事・住い・事・住い・事・住い・暮暮暮暮ららららし等のリし等のリし等のリし等のリアアアアルな情報をルな情報をルな情報をルな情報を、、、、市民の市民の市民の市民の方方方方々々々々とととと協協協協働働働働してしてしてして伝伝伝伝え、え、え、え、

効効効効果的果的果的果的なプロモーションを行なプロモーションを行なプロモーションを行なプロモーションを行うううう。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

        豊岡のター豊岡のター豊岡のター豊岡のターゲゲゲゲットットットット層層層層がががが集ま集ま集ま集まる移住定住をる移住定住をる移住定住をる移住定住を専門専門専門専門ととととすすすするるるるメディアでメディアでメディアでメディアでののののＰＲＰＲＰＲＰＲ活動と豊活動と豊活動と豊活動と豊

岡の岡の岡の岡の暮暮暮暮ららららしをしをしをしを伝伝伝伝えるイえるイえるイえるイベベベベント、ント、ント、ント、パパパパンフレットや動画等、ターンフレットや動画等、ターンフレットや動画等、ターンフレットや動画等、ターゲゲゲゲットットットット層層層層にににに響響響響くくくくＰＲ素ＰＲ素ＰＲ素ＰＲ素

材材材材の作成を行い、移住定住の作成を行い、移住定住の作成を行い、移住定住の作成を行い、移住定住先先先先としての豊岡のとしての豊岡のとしての豊岡のとしての豊岡の認認認認知知知知や興や興や興や興味味味味を広を広を広を広げげげげていく。ていく。ていく。ていく。    

⑴⑴⑴⑴    プロモーション戦略プロモーション戦略プロモーション戦略プロモーション戦略〔〔〔〔26262626,,,,939939939939千円千円千円千円〕〕〕〕    

            豊岡を豊岡を豊岡を豊岡を認認認認識識識識してもしてもしてもしてもららららい、移住い、移住い、移住い、移住へへへへとととと誘誘誘誘導す導す導す導する活動を、る活動を、る活動を、る活動を、移住定住の移住定住の移住定住の移住定住の専門メディア（専門メディア（専門メディア（専門メディア（雛雛雛雛

形形形形、コロ、コロ、コロ、コロカカカカル等ル等ル等ル等））））をををを使使使使いいいい情報情報情報情報発信発信発信発信・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲすすすするるるる。。。。    

    ⑵⑵⑵⑵    情報発信ツールの作成情報発信ツールの作成情報発信ツールの作成情報発信ツールの作成〔〔〔〔7777,,,,507507507507千円千円千円千円〕〕〕〕    

            ライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルやライフスタイルやまちまちまちまちの情報等をの情報等をの情報等をの情報等を発信す発信す発信す発信するるるるパパパパンフレットやポスター、ンフレットやポスター、ンフレットやポスター、ンフレットやポスター、チチチチラシのラシのラシのラシの

作成や作成や作成や作成や豊岡のター豊岡のター豊岡のター豊岡のターゲゲゲゲットに合ットに合ットに合ットに合っっっった動画た動画た動画た動画を作成を作成を作成を作成すすすする。る。る。る。    

豊岡の豊岡の豊岡の豊岡の「仕「仕「仕「仕事事事事」」」」「「「「住住住住ままままいいいい」「暮」「暮」「暮」「暮ららららしししし」」」」等に等に等に等に関す関す関す関する情報をる情報をる情報をる情報を届届届届けけけける移住定住のる移住定住のる移住定住のる移住定住の WEBWEBWEBWEB ササササ

イトを制作イトを制作イトを制作イトを制作すすすする。る。る。る。    

    ⑶⑶⑶⑶    豊岡暮らしカフェ（移住相談会）の開催豊岡暮らしカフェ（移住相談会）の開催豊岡暮らしカフェ（移住相談会）の開催豊岡暮らしカフェ（移住相談会）の開催〔〔〔〔1111,,,,601601601601千円千円千円千円〕〕〕〕    

            先先先先輩輩輩輩移住移住移住移住者者者者がががが「「「「豊岡の豊岡の豊岡の豊岡の暮暮暮暮ららららしのしのしのしの今今今今」」」」をををを伝伝伝伝えるえるえるえる講演講演講演講演会やトークショーを大会やトークショーを大会やトークショーを大会やトークショーを大阪阪阪阪でででで開開開開

催催催催（（（（２２２２回予回予回予回予定定定定））））。。。。    

移住移住移住移住相相相相談談談談や豊岡のや豊岡のや豊岡のや豊岡の食食食食をををを提供す提供す提供す提供するコーるコーるコーるコーナナナナーを設ーを設ーを設ーを設けけけけ、移住の、移住の、移住の、移住の楽楽楽楽しさ・しさ・しさ・しさ・苦労苦労苦労苦労などのなどのなどのなどの

リリリリアアアアルなルなルなルな魅力魅力魅力魅力をををを伝伝伝伝える。える。える。える。    

    ⑷⑷⑷⑷    移住定住促進のための情報発信イベント移住定住促進のための情報発信イベント移住定住促進のための情報発信イベント移住定住促進のための情報発信イベント豊岡エキシビションの開催豊岡エキシビションの開催豊岡エキシビションの開催豊岡エキシビションの開催〔〔〔〔4444,,,,495495495495千円千円千円千円〕〕〕〕    

            移住移住移住移住意向者へ意向者へ意向者へ意向者へのののの認認認認知知知知をををを上上上上げげげげるとともに、豊岡を移住定住るとともに、豊岡を移住定住るとともに、豊岡を移住定住るとともに、豊岡を移住定住先先先先としてのとしてのとしてのとしての選選選選択肢択肢択肢択肢に入に入に入に入

れるれるれるれるたたたためめめめのののの情報情報情報情報発信発信発信発信イイイイベベベベントを東ントを東ントを東ントを東京京京京でででで開催開催開催開催すすすするるるる。。。。    

３３３３    その他その他その他その他    

        平平平平成成成成 27272727 年度年度年度年度にににに策策策策定した定した定した定した「「「「豊岡市移住定住豊岡市移住定住豊岡市移住定住豊岡市移住定住

促促促促            進プロモーション戦略進プロモーション戦略進プロモーション戦略進プロモーション戦略」」」」にににに基づ基づ基づ基づききききププププ

ロモーションを行ロモーションを行ロモーションを行ロモーションを行うううう。。。。    

    

    

    

    

    

    

担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9096909690969096    
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№13 
移住のギャップを解消移住のギャップを解消移住のギャップを解消移住のギャップを解消    

～移住定住促進事業～ 

28 年度 

予算額 

 

9,415 

 

千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

定住定住定住定住ややややＵＩＪＵＩＪＵＩＪＵＩＪターンを推進し、活ターンを推進し、活ターンを推進し、活ターンを推進し、活力あ力あ力あ力あるるるるまちづまちづまちづまちづくくくくりりりりをををを図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

        移住移住移住移住前前前前後後後後ののののギャギャギャギャップやミスマッップやミスマッップやミスマッップやミスマッチチチチをををを解解解解消消消消すすすするとともに、生活等のリるとともに、生活等のリるとともに、生活等のリるとともに、生活等のリアアアアルな情報ルな情報ルな情報ルな情報提提提提

供供供供やややや相相相相談談談談にににに対応す対応す対応す対応するたるたるたるためめめめ、ワンストップ、ワンストップ、ワンストップ、ワンストップ窓口窓口窓口窓口や支援のや支援のや支援のや支援の仕仕仕仕組みづ組みづ組みづ組みづくくくくりりりり等の移住定住の等の移住定住の等の移住定住の等の移住定住の

受入体制を受入体制を受入体制を受入体制を構築す構築す構築す構築する。る。る。る。    

        ままままた、移住をた、移住をた、移住をた、移住を希望希望希望希望すすすするるるる方方方方々々々々が定住が定住が定住が定住できできできできるるるるようようようようににににささささままままざざざざままままな支援を行な支援を行な支援を行な支援を行うううう。。。。    

    ⑴⑴⑴⑴    移住定住促進のための総合的な窓口の設置移住定住促進のための総合的な窓口の設置移住定住促進のための総合的な窓口の設置移住定住促進のための総合的な窓口の設置〔〔〔〔180180180180千円千円千円千円〕〕〕〕    

            移住移住移住移住希望希望希望希望者へ者へ者へ者への情報の情報の情報の情報提供提供提供提供やコーやコーやコーやコーディネディネディネディネート、フート、フート、フート、フォォォォローをローをローをローを一一一一括括括括して行して行して行して行うううう総合総合総合総合窓口窓口窓口窓口

を市を市を市を市役役役役所所所所内内内内に設置に設置に設置に設置すすすする。る。る。る。    

    ⑵⑵⑵⑵    生活等の情報提供や相談等に対応する移住定住者支援の仕組み構築生活等の情報提供や相談等に対応する移住定住者支援の仕組み構築生活等の情報提供や相談等に対応する移住定住者支援の仕組み構築生活等の情報提供や相談等に対応する移住定住者支援の仕組み構築〔〔〔〔895895895895千円千円千円千円〕〕〕〕    

            移住移住移住移住希望希望希望希望者へ者へ者へ者への情報の情報の情報の情報提供提供提供提供、、、、相相相相談談談談等に等に等に等に対対対対応す応す応す応するるるる市民を中市民を中市民を中市民を中心心心心としたとしたとしたとした仕仕仕仕組み組み組み組みのののの構築構築構築構築を行を行を行を行

うううう。。。。    

    ⑶⑶⑶⑶    移住定住促進のための企画を立案・推進するための学習の場「トヨオカム塾」移住定住促進のための企画を立案・推進するための学習の場「トヨオカム塾」移住定住促進のための企画を立案・推進するための学習の場「トヨオカム塾」移住定住促進のための企画を立案・推進するための学習の場「トヨオカム塾」

の運営の運営の運営の運営〔〔〔〔2222,,,,000000000000千円千円千円千円〕〕〕〕    

            移住定住移住定住移住定住移住定住者者者者の受の受の受の受けけけけ入れ態入れ態入れ態入れ態勢勢勢勢を整備を整備を整備を整備すすすするたるたるたるためめめめの事業のの事業のの事業のの事業の企企企企画立画立画立画立案案案案や移住定住や移住定住や移住定住や移住定住希望希望希望希望

者へ者へ者へ者への情報の情報の情報の情報提供提供提供提供をををを自自自自立立立立的的的的に実に実に実に実施でき施でき施でき施できるるるる必必必必要知識要知識要知識要知識などを習などを習などを習などを習得得得得すすすするたるたるたるためめめめのののの「「「「学びの学びの学びの学びの

場場場場」」」」を創出し、移住定住支援を行を創出し、移住定住支援を行を創出し、移住定住支援を行を創出し、移住定住支援を行ううううキーキーキーキーパパパパーーーーソソソソンとなるンとなるンとなるンとなる人人人人材材材材を育成を育成を育成を育成すすすする。る。る。る。    

    ⑷⑷⑷⑷    豊岡暮らし体験会の開催豊岡暮らし体験会の開催豊岡暮らし体験会の開催豊岡暮らし体験会の開催〔〔〔〔440440440440千円千円千円千円〕〕〕〕    

            移住移住移住移住意向者意向者意向者意向者をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした先先先先輩輩輩輩移住移住移住移住者者者者の体験の体験の体験の体験談談談談や豊岡のや豊岡のや豊岡のや豊岡の暮暮暮暮ららららしをしをしをしを知知知知る会をる会をる会をる会を開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

    ⑸⑸⑸⑸    定住住宅リフォーム補助定住住宅リフォーム補助定住住宅リフォーム補助定住住宅リフォーム補助〔〔〔〔5555,,,,000000000000千円千円千円千円〕〕〕〕    

過疎過疎過疎過疎地域及び地域及び地域及び地域及び辺辺辺辺地地地地集集集集落落落落をををを対対対対象象象象に移住に移住に移住に移住者者者者が行が行が行が行うううう空空空空きききき家家家家改修へ改修へ改修へ改修へのののの補補補補助を行助を行助を行助を行うううう。。。。移住移住移住移住

定住定住定住定住 WEBWEBWEBWEB サイトにサイトにサイトにサイトに登登登登録録録録された物された物された物された物件件件件を、移住を、移住を、移住を、移住者者者者がががが購購購購入・入・入・入・賃賃賃賃借借借借すすすするにるにるにるにああああたたたたりりりり、、、、必必必必要要要要なななな

改修改修改修改修費を助成費を助成費を助成費を助成すすすするるるる（（（（対対対対象象象象経経経経費の費の費の費の 4444 分の分の分の分の 3333 以以以以内内内内、、、、50505050万円万円万円万円をををを限限限限度度度度））））。。。。    

    ⑹⑹⑹⑹    現地案内、地域紹介を行う現地案内人に対する支援現地案内、地域紹介を行う現地案内人に対する支援現地案内、地域紹介を行う現地案内人に対する支援現地案内、地域紹介を行う現地案内人に対する支援〔〔〔〔900900900900千円千円千円千円〕〕〕〕    

            地域地域地域地域へへへへの移住をの移住をの移住をの移住を希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方にににに対対対対し、地域のし、地域のし、地域のし、地域の案案案案内内内内やややや紹介紹介紹介紹介などを行などを行などを行などを行う現う現う現う現地地地地案案案案内人内人内人内人

へへへへの支援を行の支援を行の支援を行の支援を行うううう。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9096909690969096    
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№14 
官民が連携して婚活ネットワーク官民が連携して婚活ネットワーク官民が連携して婚活ネットワーク官民が連携して婚活ネットワーク    

～出会い機会創出事業・結婚促進体制整備事業～ 

28 年度 

予算額 
3,262 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

人人人人口減少口減少口減少口減少抑抑抑抑制制制制対策対策対策対策を進を進を進を進めめめめるたるたるたるためめめめ、、、、「「「「豊岡市地豊岡市地豊岡市地豊岡市地方方方方創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略創生総合戦略」」」」の結婚促進・の結婚促進・の結婚促進・の結婚促進・多多多多子子子子

出産に出産に出産に出産に係係係係る戦略のる戦略のる戦略のる戦略の一環一環一環一環として、出会い機会創出事業を実として、出会い機会創出事業を実として、出会い機会創出事業を実として、出会い機会創出事業を実施施施施し、婚活機し、婚活機し、婚活機し、婚活機運運運運のののの醸醸醸醸成を促成を促成を促成を促

し、婚し、婚し、婚し、婚姻姻姻姻数数数数の増の増の増の増加加加加をををを目指す目指す目指す目指す。。。。    

２２２２    事業事業事業事業内容内容内容内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

            民民民民間間間間団団団団体が体が体が体が提提提提案案案案すすすする出会い機会イる出会い機会イる出会い機会イる出会い機会イベベベベントのントのントのントの開催開催開催開催へへへへの支援を行の支援を行の支援を行の支援を行うううう。。。。    

ままままた、た、た、た、行政、民行政、民行政、民行政、民間間間間団団団団体、体、体、体、研究研究研究研究機機機機関関関関等に等に等に等によよよよるるるる連携ネ連携ネ連携ネ連携ネットワークをットワークをットワークをットワークを構築構築構築構築し、結婚促し、結婚促し、結婚促し、結婚促

進に進に進に進に効効効効果的果的果的果的な事業をな事業をな事業をな事業を検討検討検討検討し、し、し、し、展開展開展開展開していく。していく。していく。していく。    

アアアア    企業間の婚活イベントへの支援企業間の婚活イベントへの支援企業間の婚活イベントへの支援企業間の婚活イベントへの支援    

企企企企業業業業間間間間交流交流交流交流（（（（婚活婚活婚活婚活））））をををを目的目的目的目的としたイとしたイとしたイとしたイベベベベントントントント開催開催開催開催を支援を支援を支援を支援すすすする。る。る。る。    

イイイイ    民間団体による自主的なイベント開催への支援民間団体による自主的なイベント開催への支援民間団体による自主的なイベント開催への支援民間団体による自主的なイベント開催への支援    

NPONPONPONPO 団団団団体、農体、農体、農体、農協協協協、地域コミ、地域コミ、地域コミ、地域コミュュュュニティニティニティニティ団団団団体等が体等が体等が体等が提提提提案案案案すすすする婚活事業る婚活事業る婚活事業る婚活事業へへへへの支援の支援の支援の支援すすすする。る。る。る。    

ウウウウ    民間事業者との共催事業民間事業者との共催事業民間事業者との共催事業民間事業者との共催事業    

民民民民間間間間事業事業事業事業者者者者と共と共と共と共催催催催し、婚活イし、婚活イし、婚活イし、婚活イベベベベントをントをントをントを開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

エエエエ    ネットワークの構築ネットワークの構築ネットワークの構築ネットワークの構築    

行政、民行政、民行政、民行政、民間間間間団団団団体、体、体、体、研究研究研究研究機機機機関関関関等が等が等が等が協協協協働働働働ししししててててネネネネットワークをットワークをットワークをットワークを構築構築構築構築し、イし、イし、イし、イベベベベントのントのントのントの

発発発発案案案案をはをはをはをはじじじじめめめめ、結婚促進のた、結婚促進のた、結婚促進のた、結婚促進のためめめめのさのさのさのさままままざざざざままままな事業をな事業をな事業をな事業を検討検討検討検討しししし、、、、展開展開展開展開していく。していく。していく。していく。    

    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間        平平平平成成成成 28282828度度度度～～～～    

        

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体        豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

                                                                                                            

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

        3333,,,,262262262262千円千円千円千円    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                        イベントイメージイベントイメージイベントイメージイベントイメージ    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室ハートリーフ戦略室】】】】0796079607960796----21212121----9100910091009100    
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№15 
子どもを産み育てやすい環境子どもを産み育てやすい環境子どもを産み育てやすい環境子どもを産み育てやすい環境をををを整備整備整備整備    

～母子保健事業～ 

28 年度 

予算額 
19,998 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

        子どもを産子どもを産子どもを産子どもを産みみみみ育てや育てや育てや育てやすすすすいいいい環境環境環境環境を整備しを整備しを整備しを整備し人人人人口減少口減少口減少口減少対策対策対策対策ににににつつつつななななげげげげるたるたるたるためめめめ、新たに、新たに、新たに、新たに「「「「妊妊妊妊

婦歯科婦歯科婦歯科婦歯科健康健康健康健康診診診診査査査査事業事業事業事業」」」」を創設し、さを創設し、さを創設し、さを創設し、さららららに地に地に地に地方方方方創生の創生の創生の創生の一環一環一環一環としてとしてとしてとして「「「「不不不不育育育育症症症症治治治治療費助成療費助成療費助成療費助成

事業事業事業事業」」」」の創設の創設の創設の創設とととと「特「特「特「特定定定定不妊不妊不妊不妊治治治治療費助成事業療費助成事業療費助成事業療費助成事業」」」」のののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図ることとした。ることとした。ることとした。ることとした。    

２２２２    事業事業事業事業内容内容内容内容    

⑴⑴⑴⑴    妊婦歯科健診事業妊婦歯科健診事業妊婦歯科健診事業妊婦歯科健診事業（（（（新規新規新規新規））））〔〔〔〔598598598598千円千円千円千円〕〕〕〕    

早早早早産等の危険産等の危険産等の危険産等の危険率率率率がががが７７７７倍倍倍倍にににに上上上上るとるとるとるといいいいわれているわれているわれているわれている妊婦妊婦妊婦妊婦のののの歯歯歯歯周周周周病病病病のののの早早早早期発期発期発期発見、見、見、見、早早早早期治期治期治期治

療を促療を促療を促療を促すすすすたたたためめめめ、、、、妊婦歯科妊婦歯科妊婦歯科妊婦歯科健康健康健康健康診診診診査査査査を豊岡市を豊岡市を豊岡市を豊岡市歯科歯科歯科歯科医医医医師師師師会会会会協力協力協力協力医療機医療機医療機医療機関で関で関で関でのののの個個個個別受別受別受別受診診診診

でででで行行行行うううう。。。。妊婦妊婦妊婦妊婦のののの歯歯歯歯周周周周組組組組織織織織検査検査検査検査費用を、費用を、費用を、費用を、1111回回回回のののの妊娠妊娠妊娠妊娠ににににつきつきつきつき 1111回回回回公公公公費費費費負負負負担と担と担と担とすすすする。る。る。る。    

＜有効性＞ 

アアアア    妊娠中に分泌量が増大する女性ホルモンは、歯周病妊娠中に分泌量が増大する女性ホルモンは、歯周病妊娠中に分泌量が増大する女性ホルモンは、歯周病妊娠中に分泌量が増大する女性ホルモンは、歯周病        

の原因菌やその他の菌の繁殖を促進するため、の原因菌やその他の菌の繁殖を促進するため、の原因菌やその他の菌の繁殖を促進するため、の原因菌やその他の菌の繁殖を促進するため、妊婦は妊婦は妊婦は妊婦は

歯肉炎を起こしやすく悪化しやすい。歯肉炎を起こしやすく悪化しやすい。歯肉炎を起こしやすく悪化しやすい。歯肉炎を起こしやすく悪化しやすい。    

イイイイ    娠している女性が歯周病に罹患している場合、娠している女性が歯周病に罹患している場合、娠している女性が歯周病に罹患している場合、娠している女性が歯周病に罹患している場合、低体低体低体低体

重児および早産の危険度が重児および早産の危険度が重児および早産の危険度が重児および早産の危険度が約７倍約７倍約７倍約７倍高くなることが指摘高くなることが指摘高くなることが指摘高くなることが指摘

されている（日本臨床歯周病学会より）。されている（日本臨床歯周病学会より）。されている（日本臨床歯周病学会より）。されている（日本臨床歯周病学会より）。    

                ※※※※口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して口の中の歯周病細菌が血中に入り、胎盤を通して        

胎児に直接感染するのではないかといわれている。胎児に直接感染するのではないかといわれている。胎児に直接感染するのではないかといわれている。胎児に直接感染するのではないかといわれている。    

        ウウウウ    周病治療で、早産を周病治療で、早産を周病治療で、早産を周病治療で、早産を 50505050％以上％以上％以上％以上減少できたとの研究報減少できたとの研究報減少できたとの研究報減少できたとの研究報

告告告告ががががああああるるるる（歯周病予防研究会ＨＰ）（歯周病予防研究会ＨＰ）（歯周病予防研究会ＨＰ）（歯周病予防研究会ＨＰ）。。。。    

    

⑵⑵⑵⑵    不育不育不育不育症治療症治療症治療症治療費費費費助成事業助成事業助成事業助成事業（（（（新規新規新規新規））））〔〔〔〔200200200200千円千円千円千円〕〕〕〕    

不不不不育育育育症症症症のののの治治治治療に療に療に療によよよよるるるる妊娠妊娠妊娠妊娠成成成成功功功功率率率率はははは６割から６割から６割から６割から８８８８割割割割とされている。とされている。とされている。とされている。次次次次のののの妊娠妊娠妊娠妊娠をたをたをたをためめめめ

らうらうらうらう夫婦夫婦夫婦夫婦のののの早早早早期治期治期治期治療を促進療を促進療を促進療を促進すすすするたるたるたるためめめめ、、、、そそそそのののの検査検査検査検査及び及び及び及び治治治治療費の療費の療費の療費の一部一部一部一部を助成を助成を助成を助成すすすすることることることること

ににににより経済的負より経済的負より経済的負より経済的負担の担の担の担の軽減軽減軽減軽減をををを図図図図る。る。る。る。    

アアアア    助成助成助成助成額額額額    対対対対象象象象となるとなるとなるとなる経経経経費の費の費の費の 1111////2222    

    

    ⑶⑶⑶⑶    特定不妊特定不妊特定不妊特定不妊治療治療治療治療費助成事業費助成事業費助成事業費助成事業（拡充）（拡充）（拡充）（拡充）〔〔〔〔19191919,,,,200200200200千円千円千円千円〕〕〕〕    

特特特特定定定定不妊不妊不妊不妊治治治治療を受療を受療を受療を受けけけけるるるる夫婦夫婦夫婦夫婦にににに対対対対ししししそそそその費用のの費用のの費用のの費用の一部一部一部一部を助成を助成を助成を助成すすすすることにることにることにることにより経済より経済より経済より経済

的負的負的負的負担を担を担を担を軽減軽減軽減軽減し、子どもをし、子どもをし、子どもをし、子どもを望望望望むむむむ夫婦夫婦夫婦夫婦ががががより治より治より治より治療に療に療に療に踏踏踏踏みみみみ出出出出せせせせるるるるようようようよう、、、、国国国国の助成制の助成制の助成制の助成制度度度度

に市に市に市に市からからからからの助成の助成の助成の助成金金金金をををを上乗せす上乗せす上乗せす上乗せする。る。る。る。        

1111年度年度年度年度当た当た当た当たりりりり 20202020万円万円万円万円のののの上上上上限額限額限額限額をををを撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、、、、治治治治療療療療回回回回数数数数制制制制限限限限はははは国国国国にににに準じ準じ準じ準じたたたた上で上で上で上で、、、、1111回回回回

当た当た当た当たりりりり 20202020万円万円万円万円をををを上乗せす上乗せす上乗せす上乗せする。る。る。る。    
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特定不妊治療費助成制度の助成額（上限額）

H27(H28.1.20～)H27(H28.1.20～)H27(H28.1.20～)H27(H28.1.20～) H28(H28.4.1～)H28(H28.4.1～)H28(H28.4.1～)H28(H28.4.1～)

（計50万円） （計50万円）

50万 50万

（計40万円） （計40万円）

(※1)

40万

(※2) (※2) (※2)

1年度で20万円 20万円 20万円 20万円

30万

（計20万円） （計20万円）

30万

20万

30万円 5万円 5万円

20万

30万円 5万円 5万円

15万 15万

15万円 15万円 15万円 15万円

初回 2回目 3回目 初回 2回目 3回目

※助成金額は全て上限額

※年齢制限、回数制限あり

豊岡市

県 夫婦合算の所得が400万円未満、かつ排卵から胚移植まで一連の治療の場合、5万円上乗せ。

国

(※1) 1回の申請で上限額に満たなければ、次回申請分に繰越可能

(※2) 豊岡市の「1回につき20万円」は、平成28年4月1日以降に県に申請した治療分に適用

凍結融解胚移植の場合、又は卵子不良・採卵不可の場合、7万5千円となる。

男性に対する治療が行われた場合、

男性に対する治療が行われた場合、男性に対する治療が行われた場合、

男性に対する治療が行われた場合、さらに15万円を上乗せ

さらに15万円を上乗せさらに15万円を上乗せ

さらに15万円を上乗せ。

    

    

    

    

    

【【【【健康増進課健康増進課健康増進課健康増進課】】】】0796079607960796----24242424----1127112711271127    
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№16 
働きながら子育てがしやすい環境づくり働きながら子育てがしやすい環境づくり働きながら子育てがしやすい環境づくり働きながら子育てがしやすい環境づくり    

～フフフファミァミァミァミリー・リー・リー・リー・サポサポサポサポート・ート・ート・ート・セセセセンンンンタタタターーーー事業～ 

28 年度 

予算額 
328 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

ファミリー・サポート・センターは、子どものファミリー・サポート・センターは、子どものファミリー・サポート・センターは、子どものファミリー・サポート・センターは、子どもの送迎送迎送迎送迎やややや預預預預かりかりかりかりの支援を受の支援を受の支援を受の支援を受けけけけたい保たい保たい保たい保

護護護護者者者者と、支援を行いたいと、支援を行いたいと、支援を行いたいと、支援を行いたい人人人人の会の会の会の会員組員組員組員組織織織織。。。。    

保保保保護護護護者者者者のののの仕仕仕仕事の事の事の事の都都都都合などに合などに合などに合などによりよりよりより、保育所等の、保育所等の、保育所等の、保育所等の送迎送迎送迎送迎や子どものや子どものや子どものや子どもの預預預預かりかりかりかりなどを会などを会などを会などを会員員員員同同同同

士士士士で相互で相互で相互で相互援助援助援助援助すすすすることにることにることにることによりよりよりより、、、、核核核核家家家家族族族族世世世世帯帯帯帯や共や共や共や共働働働働き世き世き世き世帯帯帯帯の保の保の保の保護護護護者者者者もももも働働働働ききききながながながながらららら子育子育子育子育

てがしやてがしやてがしやてがしやすすすすいいいい環境環境環境環境ををををつつつつくるくるくるくる。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

            会会会会員同員同員同員同士士士士のののの相互相互相互相互援助を援助を援助を援助を円円円円滑滑滑滑にににに図図図図れるれるれるれるようようようよう、、、、専専専専任任任任ののののアアアアドバイザーをドバイザーをドバイザーをドバイザーを配配配配置して、会置して、会置して、会置して、会

員員員員のマッのマッのマッのマッチチチチング、会ング、会ング、会ング、会員研修員研修員研修員研修、会、会、会、会員員員員交流事業などを行交流事業などを行交流事業などを行交流事業などを行うううう。。。。    

⑵⑵⑵⑵    事業事業事業事業スケスケスケスケジュジュジュジュールールールール    

            平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度            事事事事前準前準前準前準備備備備（（（（事業事業事業事業内内内内容容容容のののの検討検討検討検討などなどなどなど））））    

            平平平平成成成成 29292929年度年度年度年度～～～～        ファミリー・サポート・センター設置ファミリー・サポート・センター設置ファミリー・サポート・センター設置ファミリー・サポート・センター設置    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体        豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

⑷⑷⑷⑷    全体事業費全体事業費全体事業費全体事業費    

                平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度            事事事事前準前準前準前準備備備備                            328328328328千円千円千円千円    

                平平平平成成成成 29292929年年年年度度度度～～～～        センター事業実センター事業実センター事業実センター事業実施施施施        4444,,,,000000000000千円千円千円千円程程程程度度度度／／／／年年年年    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

⑴⑴⑴⑴    予算額予算額予算額予算額        328328328328千円千円千円千円    

⑵⑵⑵⑵    事業内容事業内容事業内容事業内容    

        アアアア    先先先先進地進地進地進地視察視察視察視察    

        イイイイ    ファミリー・サポート・センター事業ファミリー・サポート・センター事業ファミリー・サポート・センター事業ファミリー・サポート・センター事業研修研修研修研修    

        ウウウウ    事業事業事業事業内内内内容容容容検討検討検討検討事事事事務務務務    
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担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【こども育成課こども育成課こども育成課こども育成課】】】】0796079607960796----29292929----0053005300530053    

№17 
ローカル＆グローバル学習ローカル＆グローバル学習ローカル＆グローバル学習ローカル＆グローバル学習    

～ふるさと教育推進事業～ 

28 年度 

予算額 
15,910 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

一人一人一人一人一人一人一人一人の子どものの子どものの子どものの子どもの夢夢夢夢実実実実現力現力現力現力を高を高を高を高めめめめ、、、、小小小小さなさなさなさな世世世世界界界界都都都都市を市を市を市を目指す目指す目指す目指す豊岡の豊岡の豊岡の豊岡の未未未未来を創造来を創造来を創造来を創造

すすすする子どもを育成る子どもを育成る子どもを育成る子どもを育成すすすするたるたるたるためめめめ、、、、系統系統系統系統性性性性とととと一一一一貫貫貫貫性性性性ののののああああるるるるカカカカリキリキリキリキュュュュララララムでムでムでムで実実実実践践践践すすすするるるる「「「「ローローローロー

カカカカルルルル＆＆＆＆グローバル学習の時グローバル学習の時グローバル学習の時グローバル学習の時間間間間」」」」を行を行を行を行うううう。。。。    

「「「「コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ」「」「」「」「ジジジジオオオオパパパパークークークーク」「」「」「」「産業・文化産業・文化産業・文化産業・文化」」」」を共を共を共を共通通通通の学習の学習の学習の学習テテテテーマとして、豊岡のーマとして、豊岡のーマとして、豊岡のーマとして、豊岡の

「「「「ひひひひと・もの・ことと・もの・ことと・もの・ことと・もの・こと」」」」に学び、ふるさと豊岡をに学び、ふるさと豊岡をに学び、ふるさと豊岡をに学び、ふるさと豊岡を自自自自分の分の分の分の言葉言葉言葉言葉でででで語語語語りりりり誇誇誇誇れるれるれるれる力力力力を高を高を高を高めめめめるるるる

教育教育教育教育を行を行を行を行うううう。。。。    

２２２２    事業事業事業事業内容内容内容内容    

⑴⑴⑴⑴    内容内容内容内容    

アアアア    カリキカリキカリキカリキュラュラュラュラムの作成ムの作成ムの作成ムの作成    

ふるさとふるさとふるさとふるさと教育教育教育教育・・・・英語英語英語英語教育教育教育教育・コミ・コミ・コミ・コミュュュュニケニケニケニケーション教育をーション教育をーション教育をーション教育を３つ３つ３つ３つのののの柱柱柱柱としたとしたとしたとした「「「「ローローローロー

カカカカルルルル＆＆＆＆グローバル学習の時グローバル学習の時グローバル学習の時グローバル学習の時間間間間」」」」ののののカカカカリキリキリキリキュュュュララララムムムムを作成を作成を作成を作成すすすする。る。る。る。    

イイイイ    副読本副読本副読本副読本等の作成等の作成等の作成等の作成    

世世世世界界界界にににに誇誇誇誇れる豊岡を学習れる豊岡を学習れる豊岡を学習れる豊岡を学習すすすすることをることをることをることを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「コウノトリコウノトリコウノトリコウノトリ」「」「」「」「ジジジジオオオオパパパパークークークーク」」」」

「「「「産業・文産業・文産業・文産業・文化化化化」」」」にににに関す関す関す関するるるる副副副副読読読読本等を作成本等を作成本等を作成本等を作成すすすする。る。る。る。    

ウウウウ    映像教材映像教材映像教材映像教材の制作の制作の制作の制作    

““““コウノトリ野生コウノトリ野生コウノトリ野生コウノトリ野生復復復復帰帰帰帰のののの歴史歴史歴史歴史とととと現状現状現状現状”“”“”“”“コウノトリをシンボルとしたコウノトリをシンボルとしたコウノトリをシンボルとしたコウノトリをシンボルとしたまちづまちづまちづまちづ

くくくくりりりり””””ににににつつつついて学いて学いて学いて学ぶぶぶぶたたたためめめめのののの映像映像映像映像教教教教材材材材を制作を制作を制作を制作すすすする。ふるさと教育推進事業や市立る。ふるさと教育推進事業や市立る。ふるさと教育推進事業や市立る。ふるさと教育推進事業や市立

コウノトリ文化館コウノトリ文化館コウノトリ文化館コウノトリ文化館で一で一で一で一般般般般来場来場来場来場者者者者用として用として用として用として使使使使用用用用すすすする。る。る。る。    

エエエエ    「「「「但東中但東中但東中但東中学学学学校校校校    MISSIONMISSIONMISSIONMISSION    ININININ    TOKYOTOKYOTOKYOTOKYO（（（（ﾐｯｼｮﾝﾐｯｼｮﾝﾐｯｼｮﾝﾐｯｼｮﾝ    ｲｲｲｲﾝﾝﾝﾝ    ﾄｰｷｮｰﾄｰｷｮｰﾄｰｷｮｰﾄｰｷｮｰ）」の）」の）」の）」の取取取取組み組み組み組み    

但東中学但東中学但東中学但東中学校３年校３年校３年校３年生が生が生が生が修修修修学学学学旅旅旅旅行の機会を行の機会を行の機会を行の機会を利利利利用し、東用し、東用し、東用し、東京京京京交交交交通通通通会館イ会館イ会館イ会館イベベベベントスントスントスントスペペペペーーーー

ス等ス等ス等ス等でででで、、、、「「「「ふるさと豊岡のふるさと豊岡のふるさと豊岡のふるさと豊岡の魅力魅力魅力魅力」」」」をををを発信す発信す発信す発信する。る。る。る。        

オオオオ    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市工工工工業会業会業会業会５５５５周周周周年年年年記念記念記念記念事業事業事業事業「お「お「お「おっっっっととととろろろろっっっっししししゃゃゃゃ豊岡の豊岡の豊岡の豊岡のももももののののづくりづくりづくりづくりⅢⅢⅢⅢ」」」」    

ネネネネイイイイチャチャチャチャーーーーテテテテクノロジークノロジークノロジークノロジー展展展展、もの、もの、もの、ものづづづづくくくくりりりり体験教室、会体験教室、会体験教室、会体験教室、会員員員員企企企企業の業の業の業の展展展展示等を示等を示等を示等を通通通通じじじじ

て、ものて、ものて、ものて、ものづづづづくくくくりりりりのののの楽楽楽楽しさを実しさを実しさを実しさを実感感感感し、市し、市し、市し、市内内内内企企企企業の業の業の業の優優優優れたれたれたれた技技技技術や成術や成術や成術や成長長長長性性性性ににににつつつついてのいてのいてのいての

理理理理解解解解をををを深深深深めめめめるるるるきっかけきっかけきっかけきっかけををををつつつつくる。くる。くる。くる。    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間        平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度～～～～    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体        豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

15151515,,,,910910910910千円千円千円千円（（（（地地地地方方方方創生推進交創生推進交創生推進交創生推進交付付付付金金金金    補補補補助助助助率率率率：：：：交交交交付付付付対対対対象額象額象額象額のののの 1111////2222））））                                                                                            
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担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【こども教育こども教育こども教育こども教育課課課課】】】】0796079607960796----23232323----1452145214521452    

【【【【コウノトリ共生コウノトリ共生コウノトリ共生コウノトリ共生課課課課】】】】0796079607960796----23232323----9017901790179017    

【【【【大交流大交流大交流大交流課課課課】】】】0796079607960796----21212121----9016901690169016    

【【【【エコバレー推進エコバレー推進エコバレー推進エコバレー推進課課課課】】】】0796079607960796----21212121----9024902490249024    
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№18 
地方は貧しくて、つまらない？地方は貧しくて、つまらない？地方は貧しくて、つまらない？地方は貧しくて、つまらない？    

～文化芸術創造交流事業～ 

28 年度 

予算額 
33,896 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

「「「「地地地地方方方方はははは貧貧貧貧しくて、しくて、しくて、しくて、つまらつまらつまらつまらないないないない」」」」といといといといううううイイイイメメメメージージージージからからからから脱却脱却脱却脱却すすすするたるたるたるためめめめ、文化芸術事、文化芸術事、文化芸術事、文化芸術事

業の業の業の業の連携連携連携連携及び事業を及び事業を及び事業を及び事業を通通通通じじじじたたたた多様多様多様多様なななな人人人人材材材材の交流や、の交流や、の交流や、の交流や、質質質質の高い文化芸術の高い文化芸術の高い文化芸術の高い文化芸術鑑鑑鑑鑑賞機会の賞機会の賞機会の賞機会の提供提供提供提供

にににによりよりよりより、市民が、市民が、市民が、市民が暮暮暮暮ららららしの豊しの豊しの豊しの豊かかかかさを実さを実さを実さを実感す感す感す感することをることをることをることを目指す目指す目指す目指す。。。。    

同同同同時に、市時に、市時に、市時に、市内内内内外に外に外に外に向け向け向け向けた情報た情報た情報た情報発信発信発信発信を行い、地を行い、地を行い、地を行い、地方方方方創生の実創生の実創生の実創生の実現現現現をををを目指す目指す目指す目指す。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    文化文化文化文化芸芸芸芸術術術術施設の施設の施設の施設の連携連携連携連携事業事業事業事業    

            （（（（仮称仮称仮称仮称））））「「「「2016201620162016 夏夏夏夏・・・・秋秋秋秋    ととととよよよよおおおおかかかかの文化芸術との新たな出会いの文化芸術との新たな出会いの文化芸術との新たな出会いの文化芸術との新たな出会い」」」」とととと題題題題し、し、し、し、7777 月月月月

からからからから 11111111月まで月まで月まで月までのののの期間期間期間期間、、、、多様多様多様多様な文化芸術事業をな文化芸術事業をな文化芸術事業をな文化芸術事業を提供す提供す提供す提供する。る。る。る。    

        アアアア    7777月月月月 22222222 日日日日    キックキックキックキックオオオオフイフイフイフイベベベベントのントのントのントの開催開催開催開催（（（（オオオオープープープープニニニニングシンポジウングシンポジウングシンポジウングシンポジウム含ム含ム含ム含むむむむ））））    

        イイイイ    文化芸術事業の文化芸術事業の文化芸術事業の文化芸術事業の開催開催開催開催、情報、情報、情報、情報発信発信発信発信    

⑵⑵⑵⑵    各各各各施設事業施設事業施設事業施設事業    

  ア おでかけ訪問コンサート（後期：（後期：（後期：（後期：10101010～～～～11111111月予月予月予月予定定定定））））／／／／豊岡市民会館豊岡市民会館豊岡市民会館豊岡市民会館    

イ 子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭～おんぷの祭典～（（（（11111111////8888～～～～13131313））））    

     ウ 演劇ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 関西人気劇作家と俳優たち×市民演劇（（（（7777////30303030、、、、31313131））））／／／／豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市

民民民民ﾌﾟﾗﾌﾟﾗﾌﾟﾗﾌﾟﾗｻﾞｻﾞｻﾞｻﾞ    

エ 劇団 CORPUSfromカナダ『ひつじ』豊岡公演とワークショップ（（（（9999////22222222））））    

オ ﾛﾗﾝ・ｺﾛﾝ with 青年団『キノサキノマトぺ』公演（（（（8888////12121212、、、、13131313 予予予予定定定定））））／／／／城崎城崎城崎城崎国国国国

際ｱ際ｱ際ｱ際ｱｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｰーーー    

        カカカカ    ﾄﾏﾄﾏﾄﾏﾄﾏ・・・・ｷﾗﾙﾃﾞｷﾗﾙﾃﾞｷﾗﾙﾃﾞｷﾗﾙﾃﾞ withwithwithwith ﾌﾞﾉﾜﾌﾞﾉﾜﾌﾞﾉﾜﾌﾞﾉﾜ・・・・ｶﾚｶﾚｶﾚｶﾚ、、、、河村達也河村達也河村達也河村達也（（（（青青青青年団）年団）年団）年団）『『『『montagne/montagne/montagne/montagne/山』公演山』公演山』公演山』公演（（（（9999////10101010、、、、

11111111予予予予定定定定））））    

キキキキ    てがてがてがてがみみみみ座『燦々座『燦々座『燦々座『燦々（（（（仮仮仮仮））））』公演』公演』公演』公演（（（（11111111////26262626、、、、27272727予予予予定定定定））））    

※上※上※上※上記記記記事業に、市事業に、市事業に、市事業に、市内内内内文化会館文化会館文化会館文化会館自自自自主主主主事業、出石事業、出石事業、出石事業、出石永永永永楽楽楽楽館の館の館の館の歌舞伎歌舞伎歌舞伎歌舞伎やややや狂言狂言狂言狂言、豊岡市、豊岡市、豊岡市、豊岡市美美美美術術術術

展展展展、、、、仲仲仲仲田田田田光成光成光成光成記記記記念念念念全全全全国か国か国か国かな書な書な書な書展展展展などの文化芸術事業をなどの文化芸術事業をなどの文化芸術事業をなどの文化芸術事業を加加加加えてえてえてえて発信予発信予発信予発信予定。定。定。定。    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算（３年間継続予（３年間継続予（３年間継続予（３年間継続予定定定定））））    

33333333,,,,896896896896千円千円千円千円    

４４４４    その他その他その他その他    

            城崎城崎城崎城崎国際ア国際ア国際ア国際アートセンターは、地ートセンターは、地ートセンターは、地ートセンターは、地方方方方創生創生創生創生でででで掲掲掲掲げげげげてててて

いる芸術文化にいる芸術文化にいる芸術文化にいる芸術文化によよよよるるるる国際的国際的国際的国際的戦略戦略戦略戦略拠拠拠拠点点点点となとなとなとなりりりり、、、、小小小小ささささ

なななな世世世世界界界界都都都都市の実市の実市の実市の実現現現現をををを目指す目指す目指す目指す。。。。    

    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課】】】】0796079607960796----23232323----1160116011601160    
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№19  
人々に夢と希望そして勇気を人々に夢と希望そして勇気を人々に夢と希望そして勇気を人々に夢と希望そして勇気を    

～植村直己冒険賞～ 

28 年度 

予算額 
9,596 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

世世世世界界界界的的的的な冒険な冒険な冒険な冒険家家家家・・・・故故故故植村直己植村直己植村直己植村直己氏氏氏氏のののの精神精神精神精神をををを継継継継承承承承し、し、し、し、人人人人々々々々にににに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望そそそそしてしてしてして勇勇勇勇気気気気をををを与与与与

えてくれた創造えてくれた創造えてくれた創造えてくれた創造的的的的な行動な行動な行動な行動（（（（業業業業績績績績））））ににににつつつついていていていて受賞受賞受賞受賞者者者者をををを選考選考選考選考・・・・発表発表発表発表し、し、し、し、授授授授賞賞賞賞式式式式やややや記記記記念念念念講講講講

演演演演会を行会を行会を行会を行うううう。。。。    

        賞創設賞創設賞創設賞創設後後後後 20202020 回目回目回目回目をををを迎迎迎迎え、このえ、このえ、このえ、この節節節節目目目目にににに歴歴歴歴代の受賞代の受賞代の受賞代の受賞者者者者を豊岡にを豊岡にを豊岡にを豊岡に招招招招きききき、、、、記記記記念念念念講演講演講演講演会や会や会や会や

市民市民市民市民参参参参加型加型加型加型の交流事業をの交流事業をの交流事業をの交流事業を通通通通しししし、冒険賞の、冒険賞の、冒険賞の、冒険賞の意意意意義義義義を広くを広くを広くを広くＰＲＰＲＰＲＰＲすすすする。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    内内内内        容容容容    

アアアア        2015201520152015「「「「植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞」」」」授授授授賞賞賞賞式式式式のののの開催開催開催開催    （６月）（６月）（６月）（６月）    

イイイイ    受賞受賞受賞受賞者者者者にににによよよよる市る市る市る市内小内小内小内小・中学生・中学生・中学生・中学生へへへへのののの講演講演講演講演会等会等会等会等（（（（交流事業交流事業交流事業交流事業））））の実の実の実の実施（施（施（施（秋秋秋秋））））    

ウウウウ    2016201620162016「「「「植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞」」」」受賞受賞受賞受賞者者者者のののの選考選考選考選考    

エエエエ    植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞 20202020 周周周周年年年年記記記記念念念念事業の事業の事業の事業の開催開催開催開催（（（（８８８８月）月）月）月）    

⑵⑵⑵⑵    事業期間事業期間事業期間事業期間    

            平平平平成成成成 28282828年度年度年度年度    

⑶⑶⑶⑶    事業主体事業主体事業主体事業主体    

            豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    

    

    

    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

9999,,,,596596596596千円千円千円千円    

４４４４    その他その他その他その他    

⑴⑴⑴⑴    植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞 22220000 周周周周年年年年記念記念記念記念事業事業事業事業    （予（予（予（予算額算額算額算額ののののうちうちうちうち 3333,,,,900900900900千円）千円）千円）千円）    

テテテテーマーマーマーマ    「「「「笑顔笑顔笑顔笑顔ででででチャチャチャチャレンジレンジレンジレンジ 2016201620162016（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」～～～～忘忘忘忘れないれないれないれない感感感感謝謝謝謝のののの心心心心～～～～    

日日日日    時時時時    ８８８８月月月月中中中中旬旬旬旬    

場場場場    所所所所    日高文化体育館、植村直己冒険館日高文化体育館、植村直己冒険館日高文化体育館、植村直己冒険館日高文化体育館、植村直己冒険館ほほほほかかかか    

内内内内    容容容容    歴歴歴歴代受賞代受賞代受賞代受賞者者者者にににによよよよるるるる記記記記念念念念講演講演講演講演会、交流イ会、交流イ会、交流イ会、交流イベベベベント等ント等ント等ント等    

    ⑵⑵⑵⑵    植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞（平（平（平（平成成成成８８８８年度年度年度年度創設創設創設創設））））    

2015201520152015「「「「植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞植村直己冒険賞」」」」でででで 20202020回目回目回目回目をををを迎迎迎迎ええええたたたた。。。。そそそそのののの間間間間 17171717人人人人とととと１１１１グループに本賞グループに本賞グループに本賞グループに本賞

を、を、を、を、３３３３人人人人とととと１１１１グループにグループにグループにグループに特特特特別賞を別賞を別賞を別賞を贈贈贈贈っっっったたたた。。。。    

    

担当課担当課担当課担当課名名名名【【【【生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課    植村直己冒険館植村直己冒険館植村直己冒険館植村直己冒険館】】】】0796079607960796----23232323----0341034103410341    

 

 

 

2013201320132013「植村直己冒険賞」授賞式「植村直己冒険賞」授賞式「植村直己冒険賞」授賞式「植村直己冒険賞」授賞式    

受賞者による小学校出前授業受賞者による小学校出前授業受賞者による小学校出前授業受賞者による小学校出前授業    
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№20 
祝！開館２０周年 

～日本・モンゴル民族博物館事業～ 

28 年度 

予算額 
4,404 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

日本日本日本日本・モンゴル民族博物館は、モンゴルに・モンゴル民族博物館は、モンゴルに・モンゴル民族博物館は、モンゴルに・モンゴル民族博物館は、モンゴルに特特特特化した化した化した化した国内で国内で国内で国内でももももままままれなれなれなれな施施施施設。設。設。設。今年で今年で今年で今年で

開開開開館館館館 20202020 周周周周年年年年のののの節節節節目目目目を市民のを市民のを市民のを市民の皆皆皆皆ささささんんんんとともにとともにとともにとともに祝祝祝祝うううう記記記記念念念念行事を行事を行事を行事を開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

「「「「日本にお日本にお日本にお日本におけけけけるモンゴル文化の交流るモンゴル文化の交流るモンゴル文化の交流るモンゴル文化の交流拠拠拠拠点点点点」」」」ととととしてしてしてして、モンゴルが、モンゴルが、モンゴルが、モンゴルが普普普普遍遍遍遍的的的的な文化としな文化としな文化としな文化とし

て地域に浸て地域に浸て地域に浸て地域に浸透透透透しししし、、、、ままままた、た、た、た、在在在在日モンゴルの日モンゴルの日モンゴルの日モンゴルの方方方方々々々々にはにはにはには祖祖祖祖国国国国をををを誇誇誇誇りりりりに想いに想いに想いに想い心心心心のののの拠拠拠拠りりりり所とな所とな所とな所とな

るるるるようようようよう、この博物館の、この博物館の、この博物館の、この博物館のあり方あり方あり方あり方ににににつつつついていていていてあらあらあらあらたたたためめめめてててて考考考考える機会とえる機会とえる機会とえる機会とすすすする。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    博物館博物館博物館博物館自主事業自主事業自主事業自主事業    

アアアア    企企企企画画画画展展展展のののの開催開催開催開催    

((((ｱｱｱｱ))))    第第第第 70707070回回回回「「「「満州『満州『満州『満州『大大大大兵庫兵庫兵庫兵庫開拓団開拓団開拓団開拓団』』』』と高と高と高と高橋橋橋橋村村村村」」」」    

((((ｲｲｲｲ))))    第第第第 71717171回回回回「「「「昭和昭和昭和昭和の大合の大合の大合の大合併併併併～村～村～村～村からからからから町町町町へへへへ～～～～」」」」    

イイイイ    夏夏夏夏休み休み休み休み博物館博物館博物館博物館教室、や教室、や教室、や教室、やききききもの体験教室、もの体験教室、もの体験教室、もの体験教室、雛雛雛雛まつりまつりまつりまつり            

行事などの行事などの行事などの行事などの開催開催開催開催    

ウウウウ    地地地地元元元元行事、行事、行事、行事、在在在在日モンゴリ日モンゴリ日モンゴリ日モンゴリアアアアンインインインイベベベベントントントント「「「「2016201620162016 ハワハワハワハワ

リンバリンバリンバリンバヤヤヤヤルルルル」」」」（（（（東東東東京京京京））））などなどなどなどへへへへの出の出の出の出展展展展参参参参加加加加    

⑵⑵⑵⑵    開開開開館館館館 22220000 周周周周年年年年記念記念記念記念フォーフォーフォーフォーララララムの開催ムの開催ムの開催ムの開催    

アアアア    期期期期日日日日    平平平平成成成成 28282828年年年年 10101010月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））    

イイイイ    場所場所場所場所    但東市民但東市民但東市民但東市民ホホホホールールールール    

ウウウウ    内内内内容容容容    ((((ｱｱｱｱ))))    新たなモンゴル文化の交流新たなモンゴル文化の交流新たなモンゴル文化の交流新たなモンゴル文化の交流拠拠拠拠点点点点、博物館の、博物館の、博物館の、博物館のあり方あり方あり方あり方や地域や地域や地域や地域づづづづくくくくりりりり

をををを考考考考えるシンポジウえるシンポジウえるシンポジウえるシンポジウムムムムのののの開催開催開催開催    

((((ｲｲｲｲ))))    交流事交流事交流事交流事例例例例発表発表発表発表、、、、基調基調基調基調講演講演講演講演やややや提提提提言言言言    などなどなどなど    

エエエエ    特特特特別別別別招聘招聘招聘招聘    SSSS....フレルバータルフレルバータルフレルバータルフレルバータル駐駐駐駐日モンゴル日モンゴル日モンゴル日モンゴル国国国国特特特特命命命命全全全全権権権権大大大大使使使使閣閣閣閣下下下下    

        SSSS....デムデムデムデムベベベベレルレルレルレル氏氏氏氏（（（（モンゴル豊岡シルクロードモンゴル豊岡シルクロードモンゴル豊岡シルクロードモンゴル豊岡シルクロード友好友好友好友好協協協協副副副副会会会会長長長長））））ほほほほかかかか    

オオオオ    参参参参加予加予加予加予定定定定    関西関西関西関西地地地地方で方で方で方でモンゴルモンゴルモンゴルモンゴル国国国国ととととつつつつながながながながりりりりをををを持つ持つ持つ持つ個個個個人人人人・・・・団団団団体の代体の代体の代体の代表者表者表者表者ほほほほかかかか    

⑶⑶⑶⑶    開開開開館館館館 22220000 周周周周年地域共催イベント「し年地域共催イベント「し年地域共催イベント「し年地域共催イベント「しぼぼぼぼ・モン・モン・モン・モンゴゴゴゴルルルル宝まつり宝まつり宝まつり宝まつり（（（（仮仮仮仮）」の開催）」の開催）」の開催）」の開催    

アアアア    期期期期日日日日    平平平平成成成成 28282828年年年年 11111111月５月５月５月５日日日日（（（（土土土土））））～～～～６６６６日日日日（（（（日日日日））））    

イイイイ    場所場所場所場所    日本・モンゴル民族博物日本・モンゴル民族博物日本・モンゴル民族博物日本・モンゴル民族博物館及び館及び館及び館及び周周周周辺辺辺辺    

ウウウウ    内内内内容容容容    関西在関西在関西在関西在住の住の住の住の在在在在日モンゴルの日モンゴルの日モンゴルの日モンゴルの方方方方々々々々やややや留留留留学生を学生を学生を学生を招招招招きききき、地域との共、地域との共、地域との共、地域との共催催催催にににによよよよるるるる    

行事行事行事行事（（（（例例例例年年年年開催開催開催開催の地の地の地の地元元元元イイイイベベベベントントントントでででで民族民族民族民族音音音音楽楽楽楽会や各種体験教室、会や各種体験教室、会や各種体験教室、会や各種体験教室、関関関関係展係展係展係展示示示示

などなどなどなど）で）で）で）でささささままままざざざざままままな交流をな交流をな交流をな交流を行行行行うううう。。。。    

⑷⑷⑷⑷    その他その他その他その他    

博物館博物館博物館博物館近近近近隣隣隣隣でででで例例例例年年年年開催開催開催開催ののののチュチュチュチューリップーリップーリップーリップまつりまつりまつりまつり、但東町、但東町、但東町、但東町相相相相田田田田・安・安・安・安国国国国寺寺寺寺のドウのドウのドウのドウダダダダ

ンンンンツツツツツツツツジ、ジ、ジ、ジ、七七七七夕夕夕夕ややややひひひひなななな祭祭祭祭りりりりなどになどになどになどに併併併併せせせせてててて開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

開開開開館館館館 20202020 周周周周年年年年記記記記念念念念とととと銘打銘打銘打銘打ち通年ち通年ち通年ち通年イイイイベベベベントとして、ントとして、ントとして、ントとして、馬馬馬馬頭琴頭琴頭琴頭琴ややややホホホホーミーなど民族ーミーなど民族ーミーなど民族ーミーなど民族

音音音音楽楽楽楽コンサートもコンサートもコンサートもコンサートも一一一一体体体体的的的的にににに開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課    日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館日本・モンゴル民族博物館】】】】0796079607960796----56565656----1000100010001000 
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№21 
芸術文化による豊かな生活を実現芸術文化による豊かな生活を実現芸術文化による豊かな生活を実現芸術文化による豊かな生活を実現    

～芸術文化情報発信事業～ 

28 年度 

予算額 
1,697 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

        芸術文化に芸術文化に芸術文化に芸術文化によよよよるるるる「「「「豊豊豊豊かかかかな生活な生活な生活な生活」」」」を実を実を実を実現す現す現す現するたるたるたるためめめめ、市民、市民、市民、市民へへへへの情報の情報の情報の情報提供提供提供提供のののの充充充充実、さ実、さ実、さ実、さまままま

ざざざざままままなななな年年年年齢層齢層齢層齢層でででで参参参参加加加加可能可能可能可能なプログラなプログラなプログラなプログラムムムムの実の実の実の実施施施施等を等を等を等を図図図図る。る。る。る。そそそそれにれにれにれによよよよりりりり、市民が、市民が、市民が、市民が暮暮暮暮ららららしししし

の豊の豊の豊の豊かかかかさを実さを実さを実さを実感す感す感す感するとともに、豊岡るとともに、豊岡るとともに、豊岡るとともに、豊岡でででで暮暮暮暮らすらすらすらすことのことのことのことの喜喜喜喜びを見いびを見いびを見いびを見いだだだだすすすすことがことがことがことができできできできるるるる魅魅魅魅

力あ力あ力あ力あふれるふれるふれるふれる社社社社会の実会の実会の実会の実現現現現をををを目指す目指す目指す目指す。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    ゼゼゼゼロロロロかかかから学ら学ら学ら学ぶパぶパぶパぶパフォーフォーフォーフォーミミミミング・アーツング・アーツング・アーツング・アーツ入門入門入門入門 2222016016016016（（（（仮仮仮仮））））    

平平平平成成成成 27272727年度年度年度年度に、城崎に、城崎に、城崎に、城崎国際ア国際ア国際ア国際アートセンターートセンターートセンターートセンターでででで実実実実施施施施したしたしたしたパパパパフフフフォォォォ

ーーーー                        ミング・ミング・ミング・ミング・アアアアーーーーツツツツ入入入入門門門門の市民の市民の市民の市民講講講講座座座座をををを更更更更にににに充充充充実さ実さ実さ実させせせせ

る。る。る。る。    

芸術と芸術と芸術と芸術と社社社社会を結び会を結び会を結び会を結び付付付付けけけけるるるる取組み取組み取組み取組みを実を実を実を実践践践践すすすするるるる専門専門専門専門家家家家をををを講講講講師師師師とととと

してしてしてして招招招招くなどくなどくなどくなど、、、、シリーシリーシリーシリーズズズズでででで開催開催開催開催すすすする。る。る。る。    

⑵⑵⑵⑵    国際文化交流国際文化交流国際文化交流国際文化交流プログプログプログプログララララムムムム    

カナカナカナカナダダダダ・・・・ビビビビクトリクトリクトリクトリアアアア大学大学大学大学でででで日本日本日本日本語語語語を学を学を学を学ぶぶぶぶ学生た学生た学生た学生たちちちちが、が、が、が、アアアアートートートート        

センターにセンターにセンターにセンターに滞滞滞滞在在在在し、し、し、し、演演演演劇劇劇劇的的的的手手手手法法法法を活用したワークショップなどを活用したワークショップなどを活用したワークショップなどを活用したワークショップなど

をををを通通通通して、実して、実して、実して、実践践践践的的的的な日本な日本な日本な日本語語語語を学を学を学を学ぶぶぶぶ。。。。    

滞滞滞滞在期間在期間在期間在期間中、城崎中、城崎中、城崎中、城崎温泉街温泉街温泉街温泉街ででででの就業体験やの就業体験やの就業体験やの就業体験や一一一一般家般家般家般家庭庭庭庭ででででののののホホホホーーーームムムム

スススステテテテイを行イを行イを行イを行ううううほほほほかかかか、市、市、市、市内内内内のののの小小小小学学学学校校校校に出に出に出に出向き向き向き向き、子どもた、子どもた、子どもた、子どもたちちちちに外に外に外に外国国国国

人人人人とのコミとのコミとのコミとのコミュュュュニケニケニケニケーションの機会をーションの機会をーションの機会をーションの機会を提供す提供す提供す提供するなど、地域住民とるなど、地域住民とるなど、地域住民とるなど、地域住民と

の交流をの交流をの交流をの交流を通通通通してしてしてして国際国際国際国際文化交流を文化交流を文化交流を文化交流を図図図図る。る。る。る。    

    ⑶⑶⑶⑶    学学学学校校校校へのアーティスト特へのアーティスト特へのアーティスト特へのアーティスト特別派遣別派遣別派遣別派遣    

アアアアートセンターートセンターートセンターートセンターでででで滞滞滞滞在在在在制作を行制作を行制作を行制作を行っっっっているているているているアアアアーーーーティティティティストが、市ストが、市ストが、市ストが、市        

内小内小内小内小・中学・中学・中学・中学校校校校でででで、、、、ダダダダンスのンスのンスのンスの特特特特別別別別授授授授業を実業を実業を実業を実施す施す施す施する。る。る。る。    

    ⑷⑷⑷⑷    インインインインタタタターンシップーンシップーンシップーンシップ受入受入受入受入    

            アアアアートマートマートマートマネネネネージージージージメメメメントをントをントをントを専専専専攻攻攻攻すすすする大学生をる大学生をる大学生をる大学生を対対対対象象象象に、に、に、に、アアアアートセートセートセートセ

ンターンターンターンターでででで、、、、アアアアートコーートコーートコーートコーディネディネディネディネート業ート業ート業ート業務務務務等を実等を実等を実等を実践践践践的的的的に学に学に学に学ぶぶぶぶ機会を機会を機会を機会を

提供す提供す提供す提供する。る。る。る。    

⑸⑸⑸⑸    文化文化文化文化・芸・芸・芸・芸術術術術情報情報情報情報放送放送放送放送    

    文化・芸術全文化・芸術全文化・芸術全文化・芸術全般般般般にににに係係係係る情報を、る情報を、る情報を、る情報を、ＦＦＦＦＭジＭジＭジＭジャャャャングルをングルをングルをングルを通通通通じじじじて、市民て、市民て、市民て、市民へ提供すへ提供すへ提供すへ提供する。る。る。る。    

    

   

    担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【大交流課大交流課大交流課大交流課】】】】0796079607960796----21212121----9016901690169016 
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№22  
地域の特色を地域の特色を地域の特色を地域の特色を生生生生かしかしかしかし城崎を城崎を城崎を城崎を活性化活性化活性化活性化    

～城崎振興局プロジェクトの推進～ 

28 年度 

予算額 
8,271 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）        

        城崎地域城崎地域城崎地域城崎地域ででででは観光事業のは観光事業のは観光事業のは観光事業の繁忙繁忙繁忙繁忙期期期期とととと閑散閑散閑散閑散期期期期でででで観光観光観光観光客客客客の入の入の入の入込み込み込み込み差差差差が大が大が大が大ききききく、く、く、く、旅旅旅旅館など館など館など館など

でででではははは通年通年通年通年のののの雇雇雇雇用が難しい用が難しい用が難しい用が難しい状状状状況況況況となとなとなとなっっっっている。ている。ている。ている。    

        城崎城崎城崎城崎温泉夢花火温泉夢花火温泉夢花火温泉夢花火等の等の等の等の閑散閑散閑散閑散期期期期の観光の観光の観光の観光客客客客増増増増加加加加ににににつつつつながる事業の支援にながる事業の支援にながる事業の支援にながる事業の支援によりよりよりより、、、、年間年間年間年間をををを通通通通

じじじじて安定したて安定したて安定したて安定した雇雇雇雇用用用用環境環境環境環境を創出を創出を創出を創出すすすする。る。る。る。ままままた、城崎た、城崎た、城崎た、城崎ヤヤヤヤングワーングワーングワーングワーカカカカーーーー魅力ア魅力ア魅力ア魅力アップップップップ調査調査調査調査事業事業事業事業

にににによよよよるるるる若若若若者者者者の就の就の就の就労労労労にににに関す関す関す関するるるる調査研究調査研究調査研究調査研究を実を実を実を実施施施施し、し、し、し、正正正正規規規規でででで働働働働くくくく若若若若いいいい人人人人を増やを増やを増やを増やすすすす。。。。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    城崎温泉夢花火城崎温泉夢花火城崎温泉夢花火城崎温泉夢花火事業事業事業事業（継続）    

        アアアア    内内内内容容容容    夏季夏季夏季夏季（（（（夏夏夏夏休み期間休み期間休み期間休み期間中の中の中の中の平平平平日日日日））））の観光の観光の観光の観光客客客客増増増増加加加加をををを目指目指目指目指しししし、、、、夢花火夢花火夢花火夢花火をををを上上上上げげげげる。る。る。る。    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    12121212,,,,000000000000千円（千円（千円（千円（市市市市補補補補助助助助金金金金    6666,,,,000000000000千円）千円）千円）千円）    

        ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    城崎城崎城崎城崎温泉温泉温泉温泉観光観光観光観光協協協協会会会会    

    ⑵⑵⑵⑵    コウコウコウコウノノノノトリトリトリトリチャレチャレチャレチャレンンンンジラジラジラジライイイイドドドド事業事業事業事業（継続）    

        アアアア    内内内内容容容容    ９９９９月上月上月上月上旬旬旬旬に城崎をスタート、ゴールとした全市に城崎をスタート、ゴールとした全市に城崎をスタート、ゴールとした全市に城崎をスタート、ゴールとした全市    

域を域を域を域を回回回回るるるる自自自自転転転転車車車車イイイイベベベベントントントントをををを実実実実施施施施すすすする。る。る。る。    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    11111111,,,,400400400400千円（千円（千円（千円（市市市市補補補補助助助助金金金金    800800800800千円）千円）千円）千円）    

        ウウウウ    事事事事業業業業主主主主体体体体    山陰山陰山陰山陰海海海海岸岸岸岸ジジジジオオオオパパパパークコウノトリークコウノトリークコウノトリークコウノトリ    

チャチャチャチャレンジライドレンジライドレンジライドレンジライド    inininin    但但但但馬馬馬馬    実行実行実行実行委員委員委員委員会会会会    

⑶⑶⑶⑶    ヤヤヤヤングワーカーングワーカーングワーカーングワーカー魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップ調査調査調査調査事業事業事業事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    若若若若者者者者の就の就の就の就労労労労にににに関す関す関す関するるるる調査研究調査研究調査研究調査研究等等等等をををを実実実実施施施施すすすする。る。る。る。    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    300300300300千円（千円（千円（千円（市市市市補補補補助助助助金金金金    150150150150千円）千円）千円）千円）    

        エエエエ    事業事業事業事業主主主主体体体体    城崎城崎城崎城崎温泉温泉温泉温泉旅旅旅旅館館館館協同組協同組協同組協同組合合合合    （（（（仮称仮称仮称仮称）雇）雇）雇）雇用用用用対策検討委員対策検討委員対策検討委員対策検討委員会会会会    

⑷⑷⑷⑷    柳並木柳並木柳並木柳並木整備事業整備事業整備事業整備事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    大大大大谿川谿川谿川谿川沿沿沿沿いのいのいのいの柳並木柳並木柳並木柳並木のののの老木老木老木老木、、、、劣勢木劣勢木劣勢木劣勢木を植を植を植を植替替替替え、え、え、え、景景景景観を観を観を観を維維維維持す持す持す持するるるる。。。。    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,121121121121千円千円千円千円    

        ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

                

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【城崎振興局城崎振興局城崎振興局城崎振興局    地域振興課地域振興課地域振興課地域振興課】】】】0000796796796796----21212121----9065906590659065    
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№23 
地域の特色を地域の特色を地域の特色を地域の特色を生生生生かしかしかしかし竹野を竹野を竹野を竹野を活性化活性化活性化活性化    

～竹野振興局プロジェクトの推進～ 

28 年度 

予算額 
13,442 千円 

新規 

拡大 

継続 

 

１ 事業目的（趣旨） 

        「「「「竹野の竹野の竹野の竹野の海海海海・・・・山山山山・・・・川川川川と共生してと共生してと共生してと共生して暮暮暮暮らすらすらすらす若若若若者者者者が増えているが増えているが増えているが増えている」」」」を戦略を戦略を戦略を戦略目的目的目的目的とし、とし、とし、とし、仕仕仕仕事事事事

づづづづくくくくりりりり、地域の、地域の、地域の、地域の魅力づ魅力づ魅力づ魅力づくくくくりりりり、情報、情報、情報、情報発信発信発信発信、、、、次世次世次世次世代教育など、地域の代教育など、地域の代教育など、地域の代教育など、地域の特特特特色色色色をををを生生生生かかかかしたしたしたした事事事事

業を推進し、業を推進し、業を推進し、業を推進し、人人人人口減少口減少口減少口減少のののの緩和緩和緩和緩和と地域振興をと地域振興をと地域振興をと地域振興を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

    ⑴⑴⑴⑴    竹野竹野竹野竹野地域地域地域地域第一次産第一次産第一次産第一次産業業業業就労就労就労就労支援モ支援モ支援モ支援モデデデデル事業ル事業ル事業ル事業（新規）    

アアアア    内内内内容容容容    農業の新規就農業の新規就農業の新規就農業の新規就労労労労者（者（者（者（兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家））））の育成支援の育成支援の育成支援の育成支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    900900900900千円（３年間千円（３年間千円（３年間千円（３年間限限限限定定定定））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    竹野地域就農竹野地域就農竹野地域就農竹野地域就農者者者者育成グループ育成グループ育成グループ育成グループ    

    ⑵⑵⑵⑵    地域情報発信事業地域情報発信事業地域情報発信事業地域情報発信事業（継続）    

        アアアア    内内内内容容容容    マスコミ等マスコミ等マスコミ等マスコミ等へへへへの情報の情報の情報の情報提供提供提供提供及び情報及び情報及び情報及び情報発信発信発信発信にににに対す対す対す対する支援る支援る支援る支援    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,500500500500千円（千円（千円（千円（補補補補助助助助率率率率1111////2222））））    

        ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    たたたたけけけけの観光の観光の観光の観光協協協協会、会、会、会、株株株株式式式式会会会会社社社社北北北北前前前前館館館館    

    ⑶⑶⑶⑶    海上海上海上海上アスアスアスアスレチレチレチレチック整備事業ック整備事業ック整備事業ック整備事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    海海海海水水水水浴浴浴浴場の新しい場の新しい場の新しい場の新しい魅力づ魅力づ魅力づ魅力づくくくくりりりりとして、として、として、として、海海海海上ア上ア上ア上アスレスレスレスレチチチチック整備の支援ック整備の支援ック整備の支援ック整備の支援    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    3333,,,,000000000000千円（千円（千円（千円（補補補補助助助助率率率率1111////2222））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    たたたたけけけけの観光の観光の観光の観光協協協協会会会会    

    ⑷⑷⑷⑷    地域学習推進事業地域学習推進事業地域学習推進事業地域学習推進事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    小小小小中学中学中学中学校校校校をををを対対対対象象象象にした地域学習の実にした地域学習の実にした地域学習の実にした地域学習の実施施施施    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    400400400400千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    ⑸⑸⑸⑸    芸芸芸芸術交流術交流術交流術交流事業事業事業事業（新規） 

        アアアア    内内内内容容容容    芸術芸術芸術芸術家家家家へ宿泊へ宿泊へ宿泊へ宿泊場所の場所の場所の場所の提供提供提供提供    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    240240240240千円（千円（千円（千円（補補補補助助助助率率率率10101010////10101010））））    

        ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    桑桑桑桑野本地域活野本地域活野本地域活野本地域活性性性性化化化化委員委員委員委員会会会会    

    ⑹⑹⑹⑹    三原谷三原谷三原谷三原谷のののの川川川川のののの風まつり風まつり風まつり風まつり事業事業事業事業（継続）    

        アアアア    内内内内容容容容    イラストレーター、イラストレーター、イラストレーター、イラストレーター、映像映像映像映像作作作作家家家家、、、、音音音音楽家楽家楽家楽家等に等に等に等によよよよるイるイるイるイベベベベントントントントへへへへの支援の支援の支援の支援    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,200200200200千円（千円（千円（千円（補補補補助助助助率率率率1111////2222））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    三原谷三原谷三原谷三原谷のののの川川川川の風の風の風の風まつりまつりまつりまつり実行実行実行実行委員委員委員委員会会会会    

    ⑺⑺⑺⑺    旧大森小旧大森小旧大森小旧大森小学学学学校修繕校修繕校修繕校修繕事業事業事業事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    旧大旧大旧大旧大森森森森小小小小学学学学校校校校のののの校校校校舎舎舎舎、体育館の、体育館の、体育館の、体育館の雨漏雨漏雨漏雨漏りりりり等の等の等の等の修修修修繕繕繕繕    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    3333,,,,500500500500千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体：：：：豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    ⑻⑻⑻⑻    ままままちなみちなみちなみちなみ景観調査景観調査景観調査景観調査事業事業事業事業（継続）    

        アアアア    内内内内容容容容    焼焼焼焼きききき杉板杉板杉板杉板の町の町の町の町並並並並みみみみの学術の学術の学術の学術的調査的調査的調査的調査の実の実の実の実

施施施施    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,502502502502千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    
竹竹竹竹竹竹竹竹野野野野野野野野浜浜浜浜浜浜浜浜        焼焼焼焼焼焼焼焼きききききききき杉杉杉杉杉杉杉杉板板板板板板板板のののののののの町町町町町町町町並並並並並並並並みみみみみみみみ        
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    ⑼⑼⑼⑼    体験プログ体験プログ体験プログ体験プログララララム支援事業ム支援事業ム支援事業ム支援事業（新規）    

        アアアア    内内内内容容容容    自自自自然然然然学学学学校校校校体験用キ体験用キ体験用キ体験用キャャャャンプンプンプンプ資資資資機機機機材材材材、石、石、石、石窯窯窯窯等の整備に等の整備に等の整備に等の整備に対す対す対す対する支援る支援る支援る支援    

        イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,000000000000千円（千円（千円（千円（補補補補助助助助率率率率1111////2222））））    

        ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    たたたたけけけけの観光の観光の観光の観光協協協協会会会会    

    

    

担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【竹野振興局竹野振興局竹野振興局竹野振興局    地域振興課地域振興課地域振興課地域振興課】】】】0796079607960796----21212121----9073907390739073    
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№24 
地域の特色を地域の特色を地域の特色を地域の特色を生生生生かしかしかしかし日高を日高を日高を日高を活性化活性化活性化活性化    

～日高振興局プロジェクトの推進～    

28 年度 

予算額 
4,380 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

事業事業事業事業目的目的目的目的をををを「「「「人人人人口減少口減少口減少口減少のののの緩和緩和緩和緩和」」」」、戦略、戦略、戦略、戦略目的目的目的目的をををを「「「「日高日高日高日高でででで暮暮暮暮らすらすらすらす若若若若いいいい人人人人が増えているが増えているが増えているが増えている」」」」

とし、とし、とし、とし、商売商売商売商売人人人人のののの育成、育成、育成、育成、空空空空きききき民民民民宿宿宿宿等等等等のののの活用、地域活用、地域活用、地域活用、地域特特特特産物の産物の産物の産物の商商商商品化、地域の品化、地域の品化、地域の品化、地域の食材食材食材食材をををを使使使使

用した用した用した用した競競競競技技技技者へ者へ者へ者へのののの食食食食事事事事提供提供提供提供、、、、先先先先輩輩輩輩に学に学に学に学ぶぶぶぶなどの事業をなどの事業をなどの事業をなどの事業を展開展開展開展開し、し、し、し、雇雇雇雇用の創出、用の創出、用の創出、用の創出、UUUUIJIJIJIJ

ターンの促進をターンの促進をターンの促進をターンの促進を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    商売商売商売商売人育成推進事業人育成推進事業人育成推進事業人育成推進事業    

アアアア    内内内内容容容容    起起起起業を業を業を業を目指す者目指す者目指す者目指す者に、に、に、に、販売販売販売販売場所と機会を場所と機会を場所と機会を場所と機会を提供す提供す提供す提供するるるるチャチャチャチャレンジショップ事レンジショップ事レンジショップ事レンジショップ事

業業業業にににに対す対す対す対するるるる支援支援支援支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    200200200200千円千円千円千円（（（（市市市市補補補補助助助助率率率率：：：：1111////4444））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市商商商商工工工工会日高支会日高支会日高支会日高支部部部部    

⑵⑵⑵⑵    空き空き空き空き民民民民宿宿宿宿等活用促進事業等活用促進事業等活用促進事業等活用促進事業    

        アアアア    内内内内容容容容    神鍋神鍋神鍋神鍋地域の地域の地域の地域の空空空空きききき民民民民宿宿宿宿等の実態等の実態等の実態等の実態調査調査調査調査    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    1111,,,,900900900900千円千円千円千円（（（（市市市市補補補補助助助助率率率率：：：：10101010////10101010））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    日高日高日高日高神鍋神鍋神鍋神鍋観光観光観光観光協協協協会会会会    

⑶⑶⑶⑶    日高日高日高日高地域特地域特地域特地域特産物商産物商産物商産物商品品品品化化化化モモモモデデデデルルルル事業事業事業事業    

        アアアア    内内内内容容容容    神鍋神鍋神鍋神鍋の高の高の高の高原原原原キキキキャベツャベツャベツャベツなど日高のなど日高のなど日高のなど日高の特特特特産物を産物を産物を産物を使っ使っ使っ使った新た新た新た新商商商商品品品品開開開開発発発発、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓

（（（（補補補補助助助助率率率率    2222////3333    上上上上限限限限 500500500500千円）千円）千円）千円）及び及び及び及び加工加工加工加工機機機機械械械械等の整備等の整備等の整備等の整備（（（（補補補補助助助助率率率率    1111////2222    

上上上上限限限限 500500500500千円）千円）千円）千円）支援支援支援支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    1111,,,,000000000000千円千円千円千円（（（（市市市市補補補補助助助助率率率率：：：：2222////3333、、、、1111////2222））））            

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    農林農林農林農林漁漁漁漁業業業業者者者者又又又又はははは商商商商品品品品開開開開発発発発等を行等を行等を行等を行うううう団団団団体体体体            

    

神鍋神鍋神鍋神鍋の高の高の高の高原原原原野野野野菜菜菜菜をををを使使使使用した用した用した用した既存既存既存既存商商商商品品品品    

    

                    

    

    

    

    

    

キキキキャベツチャベツチャベツチャベツチップスップスップスップス                                キキキキムムムムチチチチ((((キャベツ、大根、ねぎ、白菜キャベツ、大根、ねぎ、白菜キャベツ、大根、ねぎ、白菜キャベツ、大根、ねぎ、白菜))))                                            

    

    ⑷⑷⑷⑷    神鍋神鍋神鍋神鍋アスリートアスリートアスリートアスリート食食食食「ハートフル「ハートフル「ハートフル「ハートフル食食食食」推進事業」推進事業」推進事業」推進事業    

        アアアア    内内内内容容容容    競競競競技技技技者者者者のたのたのたのためめめめののののアアアアスリートスリートスリートスリート食「食「食「食「ハートフルハートフルハートフルハートフル食」食」食」食」のののの認認認認定定定定件件件件数数数数を増やを増やを増やを増やすすすす講講講講

習会等習会等習会等習会等へへへへの支援、合の支援、合の支援、合の支援、合宿宿宿宿誘誘誘誘致致致致等の等の等の等の PRPRPRPR 活動支援活動支援活動支援活動支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    1111,,,,000000000000千円千円千円千円（（（（市市市市補補補補助助助助率率率率：：：：1111////2222））））    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    神鍋神鍋神鍋神鍋ハートフルハートフルハートフルハートフル食食食食プロジェクト実行プロジェクト実行プロジェクト実行プロジェクト実行委員委員委員委員会会会会    
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献献献献    立立立立    例例例例：一：一：一：一般般般般成成成成人ア人ア人ア人アスリートスリートスリートスリート食食食食    

                    大会大会大会大会前前前前日日日日    夕夕夕夕食食食食                                大会大会大会大会終終終終了了了了後後後後((((疲疲疲疲労労労労回回回回復復復復))))    夕夕夕夕食食食食    

    

⑸⑸⑸⑸    日高日高日高日高地域の地域の地域の地域の先輩先輩先輩先輩に学に学に学に学ぶ授ぶ授ぶ授ぶ授業業業業    

    アアアア    内内内内容容容容    日高地域日高地域日高地域日高地域でででで仕仕仕仕事などに活事などに活事などに活事などに活躍躍躍躍しているしているしているしている若若若若手が手が手が手が講講講講師師師師となとなとなとなっっっって、中学生にて、中学生にて、中学生にて、中学生に対対対対

して体験して体験して体験して体験談談談談や、や、や、や、考考考考ええええ方方方方をををを伝伝伝伝えるえるえるえる授授授授業を実業を実業を実業を実施施施施    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    80808080千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

⑹⑹⑹⑹    事業推進費事業推進費事業推進費事業推進費    

200200200200千円千円千円千円((((事事事事務務務務費費費費))))    

２２２２    事業期間事業期間事業期間事業期間    

平平平平成成成成 28282828度度度度～～～～    

                                                                                                                    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

4444,,,,380380380380千円千円千円千円    

    

 

 

 

 

 

 

                          

 

            担当担当担当担当部署部署部署部署名名名名【【【【日高振興局日高振興局日高振興局日高振興局    地域振興課地域振興課地域振興課地域振興課】】】】0796079607960796----21212121----9056905690569056    
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№25  
地域の特色を地域の特色を地域の特色を地域の特色を生生生生かしかしかしかし出石を出石を出石を出石を活性化活性化活性化活性化    

～出石振興局プロジェクトの推進～    

28 年度 

予算額 
10,286 千円 

新規  

拡大 

継続 

    

１１１１    事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）事業目的（趣旨）    

        人人人人口減少口減少口減少口減少対策対策対策対策として、戦略として、戦略として、戦略として、戦略目的目的目的目的をををを「楽「楽「楽「楽ししししんんんんでででで出石に出石に出石に出石に暮暮暮暮らすらすらすらす若若若若者者者者が増えているが増えているが増えているが増えている」」」」とととと

掲掲掲掲げげげげ、観光、観光、観光、観光環境環境環境環境整備、出石整備、出石整備、出石整備、出石焼焼焼焼振興、振興、振興、振興、空空空空きききき家家家家活用事業を実活用事業を実活用事業を実活用事業を実施施施施し、し、し、し、雇雇雇雇用の創出、用の創出、用の創出、用の創出、起起起起業の業の業の業の

活活活活性性性性化、化、化、化、ＵＩＪＵＩＪＵＩＪＵＩＪターン促進にターン促進にターン促進にターン促進によりよりよりより定住増を定住増を定住増を定住増を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴        辰鼓楼周辺辰鼓楼周辺辰鼓楼周辺辰鼓楼周辺整備事業整備事業整備事業整備事業    

アアアア    内内内内容容容容        辰鼓楼辰鼓楼辰鼓楼辰鼓楼周周周周辺辺辺辺のおのおのおのお堀堀堀堀にににに曝曝曝曝気気気気装装装装置を設置し、水置を設置し、水置を設置し、水置を設置し、水質浄質浄質浄質浄化化化化剤剤剤剤のののの投投投投入にて、水入にて、水入にて、水入にて、水質質質質

環境環境環境環境のののの改改改改善善善善を行を行を行を行うううう。。。。    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    4444,,,,500500500500千千千千円円円円            

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

⑵⑵⑵⑵        出出出出石焼宣伝石焼宣伝石焼宣伝石焼宣伝活活活活動動動動事業事業事業事業    

アアアア    内内内内容容容容        東東東東京京京京のののの青山青山青山青山スクエスクエスクエスクエアアアアに出石に出石に出石に出石焼焼焼焼を出を出を出を出展展展展し、制作実し、制作実し、制作実し、制作実演演演演も行も行も行も行うううう。。。。    

国内国内国内国内及び外及び外及び外及び外国人へ国人へ国人へ国人へ出石出石出石出石焼焼焼焼を広くを広くを広くを広く宣宣宣宣伝伝伝伝すすすするたるたるたるためめめめ、、、、ホホホホーーーームムムムペペペページのージのージのージの開開開開設、設、設、設、

宣宣宣宣伝伝伝伝広広広広告告告告物の作成等を行い、出石物の作成等を行い、出石物の作成等を行い、出石物の作成等を行い、出石焼焼焼焼のののの販売販売販売販売促進、促進、促進、促進、伝伝伝伝統統統統産業の産業の産業の産業の継継継継承承承承、、、、雇雇雇雇用用用用

創出に創出に創出に創出につつつつななななげげげげるるるる取組み取組み取組み取組みを支援を支援を支援を支援すすすする。る。る。る。    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    2222,,,,166166166166千円千円千円千円((((市市市市補補補補助助助助率率率率 10101010////10101010))))    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    出石出石出石出石焼陶友焼陶友焼陶友焼陶友会会会会    

        ⑶⑶⑶⑶        移住定住者移住定住者移住定住者移住定住者向向向向け住宅け住宅け住宅け住宅店舗店舗店舗店舗活用事業活用事業活用事業活用事業    

                アアアア    事業事業事業事業内内内内容容容容        伝伝伝伝統統統統的的的的建建建建造物造物造物造物群群群群保保保保存存存存地区地区地区地区内内内内のののの空空空空きききき家家家家物物物物件件件件をををを調査調査調査調査し、所し、所し、所し、所有者有者有者有者にににに賃貸賃貸賃貸賃貸

ままままたたたたはははは売売売売買買買買のののの意向意向意向意向をををを確確確確認認認認、、、、空空空空きききき家家家家を活用を活用を活用を活用すすすするるるる取り組み取り組み取り組み取り組みに支援に支援に支援に支援すすすする。る。る。る。    

                イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    1111,,,,920920920920千円千円千円千円((((市市市市補補補補助助助助率率率率 10101010////10101010))))    

                ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    特特特特定定定定非非非非営利営利営利営利活動活動活動活動法法法法人人人人    

いいいいずずずずし町し町し町し町家再家再家再家再生プロジェクト生プロジェクト生プロジェクト生プロジェクトＡＡＡＡ    

⑷⑷⑷⑷        大大大大手手手手前駐車前駐車前駐車前駐車場管場管場管場管理棟改修理棟改修理棟改修理棟改修事業事業事業事業    

                アアアア    内内内内容容容容        大手大手大手大手前前前前駐車駐車駐車駐車場場場場管管管管理棟理棟理棟理棟を出石のを出石のを出石のを出石の景景景景観に観に観に観に配配配配

慮慮慮慮                        したしたしたした建建建建物の物の物の物の改修改修改修改修にににに補補補補助を助を助を助を

行行行行うううう。。。。    

                イイイイ    事業費事業費事業費事業費((((補補補補助助助助額額額額))))    1111,,,,500500500500千円千円千円千円((((市市市市補補補補助助助助率率率率 1111////2222))))    

                ウウウウ        事業事業事業事業主主主主体体体体    ㈱㈱㈱㈱出石出石出石出石まちづまちづまちづまちづくくくくりりりり公公公公社社社社    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算    

10101010,,,,286286286286千円千円千円千円    

                    担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【出石出石出石出石振興局振興局振興局振興局    地域振地域振地域振地域振興課興課興課興課】】】】0796079607960796----21212121----9025902590259025    

 

 

 

出石庁舎 

辰鼓楼お堀 

大手前駐車場 
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№26  
地域の特色を地域の特色を地域の特色を地域の特色を生生生生かしかしかしかし但東を但東を但東を但東を活性化活性化活性化活性化    

～但東振興局プロジェクトの推進～    

28 年度 

予算額 
6,443 千円 

新規  

拡大 

継続 

 

１ 事業目的（趣旨） 

        但東地域の但東地域の但東地域の但東地域の人人人人口減少口減少口減少口減少をををを緩緩緩緩ややややかかかかににににすすすするたるたるたるためめめめに、に、に、に、未未未未婚婚婚婚者者者者の結婚を増やの結婚を増やの結婚を増やの結婚を増やすすすすようようようよう、、、、未未未未婚の婚の婚の婚の

若若若若者者者者に出会いの機会をに出会いの機会をに出会いの機会をに出会いの機会を提供す提供す提供す提供する。る。る。る。    

ままままた、但東地域に移住た、但東地域に移住た、但東地域に移住た、但東地域に移住すすすするるるる若若若若いいいい人人人人を増やを増やを増やを増やすすすすようようようよう、、、、若若若若いいいい家家家家族に住族に住族に住族に住居居居居をををを賃貸賃貸賃貸賃貸し住む場し住む場し住む場し住む場

所を所を所を所を提供す提供す提供す提供するるるる。さ。さ。さ。さららららにににに、、、、働働働働く場所を増やく場所を増やく場所を増やく場所を増やすすすすようようようよう、教育民、教育民、教育民、教育民泊泊泊泊の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図る。る。る。る。    

２２２２    事業内容事業内容事業内容事業内容    

⑴⑴⑴⑴    若者のネットワーク若者のネットワーク若者のネットワーク若者のネットワークづくりづくりづくりづくり支援事業支援事業支援事業支援事業    

アアアア    内内内内容容容容    若若若若者者者者がががが企企企企画・実画・実画・実画・実施す施す施す施する出会いイる出会いイる出会いイる出会いイベベベベント事業ント事業ント事業ント事業へへへへの支援の支援の支援の支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    ((((補補補補助助助助額額額額))))447447447447千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    ししししゃゃゃゃっっっっても但東ても但東ても但東ても但東((((但東地域の若者のネットワークづくりを行う実行委員会但東地域の若者のネットワークづくりを行う実行委員会但東地域の若者のネットワークづくりを行う実行委員会但東地域の若者のネットワークづくりを行う実行委員会))))    

    ⑵⑵⑵⑵    婚活リー婚活リー婚活リー婚活リーダダダダーーーー養養養養成事業成事業成事業成事業    

アアアア    内内内内容容容容    若若若若者者者者の結婚促進のたの結婚促進のたの結婚促進のたの結婚促進のためめめめの結婚の結婚の結婚の結婚応応応応援行動計画の援行動計画の援行動計画の援行動計画の調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    1111,,,,350350350350千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    ⑶⑶⑶⑶    移住促進住宅運営事業移住促進住宅運営事業移住促進住宅運営事業移住促進住宅運営事業    

アアアア    内内内内容容容容    移住促進住移住促進住移住促進住移住促進住宅宅宅宅のののの維維維維持管持管持管持管理理理理    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    556556556556千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市    

    ⑷⑷⑷⑷    教教教教育民育民育民育民泊泊泊泊推進事業推進事業推進事業推進事業                                        

        アアアア    内内内内容容容容    いのいのいのいのちちちちのののの輝輝輝輝きききき体験体験体験体験旅旅旅旅行を推進し、農行を推進し、農行を推進し、農行を推進し、農家家家家のののの副副副副収収収収入を入を入を入を

確確確確保し、移住保し、移住保し、移住保し、移住者者者者や新や新や新や新卒卒卒卒者者者者の定住をの定住をの定住をの定住を図図図図るたるたるたるためめめめの教育の教育の教育の教育

民民民民泊泊泊泊推進を支援推進を支援推進を支援推進を支援    

イイイイ    事業費事業費事業費事業費    3333,,,,890890890890千円千円千円千円    

ウウウウ    事業事業事業事業主主主主体体体体    豊岡市、豊岡市いの豊岡市、豊岡市いの豊岡市、豊岡市いの豊岡市、豊岡市いのちちちちの教育推進の教育推進の教育推進の教育推進協議協議協議協議会会会会    

３３３３    28282828 年度予算年度予算年度予算年度予算額額額額    

6666,,,,443443443443千円千円千円千円    

    

    

    

    

担当課名担当課名担当課名担当課名【【【【但東振興局但東振興局但東振興局但東振興局    地域振興課地域振興課地域振興課地域振興課】】】】0796079607960796----21212121----9032903290329032    

    


