
■事業内容
　�「キッズワイルド2018」の実施
　（1）実施プログラム内容
　 �  ア　周年型体験プログラム／四季型の通年体験
　 �  イ　単発型体験プログラム／短期集中型の体験
　 �  ウ　成人対象体験プログラム／学習活動
　（2）対象
　 �  市内の子ども、成人
　（3）実施期間
　 �  8月以降から平成30年度末
　 �  �平成30年度の募集内容の詳細は、決定次第、市

ホームページ等でお知らせします。

　現在の子どもたちは、生活様式の変化な
どから自然との触れ合いが不足していま
す。より多くの自然体験を経験した子ども
は、自立心や社会性が育まれ、正義感、道徳
観が養われるといわれています。自然豊か

な豊岡の地で野外活動や自然体験をすることは、郷土
を愛する、心豊かでたくましい子どもの育成につなが
ります。
　このため市では、平成18年
度から「子どもの野生復帰大作
戦」を継続展開しています。
■事業目的
　�自然体験によって醸成され
る心身の鍛錬・躍動、磨かれる感性、地域への愛着、
共生の精神をより深め、地域の自然・文化・伝統を学
び、豊岡のフィールドでの野外体験プログラムとし
て、ふるさと豊岡を愛し、夢の実現に向け挑戦する
子どもたちを育成する。

子どもの野生復帰大作戦� �生涯学習課　☎23-0341

コウノトリ子育て支援メッセージ事業
� �こども育成課　☎22-4452　環境経済課　☎23-4480

�豊岡市一時保育サービス「ママの休日プレゼント」事業
　在宅で育児をする保護者へ、日頃の育児への慰労を
込めて、一時保育サービスの利用券を交付し、保護者
がリフレッシュできる時間をプレゼントします。
■対象
　�3歳未満の子どもを在宅で養育する保護者（保育所・
認定こども園入所者を除く）
■利用可能な施設
　�市内12保育所および13認定こども園（森本へき地
保育園を除く）
■利用券の有効期間
　�子どもの満1歳の誕生日から満3歳の誕生日の前日
までの間
■有効利用回数
　有効期間中1回のみ
■利用券の交付
　�7カ月児健康診査の受診時に、該当する全ての保護
者に対して交付します。
■利用上の注意
　�事前に一時保育サービスを利用しようとする保育
所・認定こども園に申し込んでください。

在宅子育て支援
　豊岡市の未来を担う子どもたちの「明るい笑顔」と
「夢」を育むとともに、安心して子どもを産み、育てら
れるよう、事業に協賛していただいた商業者（以下、協
賛店という）と連携し、子育て家庭を応援します。
　18歳未満の子どもや妊娠中の方が居る家庭を対象
に「とよおか子育て家庭応援カード」を発行し、協賛店
でいろいろなサービスを受けられるようにします。
■対象となる家庭
　◦18歳未満の子どもが居る家庭
　◦妊娠中の方が居る家庭
■カードの発行
　母子健康手帳交付時や転入手続き時などに配布し
ています。
　転入の方、妊娠中の方、紛失された方など、手元に
カードをお持ちでない方は、環境経済課、市民課、健康
増進課、各振興局市民福祉課の窓口で発行しています
ので、受け取りにお越しください。
■サービスが受けられる協賛店
　店舗に協賛店ステッカーを掲示しています。その店
を利用するときにカードを提示すると（店によって
は確認方法が異なる場合があります）、その店独自の
サービスを受けることができます。
　協賛店の一覧は市ホームページで最新情報を掲載
しています。
※�カードを利用の際は、必ず事前にカード提示の上、
店にサービス内容を確認してください。� �
本事業は平成23年3月31日で終了する予定でした
が、継続しています。� �
カード裏面に有効期限（平成23年3月31日まで）が
記載されていますが、引き続き利用できます。

子育て家庭応援カード事業（協賛店）
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　家庭のごみ・資源ごみは、次表のとおり九つに分別して、決められた収集日の午前8時までに、決められたごみ
ステーションに出してください（各地域の詳細な収集日程は、別途家庭ごみ収集計画表でお知らせします）。
新分別区分ルール表� ※一部のイラストは「経済産業省ホームページ」から引用しております。

※収集日の午前8時までに出してください。
※事業系ごみはステーションに出せません。
※�家電リサイクル法対象品目〔エアコン・テレビ・洗濯機（衣類乾燥機）・冷蔵庫（冷凍庫）〕やパソコンは、メーカー
がリサイクルしますので、市では回収しません。販売店等に相談してください。

分別 対象になるもの 出し方 収集日

燃やすごみ 指定袋に入れて出す 燃やすごみ
週2回

燃やさないごみ 指定袋に入れて出す

燃やさないごみ
月1回

蛍光管 紙等で包み
指定袋には入れない

乾電池類 透明袋に入れて
指定袋には入れない

粗大ごみ ステッカーを貼って出す

びん・かん 指定袋に入れて出す
（コンテナ可）

びん・かん
月1回

ペットボトル 指定袋に入れて出す
（コンテナ可）

ペットボトル
月1回

プラスチック製容器包装 指定袋に入れて出す プラ製容器包装
月2回

紙製容器包装 指定袋に入れて出す 紙製容器包装
月1回

生ごみ

おむつ
ビデオテープ
カセットテープ

おもちゃ プラスチック
製品 くつ

カバン

飲食用のびん 缶詰のかん

飲料水のかん
スプレー
のかん

タマゴの
パック

ペットボトル
のキャップ

トレイ

発泡スチロール菓子の袋

デパートの
包装紙など紙箱類 紙袋類

家庭ごみの分別収集・ごみの出し方
ごみの処理� 生活環境課　☎23-5304（各振興局市民福祉課）

家庭ごみ
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■一般廃棄物再生利用（再生輸送）業の指定業者
業者名 所在地 事業内容 電話番号

㈲荒田造園 香住4-1 木くずの再生利用 29-5233
㈲ナカニシグローバル 出石町袴狭31-1 木くず、紙くず、繊維くず、プラスチック製廃棄物、刈草の再生利用 52-0300
㈱ビエント 三宅152-1 木くず、紙くず、繊維くず、プラスチック製廃棄物の再生利用 26-0670
北但東部森林組合 高屋894-1 木くずの再生利用 23-0147

業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号 業者名 所在地 電話番号
㈱アクア 日撫392-2 23-7115 ㈲コスモス環境 宮井1532-1 24-7200 トヨオカクリーンライフ 中陰536-1 24-4478
㈲ありこサービス 出石町町分13-1 53-1525 ㈲五洋商事 日高町岩中668 42-4406 ㈲ナカニシグローバル 出石町袴狭31-1 52-0300
㈲アルミック徳原 庄境142 24-8567 全但環境㈱ 九日市上町768-1 23-6901 ㈲仲西商店 庄境1106-1 23-3302
エコジロー 宮井1237 23-9566 ㈲全但物流 庄境1031-1 24-9087 西村建設工業㈱ 九日市下町207-1 23-2020
㈱eco's 城南町8-30 34-6161 ㈱但馬環境 庄境1118-1 24-7578 ㈱ニットー 幸町9-13 22-4441
㈲城崎環境 城崎町結152-6 32-4139 丹後北都不動産㈱ 上佐野1393-2 24-1284 ㈲浜上商会 竹野町竹野1340 47-0275

※適正処理困難物
　次のごみは、収集できません。市の許可する一般廃
棄物処理業者に処理を依頼してください。
1　爆発物・危険物など
　�　ガスボンベ・スプレー缶（ガスの抜けていないも
の）、火薬、薬品、農薬、石油類、廃油、塗料、シンナー・
接着剤、金属粉末、感染性廃棄物（注射針など）

2　処理困難物（クリーンパーク北但で処理できないもの）
　�　タイヤ・タイヤホイール・単車・自動車部品・機械
部品・農機具など

お買い物はマイバッグで～豊岡市は、「レジ袋削
減・マイバッグ持参運動」を推進しています～

資源ごみ集団回収

事業所ごみ・ごみの直接搬入

　マイバッグ持参運動の推進は、ごみ減量と地球温暖
化防止につながります。
　レジ袋は、1年間に1人約250枚、日本中で約300億
枚が消費されています。
　レジ袋には、商品を持ち運ぶ、汚れなどからの保護
といった役割があります。しかし、その役目を終えた
レジ袋は、どうなってしまうのでしょうか？
　レジ袋をごみ袋などとして利用したりする場合もあ
りますが、ほとんどがごみとして処理されています。
　レジ袋は石油からできています。石油は大切な資源
の一つです。マイバッグを持参して、石油製品の消費
を少なくすることが、未来の地球環境を守ります。
買い物のときには…
　�　「マイバッグ、持ってます」「レジ袋、要りません」
と伝えましょう。

お店の方も…
　�　「レジ袋、要りますか？」「マイバッグ、お持ちです
か？」と声を掛けましょう。

　資源ごみ集団回収（廃品回収）とは、区（町内会）や学
校PTAなどの団体が地域活動の一環として、新聞や雑
誌、段ボール、びん・かんなどの資源物を決まった回収
日、方法により回収する取組みです。
　ごみ減量やリサイクルのため、できるだけ資源ごみ
集団回収を利用してください。
※�回収方法や品目、回収日などは各団体が独自に決め
ています。詳細は、各団体の役員などに問い合わせ
てください。

　事業所から事業活動に伴って発生するごみ（事業ごみ）は、市では収集しません。事業所から出るごみはクリーン
パーク北但に直接搬入するか、市が許可する一般廃棄物処理業者などに相談してください。
■一般廃棄物処理業者（50音順）
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市営住宅
　住宅に困っている所得の低い方に安い家賃で住宅
を提供しています。
〈入居基準〉
　次の全ての条件を満たしている方は申込みができ
ます。
　①�すでに同居し、または同居しようとする親族があ

る方（60歳以上の方や障害者など、条件により単
身での入居が可能な場合もあります）

　②�入居者および同居者の収入月額が基準内である方
　　　［一般世帯］収入月額が158,000円以下の方
　　　［裁量階層］収入月額が214,000円以下の方
　　　※�収入月額＝（世帯全員の年間総所得金額ー控

除合計金額）÷12カ月
　　　※�裁量階層とは、高齢者世帯・小学校就学前の

子どもがいる世帯・障害者がいる世帯・過疎
地域であり、かつ複式学級を有する小・中学
校区に存する住宅については、中学校を卒業
するまでの子どもがいる世帯、または、夫婦
の年齢の合計が70歳未満で、婚姻の届出の
日から2年以内である世帯などのこと。

　　　※�婚姻歴のない一人親の方は申し出てくださ
い。

　③現在、住宅に困っているのが明らかな方
　④市民税などを滞納していない方
　⑤入居する方が暴力団員等でない方
　⑥連帯保証人を準備できる方
〈公開抽選会〉
　春の定期募集で申込みを受け付け、待機順番を決め
る抽選会を行い、待機者名簿に登録します。また、定期
募集以降も随時申込みを受け付けます（抽選は受けら
れません）。
特定公共賃貸住宅
　中堅所得者を対象とした住宅です。次の全ての条件
を満たしている方は、随時申込みができます。
　①�左記市営住宅の入居基準のうち、②の収入月額が下

記のとおりで、他の条件を全て満たしている方
　②�入居者および同居者の収入月額が158,000円以

上487,000円以下の方
申込み手続きなど
　◦�建築住宅課または各振興局地域振興課で受け付

けします。
　◦待機者名簿の有効期限は抽選会から1年間です。
　◦�1世帯1回の申込みで三つの住宅まで希望可能です。

市営住宅名 所在地 管理
戸数 備考 市営住宅名 所在地 管理

戸数 備考

小谷住宅 但東町小谷332 10 × 赤野住宅 但東町中山266-1 5 ×

特定公共賃貸住宅

市営住宅・特定公共賃貸住宅

市営住宅� ※備考の×印は単身入居不可
市営住宅名 所在地 管理

戸数 備考 市営住宅名 所在地 管理
戸数 備考 市営住宅名 所在地 管理

戸数 備考

今森住宅 江本13 126 円山住宅 城崎町来日235 18 × 鳥居住宅 出石町鳥居310-1 19 ×
一本松住宅 豊岡市庄境1007 36 太田住宅 竹野町和田108-2 15 × 日野辺住宅 出石町日野辺16-1 18 ×
栄町住宅 栄町1118 164 草飼テラス住宅 竹野町草飼519-2 15 福住住宅 出石町福住1320 30

塩津住宅 塩津町10-8、10-10、
10-11、3-17、3-14 126 × 森本住宅 竹野町森本514-21 10 × 出合住宅 但東町出合

308、350-2 10

高屋住宅 高屋350 56 轟住宅 竹野町轟80-1、80-2 10 × 出合市場住宅 但東町出合市場55 10 ×
津居山住宅 津居山455-60 10 上郷住宅 日高町上郷45-1 6 出合第2住宅 但東町出合290 10 ×
元薬師1号住宅 城崎町湯島618 18 × 道場住宅 日高町道場538 10 × 畑山住宅 但東町畑山1010 10 ×
元薬師2号住宅 城崎町湯島634 22 鶴岡東住宅 日高町鶴岡48 12 × 矢根住宅 但東町矢根1248-2 16 ×
内島住宅 城崎町桃島1062 28 × 静修住宅 日高町道場191 20 × 久畑二ノ宮住宅 但東町久畑336 10
結1号住宅 城崎町結152-1 8 × 鶴岡住宅 日高町鶴岡371 15 × 中山向町住宅 但東町中山1031-3 5 ×
結2号住宅 城崎町結156 8 × 水上住宅 出石町水上155-1 12 × 赤野住宅 但東町中山197-4 10

上山住宅 城崎町上山219 20 × 北部住宅 出石町寺町539 15 如布住宅 但東町中山
1020、1040-1 14

上山2号住宅 城崎町上山236-1 4 鍜冶屋住宅 出石町鍜冶屋316 10 ×

市営住宅など住宅一覧

市営住宅など� 建築住宅課　☎21-9018

くらし
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