
長野県・上田市
（1979年～）
（2006年再調印）

ニュージーランド・ルアペフ地区
（2000年～）

大韓民国・慶州市
（1991年～）

モンゴル・ボグド郡
（1994年～）

スペイン・アリカンテ市
（1996年～）

●�出石中学校とウィットマン中学校（米国・シアトル
市）との姉妹校提携に基づく交流も行われていま
す。

●�他にも国内外を問わず、さまざまな分野で地域間交
流を進めています。

友好・姉妹都市等との交流
　豊岡市は、四つの外国の都市や一つの国内の都市と
友好・姉妹都市提携を結び、互いの文化や歴史に触れ
ながらさまざまな分野で交流しています。

広聴
　市民の皆さんの意見や提案などを聴き、市政への反
映に努めるとともに、対話と共感の市政を推進するた
めに、次のことを実施しています。
市長室ファクス　ＦＡＸ24-1004
　市民の皆さんからの意見や提案をお待ちしていま
す。
中貝市長とふれあいトーク
　市民の皆さんと市長が気軽に語り合える機会を設
けています。皆さんが取り組んでいる活動のことや地
域・まちづくりのことなどを市長が直接お聞きし、意
見交換をします。
市民説明会の開催・パブリックコメントの実施
　計画策定や事業実施の際は、できるだけ市民説明会
の開催や、市民の皆さんから意見募集を行っていま
す。
要望・苦情の受付
　市民の皆さんからの要望や苦情を受け付け、必要に
応じて、関係部署と改善に向けた調整・対応をします。

参画� コミュニティ政策課　☎21-9020　生涯学習課　☎23-0341

参画と協働のまちづくり
共に考え、共に取り組み、共に創る
　まちづくりの課題を共有し、関
心を高めるための情報提供を相
互に行うとともに、世代や性別に
関わりなく、活動し、活躍できる
環境や仕組みを創り、“参画と協
働”のまちづくりを進めます。

　多様な性の存在を認め、全ての人が尊重され、自分
らしい生き方を選択できる社会の実現を目指します。
※�平成18年11月に「豊岡市男女共同参画プラン」を策
定しました。29年4月からは、第3次豊岡市男女共同
参画プランに基づき、男女共同参画社会づくりを推
進しています。

〈一時保育〉
　�豊岡市では、子育て世代の社会
参画を進めるため、各種委員
会、市議会の傍聴、コンサート
やイベントなど、市が実施するさまざまな事業で一
時保育を実施しています（要事前申込み）。

▲一時保育

男女共同参画社会の実現
～だれもが暮らしやすい社会～

　人口が減少し、少子化・高齢化が進む中で、行政区
個々の力が弱まり、行政区単位では解決できない問題
が増えてきました。
　そこで、旧地区公民館の範域で、地域コミュニティ
組織を作り、行政区の活動を補完しながら、地域振興、
地域福祉、地域防災、人づくりなど、それぞれの地区に
応じた地域づくりを行っていきます。

地域コミュニティ コミュニティセンター
地域コミュニティ・コミュニティセンター� コミュニティ政策課　☎21-9020

　平成29年4月に、地区公民館がコミュニティセン
ターに変わりました。
　貸し館や住民のよりどころとしての機能を持ち、地
域におけるさまざまな課題を解決するための住民自
治の拠点として、その役割を果たす施設です。
　施設の利用は、各コミュニティセンターに申し込
み・問い合わせてください。
開館時間
　午前9時～午後10時（利用受付は午前9時～午後5時）
休館日
　毎週火曜日および年末年始
※�城崎地区コミュニティセンターは毎週日曜日およ
び年末年始

　�小野地区コミュニティセンターは毎週木曜日およ
び年末年始

▲�約800人の市民ス
タッフが運営する神
鍋高原マラソン
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　市内には、本館と城崎・竹野・日高・出石・但東分館が
あります。
　本館で借りた本を分館で返したり、館同士の取り寄
せなども可能です。同様のサービスは、日本・モンゴル
民族博物館でも可能ですので利用してください。
開館時間
　�午前10時～午後6時（本館のみ金・土曜日は午後7
時）

図書館
図書館� 図書館　☎23-6151

文化・スポーツ

�文化・芸術
� 文化振興課　☎23-1160　生涯学習課　☎23-0341　教育総務課（文化財室）　☎21-9012

豊岡市美術展
　毎年11月上旬に総合体育館で開催する美術展で、
70年近くにわたる歴史を持つ、県内有数の公募展の
一つです。絵画、書道、写真、彫刻・工芸の4部門があり、
市内外から多くの作品が集まります。また、高校生の
部（絵画、書道）、児童・生徒の部（図画、習字）もあり、会
期中は多くの来場者でにぎわいます。
◇出品資格　年齢・地域・国籍は問いません。
◇出品方法　�指定の公募要項で申し込んでください。

要項は毎年7月ごろに配布します。
◇出 品 料　�1人1部門1,650円（高校生以下は無料）

休館日
　�毎週火曜日・祝日・月末図書整理日（月末日が火・土・
日曜日、祝日の場合は直前の平日）・年末年始・特別
図書整理期間（休館日は変更となる場合があります
ので、図書館で配布のカレンダーや市広報紙などで
確認してください）
貸出点数・期間
　◦個人：10点まで（うち、CDは5点まで）を14日間
　◦団体：30点までを1カ月間

　市内の博物館・歴史資料館・美術館・文化ホールなど
を地域・分野別に紹介します。
◇文化財・歴史・郷土資料
地域 施設名 入館料
城崎 城崎美術館 大人300円

竹野
住吉屋歴史資料館
（通称：御用地館）
※仲田光成記念館併設

仲田光成記念館のみ
大人300円、学生および子ども
150円

北前館・展示資料室 無料

日高 市立歴史博物館
「但馬国府・国分寺館」

大人500円、高校生200円、小・
中学生150円

出石

いずし古代学習館 無料
出石永楽館 大人300円、高校・大学生200円
出石家老屋敷 大人200円、高校・大学生120円
出石史料館 大人300円、高校・大学生180円
出石明治館 大人100円、高校・大学生60円
加藤弘之生家 無料

但東 日本・モンゴル民族博物館 大人500円、高校・大学生300
円、小・中学生200円

文化施設案内
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◇美術・工芸
地域 施設名 入館料
豊岡 県立円山川公苑美術館 大人350円、中学生以下150円
城崎 城崎麦わら細工伝承館 大人300円、中高生200円

出石 市立美術館
「伊藤清永記念館」

大人500円、高校・大学生300
円
※特別展期間中は別

◇郷土の偉人・顕彰記念館
地域 施設名 入館料
城崎 城崎文芸館 大人400円、中高生300円

竹野
住吉屋歴史資料館
（通称：御用地館）
※仲田光成記念館併設

仲田光成記念館のみ
大人300円、学生・子ども150
円

日高 植村直己冒険館 大人500円、高校生200円、小・
中学生150円

出石 市立美術館
「伊藤清永記念館」

大人500円、高校・大学生300
円
※特別展期間中は別

但東 東井義雄記念館 無料

◇自然・動物
地域 施設名 入館料

豊岡
コウノトリ文化館 無料
玄武洞ミュージアム 中学生以上600円、小人300円

竹野 竹野スノーケルセンター 無料・各教室は有料

◇文化ホール
地域 施設名 地域 施設名

豊岡
市民会館 日高 日高文化体育館
豊岡市民プラザ

◇芝居小屋
地域 施設名 入館料
出石 出石永楽館 大人300円、高校・大学生200円

※�施設によって、団体、65歳以上、障害者手帳所持者などを
対象に入館料の割引があります。詳しくは、各施設に問い
合わせてください。

　毎年10月、ウェルストーク豊岡周辺を会場に「とよ
おかスポーツフェスティバル」を開催しています。各
種競技大会をはじめ、誰でも気軽に参加できるような
各種イベントも実施しており、スポーツの普及振興や
健康づくりと交流を深める場となっています。
豊岡市各種競技大会等
　体育の日前後1カ月を『スポーツフェスティバル月
間』と位置付け、市内各会場で大会・教室を開催しま
す。
交流イベント
　開催時期：�毎年10月中旬（体育の日）� �

午前9時30分～午後3時
　場　　所：�総合体育館、ウェルストーク豊岡、円山川

堤防�他
　開催内容：�豊岡市スポーツ推進委員会、スポーツク

ラブ21などで実施内容を企画
【平成29年度実施種目】
　ファミリージョギング、ファミリー運動会・こども
オリンピック、ニュース
ポーツ体験会、新体力テス
ト、スポーツクラブ21交流
会　など

スポーツフェスティバル
スポーツ� スポーツ振興課　☎21-9023

チャレンジデーとは
　毎年5月の最終水曜日に世界中で実施されている住
民参加型のスポーツイベントです。この日の、午前0時
から午後9時までの間に、15分以上継続して体を動か
した住民の「参加率（％）」を、人口規模がほぼ同じ自治
体同士が競い合い、対戦に敗れた場合は、相手自治体
の旗を庁舎のメインポールに1週間掲揚し、相手の健
闘を称えるというユニークなルールが特徴です。
【平成29年度実施種目】
　玄さんと体操しよう！、とよリンピック、豊岡駅通
り商店街うんだめし早歩き大会、長距離ウォーキング
にチャレンジ！、ロープジャンプX大会、グラウンド・
ゴルフ大会、ラージボール体験会、豊岡駅通り商店街
スタンプラリー、校区対抗チャレンジデー　他

チャレンジデー

　神鍋高原に全国から約4,000人のランナーが集合
し、健脚を競います。また、
約800人の市民スタッフ
が心のこもったサービス
を提供しています。

兵庫神鍋高原マラソン全国大会
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№ 施設名称 施設内容 所在地 電話番号 開館時間 休館日
1 市民体育館 体育館 立野町1-3 24-1810 9：00～22：00 火・12/29～1/3

2 総合体育館 体育館 大磯町1-75 24-1810 9：00～22：00 火・12/29～1/3

3 豊岡総合スポーツセンター

①こうのとりスタジアム

戸牧359

24-5331 6：00～21：30

火・12/1～2月末②陸上競技場
22-7511

6：00～19：30

③テニスコート（4面） 6：00～21：30

4 玄武洞スポーツ公園
①多目的グラウンド

下鶴井950 24-1321 6：00～19：30 火・12/29～1/3
②多目的広場

5 神美台スポーツ公園 テニスコート（10面） 神美台157-40 26-0005 8：30～22：00 火・12/29～1/3

6 城崎ボートセンター
ボート場
①レクチャールーム
②トレーニングルーム
③艇庫

城崎町楽々浦343-6 21-9065 9：00～21：30 12/29～1/3

7 城崎スポーツ広場
①テニスコート（2面）

城崎町桃島1057-1 21-9065 8：30～19：30 12/29～1/3
②フットサルコート（1面）

8 菊屋島運動公園 多目的グラウンド 城崎町桃島1232-2 21-9065 8：30～19：30 12/29～1/3

9 竹野B＆G海洋センター

①体育館

竹野町竹野3102-2 47-1805

9：00～22：00 月・12/29～1/3

②武道場 9：00～22：00 月・12/29～1/3

③プール 9：00～17：00 月・9/16～5/31

10 竹野中央公園
（たけのこうえん）

①多目的グラウンド
竹野町須谷1395 47-1805 8：30～19：30 12/29～1/3

②テニスコート（1面）

11 中竹野ふるさと館 体育館 竹野町轟5 47-1111 9：00～22：00 12/29～1/3

12 植村直己記念スポーツ公園

①野球場

日高町野829 44-0440

6：00～19：30 水・12/1～2月末

②多目的グラウンド 6：00～21：30
水・12/29～1/3

③テニスコート（2面） 6：00～21：30

13 神鍋野外スポーツ公園 ①芝生グラウンド 日高町名色88-50 45-1900 9：00～21：00 第2水
（休日の場合は翌日）

14 日高文化体育館 体育館 日高町祢布954-6 42-2505 9：00～22：00 12/29～1/3

15 神鍋山周遊公園 公園（クロスカントリーコース） 日高町太田158-1 21-9023 終日 －

16 出石総合スポーツセンター

①野球場

出石町福住1200 52-5511

8：30～21：30
月・12/1～2月末

②陸上競技場 8：30～19：30

③テニスコート（2面） 8：30～21：30 月・12/29～1/3

17 出石B＆G海洋センター
①体育館

出石町福住923 52-5511
9：00～22：00

月・12/29～1/3
②プール（温水） 10：00～21：00

18 出石多目的屋内運動場 多目的グラウンド 出石町福住1326 52-5511 8：00～22：00 12/29～1/3

19 資母体育館 体育館 但東町中山706 56-1000 9：00～22：00 12/29～1/3

20 但東中央体育館 体育館 但東町出合47-1 54-0141 9：00～22：00 12/29～1/3

21 但東スポーツ公園
①多目的グラウンド

但東町小谷1 54-0141 6：00～22：00 12/29～1/3
②テニスコート（4面）

豊岡市社会体育施設一覧表
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