
　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。

・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい
  検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
　見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料や
メモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょ
う。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認す
るようにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

具体的な計画をたてる

・時期、期間は？
・予算は？

リフォームの進め方とポイント
事業者を決める～契約する

着工 着工後

リフォームの疑問
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STEP.2
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　この時点での情報収集も大切なポイントです。

その１

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

リフォームの基礎知識

　建物の一部分の改装もリフォームですし、
全面改装でもリフォームです。当然のことで
すが、手を加えれば加える程かかる費用は増
えていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフ
ローリングに替える場合は十数万円ですが、
家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替
えの方が安くなる事もあります。

Q リフォームの費用は
どのくらいかかりますか?
改装の範囲で変わっていきますA

　現在のお住まいの不満のある所をリスト
アップする事をおすすめします。そうする事
でただ漠然と不満に感じていた事も具体的
に検討出来るようになり、優先順位をつけて
内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお
考えの場合は、ショールームなどで実際に見
て触ってみる事も重要です。

Q 満足いくリフォームの
ポイントは?
まずは現在の不満点を挙げてみましょうA

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得
した上で契約をかわしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がい
るか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確
認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確
認しましょう。

Q 信頼のおける業者とは?
２～３社は候補を挙げて
比較しましょう

A
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補助金
￥￥

　介護保険制度では、「要支援1～
2」や「要介護1～5」と認定された
方が、自宅で生活をしやすい住環
境にするための手すりの取り付
けや段差解消などの、住宅改修に
対して費用が支給されます。

住まいの整備に関する補助金
　バリアフリー住宅は、お年寄
りや障がいを抱えている方でも
住みやすい生活をおくれる住宅
のことです。床の段差をなくし
たり、階段に手すりを取り付け
るなどいつまでも安全で暮らし
やすい家で子どもから高齢のご
両親まで、みんなが居心地よく
住めることが重要です。

バリアフリー住宅

　室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは
何らかの塗装がされています。特に大量生産の製
品はそのほとんどに化学塗料が使われています。
　近年、シックハウス症候群の原因となる、化学

物質による室内の空気汚染が問題視されていま
す。お子さんやご家族がアレルギー体質なら業者
にまず相談する必要があるでしょう。

自然塗料

　最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社
も多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集の
チャンスです。
　またご近所や知り合いでリフォーム工事をした家があっ
たら、その会社がどんな対応だったか聞いてみるのも一つ
の手です。

業者の探し方

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こ
ることはあまりありませんが、知っておきたい法律としては
建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全性、居住性、
周辺環境への配慮を目的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注意が必要です。

リフォームと建築基準法

　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに
住宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事を
お考えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

その2リフォームの基礎知識
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その2リフォームの基礎知識
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マイホームづくりの進め方とポイント
　敷地面積に対して建てられる建物の大きさは、｢建ぺ
い率｣と｢容積率｣で制限されています。
　建ぺい率と容積率は地域ごとに細かく設定されてい
て、厳しい地域では50坪の敷地であっても延べ床面積
25坪の小さな家しか建てられないこともあります。
　設計をする上で重要な事項ですので、真っ先に確認
する必要があります。

　延べ床面積（建物の全ての階の床面積を合計したも
の）を敷地面積で割ったものが、容積率になります。

●建ぺい率と違い、外部階段は床面積には入りません。
●バルコニーは、2m以上突き出した場合、2mより先
の分が床面積に入ります。

　上記以外にも、いろいろな規
制があります。各自治体によっ
ても異なり、とても複雑なので
正確なところは建築士など専
門家にご相談ください。

　建ぺい率は、敷地に対し
て、建物の投影面積（建築面
積と言います）が占める割
合です。

　建ぺい率を算出する場合は、
建物の投影面積なので、2階の
方が1階より大きい場合は、2階
の面積が建築面積となります。

建ぺい率は建物の投影面積。

2階の方が1階より大きい場合。

容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合。

■建ぺい率

■容積率

建ぺい率（％）＝建物の投影面積÷敷地面積×100

容積率（％）＝延べ床面積÷敷地面積×100

で算出します。

敷地

建物の投影面積

建物の投影面積

敷地

情報収集し、まずイメージを固めよう。
　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または家を建てた人か
ら話を聞くなど、住まいづくりのための情報収集を行い、ライフスタイルや家
族の要望などとすりあわせながら、イメージを固めていきましょう。併せて資
金の目途や施工の時期などの大まかなプランニングも行うとよいでしょう。

STEP.1

見積もりから契約まで、納得いくまで確認しよう。
　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や見積もりを確認
します。その際、きっちりと相談しておくことが大切です。納得いくまで確認し
たら、いよいよ契約です。トラブルを避けるためにも、契約書にはしっかり目を
通し、不明点は解消しておきましょう。

STEP.3

いよいよ着工、こまめなチェックと配慮を忘れずに。
　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないようにしましょう。工
事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、内装・外装工事といった順に進み
ます。家の基礎部分や構造など、完成後には確認できない部分もあるため、こま
めに現場に足を運び、進行を確認しましょう。

STEP.4

マイホームが完成！入居前にも必ず確認を。
　無事に家が完成すると、引渡しの前に竣工検査を行います。設備の不具合がな
いか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するためにも、必ず立ち会いま
しょう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

STEP.5

土地・施工依頼先の決定はじっくり、しっかり。

　大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定など具体的
に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現地調査を必ず行い、総
合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の確認も必要です。施工依頼先につ
いては、住宅メーカーや設計事務所、工務店などそれぞれの特性を理解し、これ
からの住まいづくりに一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

STEP.2

知っておきたい！
建築法規

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

その3リフォームの基礎知識

｢部屋を広く見せる｣
ためにできること

　家具選びのポイントのひとつは、｢背の低い家具を選ぶ｣ことです。ある程
度、床が家具で埋まってしまっていても空間の高い位置を開けておくこと
で、部屋が広く感じるという錯覚を起こします。

■背の低い家具を選ぶ

　色には、実際の位置より近くにあるように見える｢進出色｣、実際の位置よ
りも遠くにあるように見える｢後退色｣があります。
　部屋の中に進出色がたくさんあると部屋が狭く感じ、後退色がたくさん
あると部屋が広く感じられます。

■進出色と後退色

進出色　暖色系で彩度の高い色 後退色　寒色系で彩度の低い色

広い部屋で生活したい！

でも、大きな家を建てるのはお金

もかかりますし、日本の住宅事情

を考えるとちょっと難しい・・・

でもきっと大丈夫！

部屋を｢広く見せる｣ためにでき

る工夫、実践してより良い住まい

づくりをしましょう!!
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いか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するためにも、必ず立ち会いま
しょう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

STEP.5

土地・施工依頼先の決定はじっくり、しっかり。

　大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定など具体的
に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現地調査を必ず行い、総
合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の確認も必要です。施工依頼先につ
いては、住宅メーカーや設計事務所、工務店などそれぞれの特性を理解し、これ
からの住まいづくりに一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

STEP.2

知っておきたい！
建築法規

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

その3リフォームの基礎知識

｢部屋を広く見せる｣
ためにできること

　家具選びのポイントのひとつは、｢背の低い家具を選ぶ｣ことです。ある程
度、床が家具で埋まってしまっていても空間の高い位置を開けておくこと
で、部屋が広く感じるという錯覚を起こします。

■背の低い家具を選ぶ

　色には、実際の位置より近くにあるように見える｢進出色｣、実際の位置よ
りも遠くにあるように見える｢後退色｣があります。
　部屋の中に進出色がたくさんあると部屋が狭く感じ、後退色がたくさん
あると部屋が広く感じられます。

■進出色と後退色

進出色　暖色系で彩度の高い色 後退色　寒色系で彩度の低い色

広い部屋で生活したい！

でも、大きな家を建てるのはお金

もかかりますし、日本の住宅事情

を考えるとちょっと難しい・・・

でもきっと大丈夫！

部屋を｢広く見せる｣ためにでき

る工夫、実践してより良い住まい

づくりをしましょう!!
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法要後、お世話になった人
に感謝と慰労の気持ちを
込めて喪主が挨拶。遺族が
酒と料理でもてなし、故人
をしのびます。

精進落とし

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつか
は遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族
や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全う
することとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌
てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、
意味があります。地方によって、また宗教や宗派によって名称や
作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

臨終から法要まで

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

火葬の前に全員が焼香。
火葬終了後は、二人一組に
なって箸で遺骨をはさみ
骨壺にいれる骨上げを行
います。
※葬儀・告別式の前に行う
場合もあります。

火葬・骨上げ
持ち帰った遺骨、位牌を祭
壇に安置し、僧侶が読経
する中、遺族による焼香
が行われます。このと
き、本来7日目に行う初七
日法要を、繰り上げてとり
おこなう場合が多くなって
います。

還骨回向
初七日に始まり、三十五
日、四十九日、百か日と、お
経を上げて、お香で供養し
ます。このとき納骨を行う
場合もあります。

追善供養
一周忌に始まり、2年目の
三回忌、6年目の七回忌、
その後十三回忌、十七回
忌、二十三回忌、二十七回
忌、三十三回忌、三十七回
忌、五十回忌と法要を続け
ます。三十三回忌または五
十回忌をもって、弔い上げ
（最終の年忌法要）とする
場合が多くなっています。

年忌法要

故人との別れを惜しみ、夜
通し香と灯火を絶やさず遺
体を守ったのが本来の通夜
ですが、最近では数時間ほ
どで終わる形式が多くなり
ました。通夜が終了した後
は、通夜ぶるまいとして親
族や親しい人に食事などを
振る舞ったり、代わりに折り
詰めなどをお渡しすること
もあります。

通夜
遺体を北枕に安置し、喪
主、儀式の形式と日取り、
葬儀社を決めて依頼し、寺
院や知らせるべき人に連
絡します。

臨終
枕飾りをして遺体を安置。
喪服、遺影の準備と世話役
との打ち合わせ。戒名の依
頼や隣近所への挨拶、死亡
届の手配も行います。

通夜の準備
通夜の翌日に、死者を弔う
のが葬儀で、故人に別れを
告げるのが告別式です。読
経の後、遺族、親族が焼香
し、参列者の焼香へと移り
ます。

葬儀・告別式
最後の対面の後、別れの花
などを行い、遺族の手で霊
柩車へ。会葬者は合掌して
見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
場合もあります。

出棺・火葬
弔事の流れ

知っておきたい葬儀の流れ 悲しみの中にも故人への真心を込めて
しきたりや作法を心得ておきましょう

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

拝礼のマナー

服装のマナー
仏式 神式
　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気
を清めるという意味があります。

献花

　教会で行われる
キリスト教の葬儀で
は、葬儀終了後に喪
主、遺族、親族、一般
の順に白い花（カー
ネーションや菊）を
献花台に供えます。
このとき茎を祭壇
側に向けます。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されています
から、これで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用意
された懐紙でふき取ります。

①遺族、僧侶に一礼。
②抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しいただく。
③そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くように落とす。
④遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
⑤２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

　会葬者の服装は黒で統一する
人がほとんどです。女性の場合
は、地味なデザインのワンピー
スやスーツに、黒か肌色のストッ
キングを身につけて。濃い口紅
は避け、傘は黒、ハンカチは白や
地味な色のものを選びましょう。
男性は、ブラックかダークスーツ
に、黒のネクタイを。

①右手は上から枝側を、左手は下から葉先を支える形で持つ。
②軽く黙礼して玉串を時計回
りに回転させ根元を神前に
向けて両手で供える。
③２～３歩下がり丁寧に二拝。
④音を立てずに二拍手、一拝。
⑤２～３歩下がり、神官、遺族に
一礼して席に戻る。

玉串奉奠では、
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法要後、お世話になった人
に感謝と慰労の気持ちを
込めて喪主が挨拶。遺族が
酒と料理でもてなし、故人
をしのびます。

精進落とし

　日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつか
は遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族
や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があるともいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全う
することとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌
てないために、基本的な葬儀の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。

　葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、
意味があります。地方によって、また宗教や宗派によって名称や
作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。

臨終から法要まで

※掲載の記事に関しましては、一般的な仏式の慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

火葬の前に全員が焼香。
火葬終了後は、二人一組に
なって箸で遺骨をはさみ
骨壺にいれる骨上げを行
います。
※葬儀・告別式の前に行う
場合もあります。

火葬・骨上げ
持ち帰った遺骨、位牌を祭
壇に安置し、僧侶が読経
する中、遺族による焼香
が行われます。このと
き、本来7日目に行う初七
日法要を、繰り上げてとり
おこなう場合が多くなって
います。

還骨回向
初七日に始まり、三十五
日、四十九日、百か日と、お
経を上げて、お香で供養し
ます。このとき納骨を行う
場合もあります。

追善供養
一周忌に始まり、2年目の
三回忌、6年目の七回忌、
その後十三回忌、十七回
忌、二十三回忌、二十七回
忌、三十三回忌、三十七回
忌、五十回忌と法要を続け
ます。三十三回忌または五
十回忌をもって、弔い上げ
（最終の年忌法要）とする
場合が多くなっています。

年忌法要

故人との別れを惜しみ、夜
通し香と灯火を絶やさず遺
体を守ったのが本来の通夜
ですが、最近では数時間ほ
どで終わる形式が多くなり
ました。通夜が終了した後
は、通夜ぶるまいとして親
族や親しい人に食事などを
振る舞ったり、代わりに折り
詰めなどをお渡しすること
もあります。

通夜
遺体を北枕に安置し、喪
主、儀式の形式と日取り、
葬儀社を決めて依頼し、寺
院や知らせるべき人に連
絡します。

臨終
枕飾りをして遺体を安置。
喪服、遺影の準備と世話役
との打ち合わせ。戒名の依
頼や隣近所への挨拶、死亡
届の手配も行います。

通夜の準備
通夜の翌日に、死者を弔う
のが葬儀で、故人に別れを
告げるのが告別式です。読
経の後、遺族、親族が焼香
し、参列者の焼香へと移り
ます。

葬儀・告別式
最後の対面の後、別れの花
などを行い、遺族の手で霊
柩車へ。会葬者は合掌して
見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う
場合もあります。

出棺・火葬
弔事の流れ

知っておきたい葬儀の流れ 悲しみの中にも故人への真心を込めて
しきたりや作法を心得ておきましょう
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拝礼のマナー

服装のマナー
仏式 神式
　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気
を清めるという意味があります。

献花

　教会で行われる
キリスト教の葬儀で
は、葬儀終了後に喪
主、遺族、親族、一般
の順に白い花（カー
ネーションや菊）を
献花台に供えます。
このとき茎を祭壇
側に向けます。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されています
から、これで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用意
された懐紙でふき取ります。

①遺族、僧侶に一礼。
②抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しいただく。
③そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くように落とす。
④遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
⑤２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

　会葬者の服装は黒で統一する
人がほとんどです。女性の場合
は、地味なデザインのワンピー
スやスーツに、黒か肌色のストッ
キングを身につけて。濃い口紅
は避け、傘は黒、ハンカチは白や
地味な色のものを選びましょう。
男性は、ブラックかダークスーツ
に、黒のネクタイを。

①右手は上から枝側を、左手は下から葉先を支える形で持つ。
②軽く黙礼して玉串を時計回
りに回転させ根元を神前に
向けて両手で供える。
③２～３歩下がり丁寧に二拝。
④音を立てずに二拍手、一拝。
⑤２～３歩下がり、神官、遺族に
一礼して席に戻る。

玉串奉奠では、
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　当地区医師会会員は地域の皆様の健康と生命を守るために、病院と診療所、診療所と診療所の
連携を基軸にして公正で適切な医療を提供し、また保健・福祉部門との連携を密にすることによって
住民の皆様の生活の質を高め、住民の皆様が生きがいを持って暮らすことが出来るように健康に関
連する事業を実施しています。
　我々個人で運営する診療所が多数でありますが、公立病院と連携し、多くの医療人と共に協調して
診療するシステム医療へ、質の高い医療提供へ、閉鎖的な医療から、オープンな医療活動など推進す
べく、「和を尊び、議論を尽くし、協調して行動する医師会」「風通しの良い開かれた医師会」をめざし
日々活動しています。
　私たち医師会会員は豊岡市の開業医とその地域病院、そして香美町香住区の病院、開業医の先生
方と一緒に豊岡市医師会として活動しています。

★この一覧表は、豊岡市医師会からの資料提供により作成しています。
※診療内容、時間などの詳細は、直接各医療機関に問い合わせてください。

★歯科医院の情報は、豊岡市歯科医師会からの資料提供により作成しています。
※診療内容、時間などの詳細は、直接各医療機関に問い合わせてください。

豊岡市医師会員一覧表 病院・診療所　

平成30年5月31日現在（地域別医療機関名五十音順）病院・診療所

公立豊岡病院組合立 市立診療所

　この度は、豊岡市くらしの便利帳発刊をされ大変喜ばしく思います。
　市町村合併に伴い淡路島がスッポリ入るぐらい兵庫県下一広い面積を有しているこの豊岡市、市民
に様々な情報を漏れなくすべてに伝える行政の苦労は並々ならぬものがあると推察いたします。そのよ
うな意味を含め市民の皆様のお役に立つ意義ある便利帳と喜ばしく感じているところであります。
　我々豊岡市歯科医師会会員も一丸となって地域医療に貢献いたしています。乳幼児健診・学校検診・
市民検診・在宅歯科診療・障害児（者）医療などの他に予防に関する啓蒙・啓発事業も行政と一体にな
り推進しています。
　日本歯科医師会では数年前より8020運動を展開しています。80歳まで20本以
上の歯を維持して健康で過して頂くための運動です。どうかそのためにも医療機関
を上手に利用してください。とくに歯周病は全身疾患に関連があり、
常に関心を抱いて定期的に受診されることをお勧めします。気軽に
かかりつけ歯科医院にご相談ください。

ごあいさつ

豊岡市歯科医師会員一覧表　
平成30年5月31日現在（地域別医療機関名五十音順）

ごあいさつ

あかまつ小児科 九日市下町119 22-0700
いがらし医院 城南町5-11 29-2766
浮田整形外科医院 若松町7-5 29-0017
江本内科クリニック 江本503 29-0333
えんどう医院 千代田町9-3 22-2003
大井医院 城南町8-12 24-1001
大西眼科医院 幸町1-27 24-2424
小幡内科医院 中陰376-22 24-2511
川端整形外科 正法寺34 24-6688
きょうこ内科クリニック 寿町2-36 24-7772
クリニック冨江 若松町5-38 22-3100
小西整形外科医院 中央町3-36 29-0855
小林こどもクリニック 高屋987-3 29-3353
さくらクリニック 弥栄町1-32 23-8668
しば耳鼻咽喉科医院 戸牧299-8 29-0115
しらゆり診療所 小田井町17-7 24-7201
高石医院 元町12-6 34-6399
田中クリニック 正法寺631 29-3100
中治内科クリニック 京町5-43 24-1890
中島医院 高屋1054 24-9500
中田医院 瀬戸77-20 28-2016
はながき皮フ科・形成外科クリニック 野田149-3 26-1231
風（ふぅ）発達クリニック 戸牧1029-11 37-8001
舟木内科医院 京町3-21 22-3538
モリヤマ診療所 桜町11-7 23-5100

豊岡病院 戸牧1094 22-6111
日高医療センター 日高町岩中81 42-1611
出石医療センター 出石町福住1300 52-2555

医療機関名 所在地 電話番号

豊

岡

休日急病診療所 立野町12-12 23-9219

医療機関名地
域

地
域 所在地 電話番号

豊

岡

城
崎

竹
野

日
高

出
石

森本診療所 竹野町森本513-1 48-0001
神鍋診療所 日高町栗栖野60－34 45-0003
資母診療所 但東町中山788 56-0303
高橋診療所 但東町久畑126 55-0036

一
般
診
療

但
東

やすだ内科クリニック 戸牧37-5 22-1159
ゆう眼科クリニック 戸牧535-1 22-1146
由利医院 大磯町9-53 22-2382
吉田クリニック 圡渕133-1 26-8188
ろっぽう診療所 今森465-1 24-7007
浅見医院 城崎町湯島349-1 32-2610
藤本医院 城崎町来日128-7 32-3181
内山医院 竹野町竹野344 47-0010
賀嶋医院 竹野町竹野2510 47-0005
尾松内科クリニック 日高町上石230-2 42-0885
北見医院 日高町松岡347-1 42-5300
北村内科 日高町日置29 42-3110
谷垣医院 日高町伊府660 44-0010
つるさこ耳鼻咽喉科 日高町土居170-1 42-5800
野田消化器科クリニック 日高町岩中212-1 42-1022
長谷川クリニック 日高町国分寺400-13 42-3955
前田クリニック 日高町東芝250 43-1100
やさか眼科クリニック 日高町国分寺647-1 34-8655
中沢医院 出石町本町66 52-5803
平位医院 出石町福住383－7 52-0511
藤原医院 出石町松枝105 52-2301
やまいけ眼科 出石町福住1316 52-6441
由良内科クリニック 出石町八木36 52-2006
和田内科クリニック 出石町町分131-3 53-2788
合橋診療所 但東町出合76 54-0011

あだち歯科クリニック  24-4182

あぼ歯科医院 高屋968 24-0730

砂治歯科医院 昭和町1-35 22-6000

大井医院・歯科 城南町8-12 26-1004

おはら歯科クリニック 寿町11-3 22-1182

かどの歯科医院 大手町4-5 22-8119

金下歯科医院 戸牧295-5 26-4618

きづき歯科医院 寿町1-31 24-1814

黒住歯科クリニック 京町5-43 22-4536

澤田歯科医院 千代田町9-41 22-2319

武田歯科医院 中央町9-37 22-2401

タケダ歯科 中陰190-6 24-5088

ともえ歯科 若松町7-11 26-6480

中村歯科クリニック 小田井町17-10 22-8241

はっとり歯科クリニック 下陰池ノ内575-1 20-3434

医療機関名 所在地 電話番号

豊

岡

医療機関名地
域

地
域 所在地 電話番号

豊

岡

城
崎
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野

日
高

出
石

福田歯科医院 大手町2-4 23-7951

まつもと歯科医院 江本523-1 24-6840

やすふく歯科医院 塩津町2-16 23-4555

河原歯科医院 城崎町桃島1292-6 32-2247

うちやま歯科 竹野町竹野1569-1 43-6480

あかまつ歯科医院 日高町岩中643-6 42-1010

あんず歯科クリニック 日高町土居48 42-3440

古田歯科医院 日高町国分寺400-10 42-2510

山科歯科医院 日高町国分寺878-8 42-4109

由良歯科医院 日高町夏栗488 42-5700

砂治歯科 出石町柳46 52-2448

うおさき歯科クリニック 出石町町分391-8 52-3456

きんどう歯科医院 出石町田結庄91 52-2065

淀歯科診療所 出石町柳31 52-2108
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　当地区医師会会員は地域の皆様の健康と生命を守るために、病院と診療所、診療所と診療所の
連携を基軸にして公正で適切な医療を提供し、また保健・福祉部門との連携を密にすることによって
住民の皆様の生活の質を高め、住民の皆様が生きがいを持って暮らすことが出来るように健康に関
連する事業を実施しています。
　我々個人で運営する診療所が多数でありますが、公立病院と連携し、多くの医療人と共に協調して
診療するシステム医療へ、質の高い医療提供へ、閉鎖的な医療から、オープンな医療活動など推進す
べく、「和を尊び、議論を尽くし、協調して行動する医師会」「風通しの良い開かれた医師会」をめざし
日々活動しています。
　私たち医師会会員は豊岡市の開業医とその地域病院、そして香美町香住区の病院、開業医の先生
方と一緒に豊岡市医師会として活動しています。

★この一覧表は、豊岡市医師会からの資料提供により作成しています。
※診療内容、時間などの詳細は、直接各医療機関に問い合わせてください。

★歯科医院の情報は、豊岡市歯科医師会からの資料提供により作成しています。
※診療内容、時間などの詳細は、直接各医療機関に問い合わせてください。

豊岡市医師会員一覧表 病院・診療所　

平成30年5月31日現在（地域別医療機関名五十音順）病院・診療所

公立豊岡病院組合立 市立診療所

　この度は、豊岡市くらしの便利帳発刊をされ大変喜ばしく思います。
　市町村合併に伴い淡路島がスッポリ入るぐらい兵庫県下一広い面積を有しているこの豊岡市、市民
に様々な情報を漏れなくすべてに伝える行政の苦労は並々ならぬものがあると推察いたします。そのよ
うな意味を含め市民の皆様のお役に立つ意義ある便利帳と喜ばしく感じているところであります。
　我々豊岡市歯科医師会会員も一丸となって地域医療に貢献いたしています。乳幼児健診・学校検診・
市民検診・在宅歯科診療・障害児（者）医療などの他に予防に関する啓蒙・啓発事業も行政と一体にな
り推進しています。
　日本歯科医師会では数年前より8020運動を展開しています。80歳まで20本以
上の歯を維持して健康で過して頂くための運動です。どうかそのためにも医療機関
を上手に利用してください。とくに歯周病は全身疾患に関連があり、
常に関心を抱いて定期的に受診されることをお勧めします。気軽に
かかりつけ歯科医院にご相談ください。

ごあいさつ

豊岡市歯科医師会員一覧表　
平成30年5月31日現在（地域別医療機関名五十音順）

ごあいさつ

あかまつ小児科 九日市下町119 22-0700
いがらし医院 城南町5-11 29-2766
浮田整形外科医院 若松町7-5 29-0017
江本内科クリニック 江本503 29-0333
えんどう医院 千代田町9-3 22-2003
大井医院 城南町8-12 24-1001
大西眼科医院 幸町1-27 24-2424
小幡内科医院 中陰376-22 24-2511
川端整形外科 正法寺34 24-6688
きょうこ内科クリニック 寿町2-36 24-7772
クリニック冨江 若松町5-38 22-3100
小西整形外科医院 中央町3-36 29-0855
小林こどもクリニック 高屋987-3 29-3353
さくらクリニック 弥栄町1-32 23-8668
しば耳鼻咽喉科医院 戸牧299-8 29-0115
しらゆり診療所 小田井町17-7 24-7201
高石医院 元町12-6 34-6399
田中クリニック 正法寺631 29-3100
中治内科クリニック 京町5-43 24-1890
中島医院 高屋1054 24-9500
中田医院 瀬戸77-20 28-2016
はながき皮フ科・形成外科クリニック 野田149-3 26-1231
風（ふぅ）発達クリニック 戸牧1029-11 37-8001
舟木内科医院 京町3-21 22-3538
モリヤマ診療所 桜町11-7 23-5100

豊岡病院 戸牧1094 22-6111
日高医療センター 日高町岩中81 42-1611
出石医療センター 出石町福住1300 52-2555

医療機関名 所在地 電話番号

豊

岡

休日急病診療所 立野町12-12 23-9219
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地
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森本診療所 竹野町森本513-1 48-0001
神鍋診療所 日高町栗栖野60－34 45-0003
資母診療所 但東町中山788 56-0303
高橋診療所 但東町久畑126 55-0036

一
般
診
療

但
東

やすだ内科クリニック 戸牧37-5 22-1159
ゆう眼科クリニック 戸牧535-1 22-1146
由利医院 大磯町9-53 22-2382
吉田クリニック 圡渕133-1 26-8188
ろっぽう診療所 今森465-1 24-7007
浅見医院 城崎町湯島349-1 32-2610
藤本医院 城崎町来日128-7 32-3181
内山医院 竹野町竹野344 47-0010
賀嶋医院 竹野町竹野2510 47-0005
尾松内科クリニック 日高町上石230-2 42-0885
北見医院 日高町松岡347-1 42-5300
北村内科 日高町日置29 42-3110
谷垣医院 日高町伊府660 44-0010
つるさこ耳鼻咽喉科 日高町土居170-1 42-5800
野田消化器科クリニック 日高町岩中212-1 42-1022
長谷川クリニック 日高町国分寺400-13 42-3955
前田クリニック 日高町東芝250 43-1100
やさか眼科クリニック 日高町国分寺647-1 34-8655
中沢医院 出石町本町66 52-5803
平位医院 出石町福住383－7 52-0511
藤原医院 出石町松枝105 52-2301
やまいけ眼科 出石町福住1316 52-6441
由良内科クリニック 出石町八木36 52-2006
和田内科クリニック 出石町町分131-3 53-2788
合橋診療所 但東町出合76 54-0011

あだち歯科クリニック  24-4182

あぼ歯科医院 高屋968 24-0730

砂治歯科医院 昭和町1-35 22-6000

大井医院・歯科 城南町8-12 26-1004

おはら歯科クリニック 寿町11-3 22-1182

かどの歯科医院 大手町4-5 22-8119

金下歯科医院 戸牧295-5 26-4618

きづき歯科医院 寿町1-31 24-1814

黒住歯科クリニック 京町5-43 22-4536

澤田歯科医院 千代田町9-41 22-2319

武田歯科医院 中央町9-37 22-2401

タケダ歯科 中陰190-6 24-5088

ともえ歯科 若松町7-11 26-6480

中村歯科クリニック 小田井町17-10 22-8241

はっとり歯科クリニック 下陰池ノ内575-1 20-3434

医療機関名 所在地 電話番号

豊

岡

医療機関名地
域

地
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豊

岡

城
崎
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野

日
高

出
石

福田歯科医院 大手町2-4 23-7951

まつもと歯科医院 江本523-1 24-6840

やすふく歯科医院 塩津町2-16 23-4555

河原歯科医院 城崎町桃島1292-6 32-2247

うちやま歯科 竹野町竹野1569-1 43-6480

あかまつ歯科医院 日高町岩中643-6 42-1010

あんず歯科クリニック 日高町土居48 42-3440

古田歯科医院 日高町国分寺400-10 42-2510

山科歯科医院 日高町国分寺878-8 42-4109

由良歯科医院 日高町夏栗488 42-5700

砂治歯科 出石町柳46 52-2448

うおさき歯科クリニック 出石町町分391-8 52-3456

きんどう歯科医院 出石町田結庄91 52-2065

淀歯科診療所 出石町柳31 52-2108

　日本歯科医師会では数年前より8020運動を展開しています。80歳まで20本以
上の歯を維持して健康で過して頂くための運動です。どうかそのためにも医療機関
を上手に利用してください。とくに歯周病は全身疾患に関連があり、
常に関心を抱いて定期的に受診されることをお勧めします。気軽に
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兵庫県薬剤師会但馬支部豊岡ブロック

市民の健康な生活を確保するために！！  薬剤師会の主な活動
地域の皆様の健康をお薬の供給・管理や公衆衛生向上を通して支援致します。

★この一覧表は、兵庫県薬剤師会但馬支部豊岡ブロックからの資料提供により作成しています。
※開局時間などの詳細は、直接各薬局に問い合わせてください。

豊岡市内保険薬局一覧表
平成30年5月31日現在（地域別薬局名五十音順）

豊岡市商工会のご案内

　かかりつけ薬剤師は病院・診療所か
ら処方される薬や市販薬等の服薬状
況を患者さん毎に一元的・継続的に把
握し、薬の重複や相互作用、副作用を防
止します。また、かかりつけ医と連携し
て安全で安心な最適な薬物治療を提
供するとともに健康相談などのサポー
ト機能も備えています。日頃から薬のこ
とを何でも相談し易いかかりつけ薬剤
師（薬局）をお持ちください。

▲

持って安心！！お薬の記録
あなたに処方されたお薬を正確に記録す
るための手帳です。医師や薬剤師に見せ
ることによって、薬の重複、飲み合わせの
確認や、適切な処置を迅速に行う上で役
に立ちます。

▲

薬局では処方箋と一緒にお出しください。

▲

一人一冊にまとめましょう。　
病院・薬局ごとに分けてしまうと、必要な
確認が出来なくなります。

▲

救急外来や災害時にも
急病で救急外来にかかる場合、飲んでい
る薬を聞かれます。服薬中の薬がわかる
と適切な処置が迅速に行われます。

お持ちですか？
お薬手帳

　調剤薬局の薬剤師が患者様宅に訪
問してお薬の服薬状況確認、確実な服
薬可能な調剤方法の検討、残薬整理、
副作用チェックなど、薬学的管理をい
たします。またお薬のことはもちろん、
ご自宅の衛生管理や介護用品につい
てもご相談に応じます。多くの薬局が
対応することができますのでお気軽に
ご相談ください。

在宅訪問薬剤管理業務

　豊岡市には応急的な内科診療に対応
するため、休日急病診療所が設置され
ています。薬剤師会では診療所内で処
方されるお薬の調剤・指導業務を輪番
で担当しています。休日における体調不
良時にはご利用ください。

休日急病診療所 　認定こども園を含む幼稚園・小学
校・中学校・高等学校・特別支援学校
に学校薬剤師の配置が必要であり、薬
剤師会より派遣しています。子供たち
の健康・生活環境を守るため、校内の
お薬の管理はもとより水質・空気・照
度検査等の公衆衛生についても管理・
指導しています。

学校薬剤師

かかりつけ薬剤師（薬局）

（株）アイセイ薬局豊岡店 千代田町9-5 29-3515

（株）小西薬局 中央町3-37 23-0051

ウィル薬局 若松町7-4 24-6700

キロロ調剤薬局 野田字仁倉149-1 24-7878

京町センター薬局 京町3-23 24-2960

九日市センター薬局 九日市下町119-4 29-0096

コスモス薬局城南 城南町11-3 26-3177

コスモス薬局中筋 圡渕133-5 29-2288

コスモス薬局豊岡 城南町15-28 22-7887

ゴダイ江本店 今森476-1 24-1811

ゴダイ調剤薬局千代田店 千代田町1-17 29-0802

すずらん薬局 小田井町17-6 29-0071

たいよう薬局 高屋字八坂通987-4 22-1122

つじとく正法寺 正法寺上中通106-1 29-3172

めぐみ調剤薬局 京町4-16 26-5588

ゆり薬局 大磯町5-12 23-6286

よしみ薬局 千代田町3-6 24-3163

宮本薬局 寿町7-4 24-3626

阪神調剤薬局あかり薬局店 戸牧300番地の1 22-8880

阪神調剤薬局アヤメ薬局店 正法寺570-4 26-6622

阪神調剤薬局いちご薬局店 戸牧37-2 29-3855

阪神調剤薬局豊岡店 戸牧1107-11 29-1715

石田薬局戸牧店 戸牧534-4 22-0744

薬局名 所在地 電話番号
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石田薬局調剤部 下陰7 24-2244

但馬調剤薬局 戸牧944-6 26-7500

豊岡薬局 千代田町8-21 22-2946

薬局クレア桜町店 桜町11-7 34-6508

あいりす薬局元町店 元町1-11 34-6131

すみれ薬局 城崎町湯島147 32-3945

城崎かがやき薬局 瀬戸７７-６ 28-3070

ゴダイ薬局竹野店 竹野町竹野2508-3 47-1900

アヤメ薬局日高店 日高町土居170-5 43-1668

かみや薬局 日高町岩中212-3 43-1578

きたみ薬局 日高町土居字ヨドメ206-1 42-4891

サンロード中野薬局 日高町日置23 42-2945

ハロー神谷薬局 日高町岩中200 42-5180

あいりす薬局江原店 日高町日置81-10 20-4191

阪神調剤薬局国府店 日高町上石230-6 43-1501

ゴダイ日高パーク店 日高町弥布1010 43-1620

あいりす薬局ひまわり店 出石町町分134-2 52-6881

（有）由良薬局 出石町町分21 52-5868

すずらんもりもと薬局 出石町八木33 52-2603

つぼい薬局 出石町町分206-2 52-5338

出石センター薬局 出石町福住1315 53-2233

竹中薬局 出石町柳51 52-2010

福住みどり薬局 出石町福住376-6 53-2251
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★＝在宅訪問薬剤管理業務可能な薬局

豊岡市商工会

城崎町今津290-36 TEL.32-4411
竹野町竹野1582-1 TEL.47-1771
日高町日置65-1 TEL.42-1251
出石町内町104  TEL.52-2113
但東町出合150  TEL.21-9115

こんなお悩み、ありませんか？

城 崎 支 部
竹 野 支 部
日 高 支 部
出 石 支 部
但 東 支 部

豊岡市商工会本部

▲
▲

▲
▲

▲

TEL.42-4751  http://ingnet.jp

　商工会は、商工業の総合的改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的
として、商工会法に基づいて設立されている法人です。
　商工会は、全国の市町村に約1,660（平成29年4月1日現在）が設立されており、商工業者の経営
支援や活性化を図るための様々な活動を行っています。

商工会のご案内

地域に夢を、企業に繁栄を！
豊岡の“企業づくり”、“地域づくり”の推進役となる

どうしたら
いい？

商工会ではさまざまなメニューをご用意して
皆様と一緒にお悩みの解決を図ります。

～経営のお悩み例～

ネットやチラシでお店や商品をPRするには？

オリジナル商品を開発して
新しい取引先や提携先を見つけたい

商品構成や価格設定に悩んでいる

お店のレイアウトをもっとよくするには？

スタッフの接客力を上げるには

外国人のお客様への対応はどうすればいい

顧客管理のやり方を教えてほしい

事業承継の進め方がわからない

独立して事業をはじめたい

労働保険のことがわからない

経費の区分がよくわからない

税金のことがよくわからない

設備を新しくしたい

運転資金を調達したい

人脈を拡大したい

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● など
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兵庫県薬剤師会但馬支部豊岡ブロック

市民の健康な生活を確保するために！！  薬剤師会の主な活動
地域の皆様の健康をお薬の供給・管理や公衆衛生向上を通して支援致します。

★この一覧表は、兵庫県薬剤師会但馬支部豊岡ブロックからの資料提供により作成しています。
※開局時間などの詳細は、直接各薬局に問い合わせてください。

豊岡市内保険薬局一覧表
平成30年5月31日現在（地域別薬局名五十音順）

豊岡市商工会のご案内

　かかりつけ薬剤師は病院・診療所か
ら処方される薬や市販薬等の服薬状
況を患者さん毎に一元的・継続的に把
握し、薬の重複や相互作用、副作用を防
止します。また、かかりつけ医と連携し
て安全で安心な最適な薬物治療を提
供するとともに健康相談などのサポー
ト機能も備えています。日頃から薬のこ
とを何でも相談し易いかかりつけ薬剤
師（薬局）をお持ちください。

▲

持って安心！！お薬の記録
あなたに処方されたお薬を正確に記録す
るための手帳です。医師や薬剤師に見せ
ることによって、薬の重複、飲み合わせの
確認や、適切な処置を迅速に行う上で役
に立ちます。

▲

薬局では処方箋と一緒にお出しください。

▲

一人一冊にまとめましょう。　
病院・薬局ごとに分けてしまうと、必要な
確認が出来なくなります。

▲

救急外来や災害時にも
急病で救急外来にかかる場合、飲んでい
る薬を聞かれます。服薬中の薬がわかる
と適切な処置が迅速に行われます。

お持ちですか？
お薬手帳

　調剤薬局の薬剤師が患者様宅に訪
問してお薬の服薬状況確認、確実な服
薬可能な調剤方法の検討、残薬整理、
副作用チェックなど、薬学的管理をい
たします。またお薬のことはもちろん、
ご自宅の衛生管理や介護用品につい
てもご相談に応じます。多くの薬局が
対応することができますのでお気軽に
ご相談ください。

在宅訪問薬剤管理業務

　豊岡市には応急的な内科診療に対応
するため、休日急病診療所が設置され
ています。薬剤師会では診療所内で処
方されるお薬の調剤・指導業務を輪番
で担当しています。休日における体調不
良時にはご利用ください。

休日急病診療所 　認定こども園を含む幼稚園・小学
校・中学校・高等学校・特別支援学校
に学校薬剤師の配置が必要であり、薬
剤師会より派遣しています。子供たち
の健康・生活環境を守るため、校内の
お薬の管理はもとより水質・空気・照
度検査等の公衆衛生についても管理・
指導しています。

学校薬剤師

かかりつけ薬剤師（薬局）

（株）アイセイ薬局豊岡店 千代田町9-5 29-3515

（株）小西薬局 中央町3-37 23-0051

ウィル薬局 若松町7-4 24-6700

キロロ調剤薬局 野田字仁倉149-1 24-7878

京町センター薬局 京町3-23 24-2960

九日市センター薬局 九日市下町119-4 29-0096

コスモス薬局城南 城南町11-3 26-3177

コスモス薬局中筋 圡渕133-5 29-2288

コスモス薬局豊岡 城南町15-28 22-7887

ゴダイ江本店 今森476-1 24-1811

ゴダイ調剤薬局千代田店 千代田町1-17 29-0802

すずらん薬局 小田井町17-6 29-0071

たいよう薬局 高屋字八坂通987-4 22-1122

つじとく正法寺 正法寺上中通106-1 29-3172

めぐみ調剤薬局 京町4-16 26-5588

ゆり薬局 大磯町5-12 23-6286

よしみ薬局 千代田町3-6 24-3163

宮本薬局 寿町7-4 24-3626

阪神調剤薬局あかり薬局店 戸牧300番地の1 22-8880

阪神調剤薬局アヤメ薬局店 正法寺570-4 26-6622

阪神調剤薬局いちご薬局店 戸牧37-2 29-3855

阪神調剤薬局豊岡店 戸牧1107-11 29-1715

石田薬局戸牧店 戸牧534-4 22-0744

薬局名 所在地 電話番号

豊

岡

薬局名地
域

地
域 所在地 電話番号

豊

岡

城
崎
竹
野

日
高

出
石

石田薬局調剤部 下陰7 24-2244

但馬調剤薬局 戸牧944-6 26-7500

豊岡薬局 千代田町8-21 22-2946

薬局クレア桜町店 桜町11-7 34-6508

あいりす薬局元町店 元町1-11 34-6131

すみれ薬局 城崎町湯島147 32-3945

城崎かがやき薬局 瀬戸７７-６ 28-3070

ゴダイ薬局竹野店 竹野町竹野2508-3 47-1900

アヤメ薬局日高店 日高町土居170-5 43-1668

かみや薬局 日高町岩中212-3 43-1578

きたみ薬局 日高町土居字ヨドメ206-1 42-4891

サンロード中野薬局 日高町日置23 42-2945

ハロー神谷薬局 日高町岩中200 42-5180

あいりす薬局江原店 日高町日置81-10 20-4191

阪神調剤薬局国府店 日高町上石230-6 43-1501

ゴダイ日高パーク店 日高町弥布1010 43-1620

あいりす薬局ひまわり店 出石町町分134-2 52-6881

（有）由良薬局 出石町町分21 52-5868

すずらんもりもと薬局 出石町八木33 52-2603

つぼい薬局 出石町町分206-2 52-5338

出石センター薬局 出石町福住1315 53-2233

竹中薬局 出石町柳51 52-2010

福住みどり薬局 出石町福住376-6 53-2251
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★＝在宅訪問薬剤管理業務可能な薬局

豊岡市商工会

城崎町今津290-36 TEL.32-4411
竹野町竹野1582-1 TEL.47-1771
日高町日置65-1 TEL.42-1251
出石町内町104  TEL.52-2113
但東町出合150  TEL.21-9115

こんなお悩み、ありませんか？

城 崎 支 部
竹 野 支 部
日 高 支 部
出 石 支 部
但 東 支 部

豊岡市商工会本部

▲
▲

▲
▲

▲

TEL.42-4751  http://ingnet.jp

　商工会は、商工業の総合的改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的
として、商工会法に基づいて設立されている法人です。
　商工会は、全国の市町村に約1,660（平成29年4月1日現在）が設立されており、商工業者の経営
支援や活性化を図るための様々な活動を行っています。

商工会のご案内

地域に夢を、企業に繁栄を！
豊岡の“企業づくり”、“地域づくり”の推進役となる

どうしたら
いい？

商工会ではさまざまなメニューをご用意して
皆様と一緒にお悩みの解決を図ります。

～経営のお悩み例～

ネットやチラシでお店や商品をPRするには？

オリジナル商品を開発して
新しい取引先や提携先を見つけたい

商品構成や価格設定に悩んでいる

お店のレイアウトをもっとよくするには？

スタッフの接客力を上げるには

外国人のお客様への対応はどうすればいい

顧客管理のやり方を教えてほしい

事業承継の進め方がわからない

独立して事業をはじめたい

労働保険のことがわからない

経費の区分がよくわからない

税金のことがよくわからない

設備を新しくしたい

運転資金を調達したい

人脈を拡大したい
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お
問
い

合
せ
先

●企業、求職者ともお互いを見極めた上で、ミスマッチのない選択ができます。
●求職者にはスキルアップが図れ、企業にとっては即戦力の人材確保ができます
●求職者は企業から賃金を受け取りながら、職業訓練が受けられます
　（注：報酬の額は雇用形態によって異なります）。企業は一定の要件により助成金が活用出来ます。
●訓練後、その企業で正社員として採用される可能性が高まります（自社のパートや契約社員含む）
●今まで一定の分野でしか労働経験がない方でも、違う分野へのチャレンジができます。
　（例：営業職→事務職へなど）

【ジョブ・カードを活用するメリット】

豊岡市大磯町1-79　TEL. 0796-22-4456
　 http://www2.nkansai.ne.jp/storkcci/

豊岡商工会議所
TEL. 0796-23-7009
　 http://www.toyooka-cci.or.jp/

豊岡商工会議所 兵庫県地域ジョブ・カードサポートセンター

兵庫県地域ジョブ・カードサポートセンターでは、人材開発支援助成金の有期実習型訓練（正社員
経験が少ない非正規雇用（パート・アルバイト等）の労働者を対象にした訓練）の計画届等の作成支
援や、訓練実施に関する相談・援助を無料で行っています。お気軽にご連絡ください。

ジョブ・カードで
マッチング！

企　業

有能な人材を
育成したい企業

求職者

正社員の経験が少ない
非正規雇用労働者

〈ジョブ・カード制度〉  有期実習型訓練の活用のお勧め
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