
地域包括支援センターの連絡先
名称 所在地 電話 FAX

豊岡
地域包括支援センター

立野町
12-12 24-2409 24-9088

城崎・竹野
地域包括支援センター

城崎町湯島
625-9 32-4599 32-2940

城崎・竹野
地域包括支援センター
竹野分室

竹野町須谷
1478 47-1425 47-1878

日高
地域包括支援センター

日高町祢布
891-2 42-0158 42-4731

出石・但東
地域包括支援センター

出石町福住
1302 52-7015 52-5716

出石・但東
地域包括支援センター
但東分室

但東町出合
433-1 54-0515 54-0182

　生活苦・児童・高齢者・介護の悩みなど地域に住む皆
さんの心配ごとを解決するために、専門機関や行政と
のパイプ役や調整役を務めます。
　民生委員・児童委員には、守秘義務があります。個人
情報やプライバシー保護に配慮した支援活動を行い
ますので、安心して相談してください。

民生委員・児童委員

　旧軍人や文官などが公務上の傷病により障害者に
なったり、死亡した場合には、本人または遺族の方に
対して、国が補償を行います。

戦傷病者・遺族の援護

　災害時等の避難行動などに支援を要する方を登録
し、本人の同意の下にその情報を地域支援者に提供す
ることで、災害時等の避難支援を実施します。登録者
の対象範囲は、次のとおりです（施設入所者は除きま
す）。
　①身体障害者手帳1・2級の方
　②療育手帳A判定の方
　③精神障害者保健福祉手帳1級の方
　④介護保険法による要介護度が3～5の方
　⑤65歳以上の方のみから成る世帯に属する方
　⑥前各号に掲げる者のほか市長が特に定める方

災害時要援護者とは

　他の貸付が利用できない低所得世帯や障害者・高齢
者世帯の生活を経済的に支えることを目的とした制
度です。
　貸付対象・要件などの詳細は、豊岡市社会福祉協議
会に問い合わせてください。
　豊岡市社会福祉協議会　☎23-2573

生活福祉資金貸付制度

◦�自立して生活できるように支援します（介護予防ケ
アマネジメント業務）
　�　介護保険を申請して、要支援1・2と認定された方
が介護予防サービスを利用するための「介護予防ケ
アプラン」を作成します。また、介護保険の認定を受
けていない方で、支援や介護が必要となる可能性が
高い方に自立した生活を継続していけるよう、介護
予防事業を利用できるように支援します。
◦皆さんの権利を守ります（権利擁護業務）
　�　皆さんが安心して生き生きと暮らせるよう、皆さ
んの持つさまざまな権利を守るための支援を行い
ます。高齢者虐待を早期に発見したり、成年後見制
度の紹介などを行います。
◦�さまざまな方面から皆さんを支えます（包括的・継
続的ケアマネジメント支援業務）
　�　暮らしやすい地域にするため、さまざまな機関と
のネットワークをつくり、調整します。
◦さまざまな相談に対応します（総合相談支援業務）
　�　高齢者やその家族が抱える悩みや心配ごとなど
の相談に対応します。介護・保健・医療・福祉など、何
でも相談してください。「どこに相談するのか分か
らない」という場合、まずは相談してください。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターとは
　地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域
で安心して暮らせるように、介護・保健・医療・福祉な
どさまざまな面から総合的に支えるために設けられ、
主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、社会福祉
士、保健師（または経験のある看護師）が互いの専門性
を生かしつつチームで連携を取りながら対応してい
ます。

地域包括支援センター�
� �高年介護課　☎29-0055

その他の福祉�
� �社会福祉課　☎24-7032（各振興局市民福祉課）
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保育所とは
　夫婦の共働き、病気や介護などで、家庭で子どもを
保育できない場合、保護者に代わって日中子どもを保
育するところです。
入所
　◆入所できる乳幼児
　　�小学校就学前までの子どもが入所できます。受付

年齢は保育所によって異なります。
　◆保育所に入所するための条件
　　（1）子どもと保護者が市内に在住
　　（2）�保護者のいずれもが労働・出産・疾病・介護な

どの事情に該当する場合
　◆申込方法
　　�こども育成課、各振興局地域振興課、市内各保育

所で配布する申込書類に必要事項を記入の上、必
要書類を添えてこども育成課または各振興局地
域振興課に提出してください。

　※�年度途中でも随時申込みを受け付けています。た
だし、各保育所には定員がありますので、定員を
超える申込みの場合は、入所できないことがあり
ます。

保育料
　認可保育所の保育料は、保護者（父母）およびその他
の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の市民税の
課税額を基に決定します。
地域子ども・子育て支援事業
　◆延長保育
　　�保護者などの就労時間や通勤時間の拡大に対応

するため、通常保育時間を延長した保育を実施し
ています。

　　◦�保護者などの就労実態や生活実態がやむを得
ないと認められた場合に限ります。

　　◦延長保育時間は保育所によって異なります。

　◆一時保育（一時預かり事業）
　　�さまざまな保育ニーズに対応するため、次のよう

な一時保育を実施しています。
　　◦保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育
　　◦保護者の傷病などによる緊急時の保育
　　◦�保護者のリフレッシュを図るための一時的な

保育など
　◆病児・病後児保育
　　�子どもが病気や病気の回復期にあり、集団生活が

困難であると診断された期間において、専用施設
で一時的に子どもを預かります。

　　◦対象年齢　
　　　生後3カ月～小学校に就学している児童
　　　※医師連絡票（有料）が必要
　　◦開設場所
　　　�病児・病後児保育室「チャイルド・ケアセンター」
　　　（下陰5）　☎29-3900
※�地域子ども・子育て支援事業は、各保育所に申し込
み・問い合わせてください。

保育所名 所在地 電話番号
市立 西保育園 正法寺38-1 23-0018
私立 豊陵保育園 中央町5-29 23-2772
私立 チャイルドハウス保育園 下陰5 29-3900
私立 テラスハウス保育園 中陰404 23-7799

私立 アートチャイルドケア
豊岡こうのとり保育園 江本35-7 22-3550

私立 カバンストリート保育園 中央町18-8 37-8870
私立 スマイリーハウス保育園 戸牧500 26-1888
市立 森本へき地保育園 竹野町森本984-4 48-0300
私立 八代保育園 日高町中331-1 42-1731
私立 蓼川保育園 日高町祢布1001-2 42-0169
私立 蓼川第二保育園 日高町鶴岡452-4 42-1122
私立 静修保育園 日高町夏栗480-1 42-1056
私立 出石愛育園 出石町町分559-1 52-2137

入所・延長保育・一時保育など
保育所� �こども育成課　☎22-4452

子育て・教育
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　市内には、市立幼稚園が11園あります。

幼稚園名 所在地 電話番号
出石幼稚園 出石町町分36-2 52-2174
福住幼稚園 出石町福住209 52-2503
豊岡めぐみ幼稚園 山王町7-5 22-2261
豊岡ひかり幼稚園 幸町7-51 22-5000
田鶴野幼稚園 野上162 23-0453
五荘奈佐幼稚園 中陰1 22-6931
新田幼稚園 河谷596 23-6780
中筋幼稚園 圡渕27 23-0549
日高幼稚園 日高町岩中46-1 42-0662
寺坂幼稚園 出石町日野辺1-1 52-2504
神美幼稚園 三宅45 27-0041

幼稚園� �こども育成課　☎22-4452

認定こども園とは
　認定こども園は幼稚園と保育所の役割を併せ持ち、
小学校就学前の児童に対する保育や教育、保護者に対
する子育て支援を総合的に提供する施設です。
入園
　◆入園できる乳幼児・入園するための条件
　　①保育認定（2・3号認定）
　　　保育所と同じです。
　　②教育認定（1号認定）
　　　幼稚園と同じです。
　◆申込方法
　　①保育認定（2・3号認定）
　　　�こども育成課、各振興局地域振興課、市内各認

定こども園で配布する申込書類に必要事項を
記入の上、必要書類を添えて、希望の園に直接
申し込んでください。

　　②教育認定（1号認定）
　　　�園に直接問い合わせてください。

認定こども園名 所在地 電話番号

私立

おもしろたのし
みえこども園 鎌田116 24-0462

こうのとり認定こども園 戸牧160-3 22-6360
城崎こども園 城崎町湯島802-1 32-2269
こくふこども園 日高町野々庄929 42-1717
みかたの森こども園 日高町栗山901-2 44-0610
きよたき認定こども園 日高町山宮1374-5 45-0450
おさかおの こども園 出石町鳥居1016 53-2700

市立

港認定こども園 気比3291-235 28-2107
八条認定こども園 弥栄町5-9 22-3960
竹野認定こども園 竹野町須谷1470-1 47-0153
合橋認定こども園 但東町出合市場416-1 54-0105
高橋認定こども園 但東町久畑910 55-0405
資母認定こども園 但東町中山757-1 56-0245

認定こども園� �こども育成課　☎22-4452

入園条件・申込方法など 市内認定こども園一覧

市立幼稚園に入園するとき
市立幼稚園一覧表

入園できる幼児
　市内在住の4・5歳児
入園手続き
　対象児には、入園案内文書を送付します。
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　子育て中の保護者などの悩みを解消し、安心して子
育てができるように、各地域に子育てセンターを設置
しています。乳幼児の子育てに関する情報提供、育児
不安などの相談、子育てグループの活動支援、親子触
れ合い活動、育児に参考となる学習講座の開催などを
行っています。
子育て総合センター　大手町4-5
　アイティ7階　☎24-4604　ＦＡＸ24-4740
　開設日：時間
　　水～月曜日　午前9時～午後5時
　　（ふれあい広場は午前9時～午後8時）
城崎子育てセンター　城崎町桃島1057-1
　城崎庁舎2階　☎・ＦＡＸ32-4666
　開設日：時間
　　火～土曜日　午前10時～午後4時
竹野子育てセンター　竹野町和田389-1
　☎・ＦＡＸ47-2030
　開設日：時間
　　火～日曜日　午前10時～午後4時
日高子育てセンター　日高町祢布920
　日高庁舎3階　☎・ＦＡＸ42-4610
　開設日：時間
　　火～金曜日　午前10時～午後4時
　　土曜日　第1のみ休館
　　日曜日　第1のみ開館

出石子育てセンター　出石町内町1
　出石庁舎1階　☎・ＦＡＸ52-6188
　開設日：時間
　　火～土曜日　午前10時～午後4時
但東子育てセンター　但東町出合150
　但東市民センター1階　☎21-9079　ＦＡＸ54-1025
　開設日：時間
　　火～土曜日　午前10時～午後4時

※�休館日は、上記の他に祝日、12月29日から1月3日。
ただし、子育て総合センターのみ祝日開設

子育てセンター� �こども育成課　☎29-0053

開設場所・活動内容

　※送迎には別途ガソリン代がかかります。
ファミサポ補償保険に加入します
　万が一の事故に備えて、センターで補償保険に加入
します。
　保険料は、市が負担します。
　詳しくは豊岡市ファミリーサポートセンターの
ホームページをご覧ください。

　「子育てを応援して欲しい人」（おねがい会員）と「子
育てを応援したい人」（まかせて会員）の会員組織で、
地域の中で子育てを応援していく事業です。センター
（事務局）は会員同士の連絡・調整を行います。
会員の種類
　◆おねがい会員（子育てを応援して欲しい人）
　　◦豊岡市在住の方
　　◦�生後6カ月～小学6年生までの子どもの保護者
　◆まかせて会員（子育てを応援したい人）
　　◦�豊岡市内在住の満20歳以上の方で、心身共に

健康で保育に熱意のある方
　　◦自宅で子どもを預かることができる方
　　◦送迎の場合は、自家用車での運転ができる方
　◆どっちも会員
　　◦おねがい会員とまかせて会員を兼ねる方
援助できる内容
　◆一時的に子どもを預かる
　　◦保育施設の開始前・終了後
　　◦買い物などの外出時
　　◦その他必要に応じた時

活動日 30分あたりの謝礼
平日

午前7時～午後7時 350円

平日の上記以外の時間、
土・日曜日、祝日 400円

豊岡市ファミリーサポートセンターとは
豊岡市ファミリーサポートセンター� こども育成課　☎29-0053

　◆子どもの送迎をする
　　◦習い事への送迎
　　◦保育施設とまかせて会員宅の間の送迎　等
謝礼の目安
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　保護者の就労などで、放課後留守家庭となる小学生を対象に、放課後児童クラブを開設しています。
　なお、定員に余裕のある場合は、放課後留守家庭となる幼稚園児も受け入れます（ただし、認定こども園の幼稚
園児、平成24年度から2年制保育導入園の4歳児は対象外です）。

名称 場所 所在地 電話番号
豊岡放課後
児童クラブ

豊岡
めぐみ幼稚園内 山王町7-5 24-6495

豊岡第2放課後
児童クラブ

豊岡
ひかり幼稚園内 幸町7-51 22-5075

八条放課後
児童クラブ

八条放課後
児童クラブ 九日市下町316-1 23-7080

八条第2放課後
児童クラブ 八条小学校内 九日市下町402 24-6086

三江放課後
児童クラブ 旧三江幼稚園内 庄境648 23-6966

田鶴野放課後
児童クラブ 田鶴野幼稚園内 野上162 23-0590

五荘放課後
児童クラブ

五荘奈佐
幼稚園内 中陰1 22-7240

五荘第2放課後
児童クラブ

五荘第2放課後
児童クラブ 中陰11-4 22-0559

新田放課後
児童クラブ 新田幼稚園内 河谷596 23-7050

中筋放課後
児童クラブ 中筋小学校内 圡渕27 22-3569

奈佐放課後
児童クラブ 奈佐小学校内 吉井620 24-6053

港西放課後
児童クラブ 旧港西幼稚園内 瀬戸57 28-2992

港東放課後
児童クラブ 旧港西幼稚園内 瀬戸57 28-2992

神美放課後
児童クラブ 神美幼稚園内 三宅45 27-0595

神美第2放課後
児童クラブ 神美小学校内 三宅45 27-0007

城崎放課後
児童クラブ

城崎こども園内
（委託） 城崎町湯島802-1 32-2269

竹野放課後
児童クラブ 竹野小学校内 竹野町竹野300 47-2555

名称 場所 所在地 電話番号
中竹野放課後
児童クラブ

中竹野
ふるさと館内 竹野町轟5 47-1444

竹野南放課後
児童クラブ 竹野南小学校内 竹野町御又78 48-0044

府中放課後
児童クラブ 府中小学校内 日高町野々庄934 080-

1436-1765
八代放課後
児童クラブ 八代小学校内 日高町中320-1 42-0233

日高放課後
児童クラブ 日高小学校内 日高町岩中22 090-

7344-1061
日高第2放課後
児童クラブ 日高幼稚園内 日高町岩中46-1 090-

5660-0641
静修放課後
児童クラブ 静修小学校内 日高町道場157-1 42-3015

三方放課後
児童クラブ 三方小学校内 日高町栗山735 080-

1428-0074
清滝放課後
児童クラブ 旧清滝幼稚園内 日高町山宮1357-1 45-0975

弘道放課後
児童クラブ 出石幼稚園内 出石町町分36-2 090-

6964-8676
福住放課後
児童クラブ 福住幼稚園内 出石町福住209 090-

6963-2628
寺坂放課後
児童クラブ 寺坂幼稚園内 出石町日野辺1-1 090-

6961-5193
小坂放課後
児童クラブ 旧小坂幼稚園内 出石町鳥居1016 090-

6962-9223
小野放課後
児童クラブ 小野小学校内 出石町口小野153 090-

6964-8766
合橋放課後
児童クラブ 合橋小学校内 但東町出合市場391 54-0073

高橋放課後
児童クラブ 高橋小学校内 但東町久畑916 55-0044

資母放課後
児童クラブ 資母体育館内 但東町中山706 56-0918

開設日　　　月～土曜日
�開設時間　　�小学校下校時～午後6時30分（土曜日・長期休業期間などは午前8時～午後6時30分）� �

※幼稚園児は午後4時まで
月額使用料　�◦通常月　7,000円（3,000円）　◦7月　8,000円（6,000円）　◦8月　10,000円（7,500円）　�

◦土曜日は、月額1,000円（800円）　※（　）内は幼稚園児　※別途おやつ代（教材費込み）1,500円

　地域住民等の参画を得て、放課後等に学習や体験・
交流活動を行っています。

教室名 主な活動場所 主な活動内容
八条わいわい教室 八条地区コミュニ

ティセンター
硬筆ペン字、卓球、読み聞か
せ、おりがみ教室

竹野子ども教室 竹野小学校体育館
ドッジボール、おりがみ、な
わとび、バスケットボール、
お絵かき、外遊び

※�地域の実情に合わせ、放課後子ども教室の年間実施回数、
開催曜日、開催時間、活動内容などが異なります。

教室名 主な活動場所 主な活動内容
八代子ども教室 八代地区コミュニ

ティセンター
オセロ、けん玉、将棋、こま、
卓球、自由遊び

清滝子ども教室 清滝小学校体育館 ボール遊び、自由遊び、読書

出石福住子ども教室 出石B＆G海洋セ
ンター スポーツ体験、工作

たかはし子ども教室 高橋地区コミュニ
ティセンター 卓球、自由遊び

しぼ子ども教室 資母地区コミュニ
ティセンター

おはなしの会（読み聞か
せ）、工作

放課後児童クラブ� �こども育成課　☎29-0053

放課後子ども教室� �こども育成課　☎29-0053

開設場所一覧

開設場所一覧

入所の申込み
●申込み受付は、こども育成課および各振興局地域振興課で行います。
　（4月から3月までの1年を通して利用する児童が対象で、11月ごろに募集します）
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　市内には、市立小学校29校、市立中学校9校と私立
中学校が1校あります。

小学校・中学校� �こども教育課　☎23-1451

曜日 時間
通常相談 平日 � 9：00～17：00
休日相談（臨床心理士） 第1土曜日 � 9：00～12：00
夜間相談（臨床発達心理士） 第4水曜日 18：00～21：00

※12月29日～1月3日、祝日を除きます。
※�休日・夜間相談は、面接相談のみです。電話で予約してく
ださい。

【連絡先】
〒668-0045
豊岡市城南町23-6
豊岡健康福祉センター3階
Mail：kodomoshien@city.toyooka.lg.jp

不登校相談 ☎24-8303発達に関わる相談
子育て家庭相談 ☎21-9003
夜間・休日相談 ☎24-8303

こども支援センター
　子どもに関することが相談できます。
不登校相談
　～学校に行きたくても行けない子どもを支援します。～
対　象　小、中学生や保護者
相談者　不登校相談員
ふれあいルーム（適応指導教室）…�子どもたちに心の居

場所を提供します。
見学もできます。

発達にかかわる相談
　～子どもの発達に悩んでおられる方を支援します。～
対　象　就学前の園児、小、中学生や保護者
相談者　�特別支援コーディネーター・臨床心理士・臨

床発達心理士
子育て家庭相談
　～子育ての悩みや心配事を一緒に考えていきます。～
対　象　0歳から18歳までの子どもの家庭
相談者　家庭相談員

市立小・中学校を転校するとき
転入（他市町から豊岡市へ）
①�市民課および各振興局市民福祉課で転入の手続き
を終えた後、「住民異動届」を持ってこども教育課ま
たは各振興局地域振興課にお越しください。
②�こども教育課または各振興局地域振興課で「転入学
通知書」を作成して渡します。
③�「転入学通知書」を持って指定された学校へ行き、前
に通っていた学校の「在学証明書」、「教科用図書給
与証明書」を提出してください。
転出（豊岡市から他市町へ）
　今まで通っていた学校で「在学証明書」、「教科用図
書給与証明書」を受け取り、転入先の教育委員会で転
入学の手続きを行ってください。
市内間での転学
①�市民課および各振興局市民福祉課で転居の手続き
後、「住民異動届」を持ってこども教育課または各振
興局地域振興課にお越しください。

市立小・中学校へ入学するとき
入学通知
　新しく小・中学校に入学する子どもの保護者に、12月末
に入学通知を送付し、入学期日と学校をお知らせします。
次のときはこども教育課へ申し出てください。
　◦病気などの理由で就学に差し支えるとき
　◦国立や私立の学校へ就学するとき
　◦特別支援学校へ就学するとき
　◦�住所などに変更があったとき、変更する予定があるとき
　◦�事情により、指定校以外の学校に入学を希望するとき
就学時の健康診断
　翌年の4月に小学校へ入学する子どもを対象に、10月下旬
～11月に就学時健康診断を行います。健診日や会場などは
教育委員会から保護者へお知らせします。通知が届かない場
合や不明な点は、こども教育課に問い合わせてください。

②�こども教育課または各振興局地域振興課で「転入学
通知書」を作成してお渡しします。
③�「転入学通知書」を持って指定された学校へ行き、前
に通っていた学校の「在学証明書」「教科用図書給与
証明書」を提出してください。

101

１８０７豊岡市5(SG40)行政最終_納品用.indd   101 2018/07/13   11:39:31



名称 住所 電話番号
近畿大学付属
豊岡中学校 戸牧100 22-4305

名称 住所 電話番号
豊岡南中学校 大磯町1-65 22-2546
豊岡北中学校 中陰250 22-2880
港中学校 気比3485 28-2444
城崎中学校 城崎町湯島617 32-2043
竹野中学校 竹野町竹野2056 47-0035
日高東中学校 日高町水上160 42-1801
日高西中学校 日高町庄境410 44-0201
出石中学校 出石町弘原202-1 52-4100
但東中学校 但東町三原108-1 54-1155

※市立小学校一覧は132ページをご覧ください。

　小学校・中学校に就学させるに当たって、経済的に
困っている方に学用品費、給食費、修学旅行費、医療費
などの助成を行っています。
小・中学校の就学援助制度
●対象
　◦生活保護受給世帯
　◦�生活保護受給世帯に準ずる世帯（所得調査により

教育委員会が認める世帯）
●申請方法
　�申請書（こども教育課、各振興局地域振興課および
各小・中学校に置いています）に民生委員の意見を
もらい必要書類を添えて学校長に提出してくださ
い。
●�私立中学校の入学は、直接、該当の中学校に問い合
わせてください。

　市では、奨学金を貸与・支給する制度を設けていま
す。

奨学金制度� �教育総務課　☎23-1117

豊岡市奨学金（無利子貸与）

就学援助制度 市立中学校一覧表

私立中学校一覧表

利用できる方
　申請日において、市内に1年以上居住する方の子弟
で、学校教育法第1条に規定する高校、特別支援学校
（高等部）、高等専門学校、大学に在学していること（専
修学校、各種学校、大学校は該当しません）。
　人物および学力が優秀な方で、学校長の推薦がある
こと（ただし、新たに入学した方の推薦は、出身学校長
の推薦とすることができます）。
　勉学意欲がありながら、経済的理由で修学が困難で
あること。
※�本人の父母またはこれに代わって家計を支えてい
る人の所得額が基準額以下であることを目安とし
ています。基準額および特別控除額は、高校生は「兵
庫県高等学校教育振興会奨学資金」の表を、高等専
門学校生および大学生は「日本学生支援機構第1種
奨学金」の表を準用します。
貸与額等
　貸与期間は、正規の修業年限とし、金額は次のとお
りです。
　◦高校・高等専門学校・特別支援学校（高等部）
� ………………月額　� 9,900円
　◦大学（短大を含む）�………………月額　44,650円
※�貸与額は、国立大学、県立高校の授業料の改定に合
わせて変更することがあります。
返還
　貸与終了後6カ月経過後から10年の月賦均等償還
で、無利子です。
　返還がまだ終了しないうちに、進学や本人の病気な
ど特別な事情で返還が困難となった場合は、一時返還
の猶予を受けることができます。
　また、返還期間が始まるまでに就職できず、返還が
困難な場合で、教育委員会が認めた場合は、2年間に限
り割賦金を減額して返還することができます。

豊岡市交通遺児奨学金（支給）
利用できる方
　主たる生計維持者である保護者が交通事故で死亡
し、または負傷のため著しい後遺障害があって働けな
くなった方の子弟に支給する奨学金です（ただし、平
成17年4月1日以降に発生した交通事故によるものに
限る）。
　申請日において、市内に1年以上居住する方の子弟
で、学校教育法第1条に規定する高校、特別支援学校
（高等部）、高等専門学校、大学に在学していること（専
修学校、各種学校、大学校は該当しません）。
　人物および学力が優秀な方で、在学学校長の推薦が
あること（ただし、新たに入学した方の推薦は、出身学
校長の推薦とすることができます）。
支給額等
　支給期間は、教育委員会が申請を受理した月から正
規の修業年限までとし、金額は次のとおりです。
　◦高校・高等専門学校・特別支援学校（高等部）
� …………………月額　15,000円
　◦大学（短大を含む）� �……………月額　30,000円
出願期間
　随時
決定
　教育委員会が審査し、決定します。

申請期間
　毎年4月（詳細は、市広報紙などでお知らせします）
決定
　教育委員会が選考し、決定します。
※�その他、詳細は、募集時に配布する募集要項、市ホー
ムページをご覧ください。
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　幼児期の身体を動かす遊びや運動は、丈夫な体をつ
くるためだけでなく、「脳」や「こころ」
の発達にも役立っていることが分
かってきました。
　市では、子どもたちが心身共に健
やかに成長できるよう、平成19年
度から幼児期における
運動遊び事業を推進しています。
具体的な取組み内容
　市内各幼稚園・保育所・認定こども園では、長野県の
松本短期大学名誉教授の柳澤秋孝さんが考案した「柳
沢運動プログラム」をもとに、身体を使った遊びを日
常保育の中に取り入れるとともに運動遊び指導員が
各園を巡回訪問し事業を展開しています。
　具体的には、クマさん歩きやワニさん歩き、カンガ
ルー跳びなど、いろいろな動物に変身するなど、楽し
く遊びながら、全身の筋肉を動かし、支持力（体を支え
る力）、跳躍力（ジャンプする力）、懸垂力（ぶら下がる
力）や回転・逆さ感覚などの基礎体力を身に付けてい
くというものです。
巡回訪問の様子

取組みの様子� 　

　「動ける身体」を持つことで、できたときの喜び、達
成感や満足感を自信につなげます。また、挑戦する気
持ちや意欲を育てるとともに、友達同士でコミュニ
ケーションを取りながら体を使って楽しく遊ぶこと
で、抑制力や思いやる気持ちのある「心豊かな」子ども
の育成を目指しています。
　詳細は、市ホームページ「豊岡市運動遊び」をご覧く
ださい。

運動遊びで培った力や動きを取り入れた「豊岡市版
小学校体育準備運動」を全小学校で実施しています

（八条小学校）

運動遊び専任職員が各園を巡回訪問しています
（出石幼稚園）

運動遊び事業

幼児期における「運動遊び」�
� �こども育成課　☎29-0053

　天気の良い日は、子育て広場に遊びに来てくださ
い。よちよち歩きの小さな子どもも安心して遊べるよ
うに、地域の方と協力して、ふかふかの芝生を整備し
ました。木製柵と「お世話やきたいマーク」の看板が目
印です。多世代が集まる憩いの場所として利用してく
ださい。
�各地域の子育て広場
　市役所本庁舎前、城崎駅通り公園内、竹野庁舎前、日
高町民公園、出石庁舎前、但東庁舎前

小さな子ども向け「子育て広場」整備

地域の子育て応援�
� �ハートリーフ戦略室　☎21-9100

�「英語って楽しい♪」「英語大好き！」の気持ちを育
むために
　豊岡市では英語遊び保育事業を推進しています。
　市内の幼稚園・保育所・認定こども園の4、5歳児を
対象に英語遊び指導員が巡回し、英語遊び保育を実施
しています（年間15回程度）。
　オールイングリッシュの遊び・活動を中心として、
英語に親しみ、楽しもうとする気持ちを育む取組みで
す。歌や手遊び、体を動かすゲーム、絵本の読み聞かせ
など、指導員との英語でのやり取りの中で楽しく英語
に触れます。「間違っても大丈夫」「もっと英語を使っ
てみたいな」「英語ってなんだか楽しいな」というよう
な気持ちが芽生え、育まれることを目指しています。

英語遊び保育事業

元気いっぱい♪Hello�Song
（西保育園）
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■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

105

１８０７豊岡市5(SG40)行政最終_納品用.indd   105 2018/07/13   11:39:33


