
■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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上水道� 水道課　☎22-5377

　次のようなときは届出が必要です。使用の開始や中
止は電話で受け付けていますので、事前に豊岡市水
道お客さまセンター（☎22-5378）に連絡してくださ
い。
◇引っ越しなどにより水道の使用を開始するとき
◇水道の使用を中止するとき
◇水道の使用者が変わるとき
◇相続や売買などで所有者が変わるとき

水道の使用など

メーター口径 加入金
 13mm　　 � �� 86,400円
 20mm　　 � �108,000円
 25mm　　 � �216,000円
 40mm　　 � �540,000円
 50mm　　 � �864,000円
 75mm　　 2,160,000円
100mm　　 4,320,000円
125mm以上 別途管理者が定める

※上記の金額には消費税が含まれています。
※�増口径の場合は新口径と旧口径の差額分となります。

加入金
　水道を新設または改造などにより増口径（メーター
の口径を大きく）するときは、加入金が必要です。

水道料金
　水道料金は、2カ月に1度検針した使用水量に基づ
き、毎月支払っていただきます。
　口座振替と納入通知書による支払方法があります
が、便利で確実な口座振替をお勧めしています。納入
通知書では、市役所または最寄りの金融機関の他、郵
便局、コンビニエンスストアでも支払いできます。

水道工事
　水道の新設、増設、改造、修繕など、水道の工事につ
いては、市の指定給水装置工事事業者（指定工事店）に
依頼してください。
※�指定工事店以外が工事を行うことはできませんの
で、注意してください。

＋

基本料金（1カ月につき）
口径 料金
� 13mm � �� 691.2円
� 20mm � 1,382.4円
� 25mm � 2,808�� 円
� 40mm � 9,828�� 円
� 50mm 15,336�� 円
� 75mm 39,960�� 円
100mm 75,600�� 円

従量料金

使用水量 1㎥当たりの
料金

 1㎥～ 10㎥ � 64.8円
11㎥～ 20㎥ 129.6円
21㎥～ 30㎥ 135� �円
31㎥～ 50㎥ 151.2円
51㎥～100㎥ 210.6円

101㎥以上 216� �円

※基本料金＋従量料金が水道料金です。
※上記の金額には消費税が含まれています。

漏水ほか
◦�漏水の早期発見のため、水道メーターを定期的に確
認してください。

◦�漏水を調べるためには、家の中の蛇口を全て閉め、水
道メーターのパイロットマークが回っているか確認
してください。回っているときは漏水しています。

◦�漏水しているときは、指定工事店に修理を依頼して
ください。修理費用は個人負担となりますが、漏水
箇所や修理内容によっては、水道料金が軽減される
場合もあります。

◦�冬の冷え込みが厳しいとき、水道管が凍ったり破裂
したりすることがあります。凍結や破裂を防ぐため
に、水道管に布や発泡スチロールなどを巻いて保温
してください。凍って水が出ないときは、ゆっくり
とぬるま湯をかけてください。直接熱湯をかける
と、管が破れることがあります。

※�道路などでの漏水を見つけたときには、� �
水道課　☎22-5377に連絡してください。

下水道� 下水道課　☎22-1801

　下水道へ接続するときは、市の排水設備指定工事店
（指定工事店）に依頼してください。
※�指定工事店以外で工事を行うことはできませんの
で、注意してください。

下水道の使用など

水道メーターの口径 金額（1件当たり）
20mm以下 140,400円

25mm 183,600円
40mmまたは50mm 259,200円

75mm以上 561,600円

※上記の金額には消費税が含まれています。
※�公共下水道のうち豊岡・城崎・港処理区を除きます。

新規加入者負担金
　新たに下水道に加入するときは新規加入者負担金
が必要です。
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●�宅地内の排水設備（トイレ、台所、風呂場など）が詰
まったときは、指定工事店に連絡してください。
●下水道管の詰まりを未然に防ぐための注意
　◦�水洗トイレではトイレットペーパー以外の紙を

流さない。
　◦油類、野菜くずなどは流さない。
　◦�汚水ますなどにごみがたまっていないか、時々点

検しましょう。
※�道路にあるマンホールなどから下水があふれてい
るのを見つけたときは、下水道課　☎22-1801に
連絡してください。

下水道が詰まったら

＋

基本料金
（1カ月につき）

648円

従量使用料
（1㎥当たり）

  1㎥～ 10㎥ � 86.4円
 11㎥～ 30㎥ 183.6円
 31㎥～ 50㎥ 210.6円
 51㎥～100㎥ 237.6円
101㎥～500㎥ 264.6円

501㎥以上 280.8円

※上記の金額には消費税が含まれています。
※（基本使用料＋従量使用料）が下水道使用料です。

下水道使用料
　下水道使用料は、水道料金と一緒に毎月支払ってい
ただきます。
　口座振替と納入通知書による支払方法があります
が、便利で確実な口座振替をお勧めしています。納入
通知書では、市役所または最寄りの金融機関の他、郵
便局、コンビニエンスストアでも支払いできます。

指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈲ごとう設備 滝584-1 22-0156 ○ ○
天野運輸㈱ 上陰184-1 23-5200 ○ ○
やまだ設備サービス 上陰192-13 23-2104 ○ ○
白菱電気設備㈱ 中陰399-12 23-0195 ○

　水道の工事は「水道」に○のある指定工事店、下水道
の工事は「下水道」に○のある指定工事店に依頼してく
ださい。
豊岡地域

豊岡市指定工事店名簿（地域別）

指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
大正冷熱サービス 中陰466-9 24-0815 ○ ○
但馬米穀㈱ 中陰318-3 22-2131 ○ ○
㈲大谷建設 野田146-1 23-3468 ○
ナニワ設備 野田10-1 23-0885 ○ ○
㈱伸栄 一日市1676-17 24-6350 ○ ○

㈱北近畿緑地建設 泉町1-21　
マルナカビル1F 20-4025 ○ ○

㈲但馬ビルサービス 小田井町7-6 23-2607 ○ ○
但馬土建工業㈱ 加広町7-56 22-4301 ○ ○
㈱川嶋建設 寿町11-35 22-4321 ○ ○
ディエム
カンパニー㈲ 幸町4-12 29-0300 ○ ○

㈱元庄屋 幸町6-4 22-0707 ○ ○
関西技術工業㈱ 若松町11-13 22-1645 ○
関水道店 中央町3-17 22-4621 ○ ○
㈱西吾建設 桜町22-16 22-2251 ○ ○
寺田酸素㈱ 桜町11-13 22-2252 ○ ○
㈱とよおか
ガスセンター 城南町5-1 22-3194 ○ ○

㈱金下工務店 三坂町5-9 22-4556 ○
高山設備㈱ 九日市上町320 23-2850 ○ ○
㈱フジモトテクノス 九日市上町53-3 24-2129 ○ ○
西村建設工業㈱ 九日市下町207-1 23-2020 ○ ○
㈱田口設備建設 九日市中町70 26-1294 ○ ○
㈲成田工業 塩津町13-18 29-2509 ○ ○
朝倉水道工業所 昭和町7-22 22-5516 ○ ○
三和商事㈱ 正法寺628 22-3136 ○ ○
㈱山口工務店 高屋903-1 22-4161 ○ ○
㈱伊藤組 戸牧269-2 29-0555 ○ ○
MORITA 辻152-1 22-8822 ○ ○
㈲奈佐木材 吉井625-1 22-4056 ○
橋本設備 福田1088 24-1600 ○ ○
伊崎配管㈱ 森111-1 23-4396 ○ ○
中島設備 栄町71-1 22-6798 ○ ○
大長設備㈱ 栄町1218-44 23-8697 ○ ○
ただ設備 下宮734 22-7078 ○ ○
タザキ建設 日撫456-1 23-6205 ○ ○
㈱吉岡建設 三宅57 27-0637 ○ ○
㈲竹村住設 引野149 23-4319 ○ ○
袖長建設㈲ 江本435-1 22-7303 ○ ○
みどり建設㈲ 清冷寺1836-1 26-5900 ○
㈲川﨑工業 八社宮122 22-0148 ○ ○
たじま
農業協同組合 八社宮490 23-0638 ○ ○

岡本バーナー商会 大篠岡322 23-2375 ○ ○
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出石地域
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
清水工務店 出石町袴狭1269-2 52-2321 ○ ○
㈲川崎ワークス 出石町宮内272 52-5173 ○ ○
シミズ電設 出石町宮内3-4 52-5939 ○ ○
㈱マルテン 出石町宮内168-1 52-5658 ○ ○
安達設備 出石町魚屋21 52-3624 ○ ○
㈱川崎設備 出石町町分146-2 52-3045 ○ ○
㈱川見建設 出石町町分252 52-3500 ○ ○
㈱中村商店 出石町町分355 52-2218 ○ ○
谷村設備 出石町寺町537 52-5077 ○ ○
川建工業㈱ 出石町鉄砲27-1 52-2357 ○ ○
出石米穀㈲ 出石町水上169-1 52-3127 ○ ○
清水電機店 出石町鍛冶屋63 52-2994 ○ ○
小川電気工業所 出石町日野辺402 52-2588 ○ ○
㈲岸本工業 出石町日野辺438-5 52-3555 ○
ダイコウ住建 出石町中村219 52-2596 ○ ○
㈱徳網建設 出石町中村938 52-3259 ○ ○
吉井電気設備 出石町鍛冶屋320 52-2124 ○ ○
イワミ技研 出石町鳥居1153 52-3220 ○ ○

指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
川本設備 日高町鶴岡394-3 42-0717 ○ ○
深山設備 日高町鶴岡623-1 42-1067 ○ ○
吉谷建築 日高町赤崎487 42-2804 ○
㈲うりた重機興業 日高町野々庄766-18 42-3251 ○
㈲木好建設 日高町西芝500 42-2189 ○ ○
㈱中川建材 日高町山本123-1 42-4319 ○ ○
㈱村上建設 日高町中26-1 42-0900 ○ ○
㈱共栄建設工業 日高町国分寺254 42-3131 ○ ○
太陽設備 日高町国分寺592 42-1462 ○ ○
日髙設備 日高町久斗736-2 42-2637 ○
中場設備 日高町夏栗161-2 42-3663 ○ ○
さがわ設備 日高町野487-1 21-7418 ○ ○
㈲田村土建 日高町伊府81-1 44-0622 ○ ○

小島設備 豊岡市日高町芝330-1 090-8205-
2193 ○ ○

㈱マックファシ
リティーズ 日高町観音寺666 44-0768 ○ ○

㈱中西組 日高町野426-1 44-0606 ○ ○
明和デンキ 日高町庄境99-3 44-0445 ○
大田垣電工 日高町山宮394 45-0358 ○

古家設備 日高町栃本693-2 090-3265-
9176 ○ ○

㈲三世商事 日高町栗栖野828 45-0225 ○ ○
拡運建設㈱ 日高町名色1330-1 45-0206 ○ ○

城崎地域
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈱城崎設備 城崎町桃島1054-1 32-3411 ○ ○
㈲小原設備 城崎町来日196-1 32-2529 ○ ○

日高地域
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
北村トウキ水道部 日高町江原63 42-0206 ○ ○
ルミエールあかつき 日高町江原59 42-0250 ○
江尻住設 日高町岩中95-1 42-2288 ○ ○
㈲岡設備 日高町岩中163-5 42-5199 ○ ○
㈱巴建設 日高町岩中322 42-1631 ○ ○
西村管工 日高町岩中146 42-2646 ○ ○
大石水道ガス工事店 日高町祢布469 42-1756 ○ ○
田里水道
ポンプ工業所 日高町祢布1245-4 42-2651 ○ ○

㈱中西工務店 日高町祢布792-4 42-3827 ○

竹野地域
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈲イフジ設備 竹野町轟128-1 20-5418 ○ ○
ゴトウ 竹野町竹野457 47-0352 ○ ○
水道屋　浪華 竹野町竹野727 47-0284 ○ ○
㈱セイワ 竹野町竹野2474-1 47-1135 ○
タケノ水道工事店 竹野町竹野1790-3 47-1661 ○
㈱中川工務店 竹野町竹野2508-1 47-1120 ○ ○
ひかり電気商会 竹野町竹野438 47-0105 ○ ○
安田商店 竹野町竹野1345 47-1076 ○ ○
㈱米田電気商会 竹野町竹野2458 47-0071 ○ ○
片岡設備 竹野町椒601 48-0411 ○ ○

指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈱中村設備 香住1337-1 29-5525 ○ ○
岸田工業㈱ 上鉢山783 27-0145 ○ ○
田中設備工業所 上鉢山829 27-0227 ○ ○
常田設備㈱ 上鉢山808 27-0106 ○ ○
森垣設備工業 河谷824 22-6615 ○ ○
岩正 庄境1191 23-3631 ○
岸本建設㈱ 庄境970-1 24-7606 ○ ○
㈲鼻登電気
ボーリング 庄境1022 22-4254 ○

福井建設㈱ 庄境984-1 22-0557 ○ ○
九谷管工 津居山136 28-2164 ○ ○
港米穀㈲ 瀬戸118-39 28-2039 ○ ○
嶋設備 気比3002 28-2317 ○ ○
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市外（養父市）
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
成田設備 養父市八鹿町

上小田190
079-

662-5365 ○ ○

幸栄不動産建設㈲ 養父市八鹿町
八鹿1568-1

079-
662-7618 ○ ○

さくら設備 養父市八鹿町
八鹿529-1

079-
662-1596 ○ ○

㈱但馬近畿工業 養父市八鹿町
下網場208-3

079-
662-6154 ○ ○

フリーライフ 養父市八鹿町
朝倉873

079-
666-8284 ○ ○

㈱モリモト 養父市八鹿町
朝倉401-7

079-
662-2718 ○ ○

綿貫設備 養父市八鹿町
八木126

079-
662-1600 ○ ○

内田設備 養父市八鹿町
高柳766

079-
662-4651 ○ ○

田中工業㈱ 養父市
十二所810-1

079-663-
4771 ○ ○

片岡工業㈱ 養父市上箇5-1 079-660-
2568 ○ ○

㈱ナカシマ 養父市上箇326-1 079-664-
1402 ○ ○

㈲大屋ホームガス 養父市大屋町
大屋市場278-2

079-669-
0182 ○ ○

山内工業 養父市大屋町
和田209-1

079-668-
0025 ○

㈲ソウジ 養父市関宮360-1 079-667-
2376 ○ ○

㈱川口工務店 養父市梨ヶ原220 079-667-
8233 ○ ○

市外（朝来市）
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
高見設備㈱ 朝来市山東町

矢名瀬町845
079-

676-3975 ○ ○

㈱ふじ 朝来市和田山町
東谷4-5

079-
672-3248 ○ ○

㈲和田山設備 朝来市和田山町
東谷213-34

079-
672-5533 ○ ○

足立設備 朝来市和田山町
秋葉台2-27

079-
672-0604 ○

橋本設備 朝来市和田山町
高田388-4

079-
672-5670 ○ ○

㈱アスク 朝来市和田山町
宮内86-1

079-
672-1212 ○ ○

㈲ニシダ住宅設備 朝来市和田山
町宮内20-1

079-
673-2417 ○ ○

BANDO設備 朝来市和田山町
岡242

079-
672-5047 ○ ○

㈱木島水道建設 朝来市伊由市場87 079-
678-0317 ○ ○

㈲栄大設備 朝来市羽渕305-1 079-
677-1628 ○ ○

市外（但馬外）
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
光丸商會 丹波市山南町

大谷263-1
0795-
77-1229 ○ ○

㈱近畿興産 丹波市氷上町
谷村1461-2

0795-
82-5319 ○

㈱タクミ 丹波市氷上町
中野54-6

0795-
82-0211 ○

リノベイト設備 三木市緑ヶ丘町
中2-2-20

0794-
85-5762 ○ ○

横谷設備 加古川市加古川町
稲屋971-4

079-
454-8880 ○ ○

ヨシムラ産業 高砂市曽根町1827 079-448-
8901 ○

一成設備 姫路市香寺町
田野352

079-
232-5610 ○ ○

森本設備工業㈲
京都府福知山市
和久市町32

0773-
23-5837 ○

丹波市市島町
下竹田318-1

0795-
86-0644 ○

㈱高見組 京都府福知山市
字天田31-1

0773-
22-2185 ○

㈲ヒカワ 京都府福知山市
字堀1714-1

0773-
23-3474 ○

㈱アクアテック 京都府福知山市
字猪崎3412

0773-
22-3416 ○

㈱福多電気商会 京都府綾部市
井倉町杉ノ木12-1

0773-
42-2479 ○

入柿工業㈱ 京都府宮津市字
宮村1586

0772-
22-2236 ○

㈱山添電気 京都府与謝郡与謝
野町字弓木138-1

0772-
46-2582 ○

小田電気工事店 京都府与謝郡
与謝野町金屋66-1

0772-
42-5810 ○

木下電器商会 京都府京丹後市
久美浜町壱分820

0772-
83-1183 ○

㈱西尾建設 滋賀県長浜市
新栄町1

0749-
62-8775 ○

市外（新温泉町）
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈲西岡ポンプ工業 新温泉町浜坂1282 0796-

82-1350 ○ ○

㈱田中工業所 新温泉町七釜80-1 0796-
82-1947 ○ ○

市外（香美町）
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
たじま設備㈱ 香美町村岡区

村岡2754
0796-
98-1255 ○ ○

北陽電設 香美町村岡区
大糠2-1

0796-
98-1400 ○ ○

但東地域
指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
大石建設設備㈱ 但東町矢根1106 54-0001 ○ ○
出石屋 但東町南尾181-1 54-0034 ○ ○
㈱谷垣組 但東町南尾166 54-0216 ○ ○
㈱河見建装 但東町河本472 54-0706 ○
㈲永井建設 但東町唐川933 54-0639 ○
加藤建設 但東町中山828-1 56-0902 ○ ○
㈱マル昭建設 但東町中山1065-3 56-0200 ○ ○
㈲奥田重機 但東町赤花39-1 56-0667 ○
中野幸夫 但東町赤花1 56-0761 ○ ○

指定工事店名 所在地 電話番号 水道 下水道
㈲中村建工 香美町村岡区

高井368
0796-
94-0640 ○ ○

山本工業 香美町村岡区
長瀬613-1

0796-
95-1110 ○ ○

㈲谷川工務店 香美町小代区
忠宮21

0796-
97-2233 ○ ○

吉田電機店 香美町香住区
無南垣193-8

0796-
38-0041 ○ ○

村瀬電気 香美町香住区
沖浦973

0796-
37-0295 ○

西坂電気
空調システム

香美町香住区
一日市129-18

0796-
39-2615 ○ ○

㈲小林商会 香美町香住区
香住1238

0796-
36-0308 ○ ○

合資会社　中村組 香美町香住区
香住133-1

0796-
36-1006 ○ ○

㈲西本設備 香美町香住区
森283

0796-
36-3324 ○ ○

橘水道 美方郡香美町
香住区森2

0796-
20-4023 ○ ○

瀬戸浦電気 美方郡香美町
香住区七日市228

0796-
36-1486 ○ ○

宮崎水道設備 香美町香住区
守柄190-2

0796-
36-3625 ○ ○

富士忠備建 香美町香住区
加鹿野128-3

0796-
36-0619 ○ ○
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区分 使用料

遺体

大人（12歳以上） 1体につき　18,000円
小人（12歳未満） 1体につき　13,500円
乳児（1歳未満） 1体につき　� 9,000円
死産児（12週以上） 1体につき　� 9,000円
胞衣・産じょく汚物等 1個につき　� 3,500円

※�死亡時等に市の住民でない場合で、市長が許可した者の使用料は、
この表に定める額の10割増。

◦�火葬場内告別開始時刻による予約制（平成30年4月1
日から）
　①10：40　　⑤12：20
　②11：00　　⑥14：50
　③11：30　　⑦15：10
　④12：00　　⑧15：30
◦火葬場使用時の注意
　納棺、出棺の際、次のような物を棺の中に入れると、
火葬炉内で焼骨が傷付いたり汚れの原因となり、時に
は破裂などにより火葬の妨げとなります。円滑な火葬
ができますよう協力をお願いします。
　《棺の中に入れてはいけない物》
　�不燃物…�ゴルフクラブ、時計、傘、CD、メガネ、ライ

ター、硬貨、電池、酒瓶・陶磁器類など
　可燃物…�故人着用以外の衣類、枕、たばこ、書籍、カ

セットテープ、食料品、飲料品（アルコール
類含む）、多量の千羽鶴など

　その他…ドライアイス

火葬� 生活環境課　☎23-5304

　火葬場（豊岡斎場）の使用は、市民課または各振興局
市民福祉課に死亡届の提出を行う前またはその際に、
日時を決定し、予約してください。
◦火葬場使用料は次のとおりです。

火葬場使用申込み、使用料

改葬
　墓地の移転や永代供養、墓じまいなどで、一度埋葬
した遺骨を他の墓地等に移す時は許可が必要です（遺
骨を含まない土のみを移動する時は許可は必要あり
ません）。
提出書類
　�◦�改葬許可証交付申請書（申請書は埋葬者1人につ

き1通必要）
添付書類
　�◦�埋葬等の証明書（墓地の管理者やお寺などが証明

したもの）
　�◦�埋葬者の戸籍抄本または除籍抄本（死亡日が記入

されたもの）
　�◦�墓地使用者の承諾書（墓地使用者と申請者が異な

る場合）
手数料（許可証1通当たり300円）
※�郵便による申請は手数料分の定額小為替と、返送先を
記入し切手を貼り付けた封筒を同封してください。

※�墓地を作るときは許可が必要です。自分の家の庭や
畑等に勝手に墓を作り、遺骨を埋めることは法律で
禁止されています。

◦料金の支払方法
　死亡届の手続きの際に、火葬場使用料の金額を記載
した納入通知書をお渡しします。この納入通知書によ
り、豊岡市指定金融機関、豊岡市収納代理金融機関、市
役所本庁、各振興局の窓口で納付してください。納付
期限は、納入通知書発行後20日以内となっています。
早めに納付してください。
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　市内の中小企業者の経営の安定および健全な発展
に寄与することを目的とし、これら企業が必要とする
運転資金および設備資金の融資を行います。
資金使途
　運転資金、設備資金（豊岡市環境経済認定事業は設
備資金のみ）
対象
　次のいずれかに該当し、市税を滞納していない中小
企業者、組合、NPO法人等
①�市内に1年以上主たる事業所を有し、同一事業を引
き続き1年以上営んでいる方

●�融資限度額、融資利率、融資期間などの詳細は、
問い合わせてください。

②�市内に1年以上居住し、市内に主たる事業所を有す
る方
③�市内に1年以上居住し、市内に主たる事業所を開設
しようとする方

　次の汲み取り業者に直接電話で申し込んでください。
地域名 業者名 所在地 電話番号
豊岡 ㈱ニットー 幸町9-13 22-4441
城崎 ㈲城崎環境 城崎町結152-6 32-4139
竹野 ㈲浜上商会 竹野町竹野1340 47-0275
日高 ㈲五洋商事 日高町岩中668 42-4406

出石・但東 全但環境㈱ 九日市上町768-1 23-6901

◦申込時の注意
　世帯主名、住所（番地、部屋番号まで）、便槽の位置な
どを正確に伝えてください。また、申込みを受けてか
ら、汲み取りに伺うまで数日かかる場合があります。
余裕を持って申し込んでください。

◦汲み取り料金（平成28年7月1日から改正）
　180ℓまでは1,530円です。180ℓを超える場合、
90ℓまでを増すごとに765円が加算されます。� 　�
◦料金の支払方法
　汲み取りに伺った際に、汲み取り量と金額を記載した
納入通知書を渡します。この納入通知書により、豊岡市
指定金融機関、豊岡市収納代理金融機関、市役所本庁、各
振興局の窓口で納付してください。納付期限は、汲み取
り後20日以内となっています。早めに納付してくださ
い。

　2カ所の市立霊苑を整備し、管理しています。
豊岡市立西霊苑
　◦所　在　地　豊岡市高屋461番地の1
　◦区　画　数　1,311区画
　◦1区画面積　6㎡～12㎡
　◦永代使用料　�720,000円（標準的な6㎡区画の場

合。使用料は、面積・位置で異なりま
す）

　　　　　　　　�（市内に住所を有しない方は、1.2倍
になります）

　◦管　理　料　2,400円～4,800円（年間）
豊岡市立東霊苑
　◦所　在　地　豊岡市市場490番地の2
　◦区　画　数　323区画（第1期分）
　◦1区画面積　6㎡
　◦永代使用料　780,000円
　　　　　　　　�（市内に住所を有しない方は、1.2倍

になります）
　◦管　理　料　3,000円（年間）

◆永代使用の資格
　◦豊岡市に住所または本籍を有する方
　◦�申請者または申請者と同一の世帯に属する方が、

豊岡市立霊苑の永代使用許可を受けていない方
◆永代使用の申込方法
　◦�生活環境課に未使用区画の状況を確認の上、墓所

使用許可申請書に必要事項を記入し、戸籍全部事
項証明書（戸籍謄本）、住民票の写し（謄本）を添付
して申し込みください。

　◦一世帯につき一区画です。
○添付書類
　◦戸籍全部要項証明書（戸籍謄本）
　◦住民票の写し（謄本）
※�市内に住所を有しない申請者は、管理人選任届が必
要です。

霊苑� 生活環境課　☎23-5304

し尿の汲み取り� 生活環境課　☎23-5304

企業等融資制度� 環境経済課　☎23-4480

中小企業者への融資制度

し尿汲み取り申込み、料金
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　「地産地消」とは「地域で生産された食べ物を地域で消費する（食べる）」こと。山や海など豊かな自然に恵まれた
豊岡は、四季を通じておいしい食べ物でいっぱいです。
　そんな豊岡のおいしい野菜、魚を手に入れるには直売所。取れたて野菜や漬物などの加工品、切花を扱っている
ところもありますので、ぜひ、一度行ってみてください。
【豊岡市内農水畜産品直売所・特産館等一覧表】

　荒天等により中止の場合もあります。

直売所名 場所 開店日時

JAたじま豊岡北支店農産物直売所 野田 JAたじま豊岡北支店前 毎週火・木・土曜日（1～3月は土曜日のみ）
7：45～11：00（1～3月は8：30～11：00）

青空市場 千代田町 生田通り沿い 7：00～11：00（毎月1・10・20日休み）
コウノトリの郷直売所友の会 祥雲寺 コウノトリの郷公園内 9：00～16：30　月曜日定休
田中観光農園 下鶴井 8～11月のみ　9：00～18：00
松下農園直売所 本庄境 国道312号沿い 毎日（12～5月は休み）
コウノトリのすむ里河谷朝市 河谷 河谷バス停横 毎週日曜日　7：30～9：00（夏）　8：00～9：00（冬）
加陽の朝市 圡渕 中筋小学校交差点付近 7：30～12：00　水曜日定休
JAたじまファーマーズマーケットたじまんま 八社宮 9：00～18：00〔火曜日定休（祝日除く）、年末年始休み〕
えんげいの里八社宮 八社宮 毎週土曜日　7：30～10：00

但馬漁業協同組合フィッシャーマンズ・ビレッジ 瀬戸 但馬漁協津居山支所横 毎日　8：30～17：00（4～10月は火曜日定休）、11～3月
は1月1・2日のみ休み

あさのとアランのアグリ 岩井 8～10月のみ　7：00～17：00

城崎街道農林水産物直売所「旬」 城崎町来日 ファミリーマート駐車
場横

毎週土曜日　9：00～11：00（12月中旬～3月中旬は休
み）

但馬漁業協同組合竹野支所木曜鮮魚直売
市 竹野町竹野 但馬漁協竹野支所 毎週木曜日　12：30～13：30（祝日休み）

河内ふれあい土曜朝市 竹野町河内 河内バス停付近 毎週土曜日　6：00～12：00
須谷農産物直売所 竹野町須谷 院森神社付近 毎日（1～2月は休み）　7：00～12：00

阿故の朝市 竹野町阿金谷 毎週火・金曜日（1～3月休み）
7：00～13：00（夏は6：30～）

北前館特産館 竹野町竹野 北前館内 毎日　9：00～21：00（7～8月、祝日を除く木曜日定休）
マックスバリュ日高店「農協の八百屋さ
ん」 日高町土居 マックスバリュ日高店内 毎日　9：00～24：00

府中新直売所 日高町府中新 バイパス沿い 毎日（1～5月は休み）　８：00～12：00

マロニエの里朝市 日高町祢布 日高健康福祉センター前 毎週金曜日（1～3月は休み）
8：00～12：00（11～12月は9：00～12：00）

農産物直売所「ふれあいふぁーむ」 日高町栗栖野 道の駅　神鍋高原内 毎日　9：00～18：00（10～3月）
　　　9：00～19：00（4～9月）

小坂生きがい教室 出石町内町 いずし観光センター前 毎日　9：00～15：30（水曜定休）
狩野牧場アイス工房 出石町内町 出石町商工会館横 毎日（不定休）　10：00～16：00
いずし観光センター 出石町内町 いずし観光センター 毎日　8：30～17：15
グリーンいずし甚五郎 出石町八木 9：30～17：30（火曜日定休）
JAたじまいずし農産物直売所 出石町町分 JAたじま出石支店前 毎週水・土曜日　7：30～11：00
道しるべ 出石町田結庄 9：00～18：00（日曜日、祝日休み）
JAたじまいずし農産物直売所乙女の湯店 出石町福住 出石温泉館乙女の湯内 毎週水・土・日曜日　13：00～15：00
鳥居市民農園直売所 出石町鳥居 鳥居市民農園 8：00～16：00　月曜日定休
kanoボク 出石町伊豆 国道426号沿い 9：00～18：00（水曜日定休）
小野旬菜館 出石町口小野 神美トンネル付近 毎週土曜日　7：00～11：00
水上農産物直売所 出石町水上 竹林亭横 日曜午前中
宮内農産物直売所 出石町宮内 バイパス沿い 日曜（不定期）　午前中
太田区農産物直売所 但東町太田 上太田バス停付近 毎週土・日曜日（1～3月は休み）　8：00～17：00
シルク温泉やまびこ直売所 但東町正法寺 但東シルク温泉館内 毎日　8：00～21：00（第3水曜日は休み）
百笑館 但東町栗尾 国道426号沿い 毎日　8：30～18：00
旬の里のぼりお 但東町大河内 河野辺バス停付近 8：30～17：00（月・金曜日定休）

地産地消
農林水産� 農林水産課　☎23-1127
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今森農園

鳥居やすらぎ市民農園

祥雲寺農園

かんなべ東河内市民農園

市民農園� 農林水産課　☎23-1127

　地籍調査で登記が完了した地域では、一筆ごとの土地境界の証明を発行することができます。� 　
種類 手数料（1筆） 窓口

一筆図（筆界の座標値証明を含む） 500円 地籍調査課

※�地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。その成果は登記所に
送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されます。

地籍調査成果の証明
地籍調査� 地籍調査課　☎21-9064

　神鍋山のふもと、高原の景観を楽しみながら農業体
験ができます。土質が火山灰のためイモ類、根菜類に
適しており格別の味です。
　初心者の方も管理組合員から指導が受けられ安心
です。地産地消、育てた野菜を食卓でいただきましょ
う。

　環境にやさしい作物づくりを基本としている「祥雲
寺農園」。一緒に汗を流しましょう。
〔施設概要〕
○場　所　祥雲寺71-1外
○設置施設／休憩施設・給水施設
○基本区画／1区画24㎡
○総区画数／38区画
○年間利用料／3,000円（1区画）
〔管理・問合せ先〕
○コウノトリの郷営農組合
　　　稲葉哲郎さん　☎23-0401

　野菜や花などを栽培して、自然と触れ合うことので
きる「今森農園」。初心者でも、栽培指導や講習会を実
施しますので、気軽に参加してください。
〔施設概要〕
○場　所　今森117-13外
○設置施設／休憩施設・給水施設
○基本区画／1区画24㎡
○総区画数／136区画
○年間利用料／3,000円（1区画）
〔管理・問合せ先〕
○今森共同苗代管理組合
　　　森脇浩一さん　☎22-0058 　育てる楽しさ、自然との触れ合いや食との関わりを

深め、食と農に親しむライフスタイル「楽農生活」。お
いしい空気、肥沃な大地、そんな最高の環境の中で、あ
なたも心地よい汗をかいてみませんか。
〔施設概要〕
○場　所　出石町鳥居95外
○�多目的施設／1棟（休憩室・更衣室・温水シャワー・ト
イレ・調理室）
○農機具庫／1棟　　○堆肥舎／1棟　　○給水施設
○防虫灯　　　　� 　○農園内専用駐車場
○基本区画／1区画50㎡
○年間利用料／15,000円（1区画）
〔関連施設〕
○あるもんde鳥居（鳥居やすらぎ市民農園内）
○営業時間／9：00～16：00
○定休日／日・月曜日
○�社会参加支援施設、暮らしの学校の～らで栽培した
野菜を使ったメニューなど、手作り料理でお待ちし
ています。

〔管理・問合せ先〕
○鳥居やすらぎ農園管理組合
　　　組合長　廣井昌利さん　☎52-4424
　　　あるもんde鳥居（管理棟内）　☎52-5553

〔施設概要〕
○場　所　日高町東河内1-11外
○�休憩所木造平屋建1棟（休憩室・更衣室・温水シャ
ワー・トイレ・調理室・農機具庫など）
○基本区画／1区画50㎡
○年間利用料／10,000円（1区画）
○栽培講習会など　4・8・11月
〔管理・問合せ先〕
○かんなべ東河内市民農園管理組合
　　　組合長　有馬健二さん　☎45-0347
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農業共済� 農業共済課　☎24-8113

　農業共済制度は、農家が掛金を出し合って共同準備財産をつくる「助け合い」を基本としながら、国も掛金の一
部を負担するなど農家が自然災害に遭ったときに被る経済的損失を最小限にとどめ、経営安定を図るために実施
されている公的保険制度です。
《実施している事業》� 　

事業の種類 保険の対象 加入できる方 補償の対象

農作物共済 水稲、麦 　基準以上の面積を耕作している農家や要件を満たしてい
る生産組合は必ず加入する必要があります。

自然災害、火災、病虫害および鳥獣害などによる
3割または1割超の減収

家畜共済 牛、豚 　家畜を飼育している農家など 家畜の死亡、廃用、疾病、傷害

果樹共済 梨 　5アール以上栽培している農家、生産組合 自然災害、火災、病虫害および鳥獣害などによる
3割超の減収

畑作物共済
大豆 　5アール以上栽培している農家、生産組合 自然災害、火災、病虫害および鳥獣害などによる

3割または1割超の減収

そば 　5アール以上栽培し、基準を満たしている農家、生産組合 自然災害、火災、病虫害および鳥獣害などによる
2割超の減収

園芸施設共済 ビニール
ハウスなど

　2アール以上の園芸施設を所有・管理している農家（ガラ
ス室は1アール以上）

自然災害、火災、車両の衝突や鳥獣害などによる
施設の損害および復旧、撤去に要する費用

建物共済 建物と家具
◦�兵庫県に住所を有する農家で、上記の各共済事業に加入
することができる方
◦�田、畑をあわせて10アール以上所有または管理されてい
る方

◦火災共済：火災、落雷など
◦総合共済：�上記に加え、風水害などの自然災

害、地震、津波など

農機具共済 農業用機械 　上記建物共済に加入できる要件を有し、さらに農機具を所
有している方（共同で所有している農機具も加入できます。）

転覆、衝突、異物の巻き込み、火災、自然災害、盗
難など

農業経営収入保険
（平成31年1月～） 農業収入金額 　青色申告を行っている農業者（個人・法人） 自然災害、価格低下などによる収入減少

　水稲や大豆、果樹共済では、損害の未然防止や被害軽減のため、病害虫発生予察調査を実施して防除情報を提供
しています。また、シカ、イノシシ等による被害を防止するため、農作物、畑作物、果樹共済の加入者を対象に、電気
柵、金網柵等の防護柵の新設・修繕や捕獲檻の補修にかかった費用の一部を助成する制度を設けています。
※�ただし、平成31年1月以降責任開始する（麦は31年産から）共済（建物農機具共済は除く）については、制度改正
により内容が大きく変更されますので、詳細は事務局にお問い合わせください。

農業共済

　農業委員会は、地域の農業者の代表として、農地と担い手を守り、力強い農業をつくるため、設置されています。
　農地法等に基づく農地の所有権移転許可などの法令事務や、地域の農業の世話役として活動しています。

農業委員会� 農業委員会　☎21-9021

目的 内容 必要な申請・届出 備考
農地の売買・
貸借

　農地を農地として利用するために、買いたい、借り
たい。 農地法第3条申請 　一定面積以上の農地を耕作し、農業をしているな

どの条件があります。

農地の転用
　自分の農地を農地以外の用途（宅地等）にしたい。 農地法第4条申請

　所定の手続きを取らずに転用した場合は違反転用
となり、原状回復や処罰の対象となります。　他の人から農地を買って（借りて）農地以外の用途

（宅地等）にしたい。 農地法第5条申請

農地の改良 　農地に土を入れて嵩
かさ
上げして耕作したい。 農地改良届出

　農地改良期間が3カ月を越える場合は、農地法の申
請が必要です。また、一定面積以上になると、農地法
以外の条例の規制を受ける場合があります。

相続の届出 　相続等により農地の権利を取得した方 農地法第3条の3
第1項による届出

　農地等の所在地の農業委員会に相続を知った日から、
遅滞なく届け出てください。※本届出は随時受け付け

※申請（届出）受付期間は、毎月1日から5日です。添付書類などの詳細は、事務局に問い合わせてください。

農業委員会にかかわる主な申請・届出

農業者年金
　農業を営んでいる人たちには、国民年金の基礎年金
とは別に、農業者年金制度があります。60歳未満の農
業者なら広く加入できる積立方式の終身年金で、80
歳までの保証付きです。
　詳細は、事務局またはJAたじまに問い合わせてく
ださい。

農地の相談
　農地の相談については、お近くの農業委員・農地利
用最適化推進委員にご相談ください。担当区域につい
ては、事務局にお問い合わせください。
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　日々の生活の中で、悪質な訪問販売、架空請求、多重
債務など、多くのトラブルに巻き込まれる可能性があ
ります。
　「豊岡市消費生活センター」は「消費者の利益を守
り、消費生活の安定と向上を支援する」ため、消費者か
らの問い合わせや相談を受け、その解決に向けて消費
者への助言と、消費者と事業者の間に入り交渉などを
行っています。
　「こんな場合はどうすれば？　困った！」など、どん
なささいなことでも、気軽に相談してください。

相談受付：�月～金曜日（祝日・休日・年末年始は除く）
午前9時～午後4時

相談場所：�豊岡市消費生活センター（生活環境課内）
電話での相談：21-9001

【こんなときはセンターへ】
◆悪質な訪問販売
　◦脅されて不本意な契約をさせられた。
　◦うそを告げられて必要のない契約をさせられた。
　◦�「住宅の点検にきた」と言って訪問し「工事をしな

いと危険」などと不安をあおり、工事契約をさせ
られた。

◆架空請求
　◦�インターネットのアダルトサイトで無料サンプ

ル画像をクリックしただけで請求画面が表示さ
れた。

◆多重債務
　◦�複数の消費者金融から借金し、返済が困難になっ

た。
【一人で悩まない】
　どんなトラブルでも、一人で悩まずに家族や信用の
できる方に相談しましょう。
　誰もだまされたくてだまされるわけではありませ
ん。だます業者が、消費者より情報の質や量、交渉力が
上
う わ て

手なだけなのです。仕方がないと諦める前に、「豊岡
市消費生活センター」にできるだけ早く相談してくだ
さい。専門の相談員が相談に当たります。

消費生活相談� 生活環境課　☎21-9001

　市政情報や行事予定などを、市広報紙や市ホーム
ページ、防災行政無線、F

エフエム

Mジャングルなどでお知らせ
しています。
　また、出前講座を開催し、市が行っている事業や施
策などについてお話ししています。
広報紙「広報とよおか」
　毎月25日発行
　発行日の前日（市役所閉庁日の場合はその前日）に
配布し、配布日から市ホームページに公開します。
ホームページ
　市政情報やまちの話題、各課からのお知らせなど
を、随時更新して掲載しています。
防災行政無線（定時放送）
　毎週火・金曜日の午前7時30分と午後7時30分（竹
野地域は午前7時20分と午後7時20分に、但東地域は
午前7時40分と午後7時40分に追加放送）に、市政情
報や各種イベントなどを放送しています。
FMジャングル（76.4メガヘルツ）

「きらめき情報局」
　毎週月～金曜日　午前8時、午後5時50分
　市政情報を放送
「とよおかR

ラ ジ オ

adio�M
マ ガ ジ ン

agazine」
　毎月第4金曜日　午後4時
　�市長や市幹部職員が、市政の重要施策・イベントな
どを紹介

「ピックアップ豊岡の宝」
　�毎月第1・3火曜日　午後1時（再放送：直後の木曜日
午後6時30分、土曜日午前9時）
　�豊岡市で頑張る人やグループ・団体、環境経済事業
の拡大に努める企業を紹介。FMジャングルホーム
ページのトークライブラリーからインターネット
でも聞くことができます。
出前講座
　市の職員が講師として出向き、市が行っている事業
や施策などを説明します。
　◦�講座メニュー…市ホームページを参照してくだ

さい。
　◦�利用できる方…市内に居住、在勤または通学して

いる方で、かつ、おおむね10人以上で構成された
グループ、団体

　◦�講座時間…午前9時～午後9時の間で、1講座90
分以内（複数の講座の利用も可能です）

　◦�費用…講師の派遣は無料。ただし、会場借上料な
どは受講者負担です。

　◦�申込方法…グループの代表者が、講座開催希望日
の1カ月前までに、直接、市役所担当部署に申し込
んでください。

広報・広聴・交流� 秘書広報課　☎21-9035

広報
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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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