
名称 所在地 電話番号

市役所

本庁舎 中央町2-4 ㈹23-1111

城崎庁舎 城崎町桃島1057-1 32-0001

竹野庁舎 竹野町竹野1585-1 47-1111

日高庁舎 日高町祢布920 42-1111

出石庁舎 出石町内町1 52-3111

但東庁舎 但東町出合150 54-1000

立野庁舎 立野町12-12 24-7033

上下水道部事務所 上佐野1788-3 22-5377

消防

豊岡市消防本部（豊岡消防署） 昭和町4-33 24-1119

豊岡消防署城崎分署 城崎町湯島71-1 32-0119

豊岡消防署城崎分署竹野出張所 竹野町松本46-1 47-1119

豊岡消防署日高分署 日高町国分寺857-1 43-2119

豊岡消防署出石分署 出石町寺坂194 52-0119

豊岡消防署出石分署但東駐在所 但東町出合150 54-0119

学校給食センター

豊岡学校給食センター 森203-4 23-0345

日高学校給食センター 日高町山本75 42-0137

出石学校給食センター 出石町水上315 52-5294

環境衛生・組合

クリーンパーク北但（北但行政事務組合） 竹野町坊岡943 21-9110

豊岡斎場 高屋467 22-2013

但馬広域行政事務組合 中央町2-4（本庁舎4階） 24-2247

図書館

図書館本館 京町5-28 23-6151

図書館城崎分館 城崎町桃島1057-1 21-9072

図書館竹野分館 竹野町竹野1585-1 21-9078

図書館日高分館 日高町祢布920 21-9060

図書館出石分館 出石町内町1 21-9010

図書館但東分館 但東町出合150 21-9036

名称 所在地 電話番号

小学校

豊岡小学校 中央町16-5 22-5234

八条小学校 九日市下町402 22-2268

三江小学校 庄境648 22-2554

田鶴野小学校 野上162 22-2567

五荘小学校 中陰1 22-2534

新田小学校 河谷596 22-2487

中筋小学校 圡渕27 22-2542

奈佐小学校 吉井620 22-2523

港東小学校 気比3291-235 28-2019

港西小学校 瀬戸57 28-2001

神美小学校 三宅45 27-0001

城崎小学校 城崎町湯島72-4 32-2109

竹野小学校 竹野町竹野300 47-0014

中竹野小学校 竹野町轟7-1 47-0048

竹野南小学校 竹野町御又78 48-0024

府中小学校 日高町野々庄934 42-0543

八代小学校 日高町中320-1 42-0231

日高小学校 日高町岩中22 42-0055

静修小学校 日高町道場157-1 42-0056

三方小学校 日高町栗山735 44-0200

清滝小学校 日高町山宮1357-1 45-0040

弘道小学校 出石町寺町345 52-2105

福住小学校 出石町福住209 52-2177

寺坂小学校 出石町日野辺1-1 52-5851

小坂小学校 出石町鳥居31 52-2040

小野小学校 出石町口小野153 52-5190

合橋小学校 但東町出合市場391 54-0013

高橋小学校 但東町久畑916 55-0023

資母小学校 但東町中山856 56-0354

※中学校は102ページに記載

主な施設一覧
主な施設一覧
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名称 所在地 電話番号

高校など

県立豊岡高校 京町12-91 22-2111

県立豊岡総合高校 加広町6-68 22-7177

県立日高高校 日高町岩中1 42-1133

県立出石高校 出石町下谷35-1 52-3131

県立豊岡聴覚特別支援学校 三坂町2-9 22-2114

県立出石特別支援学校 出石町宮内2-8 52-3565

近畿大学付属豊岡高校 戸牧100 22-4305

クラーク記念国際高校豊岡キャンパス 千代田町12-34 29-0888

大学・専修・専門学校他各種学校

豊岡短期大学 戸牧160 22-6361

大岡学園高等専修学校 戸牧500-3 22-3786

県立但馬技術大学校 九日市上町660-5 24-2233

吉田綜合技芸学院 戸牧73-1 22-3532

書窓学院 立野町9-5 22-3861

県立大学大学院豊岡ジオ・コウノトリキャンパス 祥雲寺128 34-6079

コミュニティセンター

豊岡地区コミュニティセンター 立野町1-4 23-1492

八条地区コミュニティセンター 九日市下町402 24-1164

三江地区コミュニティセンター 庄境626 23-6164

田鶴野地区コミュニティセンター 野上162 24-0319

五荘地区コミュニティセンター 上陰137-7 23-3745

新田地区コミュニティセンター 河谷596 24-3160

中筋地区コミュニティセンター 圡渕281-1 23-3746

奈佐地区コミュニティセンター 吉井593-5 23-3747

港地区コミュニティセンター 気比2435 28-3402

神美地区コミュニティセンター 三宅81-1 27-0727

城崎地区コミュニティセンター 城崎町桃島1057-1 21-9071

竹野南地区コミュニティセンター 竹野町森本984-1 48-0008

中竹野地区コミュニティセンター 竹野町轟1051 47-0503

竹野地区コミュニティセンター 竹野町竹野1585-1 47-1071

国府地区コミュニティセンター 日高町野々庄934-2 42-5244

八代地区コミュニティセンター 日高町中333-1 42-0894

日高地区コミュニティセンター 日高町国分寺850 42-2023

三方地区コミュニティセンター 日高町栗山901-2 44-1275

清滝地区コミュニティセンター 日高町山宮1337-1 45-1534

西気地区コミュニティセンター 日高町東河内608-2 45-1316

弘道地区コミュニティセンター 出石町内町1 52-5810

菅谷地区コミュニティセンター 出石町荒木810 52-6545

名称 所在地 電話番号

福住地区コミュニティセンター 出石町福住460-1 52-4012

寺坂地区コミュニティセンター 出石町寺坂157 52-5589

小坂地区コミュニティセンター 出石町福居946 52-2572

小野地区コミュニティセンター 出石町袴狭386-1 52-4480

資母地区コミュニティセンター 但東町中山815 56-0001

合橋地区コミュニティセンター 但東町出合150 54-0990

高橋地区コミュニティセンター 但東町久畑830 55-0001

※保育所は97ページ、幼稚園は98ページ、
　認定こども園は98ページに掲載

子育てセンター・こども支援センター

子育て総合センター 大手町4-5（アイティ7階） 24-4604

城崎子育てセンター 城崎町桃島1057-1
（城崎庁舎2階） 32-4666

竹野子育てセンター 竹野町和田389-1 47-2030

日高子育てセンター 日高町祢布920
（日高庁舎3階） 42-4610

出石子育てセンター 出石町内町1
（出石庁舎1階） 52-6188

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

こども支援センター 城南町23-6 24-8303

博物館・美術館

コウノトリ文化館 祥雲寺127 23-7750

県立円山川公苑 小島1163 28-3085

城崎文芸館 城崎町湯島357-1 32-2575

城崎美術館 城崎町湯島985-2 32-2851

城崎麦わら細工伝承館 城崎町湯島376-1 32-0515

竹野スノーケルセンター 竹野町切濱大浦1218 47-1932

北前館・展示資料室 竹野町竹野50-12 47-2020

住吉屋歴史資料館（通称：御用地館）
※仲田光成記念館併設 竹野町竹野422 47-1555

植村直己冒険館 日高町伊府785 44-1515

市立歴史博物館「但馬国府・国分寺館」 日高町祢布808 42-6111

市立美術館「伊藤清永記念館」 出石町内町98 52-5456

出石史料館 出石町宵田78 52-6556

出石明治館 出石町魚屋50 52-2353

出石家老屋敷 出石町内町98-9 52-3416

出石加藤弘之生家 出石町下谷10-1 52-4441

いずし古代学習館 出石町袴狭380-1 52-7100

出石永楽館 出石町柳17-2 52-5300

日本・モンゴル民族博物館 但東町中山711 56-1000
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名称 所在地 電話番号

東井義雄記念館 但東町出合150 54-1000

ホールなど

市民会館 立野町20-34 23-0255

豊岡市民プラザ 大手町4-5（アイティ7階） 24-3000

日高文化体育館 日高町祢布954-6 42-2505

出石市民ホール 出石町内町1 52-3111

出石文化会館（多目的ホール・室） 出石町水上318 52-6222

但東市民センター 但東町出合150 54-1000

城崎国際アートセンター 城崎町湯島1062 32-3888

※体育館・グラウンド・野球場などは121ページに掲載

その他のスポーツ・レクリエーション施設ほか

奈佐森林公園 目坂499 24-7411

竹野多目的屋内運動広場 竹野町須谷483
47-1805
（竹野町体
育協会）

但東健康増進センター（たんとうシルクドーム） 但東町正法寺190（やまびこ） 54-0141

たけのこ村（東大谷野外活動施設）竹野町東大谷334 47-0250

日高東部健康福祉センター（温水プールなど） 日高町堀809 43-2001

日高農林産物加工研修所 日高町岩中102-1 45-1331
（日高振興公社）

神鍋高原観光施設（体育館、キャンプ場） 日高町栗栖野59-2
45-1520
（キャンプ
場管理棟）

湯の原温泉オートキャンプ場 日高町羽尻1510 44-0001

道の駅「神鍋高原」 日高町栗栖野59-13 45-1331

コウノトリ本舗 祥雲寺14-2 37-8222

ハチゴロウの戸島湿地 城崎町今津1362 20-8560

加陽水辺公園 加陽582 21-9119

豊岡市エコハウス 城崎町今津1361 20-1615

木屋町小路 城崎町湯島391 32-3663

ウェルストーク豊岡（スタジオ・ジム・温水プールなど） 立野町6-30 24-0582

竹野子ども体験村 竹野町竹野3366
47-1080
（たけの観
光協会）

名称 所在地 電話番号

福祉・保健・医療

豊岡市福祉事務所（ウェルストーク豊岡横） 立野町12-12 24-7033

豊岡市社会福祉協議会本所 城南町23-6 23-2573

豊岡市社会福祉協議会城崎支所 城崎町湯島625-9 32-4503

豊岡市社会福祉協議会竹野支所 竹野町須谷1478 47-1423

豊岡市社会福祉協議会日高支所 日高町祢布891-2 42-0100

豊岡市社会福祉協議会出石支所 出石町福住1302 52-3024

豊岡市社会福祉協議会但東支所 但東町出合433-1 54-0181

豊岡市シルバー人材センター 幸町10-6 24-8811

豊岡健康福祉センター 城南町23-6 23-2573

城崎健康福祉センター 城崎町湯島625-9 32-4503

竹野健康福祉センター 竹野町須谷1478 47-2033

日高健康福祉センター 日高町祢布891-2 42-0100

日高東部健康福祉センター 日高町堀809 43-2001

出石健康福祉センター 出石町福住1302 52-3024

但東健康福祉センター 但東町出合433-1 54-0181

豊岡市保健センター 立野町12-12 24-1127

豊岡地域包括支援センター 立野町12-12 24-2409

城崎・竹野地域包括支援センター 城崎町湯島625-9 32-4599

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

日高地域包括支援センター 日高町祢布891-2 42-0158

出石・但東地域包括支援センター 出石町福住1302 52-7015

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

長寿園 幸町10-6 23-0868

竹野老人福祉センター（ふれあい会館） 竹野町竹野2944-1 47-1645

養護老人ホームコスモス荘 塩津町2-36 22-2915

養護老人ホームことぶき苑 日高町祢布1304 42-0430

特別養護老人ホームこうのとり荘 塩津町2-37 24-4014

特別養護老人ホームとよおかの里 香住1272 29-5533

特別養護老人ホームここのか 九日市上町785 21-9057

特別養護老人ホーム楽々むら 城崎町楽々浦419-1 32-0161

特別養護老人ホームはまなす苑 竹野町須谷433 47-2200

特別養護老人ホームやすらぎの里ひだか 日高町伊府707 43-4550

特別養護老人ホームたじま荘 日高町十戸455 44-1730

特別養護老人ホーム出石荘 出石町福住1301 52-6611

特別養護老人ホーム出石愛の園 出石町福住1332 53-1300
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名称 所在地 電話番号

特別養護老人ホームけやきホール 但東町太田614 56-1016

介護老人保健施設豊岡シルバーステイ 戸牧1132-2 26-8686

介護老人保健施設出石愛の園 出石町福住1313 52-7001

認知症疾患医療センター 戸牧1094 22-1090

出石精和園（成人寮） 出石町荒木1300 52-4811

出石精和園（児童寮）（第2成人寮） 出石町宮内1031 52-3438

出石精和園・共同生活援助事業所 日高町浅倉120-2 42-5859

多機能型事業所RakuRaku 出石町町分21-3 20-1117

とよおか作業所郷・とーぷ 若松町3-14 24-1570

とよおか作業所愛・とーぷ 上陰164 24-8877

とよおか作業所なかよし園 竹野町須谷1466-1 47-1949

とよおか福祉会グループホーム 若松町5-27 37-8085

らいふステーション 大手町2-25 29-3087

ワークホーム大地 出石町福住1302 52-6512

サポートハウスすみれ 但東町出合433-1 54-1050

グループホーム久畑希望ヶ丘 但東町久畑327-1 55-0701

障害者多機能施設はばたけ 大手町7-9 23-3350

OHANA 正法寺542-14 24-5963

生活支援センターほおずき 戸牧1510-6 29-1717

ほおずき寮多機能型事業所 九日市下町158 22-6329

やすら樹 小田井町8-6 20-6278

しょうがい者就労支援施設楓の杜　工舎くれ葉 竹野町林600 48-0101

しいの実作業所 城南町23-6 24-6060

たじま聴覚障害者センター 城南町23-6 24-8008

ロマンハウス 中陰376-12 23-0019

日高共同作業所 日高町祢布1306-2 42-3968

多機能型事業所ぷろじぇくとPlus 元町11-1 37-8458

の～らプラス 出石町鳥居785 20-1295

そら 日高町祢布891-2
（平成30年8月1日以降） 20-3171

たじま荘障害者指定短期入所事業所 日高町十戸455 44-1730

北但広域療育センター 戸牧1029-11 22-8688

北但広域療育センター奈佐事業所 吉井593-1 34-6268

レインボーハウス 寿町8-40 22-1123

児童通所支援事業所ぽけっと 出石町町分212 52-3438

つくし 大手町7-9 23-3830

たじま聴覚障害者センター
児童通所支援事業所 城南町23-6 24-8008

ひみつきち 正法寺302-36 20-7731

そらまめはうす 戸牧3-1 20-8710

地域活動支援センターざくろ 城南町23-6 24-8382

名称 所在地 電話番号

地域活動支援センターてっせんの会 出石町小人129-23 52-5642

地域活動支援センターゆのはな 城崎町湯島625-9 32-3993

地域活動支援センターSoLa 日高町祢布891-2
（平成30年8月1日以降） 20-7104

地域活動支援センターの～ら 出石町鳥居785 20-1295

地域活動支援センターだんだん 竹野町椒1247 20-4155

地域活動支援センターの～らすてっぷ 城南町13-13 34-6800

地域活動支援センターさくら 但東町久畑945-1 21-4657

地域活動支援センターぴあほのか 出石町町分492-1 20-3803

公立病院・市立診療所

公立豊岡病院 戸牧1094 22-6111

公立豊岡病院認知症疾患医療センター 戸牧1094 22-6111

公立豊岡病院日高医療センター 日高町岩中81 42-1611

公立豊岡病院出石医療センター 出石町福住1300 52-2555

休日急病診療所 立野町12-12 23-9219

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

高橋診療所 但東町久畑126 55-0036

国民健康保険資母診療所 但東町中山788 56-0303

県関係

豊岡北警察署 城崎町桃島100 32-0110

豊岡南警察署 昭和町7-5 24-0110

豊岡南警察署日高警部派出所 日高町日置108 42-0140

豊岡南警察署出石警部派出所 出石町小人169 52-0110

豊岡総合庁舎 幸町7-11 23-1001

豊岡こども家庭センター 正法寺446 22-4314

但馬文教府 妙楽寺41-1 22-4407

但馬消費生活センター（豊岡総合庁舎内） 幸町7-11 23-0999

コウノトリの郷公園 祥雲寺128 23-5666

全但バス但馬ドーム 日高町名色88-50 45-1900

但馬空港ターミナル㈱ 岩井1598-34 26-1500

コウノトリ但馬空港発着案内 岩井1598-34 26-1515

旅券事務所但馬空港窓口 岩井1598-34 26-1511

但馬文教府みてやま学園 妙楽寺41-1（但馬文教府内） 22-4407

兵庫ものづくり支援センター但馬
（兵庫県立但馬技術大学校内） 九日市上町660-5 23-2000
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名称 所在地 電話番号

国関係

豊岡税務署 上陰216 22-2101

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 幸町10-3 22-3126

但馬労働基準監督署 大手町9-15 22-5145

豊岡公共職業安定所（ハローワーク豊岡） 寿町8-4 23-3101

日本年金機構豊岡年金事務所 泉町4-20 22-0948

神戸地方裁判所豊岡支部 京町12-81 22-2304

神戸家庭裁判所豊岡支部 京町12-81 22-2881

神戸刑務所豊岡拘置所 京町12-90 22-2219

神戸地方検察庁豊岡支部 京町12-90 22-2606

神戸地方法務局豊岡支局 寿町8-4 22-2703

環境省近畿地方環境事務所竹野自然保護管理事務所 竹野町竹野3662-4 47-0236

近畿農政局兵庫支局豊岡駐在所 加広町5-10 22-2171

自衛隊兵庫地方協力本部豊岡出張所 大手町8-35 22-3978

豊岡公証人役場 寿町2-20（寿センタービル2階） 22-0796

その他

たじま農業協同組合 九日市上町550-1 22-7265

北但東部森林組合 高屋894-1 23-0147

但馬漁業協同組合津居山支所 津居山317 28-2531

但馬漁業協同組合竹野支所 竹野町竹野505-6 47-1188

豊岡観光協会 大手町3-2 22-8111

豊岡港観光協会 瀬戸1 28-3244

城崎温泉観光協会 城崎町湯島357-1 32-3663

たけの観光協会 竹野町竹野17-22 47-1080

日高神鍋観光協会 日高町栗栖野59-13 45-0800

但馬國出石観光協会 出石町内町104-7 52-4806

但東シルクロード観光協会 但東町出合150 54-0500

名称 所在地 電話番号

豊岡観光イノベーション 大磯町1-79 21-9002

豊岡商工会議所 大磯町1-79 22-4456

豊岡青年会議所 幸町6-35 22-4041

豊岡市商工会本部 日高町日置65-1 42-4751

豊岡市商工会城崎支部 城崎町今津290-36 32-4411

豊岡市商工会竹野支部 竹野町竹野1582-1 47-1771

豊岡市商工会日高支部 日高町日置65-1 42-1251

豊岡市商工会出石支部 出石町内町104 52-2113

豊岡市商工会但東支部 但東町出合150 21-9115

城崎温泉旅館協同組合 城崎町湯島78 32-4141

出石まちづくり公社 出石町内町104-7 52-6045

出石皿そば協同組合 出石町宵田78 52-6556

じばさんTAJIMA 大磯町1-79 24-5551

京都丹後鉄道豊岡駅 大手町3-40 24-4738

JR西日本お客様センター 大手町3-2 0570-00-2486

全但バス㈱豊岡駅前出張所 大手町4-5 23-2287

全但バス㈱豊岡営業所 梶原337-1 23-2286

関西電力㈱コールセンター 山王町7番37号 0800-
777-8810

豊岡エネルギー 三坂町6-57 23-2221

エフエムたじま 大手町4-5 22-0764

但馬高齢者生きがい創造学院 九日市上町550-1 23-9615
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