
※掲載している情報は編集時点（4月15日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。

みんなで遊ぼう

公開保育

保育園・認定こども園

園庭開放

　右記の保育園・認定こども園で
は、在宅の親子を対象に公開保育
を行っています。季節の行事など
も取り入れて活動します。子育て
に関する悩みなどを相談する「子
育て相談コーナー」もありますの
で、気軽にお越しください。
▶�対象　在宅の０〜５歳（テラス
ハウス保育園・カバンストリー
ト保育園・こうのとりの森保育
園は３歳未満）の児童と保護者
▶�持ち物　上履き、帽子、着替え、
水筒など
▶その他
　参加の際は各園に事前に申込み
○�駐車場が少ないため、自転車　
または徒歩で来園
〇活動内容などは各園に問合せ　

　左記の保育園・認定こども園で、
園庭を開放しています。
　親子で遊具で遊んだり、砂遊び
などをして楽しい時間を過ごしま
せんか。
▶�期間　2022年３月まで（祝日を
除く）

▶�対象　在宅の０〜５歳（スマイ
リーハウス保育園・スプリング
ハウス保育園は３歳未満）の児
童と保護者

▶その他
○保護者の付き添いが必要
○事前申込不要

新型コロナウイルス感染症の影響
により中止する場合があります。
各園に事前に問い合わせてくださ
い。

公開保育、園庭開放の問合せ
は、各保育園・各認定こども
園へ

園名 電話 曜日 時間 実施月
港認定こども園 28-2107

第２㊌
（注１）

９：30〜11：00
６月〜2022年１月

八条認定こども園 22-3960
竹野認定こども園 47-0153
西保育園 23-0018 第２㊌

合橋認定こども園 54-0105 第３㊋（注２）

高橋認定こども園 55-0405 第２㊎（注３）

資母認定こども園 56-0245 第２㊌（注４）

豊陵保育園 23-2772
第２㊌

６月〜2022年２月
※８月除く

テラスハウス保育園 23-7799 10：00〜11：00

５月〜2022年３月
アートチャイルドケア豊岡
こうのとり保育園 22-3550 第３㊌ 10：00〜11：30

おもしろたのし
みえこども園 24-0462 月１回 10：00〜11：0013：30〜14：30
カバンストリート保育園 37-8870

月３回 10：00〜11：00 ７月〜10月下旬
こうのとりの森保育園 37-8440
城崎こども園 32-2269 ㊊〜㊎ ９：00〜12：00 ５月〜

2022年３月おさかおの　こども園 53-2700 第３㊋ 10：00〜11：00

（注１）８月は第１㊌　（注２）８月は第１㊋　（注３）８月は第１㊎
（注４）８月は第１㊌

園名 電話 曜日 時間
港認定こども園 28-2107

㊌㊎ ９：30〜11：00
八条認定こども園 22-3960
西保育園 23-0018
竹野認定こども園 47-0153
合橋認定こども園 54-0105

㊊〜㊎ ９：00〜11：00高橋認定こども園 55-0405
資母認定こども園 56-0245
豊陵保育園 23-2772 ㊌㊎ ９：30〜11：00
チャイルドハウスこども園 29-3900 ㊏ ９：45〜11：30
おもしろたのし
みえこども園 24-0462 ㊊〜㊏ ９：00〜15：00

アートチャイルドケア豊岡
こうのとり保育園 22-3550 第１・３㊏ ９：30〜11：00

こうのとり認定こども園 22-6360 第２・４㊏
※変更有り ９：30〜11：30

スマイリーハウス保育園 26-1888 第２・４㊎ 10：00〜11：30
スプリングハウス保育園 22-5888 ㊌ ９：30〜11：00
城崎こども園 32-2269 ㊏㊐ ９：00〜17：00
八代保育園 42-1731

㊌㊎ ９：30〜11：00

蓼川保育園 42-0169
蓼川第二保育園 42-1122
静修保育園 42-1056
こくふこども園 42-1717
きよたき認定こども園 45-0450
みかたの森こども園 44-0610 ㊋・㊌・㊎ ９：00〜11：30
出石愛育園 52-2137 ㊊〜㊏

９：30〜11：30
おさかおの　こども園 53-2700 ㊊〜㊎
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6〜33 狂犬病予防集合注射料金 3,400円
（集合注射料金2,850円＋注射済票交付手数料550円）
※釣り銭の要らないように準備してください。

　市では、狂犬病予防法で犬の飼い主に義務付
けられている狂犬病予防注射を、次のとおり実
施します。生後91日以上の飼い犬は毎年１回、
必ず集合注射か動物病院で狂犬病予防注射を受
けさせてください（接種させない場合は、狂犬病
予防法により罰せられることがあります）。　　

《問合せ》生活環境課☎23-5304

《委託動物病院一覧》
病�院�名 住所・電話

有田動物病院 正法寺302-91
☎0796-24-0314

小野山動物病院 朝来市和田山町玉置525-１
☎079-672-1727

くみはま動物病院 京丹後市久美浜町75-１
☎0772-82-0126

たんぽぽ動物病院 立野町494-１
☎0796-29-3415

豊岡こころ動物病院 野田180
☎0796-29-0002

ながいどうぶつ診療所 但東町出合市場29-４
☎0796-54-0845

はらさき獣医科医院 高屋956-1
☎0796-24-0788

フジモリ獣医科
クリニック

養父市八鹿町国木615-124
☎079-662-7381

めぐり獣医科 日高町猪子垣249-２ 
☎0796-44-1057

■�新しく犬を飼ったときは登録の申請をしてく
ださい（登録手数料3,000円が必要）。

〈申請場所〉
〇生活環境課または各振興局市民福祉課
〇市が委託契約を行っている動物病院（上記一覧）
〇狂犬病予防注射会場
■�犬の死亡、転入や飼い主が変わったときは届
け出てください。

〈届出場所〉
〇生活環境課または各振興局市民福祉課

狂犬病予防の
集合注射を実施します

豊岡地域
日程 実施場所 実施時間

５月
17日

（月）

田鶴野地区コミセン（注） ９：10〜９：20
おもしろたのし　みえこども園 ９：35〜９：50
新田地区コミセン 10：00〜10：10
神美地区コミセン 10：20〜10：30
中筋地区コミセン 10：45〜11：00
九日市駐在所前 11：15〜11：30
奈佐地区コミセン 13：00〜13：10
高屋公園 13：30〜13：40
本庁舎（市民広場横） 13：55〜14：10

《集合注射予定表》

出石地域
日程 実施場所 実施時間

５月
21日

（金）

奥山区公民館 ９：15〜９：20
福住地区コミセン ９：40〜10：00
菅谷地区コミセン 10：15〜10：25
鳥居多目的集会所 10：40〜10：50
小坂地区コミセン 11：00〜11：10
いずし古代学習館 11：20〜11：40
寺坂地区コミセン 13：00〜13：10
出石庁舎 13：25〜13：40

竹野地域
日程 実施場所 実施時間

５月
24日

（月）

旧大森小学校 ９：15〜９：20
ふるさと生きがいセンター（椒） ９：50〜９：55
竹野南地区コミセン 10：10〜10：20
中竹野地区コミセン 10：35〜10：45
浜須井区公民館 11：00〜11：05
竹野庁舎 11：20〜11：40

城崎地域
日程 実施場所 実施時間
５月
24日

（月）

来日農作業所前 13：30〜13：40
気比の浜トイレ前 14：00〜14：15
城崎庁舎 14：30〜14：45

日高地域
日程 実施場所 実施時間

５月
26日

（水）

八代地区コミセン ９：05〜９：20
国府地区コミセン ９：35〜10：10
日高庁舎 10：15〜10：40
夏栗区公民館 10：50〜11：00
三方地区コミセン 11：15〜11：30
清滝地区コミセン 13：00〜13：15
栗栖野会館 13：30〜13：45

（注）コミセン　コミュニティセンター

但東地域
日程 実施場所 実施時間

５月
19日

（水）

奥赤公民館 ９：05〜９：10
資母体育館 ９：30〜９：50
唐川区公民館 10：05〜10：10
但東庁舎 10：20〜10：35
西谷区公民館 10：50〜10：55
矢根区公民館 11：10〜11：25
高橋地区コミセン 13：00〜13：10
平田創作館 13：25〜13：40

登録・届出を忘れずに‼
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