
区分 名称 所在地

情報関連

施設

南丹市国際交流会館 南丹市園部町小桜町62番地1

南丹市地域情報通信ネットワーク

施設

南丹市園部町小桜町62番地1 他

南丹市移動通信用施設(るり渓局) 南丹市園部町大河内広谷1番地

南丹市移動通信用施設(佐々江局) 南丹市日吉町佐々江宮ノ前34番地

南丹市移動通信用施設(四ツ谷局) 南丹市日吉町四ツ谷寺ノ下7番地 外

南丹市移動通信用施設(生畑局) 南丹市日吉町生畑森ノ向14番地

南丹市移動通信用施設(四ツ谷海

老谷局)

南丹市日吉町四ツ谷海老谷51番地5

南丹市移動通信用施設(生畑小畑

局)

南丹市日吉町生畑道ノ下28番地7

南丹市移動通信用施設(中世木西

牧山局)

南丹市日吉町中世木小谷ノ下3番地3

南丹市移動通信用施設(畑郷上草

局)

南丹市日吉町畑郷下前49番地3

南丹市移動通信用施設(静原局) 南丹市美山町静原桂ケ谷24番地 外

南丹市移動通信用施設(樫原局) 南丹市美山町樫原東田110番1

南丹市移動通信用施設(豊郷北局) 南丹市美山町豊郷湯ノ口25番地1

南丹市移動通信用施設(豊郷南局) 南丹市美山町豊郷出合46番地

南丹市移動通信用施設(北親局) 南丹市美山町北大島23番地2

南丹市移動通信用施設(芦生子局) 南丹市美山町芦生斧蛇1番地

南丹市移動通信用施設(知見子局) 南丹市美山町知見本郷4番地10

南丹市移動通信用施設(川谷子局) 南丹市美山町三埜久里谷23番地5

南丹市移動通信用施設(河内谷子

局)

南丹市美山町河内谷蔵ノ本2番地8

南丹市移動通信用施設(内久保子 南丹市美山町内久保穴口4番地2



局)

南丹市移動通信用施設(八原子局) 南丹市美山町知見家ノ上17番地2

南丹市移動通信用施設(口芦生子

局)

南丹市美山町芦生上ノ山28番地4

南丹市移動通信用施設(熊壁局) 南丹市美山町福居新向山23番地2

南丹市移動通信用施設(音海局) 南丹市美山町音海下野70番地3

集会施設

等

南丹市園部北部コミュニティセン

ター

南丹市園部町木崎町下ヲサ49番地

南丹市園部南部コミュニティセン

ター

南丹市園部町城南町クゴ3番地

南丹市園部木崎町児童老人会館 南丹市園部町木崎町大川端27番地7

南丹市園部城南町児童老人会館 南丹市園部町城南町クゴ3番地

南丹市園部仁江文化センター 南丹市園部町仁江木畑47番地1

南丹市園部半田文化センター 南丹市園部町半田尾長12番地4

南丹市園部埴生文化センター 南丹市園部町埴生小山44番地1

南丹市園部小山西町老人会館 南丹市園部町小山西町大垣内37番地4

外

南丹市コミュニティプラザよしと

み

南丹市八木町木原ヒシガ坪8番地1

南丹市八木東地区自治振興会館 南丹市八木町青戸西ノ辻60番地

南丹市八木西地区自治振興会館 南丹市八木町鳥羽池ノ谷22番地

南丹市八木南地区自治振興会館 南丹市八木町八木東久保23番地

南丹市八木北地区自治振興会館 南丹市八木町室橋東垣内21番地

南丹市八木神吉地区自治振興会館南丹市八木町神吉西河原15番地

南丹市日吉胡麻基幹集落センター南丹市日吉町胡麻才ノ本10番地1

南丹市日吉産業振興会館 南丹市日吉町殿田尾崎8番地1

南丹市日吉市民センター 南丹市日吉町保野田市野3番地1

南丹市日吉胡麻コミュニティセン南丹市日吉町胡麻的場1番地2



ター

南丹市日吉はーとぴあ 南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地

日吉駅交流センター 南丹市日吉町保野田市野1番地4

南丹市日吉殿田活力倍増センター南丹市日吉町殿田前田11番地8

南丹市日吉殿田コミュニティ広場南丹市日吉町殿田前田6番地 外

南丹市美山基幹集落センター 南丹市美山町島往古瀬8番地

南丹市美山福泉館 南丹市美山町和泉堂ケ迫3番地1

南丹市美山知井会館 南丹市美山町中上前82番地1

保健福祉

施設等

南丹市園部保健福祉センター 南丹市園部町小桜町61番地

南丹市こむぎ山健康学園老人福祉

センター

南丹市園部町小桜町61番地

南丹市子育て発達支援センター 南丹市園部町船岡横茶園2番地外

南丹市八木老人福祉センター 南丹市八木町西田金井畠1番地1

南丹市八木老人いこいの家 南丹市八木町北屋賀国府26番地

南丹市八木デイサービスセンター南丹市八木町西田山崎17番地

南丹市八木保健福祉センター 南丹市八木町西田金井畠6番地1

南丹市八木東部文化センター 南丹市八木町北屋賀焼石8番地1

南丹市障害者支援施設あじさい園南丹市八木町八木杉ノ前44番地

南丹市日吉興風交流センター 南丹市日吉町田原渕谷口25番地

南丹市日吉保健福祉センター 南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地

南丹市美山高齢者コミュニティセ

ンター

南丹市美山町安掛下23番地

南丹市美山高齢者女性等生きがい

発揮促進施設

「大野地域総合サービスセンタ

ー」

南丹市美山町大野広畑1番地2

南丹市障害者支援施設ワークセン

ターびび

南丹市美山町島往古瀬8番地



南丹市障害者支援施設ワークセン

ターびび 日吉分所

南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10

南丹市美山保健福祉センター 南丹市美山町安掛下8番地

児童福祉

施設

南丹市立園部保育所 南丹市園部町木崎町下ヲサ46番地

南丹市立城南保育所 南丹市園部町城南町中井50番地

南丹市子育てすこやかセンター 南丹市園部町小桜町43番地2

南丹市立八木中央保育所(南丹市

立八木中央幼児学園)

南丹市八木町西田河原條42番地

南丹市立八木東保育所(南丹市立

八木東幼児学園)

南丹市八木町北屋賀焼石8番地3

南丹市八木青少年センター 南丹市八木町八木前所31番地1

南丹市八木東部児童館 南丹市八木町北屋賀焼石8番地1

南丹市立興風保育所 南丹市日吉町田原渕谷口26番地2

南丹市立胡麻保育所 南丹市日吉町胡麻中野辺谷73番地

南丹市立日吉中央保育所 南丹市日吉町保野田垣ノ内11番地・12

番地1合地

南丹市日吉興風児童館 南丹市日吉町田原渕谷口25番地

南丹市立みやま保育所 南丹市美山町島島台53番地

南丹市立知井保育所 南丹市美山町中勘定7番地

南丹市立鶴ヶ岡保育所 南丹市美山町鶴ヶ岡佃12番地

南丹市立平屋保育所 南丹市美山町安掛墓ノ元13番地

病院施設

等

南丹市園部南八田診療所 南丹市園部町南八田縄手27番地5

南丹市八木神吉診療所 南丹市八木町神吉西河原15番地

南丹市美山宮島診療所 南丹市美山町静原森ヶ下14番地1

南丹市美山歯科医療センター 南丹市美山町静原森ヶ下14番地1

南丹市美山林業者等健康管理セン

ター

南丹市美山町鶴ヶ岡釈迦堂前14番地1

南丹市美山林健センター診療所 南丹市美山町鶴ヶ岡釈迦堂前14番地1



南丹市美山林業者等健康管理センター

内

南丹市美山診療所 南丹市美山町安掛下8番地

上水道施

設

南丹市園部天引簡易水道施設 南丹市園部町天引道の上19番地 外

南丹市園部大河内簡易水道施設 南丹市園部町大河内間谷3番地2 外

南丹市園部上水道施設(船岡浄水

場)

南丹市園部町船岡棚田5番地 外

南丹市園部上水道施設(船阪浄水

場)

南丹市園部町船阪イヅ178番地 外

南丹市園部上水道施設(本梅浄水

場)

南丹市園部町南八田ノ田58番地 外

南丹市園部法京飲料水供給施設 南丹市園部町法京上山19番地6

南丹市八木上水道施設(大藪浄水

場)

南丹市八木町南廣瀬中嶋31番地2 外

南丹市八木川東簡易水道施設 南丹市八木町西田湯谷ノ下37番地1

南丹市八木神吉簡易水道施設 南丹市八木町神吉東ノ庄45番地

南丹市日吉生畑・木住簡易水道施

設

南丹市日吉町生畑西ノ元1番地

南丹市日吉佐々江簡易水道施設 南丹市日吉町佐々江段田13番地2 外

南丹市日吉中央簡易水道施設(殿

田浄水場)

南丹市日吉町殿田大貝20番地2

南丹市日吉中央簡易水道施設(和

田浄水場)

南丹市日吉町田原大磯1番地2 外

南丹市日吉中央簡易水道施設(片

野浄水場)

南丹市日吉町田原大町51番地2

南丹市日吉胡麻簡易水道施設(胡

麻第一浄水場)

南丹市日吉町畑郷後野22番地1

南丹市日吉胡麻簡易水道施設(胡 南丹市日吉町畑郷下後野3番地 外



麻第二浄水場)

南丹市日吉四ツ谷簡易水道施設 南丹市日吉町四ツ谷中12番地2

南丹市日吉中世木簡易水道施設 南丹市日吉町中世木焼尾峠7番地6 外

南丹市日吉畑郷簡易水道施設 南丹市日吉町畑郷一ツ橋14番地3 外

南丹市美山中央簡易水道施設 南丹市美山町静原丸山15番地 外

南丹市美山知井簡易水道施設 南丹市美山町河内谷奥東山1番地3 外

南丹市美山内久保簡易水道施設 南丹市美山町内久保地内

南丹市美山平屋簡易水道施設 南丹市美山町又林新島崎11番地 外

南丹市美山宮島簡易水道施設 南丹市美山町原垣内ケ谷24番地2 外

南丹市美山鶴ヶ岡簡易水道施設 南丹市美山町豊郷洞谷32番地 外

南丹市美山芦生飲料水供給施設 南丹市美山町芦生ミクラ浪3番地3 外

南丹市美山佐々里飲料水供給施設南丹市美山町佐々里菱谷17番地2 外

下水道施

設

南丹市園部西本梅浄化センター 南丹市園部町埴生三反田67番地

南丹市園部西部浄化センター 南丹市園部町黒田1号4番地 外

南丹市園部船岡地区農業集落排水

処理施設

南丹市園部町船岡溝ノ向14番地1 外

南丹市園部摩気東部地区農業集落

排水処理施設

南丹市園部町半田クボラ90番地2

南丹市園部大河内地区農業集落排

水処理施設

南丹市園部町大河内中ノ渉り3番地2

南丹市園部天引地区農業集落排水

処理施設

南丹市園部町天引新田105番地2

南丹市園部川辺地区農業集落排水

処理施設

南丹市園部町熊原新中田1番地2

南丹市園部北部地区農業集落排水

処理施設

南丹市園部町千妻新宮ノ向11番地

南丹市八木西田中継ポンプ場 南丹市八木町西田井尻5番地1

南丹市八木観音寺中継ポンプ場 南丹市八木町観音寺大島8番地1



南丹市八木美里クリーンセンター南丹市八木町美里新中島2番地1

南丹市八木神吉クリーンセンター南丹市八木町神吉向田29番地

南丹市八木川東浄化センター 南丹市八木町諸畑千田11番地2

南丹市日吉殿地区農業集落排水処

理施設

南丹市日吉町田原梅田25番地1 外

南丹市日吉四ツ谷地区農業集落排

水処理施設

南丹市日吉町四ツ谷中47番地2

南丹市日吉下田原地区農業集落排

水処理施設

南丹市日吉町田原岩吹70番地2 外

南丹市日吉佐々江地区農業集落排

水処理施設

南丹市日吉町佐々江道奥谷73番地2 外

南丹市日吉志和賀地区農業集落排

水処理施設

南丹市日吉町志和賀出合44番地2 外

南丹市日吉胡麻浄化センター 南丹市日吉町胡麻向山34番地

南丹市日吉殿田浄化センター 南丹市日吉町殿田イチバ132番地

南丹市美山宮島地区農業集落排水

処理施設

南丹市美山町和泉南台8番地2 外

南丹市美山北・中地区農業集落排

水処理施設

南丹市美山町北大島22番地2 外

南丹市美山鶴ヶ岡地区農業集落排

水処理施設

南丹市美山町鶴ヶ岡川合新田50番地

外

南丹市美山平屋地区農業集落排水

処理施設

南丹市美山町上平屋久瀬31番地2 外

南丹市美山大野地区農業集落排水

処理施設

南丹市美山町三埜島田87番地 外

環境衛生

関係施設

南丹市美山環境衛生施設(ゴミ保

存庫)

南丹市美山町下吉田布袋尻4番地

農林水産 南丹市園部城南町農業総合施設 南丹市園部町城南町宮ノ谷5番地2 外



関係施設 南丹市園部城南町育苗施設 南丹市園部町城南町宮ノ谷5番地2 外

南丹市園部城南町しいたけ仮伏場南丹市園部町城南町宮ノ谷5番地2 外

南丹市園部城南町しいたけ燃料廃

材置場

南丹市園部町城南町宮ノ谷5番地2 外

南丹市八木バイオエコロジーセン

ター

南丹市八木町諸畑千田1番地

南丹市日吉林業センター 南丹市日吉町田原尺取17番地2

南丹市日吉森林総合利用施設 南丹市日吉町生畑日頭1番地 外

南丹市日吉畑郷市民農園 南丹市日吉町畑郷池ノ平31番地2

南丹市美山農業振興総合センター南丹市美山町安掛下23番地

南丹市美山平屋生産物直売施設 南丹市美山町安掛下23番地2

南丹市美山都市農村交流活性化施

設(百日紅)

南丹市美山町上司小倉畑8番地10番地2

合地

商工関係

施設

南丹市美山お祭り広場 南丹市美山町安掛下23番地

観光関連

施設

道の駅(京都新光悦村) 南丹市園部町曽我谷縄手15番地3 外

南丹市八木温泉揚湯施設 南丹市八木町氷所矢田11番地3

スプリングスひよし 南丹市日吉町中宮ノ向8番地

南丹市日吉山の家 南丹市日吉町生畑ツノ元下16番地 外

南丹市日吉体験の森 南丹市日吉町殿田旭山39番地1 外

南丹市美山地域活性化総合交流施

設

南丹市美山町安掛下23番地2 外

南丹市美山江和長期滞在施設 南丹市美山町江和下黒田1番地 外

南丹市美山民俗資料館 南丹市美山町北中牧15番地

南丹市美山茅収納庫 南丹市美山町北高倉69番地

南丹市美山茅葺保存センター 南丹市美山町北揚石19番地1

南丹市美山北宿泊施設 南丹市美山町北下牧25番地

南丹市美山北体験実習館 南丹市美山町北下牧6番地



南丹市美山北加工・販売施設 南丹市美山町北揚石28番地1

南丹市美山かやぶきの里公衆便所南丹市美山町北下河原3番地

南丹市美山芦生山の家 南丹市美山町芦生須後13番地

南丹市美山知井地域拠点施設 南丹市美山町中上前83番地

南丹市美山町自然文化村 南丹市美山町中下向56番地 外

南丹市美山研修センターやまびこ

堂

南丹市美山町樫原中野43番地13

南丹市美山和泉交差点観光交流広

場

南丹市美山町静原垣内9番地2外

公園施設 南丹市園部公園 南丹市園部町小桜町 外

南丹市園部木崎町公園 南丹市園部町木崎町下ヲサ40番地 外

南丹市園部城南町公園 南丹市園部町城南町才ノ口17番地 外

南丹市園部小山西町公園 南丹市園部町小山西町油縄手4番地5

外

南丹市園部二本松公園 南丹市園部町栄町1号79番地1

南丹市園部上木崎町公園 南丹市園部町上木崎町寺ノ下24番地

外

南丹市園部横田1号公園 南丹市園部町横田2号110番地

南丹市園部横田2号公園 南丹市園部町横田5号50番地

南丹市園部横田3号公園 南丹市園部町横田3号135番地

南丹市園部横田4号公園 南丹市園部町横田7号49番地

南丹市園部横田5号公園 南丹市園部町横田7号11番地

南丹市園部小山東町1号公園 南丹市園部町小山東町平成台2号2番地

南丹市園部小山東町2号公園 南丹市園部町小山東町平成台3号99番地

南丹市園部新町公園 南丹市園部町新町天場19番地1 外

南丹市園部城南町防災公園 南丹市園部町城南町岸ヶ前48番地 外

南丹市健楽憩の園 南丹市園部町内林町京都新光悦村30番

地 外



南丹市園部内林町1号公園 南丹市園部町内林町荒代2番地1 外

南丹市園部内林町3号公園 南丹市園部町内林町下荒代36番地 外

南丹市園部内林町4号公園 南丹市園部町内林町千原6番地1 外

園部駅西口広場 南丹市園部町小山東町溝辺6番地19 外

南丹市園部船阪親水公園 南丹市園部町船阪島河原21番地7 外

南丹市八木農村環境公園 南丹市八木町氷所赤見21番地1 外

南丹市八木氷室公園 南丹市八木町氷所中谷山1番地 外

南丹市大堰川緑地公園(運動公園) 南丹市八木町西田金井畠37番地

南丹市八木東公園 南丹市八木町屋賀屋賀寺1番地1 外

南丹市八木西地区コミュニティ公

園

南丹市八木町鳥羽池ノ谷22番地 外

南丹市八木文覚ふれあい公園 南丹市八木町室橋山田7番地

南丹市八木観音寺公園 南丹市八木町観音寺山崎32番地 外

南丹市八木梅ノ木谷公園 南丹市八木町氷所梅ノ木谷1番地29 外

南丹市日吉木住親水公園 南丹市日吉町木住向陽74番地

南丹市日吉国体記念公園 南丹市日吉町胡麻野畑2番地5

胡麻駅前広場 南丹市日吉町胡麻的場1番地2

鍼灸大学前駅広場 南丹市日吉町保野田岸根3番地1 外

日吉駅前広場 南丹市日吉町保野田市野1番地4 外

南丹市日吉中村農村公園 南丹市日吉町胡麻瘠垣内1番地1 外

南丹市日吉上胡麻農村公園 南丹市日吉町上胡麻黒ブク17番地 外

南丹市美山大野ダム公園 南丹市美山町樫原中ノ山41番地2 外

南丹市美山岩江戸公園 南丹市美山町三埜島田36番地先

南丹市美山やすらぎの広場 南丹市美山町下吉田棚ヶ下13番地1 外

南丹市美山安掛農村広場 南丹市美山町安掛下8番地

南丹市美山安掛水辺公園 南丹市美山町安掛風呂ノ元20番地 外

南丹市美山若草遊園地 南丹市美山町和泉辻堂浦92番地

南丹市美山国体記念公園 南丹市美山町上平屋ドンナキ1番地1



公営住宅

等

南丹市営住宅園部浅黄野団地 南丹市園部町木崎町土手下1番地1 外

南丹市営住宅園部園正団地 南丹市園部町木崎町川端14番地1

南丹市営住宅園部園正北団地 南丹市園部町木崎町東川端19番地1

南丹市営住宅園部小桜団地 南丹市園部町小桜町167番地

南丹市営住宅園部向河原団地 南丹市園部町小山東町向河原13番地

南丹市営住宅園部特定目的住宅 南丹市園部町仁江木畑16番地 外

南丹市営住宅八木南広瀬団地 南丹市八木町南広瀬川端32番地1 外

南丹市営住宅八木一ツ橋団地 南丹市八木町北屋賀一ツ橋96番地 外

南丹市営住宅小集落改良住宅八木

一ツ橋団地

南丹市八木町北屋賀一ツ橋103番地12

外

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町屋賀府土垣内18番地1

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町神吉知ノ浦58番地2

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町神吉知ノ浦58番地

南丹市営住宅八木特定目的団地 亀岡市旭町一ツ橋54番地4

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町屋賀屋賀寺14番地1

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町北屋賀焼石19番地3

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町北屋賀焼香38番地3、38番

地4合地

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町北屋賀横畑22番地4

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町神吉知ノ浦21番地

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町屋賀府土垣内14番地8 外

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町屋賀府土垣内23番地8 外

南丹市営住宅八木特定目的団地 南丹市八木町北屋賀国府79番地1

南丹市営住宅日吉広野団地 南丹市日吉町上胡麻広野55番地48

南丹市営住宅日吉片野団地 南丹市日吉町田原尺取12番地1

南丹市営住宅日吉岩吹団地 南丹市日吉町田原岩吹56番地1

南丹市営住宅日吉貝尻団地 南丹市日吉町田原貝尻62番地

南丹市営住宅日吉広小段団地 南丹市日吉町田原当多治62番地



南丹市営住宅日吉大迫団地 南丹市日吉町保野田大迫14番地1

南丹市営住宅美山和泉団地 南丹市美山町和泉波多志谷尻48番地乙

外

南丹市営住宅美山鶴ヶ岡団地 南丹市美山町鶴ヶ岡ノブ51番地1 外

南丹市営住宅美山大野団地 南丹市美山町大野文字 地16番地 外

南丹市営住宅美山安井団地 南丹市美山町高野堂ノ上3番地1

南丹市営住宅美山中団地 南丹市美山町中穴原6番地6

南丹市営住宅美山上平屋団地 南丹市美山町上平屋森本23番地3

消防防災

施設等

南丹市園部水防倉庫 南丹市園部町船岡堂板11番地1

南丹市園部水防倉庫 南丹市園部町内林町中鴻ヶ下14番地1

南丹市園部水防倉庫 南丹市園部町竹井ムソウジ34番地2

南丹市園部水防倉庫 南丹市園部町船阪保田31番地2

南丹市園部木崎町消防車庫 南丹市園部町木崎町川端44番地

南丹市園部城南町消防車庫 南丹市園部町城南町クゴ42番地7

防災施設

等

南丹市八木防災センター 南丹市八木町八木鹿草75番地

南丹市日吉防災センター 南丹市日吉町保野田市野3番地1

教育施設

(幼稚園)

南丹市立園部幼稚園 南丹市園部町小桜町44番地

南丹市立八木中央幼稚園

(南丹市立八木中央幼児学園)

南丹市八木町西田河原條42番地

教育施設

(小学校)

南丹市立園部小学校 南丹市園部町小桜町26番地2

南丹市立園部第二小学校 南丹市園部町小山東町平成台2号78番地

外

南丹市立川辺小学校 南丹市園部町船岡長畑52番地3

南丹市立摩気小学校 南丹市園部町宍人市場111番地

南丹市立西本梅小学校 南丹市園部町南八田中山17番地

南丹市立八木小学校 南丹市八木町八木東所15番地

南丹市立富本小学校 南丹市八木町青戸馬垣内13番地1

南丹市立新庄小学校 南丹市八木町船枝才ノ上48番地



南丹市立吉富小学校 南丹市八木町鳥羽鳥栄本11番地

南丹市立神吉小学校 南丹市八木町神吉西河原15番地

南丹市立殿田小学校 南丹市日吉町殿田大貝25番地 外

南丹市立胡麻郷小学校 南丹市日吉町胡麻中野辺谷3番地3 外

南丹市立知井小学校 南丹市美山町中穴原8番地

南丹市立平屋小学校 南丹市美山町安掛上ノ山17番地

南丹市立宮島小学校 南丹市美山町島島台52番地

南丹市立鶴ヶ岡小学校 南丹市美山町鶴ヶ岡宮ノ前23番地2

南丹市立大野小学校 南丹市美山町三埜南畑28番地

教育施設 南丹市立園部中学校 南丹市園部町横田3号51番地

(中学校) 南丹市立八木中学校 南丹市八木町八木野條1番地

南丹市立殿田中学校 南丹市日吉町殿田大貝30番地 外

南丹市立美山中学校 南丹市美山町静原桧野10番地1

教育施設

(その他)

南丹市立幼児の館「すこやか学園」南丹市園部町小桜町44番地

南丹市美山山村留学センター 南丹市美山町下宮代7番地 外

南丹市知井教職員住宅 南丹市美山町中穴原7番地1

社会教育

施設

南丹市園部公民館 南丹市園部町上本町南2番地22

南丹市立中央図書館 南丹市園部町小桜町63番地

南丹市立文化博物館 南丹市園部町小桜町63番地

南丹市小山西町教育集会所 南丹市園部町小山西町油縄手4番地7

南丹市八木公民館 南丹市八木町八木東久保23番地

南丹市神吉教育集会所 南丹市八木町神吉初田59番地4

南丹市八木東教育集会所 南丹市八木町北屋賀焼石14番地1

南丹市八木郷土資料館 南丹市八木町八木東久保29番地1

南丹市八木図書室 南丹市八木町八木東久保29番地1

南丹市日吉町郷土資料館 南丹市日吉町天若登地谷7番地

南丹市日吉町生涯学習センター 南丹市日吉町保野田長通24番地

南丹市日吉図書室 南丹市日吉町保野田長通24番地



南丹市美山図書室 南丹市美山町島島台51番地

南丹市美山文化ホール 南丹市美山町島島台51番地

南丹市美山郷土資料館 南丹市美山町島朴ノ木21番地

南丹市美山かやぶき美術館 南丹市美山町島朴ノ木19番地

社会体育

施設

南丹市園部公園多目的運動場 南丹市園部町小桜町南丹市園部公園内

南丹市園部海洋センター 南丹市園部町小桜町南丹市園部公園内

南丹市園部スポーツセンター 南丹市園部町木崎町下ヲサ49番地

南丹市園部公園陸上競技場 南丹市園部町横田下河原1番地 外

南丹市園部公園テニスコート 南丹市園部町横田3号20番地1 外

南丹市園部公園スポーツ広場 南丹市園部町城南町上沢1番地1 外

南丹市園部中央プール 南丹市園部町小桜町64番地

南丹市園部第2水泳プール 南丹市園部町木崎町下ヲサ42番地

南丹市園部第3水泳プール 南丹市園部町城南町ハサマ10番地3

南丹市八木フィジカルセンター 南丹市八木町西田金井畠9番地1

南丹市八木スポーツフォアオール南丹市八木町西田柳原15番地1

南丹市八木海洋センター 南丹市八木町南広瀬泉6番地1

南丹市八木東ゲートボール場 南丹市八木町北屋賀焼石4番地

南丹市八木運動公園グラウンド 南丹市八木町西田金井畠37番地

南丹市八木運動公園テニスコート南丹市八木町西田金井畠37番地

南丹市八木西地区コミュニティ公

園グラウンド

南丹市八木町鳥羽池ノ谷22番地 外

南丹市八木西地区コミュニティ公

園テニスコート

南丹市八木町鳥羽池ノ谷22番地 外

南丹市八木文覚ふれあい公園キャ

ンプ場

南丹市八木町室橋山田7番地

南丹市八木カヌーハウス 南丹市八木町西田井尻70番地47

南丹市日吉興風体育館 南丹市日吉町田原渕谷口37番地

南丹市日吉総合運動広場 南丹市日吉町胡麻向大戸4番地3 外



南丹市日吉広野球技場 南丹市日吉町上胡麻広野55番地

南丹市日吉五ヶ荘野球場 南丹市日吉町四ツ谷室堰3番地 外

南丹市日吉五ヶ荘運動広場 南丹市日吉町四ツ谷木塚9番地1 外

南丹市日吉五ヶ荘体育館 南丹市日吉町四ツ谷柏木14番地 外

南丹市日吉殿田運動場 南丹市日吉町殿田旭山3番地2 外

南丹市日吉アーチェリー射場 南丹市日吉町胡麻向大戸1番地

南丹市日吉ユースホール 南丹市日吉町胡麻向大戸4番地1

南丹市日吉野外ステージ 南丹市日吉町胡麻向大戸4番地1

南丹市日吉興風プール 南丹市日吉町田原渕谷口40番地1

南丹市美山長谷運動広場 南丹市美山町長谷中西通り108番地 外

南丹市美山長谷運動広場管理棟 南丹市美山町長谷森廻り87番地 外

その他の

施設

南丹市園部共同墓地 南丹市園部町新町火打谷19番地3

南丹市園部女性の館 南丹市園部町小桜町南丹市園部公園内

園部駅東口エレベータ 南丹市園部町小山東町溝辺

園部駅東口構内

園部駅西口エレベータ 南丹市園部町小山東町溝辺6番地25

園部駅西口公衆便所 南丹市園部町小山東町溝辺6番地21

園部駅西口自由通路 南丹市園部町小山東町溝辺6番地22 外

園部駅西口広場自転車等駐車場 南丹市園部町小山東町溝辺6番地19 外

八木駅前自転車等駐車場 南丹市八木町八木東久保42番地6 外

南丹市営バス車庫及び事務所 南丹市日吉町木住大町9番地1 外

鍼灸大学前駅駐車場 南丹市日吉町保野田岸根3番地1

胡麻駅前駐車場 南丹市日吉町胡麻的場1番地6 外

日吉駅前駐車場 南丹市日吉町保野田市野6番地9

南丹市美山上平屋火葬場 南丹市美山町上平屋中津谷8番地1


