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お知らせ

自治振興補助金（新型コロ
ナウイルス対策）について
　行政区が新型コロナウイル
ス感染症の予防対策を実施す
る場合、その経費に対して補
助します。
●補助対象者　行政区
●�補助対象事業　新型コロナ
ウイルス感染症予防対策に
かかる資材の備蓄および配
布など
※�資材例　消毒液、手洗い液
体石鹸、アクリルパネル、
マスク、フェイスガード、
ビニール手袋、体温計、空
気清浄機など
●�補助率　補助対象事業に要
する経費に対して10/10
以内
●�上限額　均等割30,000円
＋世帯割1,000円×世帯数
または300,000円のうち
低い方の額

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019
FAX（0771）63-0653
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国勢調査が全国一斉に行
われます
　本年10月1日を基準日に、
日本に住んでいるすべての人
と世帯を対象とした国の最も
重要な統計調査である国勢調
査が実施されます。国勢調査
の結果は、児童福祉、高齢者
の介護・医療、若者の雇用対
策など、私たちの暮らしのさ
まざまな分野で役立てられる
大切な資料となります。
　9月の中旬から、調査員証
を携帯した国勢調査員が皆さ
んのお宅にお伺いし、調査票
の配布を行います。今回の調
査では、新型コロナウイルス
感染予防のために、インター
ホンを利用してお宅の状況確
認をしますので、ご理解をい
ただきますようお願いしま
す。
　調査票は、なるべく「オン
ライン回答」または「郵送での
回答」で、ご回答してくださ
い。調査回答していただいた
内容は、統計の目的以外に使
用することはありません。正
確な結果を得るためには、皆
さん一人一人の回答が欠かせ
ませんので、国勢調査へのご
協力をよろしくお願いしま
す。
問総務課
TEL（0771）68-0001

納期限のお知らせ

＜令和2年8月31日（月）納期
限＞
・市府民税（普通徴収）第2期
　分
問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第3期分
・�後期高齢者医療保険料第2
期分

問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第3期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等8月分
・保育所延長保育料7月分
・一時保育料7月分
・幼稚園預かり保育料7月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料8月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費8月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金8
月分

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
※�市税や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税や一部料金
では、スマートフォンアプ
リ（PayPay・ LINE�Pay請
求書支払い）やクレジット
カードで納付が可能です。
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令和3年南丹市成人式開
催のお知らせ
●�日時　令和3年1月10日（日）
※�新型コロナウイルス感染症
予防のため、2部に分けて
開催を予定しています。
・�一部　午後1時～（受付：
正午～）八木・日吉・美山・
その他地域の方
・�二部　午後4時～（受付：
午後3時～）園部の方
●�会場　国際交流会館イベン
トホール　
●内容　式典、記念写真撮影
●�対象者　南丹市在住および
出身などの新成人
　�（平成12年4月2日～平成
13年4月1日生まれ）
※�新型コロナウイルス感染症
の状況により、開催の有無
や時期を変更する場合がご
ざいます。市ホームページ
などでお知らせしますので
ご確認ください。
※�対象者で市内に住民登録さ
れている方については、8
月初旬に開催通知を送付い
たします。また、当日の受
付票などの案内状につきま
しては12月初旬に送付い
たします。
※�市外へ転出されている出席
希望の方は、社会教育課ま
でに案内状送付先をお知ら
せください。
※�出欠の回答は必要ありませ
ん。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057

令和3年南丹市成人式実
行委員募集
　令和3年1月10日（日）に
南丹市成人式を開催します。
20歳の記念に自分たちの企
画で成人式を作り上げません
か。
●�対象者　南丹市在住および
出身の新成人（平成12年4
月2日～平成13年4月1日
生まれ）
●�応募方法　9月14日（月）ま
でに住所、氏名、電話番
号、出身中学校を、電話、
FAX、Ｅメールのいずれか
でお申し込みください。
※�応募用紙が必要な方は、南
丹市ホームページからダウ
ンロードできます。

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
FAX（0771）63-2850
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp

がん検診（集団検診）を実
施します
　4～5月の集団健診は、新
型コロナウイルス感染症対策
のため実施を見合わせていま
したが、感染症対策を講じた
上で、がん検診（集団検診）を
実施することとなりましたの
でお知らせいたします。
＜肺がん検診・胃がん検診・
大腸がん検診＞
10月・12月（3つの検診を同
日に実施）
＜乳がん検診＞
12月（既に申込みをされてい
る方に限ります）
●申込方法
・�今年度上記の検診に申込み
をされている方には、個別
にご案内を送付いたします
ので、改めての申込みは不
要です。

・�肺がん検診、胃がん検診、
大腸がん検診に、今年度初
めて申込みをされる方は、
9月第2金曜日のお知らせ
版に日程と会場を掲載いた
しますので、お申し込みく
ださい。
※�今年度につきましては、特
定健診、すこやか健診、メ
タボ予防健診、子宮頸がん
検診の集団健診（検診）は実
施しません。個別健診（検
診）は、特定健診、すこや
か健診は11月まで、子宮
頸がん検診は12月まで実
施しています。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

JR八木駅東口周辺整備基
本計画の検討について
　南丹市では、令和2年度よ
りＪＲ八木駅東口周辺整備基
本計画の策定に向けた検討を
行います。
　ＪＲ八木駅周辺では、ＪＲ
八木駅舎改築、自由通路整備
や八木駅西土地区画整理事業
が行われており、駅周辺の環
境が大きく変わりつつありま
す。南丹市では、今後、駅東
口の整備を進めるにあたり、
地域経済の活性化も含めた、
市民参画によるＪＲ八木駅東
口周辺整備基本計画の策定を
目指し検討を進めていきま
す。
　計画の検討にあたり、課題
や計画案に対しての市民の皆
さんの意見を把握し、把握し
た意見をできる限り反映する
ことにより、市民の皆さんが
自らのまちに愛着を持つこと
ができ、市民参加の基盤とな
る、また、自ら主体となり事
業の検討を進め、自主的なま
ちづくりを行える環境づくり
を目指していきます。
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●計画検討ステップ
（1）�整備事業の必要性と課題

の抽出（アンケートの実
施）

（2）�複数の案の作成（整備の
可否も含め検討する）

（3）�評価項目を設定し、複
数案の比較評価（ワーク
ショップ、パブリックコ
メントの実施）

（4）計画案の選定
（5）�説明（パブリックコメン

トの実施）
（6）計画決定
●�スケジュール　令和2年度
～令和4年度　整備基本計
画検討・策定

問都市計画課
TEL（0771）68-0052

人材募集

京都府立農業大学校
令和３年度学生募集
＜推薦＞
●�願書受付期間　9月23日
（水）～10月5日（月）
●�試験日　10月23日（金）午
前10時～
＜前期＞
●�願書受付期間　12月3日
（木）～12月16日（水）
●�試験日　令和3年1月15日
（金）午前9時20分～
＜後期＞
●�願書受付期間　令和3年1
月28日（木）～2月8日（月）
●�試験日　令和3年2月22日
（月）午前9時20分～
※�高校、大学、市町村、ＪＡ
などの長の推薦による出願
が可能です。

問京都府立農業大学校
TEL（0773）48-0321

相談会

神経・筋疾患、膠原病個
別相談のご案内
　専門医による個別医療相談
を開催します。【要申込】
＜神経・筋疾患個別相談＞
●日時　10月16日（金）
　�午前10時30分～午後3時
30分
●場所　国保京丹波町病院
●�対象　神経・筋疾患で療養
中の方、またはその疑い（以
下の症状）がある方
・手足がふるえる
・筋肉がやせる
・力が入りにくい
・足がふらつく
・最初の一歩が出にくい
・話しにくい
●�担当医　国立病院機構宇多
野病院　脳神経内科
　須藤慎治医師
●�定員　６人程度（申込状況
によりお断りすることがあ
ります）
●�申込方法　9月25日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
＜膠原病個別相談＞
●日時　10月22日（木）
　午後1時～4時30分
●場所　京都府南丹保健所
●�対象　膠原病で療養中の
方、または次の気になる症
状がある方
・�寒冷刺激による手指の蒼白
化（レイノー現象）
・�手指等の関節炎、関節痛、
皮膚が硬くなる
・日光による皮膚過敏
・頬の赤い発疹（蝶形紅斑）
●�担当医　京都第二赤十字病
院　井上衛医師
●�定員　５人程度（申込状況
によりお断りすることがあ
ります）
●�申込方法　9月25日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。

問南丹保健所保健課
TEL（0771）62-2979

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　総務省では、行政に対する
皆さんのご意見をお聴きし、
行政運営に反映させるため、
行政相談を行います。
●�日時　9月8日（火）�午後1
時30分～午後3時30分
●�場所　市役所3号庁舎2階
第2会議室

問�総務省京都行政監視行政相
談センター行政監視行政相
談課

TEL（075）802-1100
問総務課
TEL（0771）68-0002

　南丹市ではスマートフォ
ン、携帯電話、パソコンな
どのメール機能を活用した
情報配信サービスを行って
います。登録は送信アドレ
ス宛てに空メールを送信い
ただき、返信されたメール
に従い手続きをお願いま
す。
※�迷惑メールの受信拒否設
定などをされている方
は、空メール送信前に送
信元メールアドレスの受
信許可を行ってくださ
い。
＜なんたんメール＞
　南丹市関係の気象警報や
地震情報などをメールで配
信します。
●空メール送信先
info.nantan-city@raid
　en.ktaiwork.jp
●受信許可が必要なアドレス
��nantan-city@raiden.
ktaiwork.jp

問情報課
TEL(0771)68-0066

南丹市メール配信サー
ビスにご登録ください
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子育て支援（催し）

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（9月）
＜各広場共通事項＞
※�各ひろばとも、南丹市全域
から参加できます。【無料】
※�主に保育所、幼稚園に入所・
入園されるまでの子、その
保護者や妊婦が対象です。
※�お茶、オムツなどお子様に
必要な物をお持ちくださ
い。
※�予約が必要なものは事前に
電話でお申し込みくださ
い。
※�予定が変更する場合があり
ます。南丹市ホームペー
ジ、NPO法人グローアッ
プLINE・フェイスブック・
インスタグラム、電話にて
確認をお願いします。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月～金曜日、第
3土曜日の午前10時～午後
3時
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
（八木防災センター向かい
側）
※�毎週月・水・金曜日の午
後3時～午後6時、コミュ
ニティスペース「気になる
木ＪＵＪＵ」でみんなの居
場所「seedbase」（シード
ベース）を開催します。こ
ちらは、小学生や地域の方
もご利用いただけます。
※�車でお越しの方は市役所八
木支所に駐車してくださ
い。
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時～午後3時30分
●�場所　美山保健福祉セン
ター

＜園部ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時～午後3時
●�場所　第1、第3木曜日は
園部南部コミュニティセン
ター
　�第2、4木曜日は横田公民
館
＜産後からだケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくとさまざ
まなトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●�日時　9月18日（金）　午前
10時～正午　※先着5名
（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木ＪＵＪＵ」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　概ね産後6カ月くら
いの産婦の方
●参加費　700円

LINE　

フェイスブック

インスタグラム

問NPO法人グローアップ
TEL080-3857-8119

催し

「民藝を想う」展　イベン
トもあります。
＜展示＞
●�開催期間　8月18日（火）　
～10月18日（日）
●�開催場所　美山かやぶき美
術館（美山町島）
　午前10時～午後4時30分
　�（入館料500円郷土資料館
共）
　�月曜休館（月曜日が祝祭日
の場合は翌日休館）
＜囲む会＞
・�8月30日（日）「ラオスの手
仕事」午後2時～前川佐知
（染織家・ラオス染織技術
研究）ラオス・山の布販売
あります｡
・�9月5日（土）「新旧の工藝の
売り手として」午後2時～
佐々木創　objects店主出
雲民藝協会理事
・�12日（土）「上田恒次の仕
事」午後2時～森公男　陶
磁器制作　京都民藝協会会
員国画会工芸部会員
・�13日（日）「諸国の民窯・堀
越を中心に」午後1時30分
～長澤正義　諸国民窯・古
民芸たつの店主
＜ワークショップ＞
・�8月29日（土）「石膏型で皿
を作る」講師　河井達之　
①午前11時～②午後2時～
定員各5人　参加費1,500
円
※�要予約・空きがあれば当日
参加可能
・�9月6日（日）「スリップウェ
ア」講師　山口和声　①午
前11時～②午後2時～定員
各5名　参加費4,000円　
小皿2枚が作れます｡
※�要予約・空きがあれば当日
参加可能

問�「民藝を想う」イベント担当�
河井一喜

TEL090-4900-9789
info@mingei-omofu.com
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美山町文化協会作品展の
ご案内
　日頃の活動の成果を展示い
たします。皆さんぜひお越し
ください。
●�開催期間　9月1日（火）か
ら11月30日（月）まで
●�開催場所　美山支所・玄関
ロビー周辺
●�展示内容　書道、俳句、そ
の他作品など
●展示予定
①�9月1日（火）～9月30日（水）
泰友書道会・城山句会・水
彩画サークル
②�9月30日（水）～10月30日
（金）泰友書道会・八ヶ峰句
会
③�10月30日（金）～11月30
日（月）平屋八日会・高友句
会・押花ふしぎな花倶楽部

問社会教育課美山担当
TEL（0771）68-0044

「外国人のための防災教
室」を開催します
　地震や台風時の安全安心の
ためにどのようにすればよい
か、また、南丹市の外国人の
方への支援について知ってく
ださい。
●�日時　9月6日（日）午前10
時～正午����
●�場所　国際交流会館2階　
特別会議室
●�内容　災害時の行動や避難
所などについて
●�申込方法　9月2日（水）ま
でに住所、氏名、年齢、電
話番号、当日連絡先（携帯
電話番号など）を、電話、
ＦＡＸ、Ｅメールのいずれ
かでお申し込みください。

問南丹市国際交流協会
TEL（0771）63-1840
　�（火～金　午後0時30分～4
時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

s英会話教室の受講生を募
集します（社会人対象）
　社会人対象の英会話教室の
受講生を募集します。どの
コースも全て英語での授業で
すので、自然と英会話が身に
付きます。ご自分に合わせた
レベルで、英会話に磨きをか
けてみませんか。【要申込】
＜社会人英会話講座（リフ
レッシュ・入門）＞
　中学生時代に学んだ英語を
初歩の初歩から思い出し、過
去の記憶を「リフレッシュ」し
ながら簡単な英会話に挑戦し
ましょう。
●�日時　9月16日～11月18
日の毎週水曜日　午後7時
～8時30分
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン
●場所　国際交流会館2階　
　第3研修室�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（初級）＞
　やさしい英語を使って、実
用的な会話を習得します。
●�日時　9月18日～11月27
日の毎週金曜日　午後2時
～3時30分
※10月30日を除く
●�内容　ネイティブ講師（ク
リス先生）による英会話グ
ループレッスン
●�場所　八木市民センター　
会議室1�
●�参加費　8,000円（全10回
分）※初回徴収
＜社会人英会話講座（中級）＞
　日常的な英会話に加え、英
語で自分の意見を伝えられる
ように練習します。
●�日時　9月8日～11月24日
の毎週火曜日　午後7時～
8時30分
※9月22日、11月3日を除く
●�内容　ネイティブ講師（デ
ボラ先生）による英会話グ
ループレッスン

●場所　国際交流会館2階　
　第4研修室�
●�参加費　9,000円（全10回
分）※初回徴収
＜共通事項＞
●�対象　市内在住、在勤のお
おむね１８歳以上の方
●�定員　リフレッシュ・入門、
初級：各９人、中級：7人（先
着順）
●�申込方法　希望教室、住所、
氏名、年齢、電話番号を、
電話、ＦＡＸ、Ｅメールの
いずれかでお申し込みくだ
さい。

問南丹市国際交流協会
TEL�（0771）63-1840（火～金　
午後0時30分~4時30分）

FAX（0771）63-1841
nantania@office.zaq.jp

「南丹市園部女性の館」
随時講座のご案内
＜インアリウムサシェ講座＞
　インアリウムとアロマス
トーンのコラボ作品を作って
みませんか。
【要申込】
●�日時　9月12日（土）午前
10時～正午
●場所　園部女性の館
●講師　松田彩子さん
●定員　各20人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●�申込方法　9月8日（火）ま
でに電話で申し込みくださ
い。

問園部女性の館運営委員会
　（園部女性の館内）
TEL（0771）63-2986
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健康づくり教室を開催し
ます
●�日 時　9月9日、23日（ 各
水曜日）午前10時30分～
正午
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎　五ケ
荘）
●�内容　健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談
※事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）73-0605

「要約筆記教室」の受講
者を募集します
　要約筆記とは、きこえが不
自由な方のために、話の内容、
会議の進行、講演の内容など
を文字で表す筆記通訳のこと
です。「耳の不自由な方の役に
立ちたい」「要約筆記をやって
みたい」など、興味をお持ち
の方で、この要約筆記を学び、
技能を習得して、活動してい
ただける方を募集します。
【要申込】
●�日程　10月4日（日）～12
月6日（日）までの毎回日曜
日　全8回
　（予備日：12月13日（日））
●時間　午後１時～5時
●場所　八木市民センター　
　�第3会議室（会場は変更す
る場合があります）
●�対象者　南丹市在住、在勤、
在学の15歳以上で、要約
筆記活動に熱意、関心のあ
る方
●�申込期限　9月24日（木）ま
でにお申し込みください。

問社会福祉課
TEL（0771）68-0007
FAX（0771）68-1166
問�ふない聴覚言語障害セン
ター

TEL（0771）63-6447
FAX（0771）63-6448

元気アップ体操体験会　
参加募集
　「元気アップ体操を体験し
てみたい！」、「集まりで体操
を取り入れてみたい！」とい
う方々に対して、南丹市介護
予防サポーター（元気アップ
なんたん）が地域の会場まで
出向き、元気アップ体操を皆
さまに体験していただきま
す。
　元気アップ体操は、音楽体
操と筋トレで体・頭・心が
元気になる楽しい体操です。
立ってでも座ってでもでき、
体力に合わせて無理なく参加
できます。南丹市介護予防サ
ポーターが市内6か所で元気
アップ体操の教室を開催して
おり、多くの方にご参加いた
だいております。
●�対象　元気アップ体操の体
験を希望するサロンや団体
●�回数・時間　体験は1団体
につき、1～3回。1回の時
間は40～60分程度。
●募集団体数　若干数
●�申込方法　9月25日（金）ま
でに電話でお申し込みくだ
さい。
※�体験会のご希望が多数の場
合は、早めに締め切らせて
頂く場合がありますので、
ご容赦ください。
※�希望日については、今年度
中にお願いします。

問保健医療課
TEL（0771）68-0016

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜エンジョイテニス（夜の部）
＞
●�日時　9月7日（月）午後6時
～9時
●場所　テニスコート
●参加費　400円（当日受付）
●対象　18歳以上

＜レディーススポーツデー＞
●�日 時　9月2日、9日、16
日、23日（各水曜日）午前9
時30分～11時30分
●場所　体育館
●�内容　健康体操、軽スポー
ツ
●参加費　300円（当日受付）
●�対象　18歳以上の女性の
方
＜エンジョイテニス（昼の部）
＞
●�日時　9月2日、9日、16
日、23日（各水曜日）午後1
時30分～5時
●場所　テニスコート
●参加費　300円（当日受付）
●対象　18歳以上
＜スポーツを楽しむ日＞
●�日時　9月8日（火）午後6時
～9時
●場所　体育館
●�内容　バトミントン、卓球、
テニスなど
●参加費　400円（当日受付）
＜グラウンド・ゴルフのつど
い＞
●�日時　9月4日（月例大会）、
11日、18日、25日（各金
曜日）午前9時～11時45分
●場所　球技場
●参加費　300円（当日受付）
＜太極拳教室＞
●日時　9月11日（金）
　午後2時～4時
●場所　体育館
●内容　太極拳の基礎を学ぶ
●参加費　500円（当日受付）
●定員　30人
※�当日受け付けの事業は申し
込み不要です。

問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

〒�622-0232　京都府船井郡
京丹波町曽根崩下代110-7
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南丹市公衆無線LANサービス「Nantan Free Wi-Fi」をご利用ください

　南丹市では、大規模な災害などの発生時にも市民の方々の安心・安全をより確実に確保でき
る取り組みとして、避難所や観光地へ公衆無線LAN（Wi-Fi）環境を整備しています。
　災害時には、スマートフォンなどの端末により、避難所や災害現場から安否確認や必要な生
活情報などの情報収集や情報発信が可能となります。また平常時は、施設利用者や観光客が簡
単にインターネットを利用することができます。
●�利用場所　利用できる施設は、市役所や学校施設、観光施設など全47拠点で、アクセスポイ
ントは96箇所です。「Nantan_Free_Wi-Fi」のステッカーが貼ってある場所でご利用いただけ
ます。
●利用方法
①Wi-Fi機能を持ったスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用できます。
②南丹市公衆無線LANサービス利用規約に、同意した上でご利用ください。
③�利用には「メールアドレスの登録」または「OPEN-ID（Google、Facebook、Twitter、
Yahoo、Weiboサービスのアカウント）でログイン」が必要となります。
④1回あたりの接続時間は30分間で、1日に何度でもご利用いただけます。
⑤30分以上経過または拠点を移動された場合には、再度利用規約に同意が必要となります。
⑥サービス提供時間（利用可能時間）は、午前7時から午後12時までです。
⑦一度登録いただくと、1カ月間は再登録なしで利用いただけます。
●セキュリティなどの留意点
①�本サービスは、誰もが簡単にお使いいただけるよう、無線区間（端末からアクセスポイントま
での区間）の暗号化を行っていません。そのため、悪意を持った利用者がいる場合は、無線区
間の通信内容が傍受され、入力したIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報
を盗み見される可能性があります。その旨をご理解いただき、利用者自身の責任において本
サービスをご利用ください。
②�本サービスは、青少年の健全な育成などの観点から、インターネット上の有害な情報へのア
クセスを規制する「フィルタリング」を行なっています。
③�災害時など本市が必要と認める際には、サービス提供時間を24時間とし「00000NANTAN」
というSSIDに接続することで無認証（メールアドレスの登録などが不要）、接続回数制限なし
で本サービスが利用できます。
●南丹市公衆無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイント設置場所（47拠点）
【�園部地域公共施設】園部スポーツセンター、園部海洋センター、園部文化会館、国際交流会館、
中央図書館、文化博物館
【八木地域公共施設】八木市民センター
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール
【�JR駅、バス停留所】園部駅西口広場、日吉駅、胡麻駅、日吉町佐々江バス停、JR八木駅前駐輪場、
コミュニティプラザよしとみ、JR船岡駅前
【観光施設】美山町北地区かやぶきの里集落内
【都市公園など】園部公園、八木運動公園、美山自然文化村
【庁舎】市役所本庁、八木支所、日吉支所、美山支所
【小学校施設】園部小学校、園部第二小学校、八木西小学校、
�八木東小学校、殿田小学校、胡麻郷小学校、美山小学校
【中学校施設】園部中学校、八木中学校、殿田中学校、
�美山中学校
【学校跡施設】旧川辺小学校、旧摩気小学校、旧西本梅小学校、
�旧吉富小学校、旧新庄小学校、旧神吉小学校、旧五ヶ荘小学校、
�旧知井小学校、旧平屋小学校、旧鶴ヶ岡小学校、旧大野小学校
※上記施設の無線通信可能な場所で利用できます。　　　　　　　　　Nantan_Free_Wi-Fi
問情報課　TEL（0771）68-0066　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステッカー
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