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新型コロナウイルスの
感染拡大の防止について
　催しに参加されるときは、
マスク着用・手指消毒・検温
にご協力ください。
　37.5度以上の熱がある場
合は参加を控えてください。
　新型コロナウイルス感染症
の影響に伴い、掲載している
内容は変更になる場合があり
ますので、事前に確認いただ
きますようお願いします。

家族介護慰労金支給制度
のご案内
　南丹市に在住する高齢者を
在宅で同居により介護されて
いる方を対象に、介護者の身
体的および精神的な負担の軽
減を図ることを目的に慰労金
を支給します。申請は、随時
受け付けています。
＜南丹市家族介護慰労事業＞
●�対象者　要介護4または5
と認定された方を、介護保
険サービスを利用しなが
ら、在宅で6カ月以上介護
している同居家族（市民税
非課税世帯）
※�申請書の提出日を基準に審
査を行います。
●支給額　年額80,000円
＜南丹市ねたきり老人・認知
症老人等介護手当支給事業＞
●�対象者　介護保険サービス
を利用せずに、ねたきり・
認知症の高齢者の方を6カ
月以上在宅で介護している
同居家族（市民税非課税世
帯）
●�支給額　ねたきり老人・認
知症老人手当月額30,000
円
　�準ねたきり老人・準認知症
老人手当　月額15,000円

問高齢福祉課　
TEL（0771）68-0006
問各支所総務課
TEL八木（0771）68-0020
TEL日吉（0771）68-0030
TEL美山（0771）68-0040

家族介護用品支給事業の
ご案内
　要介護高齢者を在宅で介護
されている方の経済的負担の
軽減を図るため、介護用品購
入に関する費用の一部を助成
します。
●�対象者　要介護4または5
と認定された方を在宅で介
護している家族で、要介護
者、介護者ともに市内在住
で市民税非課税世帯の方。
●�支給額　1人当たり年額
75,000円以内
●�支給方法　費用の全額を
いったんお支払いいただい
た後、申請により規定の額
を助成します。
●�対象となる介護用品　紙お
むつ、尿とりパット、おし
りふき、防水シート
※�入院や施設入所中に購入さ
れたものは対象外となりま
す。
●�申請方法　領収書（レシー
ト不可）および印鑑（認印）
を持参のうえ、窓口で申請
してください。申請は随時
受け付けています。
※�領収書は、購入者名、購入
日、購入金額、購入品目が
明記されたものが必要とな
ります。

問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
問各支所総務課　
TEL八木（0771）68-0020　
TEL日吉（0771）68-0030
TEL美山（0771）68-0040

お知らせ

南丹市営プールの休止に
ついて
　南丹市営プール（園部中央
プール、園部第2水泳プール、
園部第3水泳プール、日吉興
風プール）は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の為、休
止します。
　ご理解とご協力をお願いし
ます。
問社会教育課
TEL（0771）68-0057
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国民健康保険税の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する国民健康保険の
被保険者を対象に、国民健康保険税の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免の割合
（1�）新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または
重篤な傷病を負った世帯の方 全額

（2�）新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収
入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる世帯の方
で、主たる生計維持者について次の①～③に該当すること。

①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前
　年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
②前年の所得の合計が1,000万円以下であること。
③�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以
下であること。

主たる生計維持者・被
保険者全員の前年の所
得に応じて算出

※今後、国の減免基準の変更に応じて、本市の基準も変更する場合があります。
●減免対象となる保険税
①�令和2年度末に資格を取得したことなどにより令和3年4月以後に納期限が設定されている令和2年
度相当分の保険税
②令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度分の保険税
●減免の申請期間　令和4年3月31日まで
●�必要書類　①減免申請書、②確定申告書（控）や源泉徴収票、給与明細書など主たる生計維持者の
減収した月の収入状況（令和2年・3年）が確認できる書類

問市民課　TEL（0771）68-0011　 shimin@city.nantan.lg.jp

介護保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号
被保険者（65歳以上）を対象に、介護保険料の減免を行います。
●減免の対象となる被保険者と減免の割合

減免の対象となる被保険者 減免の割合
（1�）新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者
が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者 全額

（2�）新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計
維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込
まれ、次の①および②に該当する第1号被保険者

①�事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前
年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
※ただし、保険金、損害賠償等により補填された金額を控除した額とします。
②�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること。

主たる生計維持者の前
年の所得に応じて算出

※今後、国の減免基準等の変更に応じて、本市の基準も変更する場合があります。
●減免対象となる保険料　
①�令和2年度末に資格を取得したことなどにより令和3年4月以後に納期限が設定されている令和2年
度相当分の保険料
②令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度分の保険料
●減免の申請期間　令和4年3月31日まで
●�必要書類　①減免申請書、②確定申告書（控）や源泉徴収票、給与明細書など主たる生計維持者の新
型コロナウイルス感染症の影響により減収した月の収入状況（令和2年・3年分）が確認できる書類

問高齢福祉課　TEL（0771）68-0006　 k-fukushi@city.nantan.lg.jp
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なんたん健幸ポイント事
業が変わります
　今年度より活動量計・スマ
ホアプリを使ってポイントを
もらえる方法に変更します。
活動量計・スマホを身に着け
てウォーキングや健康づくり
に関するイベントに参加する
ことでポイントを貯め、貯め
たポイントを商品券に交換で
きます。
●参加費　1,000円
●�対象　市内在住・在勤の
20歳以上の方
●募集人数　500人
●�申込方法　7月9日（金）ま
でにチラシの参加申込書を
電話またはFAXしていただ
くか、チラシの二次元バー
コードからお申し込みくだ
さい。申し込みいただいた
方には、説明会の日程をお
送りします。
※�チラシは南丹市ホームペー
ジ、保健医療課、各支所に
あります。

問保健医療課　
TEL（0771）68-0016
FAX（0771）63-0653

労働保険の年度更新期間
は6月1日～7月12日
　令和3年度労働保険（労災
保険・雇用保険）の年度更新
期間は、6月1日（火）～7月
12日（月）です。管轄の労働
局・労働基準監督署・金融機
関で申告・納付をお願いしま
す。
　年度更新の申告書は、管轄
の労働局・労働基準監督署へ
の郵送や電子申請でも受け付
けていますので、ご活用くだ
さい。
問年度更新コールセンター
TEL（0800）555-6780

納期限のお知らせ

＜令和3年6月30日（水）納期
限＞
・�市府民税（普通徴収）第1期
分　

問税務課
TEL（0771）68-0004
・国民健康保険税第1期分
問市民課
TEL（0771）68-0011
・介護保険料第1期分
問高齢福祉課
TEL（0771）68-0006
・保育所保育料等6月分　　
・保育所延長保育料5月分
・一時保育料5月分
・幼稚園給食費6月分　　
・幼稚園預かり保育料5月分
・すこやか学園使用料6月分
問子育て支援課
TEL（0771）68-0017
・市営住宅使用料6月分
問営繕課
TEL（0771）68-0062
・学校給食費6月分
問学校教育課
TEL（0771）68-0056
・�放課後児童クラブ負担金6
月分　　

問社会教育課
TEL（0771）68-0057
※�市税等や各種料金の納付に
は、口座振替が大変便利で
す。また、市税等や一部料
金では、スマートフォンア
プリやクレジットカードで
納付が可能です。

相談会

多重債務無料法律相談の
ご案内
　借金の返済でお悩みの方を
対象に、弁護士が相談に応じ
ます。借金問題は必ず解決で
きます。まずはお問合せくだ
さい。
●日時　7月27日（火）
　午後5時～6時30分
※1人30分以内
●場所　園部文化会館会議室
●�申込方法　7月26日（月）午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※�上記以外の無料相談会場も
ご案内しています。まずは
ご相談ください。

問�南丹市消費生活相談窓口
（商工課内）　
TEL（0771）68-0100
問�南丹広域振興局商工労働観
光係　

TEL（0771）23-4438

南丹市ホームページバ
ナー広告募集中（有料）
　新たな財源確保と地域経
済の活性化を図るため、南
丹市ホームページにバナー
広告を募集しています。月
平均18,000件のアクセス
がある市のホームページに
あなたの企業を紹介しませ
んか。【有料・要申込】
●期間　3カ月以上
●場所　市ホームページの
　トップページ最下部
●定数　20企業
　市ホームページ下部にあ
る「バナー広告募集中」をご
確認いただくか、秘書広報
課までお問い合わせくださ
い。
問秘書広報課
TEL（0771）68-0065
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催し

親子で学ぼう旬感「野道
かんさつ塾」開催
　ビジターセンター周辺の身
近な野道を散策して、季節ご
とに咲く花の変化を、博士の
助手になって大調査。昆虫や
田んぼの生き物、動物の痕跡
なども観察します。毎月1回
第3土曜日に開催予定です。
●�日時　6月19日（土）
　�午前10時～午後12時30分
（午前9時30分受付）
●�場所　京都丹波高原国定公
園ビジターセンター
●�講師　赤石大輔博士（京都
大学フィールド科学教育研
究センター特定助教）
●�対象　小学1年生以上の親
子（参加は4歳から可能で
すが、読み書きができる年
齢を推奨しています）
●定員　10人程度（先着順）
●参加費　1人500円
●�持ち物　長袖長ズボン、軍
手、帽子、雨具、飲み物な
ど
●�申込方法　住所、参加者全
員の氏名、参加する子供の
学年（年齢）、携帯番号を、
メールまたは電話でお申し
込みください。

問�京都丹波高原国定公園ビジ
ターセンター

TEL（0771）75-9020
�kyoto.tamba.kougen.vc@
gmail.com

新刊図書のご案内

南丹市立図書館「新刊図書」のご案内

　南丹市立図書館の新刊図書の一部を紹介します。
＜一般書＞
◆難しい本をどう読むか（齋藤孝）◆ワーママはるのライフシフ
ト習慣術（尾石晴）◆ヤマザキマリの世界逍遙録（ヤマザキマリ）
◆アフリカ人学長、京都修行中（ウスビ・サコ）◆物理学者のす
ごい思考法（橋本幸士）◆生物はなぜ死ぬのか（小林武彦）◆子ど
もと一緒に覚えたい木の実の名前（小南陽亮監修）◆誰かに話し
たくなる摩訶不思議な生きものたち（岡部聡）◆認知症になった
蛭子さん（蛭子能収）◆「在宅死」という選択（中村明澄）◆入門！
「全集中」の呼吸法（森本貴義）◆70・80・90歳の”若返り”筋ト
レ（久野譜也監修）◆るるぶ宇宙（林公代監修）◆bonponさんの
何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服（bonpon）◆日本全国地
魚定食紀行（うぬまいちろう）◆機嫌よくいられる台所（高橋みど
り他）◆酪農かあさんが教える台所チーズ（スローライフミルク
研究会編）◆感動の鉄道絶景（「旅と鉄道」編集部編）◆いいとしを
（オカヤイヅミ）◆創作講座�料理を作るように小説を書こう（山
本弘）◆児童文学の中の家（深井せつ子）◆古木巡礼（倉本聰）◆正
欲（朝井リョウ）◆MR（久坂部羊）◆田舎のポルシェ（篠田節子）◆
二十面相暁に死す（辻真先）◆男の子になりたかった女の子にな
りたかった女の子（松田青子）◆紅蓮の雪（遠田潤子）◆くらすた
のしみ（甲斐みのり）◆3人で親になってみた（杉山文野）
＜児童書＞
◆猿橋勝子（清水洋美）◆武器ではなく命の水をおくりたい中村
哲医師の生き方（宮田律）◆おとなを動かす悩み相談クエスト（山
崎聡一郎監修）◆ゴリラはうんちを投げて愛を伝えるんだって
よ！！（今泉忠明、丸山貴史監修）◆雪虫（石黒誠�文・写真）◆屠
畜のお仕事（栃木裕）◆社会を変えた50人の女性アーティストた
ち（レイチェル・イグノトフスキー）◆つくしちゃんとおねえちゃ
ん（いとうみく）◆人類滅亡フラグがたちました！（令丈ヒロ子）
◆けんだましょうぶ（にしひらあかね）
＜絵本＞
◆ともだちいっしゅうかん（内田麟太郎）◆はろるどのたからさ
がし（クロケット・ジョンソン原作）◆二平方メートルの世界で
（前田海音）◆進化をたどる７億年の旅（ジョン・ウッドワード）
◆どんめくり（やぎたみこ）◆しろくまきょうだいのおべんとう
やさん（たきのみわこ）◆たいくつなにちようび（MICAO）◆アル
バうつくしいうみをまもった100さいのさかな（ララ・ホーソー
ン）◆これが鳥獣戯画でござる（結城昌子構成・文）◆はらぺこ横
綱（宝井琴調）
問中央図書館TEL（0771）68-0080問八木図書室TEL（0771）68-0027
問日吉図書室TEL（0771）68-0036問美山図書室TEL（0771）68-0046
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問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

なんたんサクッとヨガ参
加者募集中
　難しいと思われがちなヨガ
ですが、初めての方も気軽に
参加できる内容で、今回は
フォームローラーを利用し
て筋肉の可動域を広げたり、
マッサージ効果も期待できま
す。
●日時　7月3日（土）
　午前10時～11時30分
●受付　9時30分～
●場所　園部海洋センター
●�講師　南丹市スポーツ推進
委員
●�対象　南丹市在住（18歳以
上）先着30人
●�参加費　1人500円（お釣
りがでないようにご協力願
います）
●�持ち物　運動着、飲料水、
タオル、屋内シューズ、ヨ
ガマット・フォームロー
ラー（貸出も可能です）
●�申込方法　6月23日（水）午
後5時までに、住所、氏名、
年齢、電話番号を郵送（必
着）、FAXまたはEメール
のいずれかでお申し込みく
ださい。
●申込先
〒�622-8651　南丹市園部町
小桜町47　南丹市教育委
員会社会教育課　社会体育
係　宛

TEL（0771）63-2850
�be-syakai@city.nantan.
lg.jp（タイトルに「スポー
ツのチカラ」なんたんサ
クッとヨガ　イベント参加
申込」とご記入ください）

問社会教育課　
TEL（0771）68-0057

京都サンガF.C.ホームタ
ウンデーを開催します
　サンガスタジアム�by�
KYOCERAで初めての「南丹
市ホームタウンデー」を開催
します。市民の皆さんを特別
価格でご優待します。
　なお、小学生は無料で観戦
できます。
●�日時　7月17日（土）午後6
時30分キックオフ　京都
サンガF.C.　ＶＳ　アルビ
レックス新潟
●�場所　サンガスタジアム�
by�KYOCERA（亀岡市追分
町）
●対象　南丹市に在住の方
●�席種　・バック上層席　
大人1,920円（通常2,400
円）シニア1,760円（通常
2,200円）中高生880円（通
常1,100円）小学生無料�
（通常700円）
・�ホーム席　大人1,520円
（ 通 常1,900円 ）シ ニ ア
1,360円（通常1,700円）中
高生720円（通常900円）小
学生無料�（通常500円）
※�チケット完売時はお申込み
受付を終了させていただき
ます。
●�応募方法　2次元バーコー
ドもしくはURLからお申し
込みください。

https://w.pia.jp/a/sg-
nantanht/
●�申込期間　7月上旬～試合
当日

問�京都サンガF.C.ホームタウ
ン推進課　

TEL（0774）55-7603

第８回南丹市テニス大会
参加者募集
　府民総体選考会を兼ねた大
会を開催します。
●�日時　6月27日（日）午前9
時～（午前８時30分受付）
※雨天順延7月4日（日）
●場所　園部公園テニスコー
　ト
●�参加資格　オープン（住所
地・年齢に関係なく参加可
能）
●�府民総体選考対象　市内在
住、在勤または南丹市出身
者で、18歳以上の方
●�競技方法　・男女ダブルス・
日本テニス協会テニス規定
に準ずる。
・�ワンセットマッチ、6-6タ
イブレーク、ノーアドバン
テージ、セルフマッチ
●�申込方法　当日会場でお申
し込みください。
※�1人でも参加可能です。当
日ペアを作ります。

問�南丹市スポーツ協会事務局
（社会教育課内）
TEL（0771）68-0057　

オリンピック・パラリン
ピック巡回写真展
　B＆G財団が実施する東京
2020応援プログラム全国
17ヶ所で行うオリンピック・
パラリンピック巡回写真展
「スポーツのチカラ」を開催し
ます。
　写真展は、東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けて、
日本代表選手として活躍した
オリンピアン・パラリンピア
ンやアスリートの競技写真パ
ネル等を展示する巡回写真展
です。
●�実施期間　7月2日（金）～7
日（水）
※休館日（月曜日）を除く
●時間　午前９時～午後５時
●�場所　園部海洋センター
（南丹市園部町小桜町内）
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城郭ライター　萩原さち
こさん講演会のお知らせ
　「城郭ライター　萩原さち
こさん直伝！なんたん城めぐ
り入門」と題して、城郭ライ
ターの萩原さちこさんにお城
めぐりの楽しみ方や、南丹
市にある身近なお城について
語っていただきます。ぜひ、
ご参加ください。
●�日時　7月4日（日）午後2時
～
●�場所　園部文化会館大ホー
ル
●�定員　200人（未就学児は
保護者同伴）
●�申込方法　6月30日（水）ま
でに最寄りの図書館・図書
室カウンターにお越しいた
だくか、住所、氏名、電話
番号を電話またはメールで
お申し込みください。　
※�詳しくは南丹市立図書館
ホームページをご覧くださ
い。

問中央図書館　
TEL（0771）68-0080
library@city.nantan.lg.jp�

muim活き活きインター
バル速歩教室2021
　いつでも、どこでも、誰で
も、簡単に、体力向上ができ
るインターバル速歩（ゆっく
り歩きと速歩きを繰り返す運
動法）教室を昨年に引き続き
明治国際医療大学で実施しま
す。お誘いの上ご参加くださ
い。
●�日 時　7月3日、10日、8
月7日、21日、9月4日、
25日、10月23日、11月
20日、12月4日、18日
　�状況により変更することが
あります。
※�いずれも土曜日、午後2時
～5時
※�10～12月に学生との交流
を予定しています。
●�場所　明治国際医療大学体

育館もしくはミーティング
ルーム
●�講師　明治国際医療大学　
齊藤昌久教授　他
●内容
・�初回と最終回は体力等の測
定（全身持久能力・握力・
歩行速度・認知機能検査な
ど）を行います。
・�教室は有効なインターバル
速歩が身につけられるよう
になるための内容です。イ
ンターバル速歩の実施方
法、歩き方の説明、身体ほ
ぐしの体操、簡単にできる
運動、情報交換・談話タイ
ム等を行います。
●定員　20人程度（先着順）
※�運動ができる服装・靴で、
お茶・タオルをご持参くだ
さい。
●�申込方法　6月24日（木）ま
でに住所、氏名、電話番号、
FAX、メールアドレスを、
はがき、FAX、電話、Eメー
ルのいずれかでお申し込み
ください。

問�明治国際医療大学　齊藤昌
久

TEL（0771）72-1181
FAX（0771）72-0326
ma_saito@meiji-u.ac.jp

〒�629-0392京都府南丹市日
吉町保野田

地域密着型の直売所「～
自然の恵み～畑郷家」
　日吉町畑郷で育った農薬・
化学肥料不使用の野菜や山の
一番水で育てた減農薬米のほ
か、地域の方が制作された自
然素材の工芸品を販売してい
ます。
●�日時　毎週土曜日、日曜日
午前9時～午後5時
※�平日も販売していますが、
電話をいただいてから野菜
の収穫をします。
●�場所　日吉町畑郷八坂
45-1

問畑郷家

TEL（0771）74-0330

南丹やぎの青空市

　めぇめぇマーケットとして
開催しています。
　蚤の市・わざどころPON・
気になる木JUJU・ TOCCO
などの拠点に、25店舗が出
店してイベント開催中。
●日時　毎月第4土曜日　
　午前10時～午後3時　　
●�場所　八木町本町通り商店
の駐車場

問�南丹やぎの青空市実行委員
会（めぇめぇマーケット）廣
瀨

TEL090-4290-2084

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　6月21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
＜太極拳教室＞
●�日時　6月25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。参加される
前に開催状況を必ずご確認
ください。

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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Nantan_Free_Wi-Fiステッカー

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50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（50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、八木図書室
【日吉地域公共施設】日吉生涯学習センター、日吉図書室、日吉町郷土資料館
【美山地域公共施設】美山文化ホール、美山図書室
【�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。
問情報課　TEL（0771）68-0066
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◇南丹市情報センター　受付時間：午前8時30分～午後5時　（月・祝日休業）


