
No 施設名 所在地

1 亀岡市役所 亀岡市安町野々神８番地

2 亀岡市上下水道部 亀岡市北古世町１丁目２番５号

3 生涯学習施設ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保１－１

4 亀岡市立市民体育館 亀岡市曽我部町穴太土渕３３－１

5 亀岡市保健センター 亀岡市安町釜ヶ前８２

6 千歳分団１部２班 亀岡市千歳町千歳垣根２－３

7 京都府南丹広域振興局 亀岡市荒塚町1丁目４番１号

8 ふれあいプラザ 亀岡市余部町樋又６１番地の１

9 亀岡市立市民体育館 亀岡市曽我部町穴太土渕３３－１

10 亀岡市立市民体育館 亀岡市曽我部町穴太土渕３３－１

11 亀岡運動公園　競技場 亀岡市曽我部町穴太土渕地内

12 亀岡運動公園　プール 亀岡市吉川町吉田上河原２４

13 さくら公園　体育館 亀岡市千歳町国分後田１－１

14 亀岡市総合福祉センター 亀岡市内丸町４５番地の１

15 天川児童館 亀岡市曽我部町穴太二ツ池８・９番地

16 馬路文化センター 亀岡市馬路町小米田４５－４

17 東部文化センター 亀岡市篠町野条イカノ辻南７６

亀岡市



No 施設名 所在地

18 保津児童館 亀岡市保津町弐番１１－１

19 保津ヶ丘文化センター 亀岡市保津町上火無２８－３

20 犬甘野児童館 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下２・３・４番地

21 亀岡市立図書館　中央館 亀岡市内丸町２６

22
財団法人亀岡市都市緑花協会
（亀岡市軟式野球連盟）

亀岡市吉川町穴川背戸田２９番地

23 京都府亀岡警察署 亀岡市安町大池８番地

24 亀岡市国際交流会館 亀岡市宮前町神前長野１５番地

25 京都府立亀岡高等学校　西校舎 亀岡市横町２３

26 京都府立亀岡高等学校　東校舎 亀岡市北古世町１丁目５－１２

27 京都府立南丹高等学校 亀岡市馬路町中島１

28 京都府立南丹高等学校 亀岡市馬路町中島１

29 亀岡市立川東学園 亀岡市馬路町溝ノ上１４番地の４

30 亀岡市立亀岡中学校 亀岡市内丸町１３

31 亀岡市立別院中学校 亀岡市東別院町南掛一ノ坪１

32 亀岡市立南桑中学校 亀岡市薭田野町太田丸橋１

33 亀岡市立育親中学校 亀岡市本梅町中野和田山１番地の２

34 亀岡市立川東学園 亀岡市馬路町溝ノ上１４番地の４

35 亀岡市立東輝中学校 亀岡市篠町広田３丁目２８番地１号



No 施設名 所在地

36 亀岡市立大成中学校 亀岡市大井町土田１丁目５番７号

37 亀岡市立詳徳中学校 亀岡市篠町柏原中又７

38 亀岡市立亀岡小学校 亀岡市内丸町１５

39 亀岡市立安詳小学校 亀岡市篠町篠中北裏６８

40 亀岡市立東別院小学校 亀岡市東別院町東掛岩脇９

41 亀岡市立西別院小学校 亀岡市西別院町柚原佃２４

42 亀岡市立曽我部小学校 亀岡市曽我部町南条荒水代１

43 亀岡市立吉川小学校 亀岡市吉川町穴川平田１７

44 亀岡市立薭田野小学校 亀岡市薭田野町佐伯源ノ坊１８

45 亀岡市立本梅小学校 亀岡市本梅町井手早田垣内２３

46 亀岡市立畑野小学校 亀岡市畑野町千ヶ畑西山５

47 亀岡市立青野小学校 亀岡市宮前町宮川青野２９

48 亀岡市立大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３－１

49 亀岡市立千代川小学校 亀岡市千代川町北ノ庄国为森２１

50 亀岡市立保津小学校 亀岡市保津町溝ノ内２０

51 亀岡市立つつじケ丘小学校 亀岡市西つつじヶ丘霧島台１丁目１

52 亀岡市立城西小学校 亀岡市余部町前川原４６

53 亀岡市立詳徳小学校 亀岡市篠町柏原田中３－１



No 施設名 所在地

54 亀岡市立南つつじヶ丘小学校 亀岡市南つつじヶ丘大葉台２丁目２８－１

55 京都府立丹波支援学校亀岡分校 亀岡市千代川町湯井巽筋３８

56 亀岡市立大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３－１

57 亀岡地区自治会連合会 亀岡市安町釜ヶ前９－４

58 東別院町自治会 亀岡市東別院町南掛藤ヶ瀬３－１

59 西別院町自治会 亀岡市西別院町柚原佃１７

60 曽我部町自治会 亀岡市曽我部町南条中荒水代１

61 薭田野町自治会 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻９－１

62 本梅町自治会 亀岡市本梅町井手梅原３

63 畑野町自治会 亀岡市畑野町千ヶ畑西山５－１

64 宮前町自治会 亀岡市宮前町宮川西垣内１６

65 東本梅町自治会 亀岡市東本梅町赤熊蟻間野３５－１

66 旭町自治会 亀岡市旭町年角２５

67 保津町自治会 亀岡市保津町溝ノ内５３

68 吉川町自治会 亀岡市吉川町吉田沢６３

69 大井町自治会 亀岡市大井町土田２丁目１１番地２０号　メディアス内

70 千代川町自治会 亀岡市千代川町北ノ庄国为ヶ森１９

71 河原林町自治会 亀岡市河原林町河原尻上六反田９－９



No 施設名 所在地

72 篠町自治会 亀岡市篠町篠中北裏６８

73 南つつじヶ丘自治会 亀岡市南つつじヶ丘大葉台２丁目４３－３

74 亀岡地区東部自治会 亀岡市古世町２丁目１－２０

75 西つつじヶ丘自治会 亀岡市西つつじヶ丘大山台１丁目１２－１３

76 東つつじヶ丘自治会 亀岡市東つつじヶ丘都台２丁目４

77 亀岡地区中部自治会 亀岡市内丸町２５－２３

78 神前ふれあいセンター 亀岡市宮前町神前狭間４６

79 湯の花平区集会所 亀岡市宮前町猪倉椿原１５６

80 馬路町自治会 亀岡市馬路町流川2-1

81 見立自治会館 亀岡市東別院町鎌倉見立１９－１７１

82 八幡会館 亀岡市篠町篠八幡裏６番地

83 亀岡市休日急病診療所 亀岡市安町釜ヶ前８２

84 亀岡市東部児童館 亀岡市篠町野条イカノ辻南７７番地

85 亀岡市立川東保育所 亀岡市馬路町流川３０－１

86 亀岡市立第六保育所 亀岡市北河原町１丁目１－１

87 亀岡市立中部保育所 亀岡市曽我部町穴太河原口３４－１

88 亀岡市立東部保育所 亀岡市篠町野条下川１番地

89 亀岡市立東本梅保育所 亀岡市東本梅町東大谷生子田６９



No 施設名 所在地

90 亀岡市立別院保育所 亀岡市東別院町南掛正垣内１０

91 亀岡市立保津保育所 亀岡市保津町五番６０－２

92 亀岡市立本梅保育所 亀岡市本梅町井手早田垣内１３－２

93 亀岡市立幼稚園 亀岡市大井町並河検見ヶ上１３番地



No 施設名 所在地

1 南丹市役所 南丹市園部町小桜町47

2 京都府南丹保健所 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

3 南丹市役所八木支所 南丹市八木町東久保29‐1

4 南丹市役所美山支所 南丹市美山町島島台51

5 南丹市役所日吉支所 南丹市日吉町保野田市野3‐1

6 るり溪少年自然の家 南丹市園部町大河内小米阪1‐9

7 京都府立府民の森ひよし 南丹市日吉町天若上ノ所25

8 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15‐1

9 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

10 南丹市園部公園多目的
運動場 他用 南丹市園部町小桜町南丹市園部公園内

11 南丹市園部公民館 南丹市園部町上本町南2番地22

12 園部簡易裁判所 南丹市園部町小桜町３０番地

13 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

14 南丹市福祉シルバー人材センター 南丹市園部町小桜町６１番地５

15 南丹市美山町自然文化村 南丹市美山町中下向56番地　外

16 大野振興会 南丹市美山町大野広畑1番地2

17 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



No 施設名 所在地

18 南丹市日吉胡麻コミュニティセンター 南丹市日吉町胡麻的場1番地2

19 南丹市園部スポーツセンター 南丹市園部町木崎町ヲサ49番地

20 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

21 南丹市八木農村公園「氷室の郷」 南丹市八木町氷所赤見21番地1

22 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

23 宮島振興会 南丹市美山町島往古瀬29番地

24 園部税務署 南丹市園部町小山東町平成台１号１１

25 平屋振興会 南丹市美山町安掛下23番地

26 知井振興会 南丹市美山町中上前83番地

27 鶴ケ岡振興会 南丹市美山町鶴ケ岡新釈迦堂前１番地

28 園部地方法務局 南丹市園部町小山東町平成台１号１７

29 旧川辺小学校 南丹市園部町船岡長畑５２番地３

30 旧摩気小学校 南丹市園部町宍人市場１１１番地

31 旧摩気小学校 南丹市園部町宍人市場１１１番地

32 旧西本梅小学校 南丹市園部町南八田中山１７番地

33 内林町公民館 南丹市園部町内林町上陸所３他

34 南丹市役所　生活市民課　興風交流センター 南丹市日吉町田原渕谷口25番地

35 南丹市五ケ荘地域活性化センター 南丹市日吉町四ツ谷柏木14番地他



No 施設名 所在地

36 南丹市新庄地域活性化センター 南丹市八木町船枝才ノ上48番地

37 南丹市吉富地域活性化センター 南丹市八木町鳥羽鳥栄本11番地

38 旧南丹市立神吉小学校 南丹市八木町神吉西河原15番地

39 京都府立勤労者福祉会館 南丹市八木町西田金井畠9番地

40 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

41 南丹市役所　八木支所 南丹市八木町八木東久保29番地1

42 南丹市八木公民館 南丹市八木町八木東久保23番地

43 南丹市八木町社会福祉協議会 南丹市八木町西田山崎17

44 南丹市立旧鶴ケ岡小学校 南丹市美山町鶴ケ岡宮ノ前23番地2

45 南丹市大野地域活性化センター 南丹市美山町三埜南畑28番地

46 京都府立園部高等学校 南丹市園部町小桜町97

47 京都府立園部高等学校 南丹市園部町小桜町97

48 京都府立農芸高等学校 南丹市園部町南大谷

49 京都府立農芸高等学校 南丹市園部町南大谷

50 京都府立北桑田高等学校　美山分校 南丹市美山町上平屋梁ケ瀬9‐2

51 南丹市立園部中学校 南丹市園部町横田3号51

52 南丹市立八木中学校 南丹市八木町八木野条1

53 南丹市立美山中学校 南丹市美山町静原桧野10‐1



No 施設名 所在地

54 南丹市立殿田中学校 南丹市日吉町殿田大貝30

55 南丹市立殿田小学校 南丹市日吉町殿田大貝25

56 京都府立丹波支援学校 南丹市八木町柴山坊田118

57 南丹市立園部小学校 南丹市園部町小桜町26番地2

58 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

59 公立南丹看護専門学校 南丹市八木町南広瀬上野3番地1

60 南丹市立八木西小学校 南丹市八木町八木東所15番地

61 南丹市立八木東小学校 南丹市八木町青戸馬垣内13番地1

62 南丹市立殿田小学校 南丹市日吉町殿田大貝25番地外

63 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

64 南丹市立知井小学校 南丹市美山町中穴原8番地

65 南丹市立平屋小学校 南丹市美山町安掛上ノ山17番地

66 南丹市立美山小学校 南丹市美山町島島台52番地

67 美山診療所 南丹市美山町安掛下8

68 京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上野25番地

69 京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上野25番地

70 京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上野25番地

71 スプリングス日吉（温泉） 南丹市日吉町中宮ノ向８



No 施設名 所在地

72 南丹市立園部保育所 南丹市園部町木崎町下ヲサ46番地

73 南丹市立城南保育所 南丹市園部町城南町中井50番地

74 南丹市立園部幼稚園 南丹市園部町小桜町44番地

75 南丹市立八木中央保育所 南丹市八木町西田河原條42番地

76 南丹市立八木東保育所 南丹市八木町北屋賀焼石8-3

77 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

78 南丹市立胡麻保育所 南丹市日吉町胡麻中野辺谷73番地

79 日吉ダム　インフォギャラリー 南丹市日吉町中神子ヶ谷

80 南丹市立みやま保育所 南丹市美山町島島台53番地

81 南丹市立知井保育所 南丹市美山町中勘定7番地

82 日吉駅交流センター 南丹市日吉町保野田市野1番地4

83 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

84 るりけい温泉 南丹市園部町大河内広谷１番地８

85 大野ダム管理事務所 南丹市美山町樫原中野山48番地５

86 京都大学科学教育研究森林ステーション芦生研究林 南丹市美山町芦生斧蛇1番地



No 施設名 所在地

1 京都府立丹波自然運動公園　京都トレーニングセンター 京丹波町曽根崩下代110番地7

2 京都府立丹波自然運動公園　体育館 京丹波町曽根崩下代110番地7

3 グリーンランドみずほ 京丹波町大朴皿引１番地４

4 京丹波町役場　本庁 京丹波町蒲生八ツ谷62番地６

5 京丹波町役場　和知支所 京丹波町本庄ウエ１６番地

6 京丹波町役場　瑞穂支所 京丹波町橋爪桧山４９番

7 京丹波町役場保健福祉課（瑞穂保健福祉センター） 京丹波町和田田中６番地１

8 京丹波町役場　京丹波町健康管理センター 京丹波町須知鍋倉１番地１

9 京都府立丹波自然運動公園　陸上競技場 京丹波町曽根崩下代110番地7

10 京都府立丹波自然運動公園　パターゴルフ場 京丹波町曽根崩下代110番地7

11 グリーンランドみずほ 京丹波町大朴皿引１番地4

12 グリーンランドみずほ 京丹波町大朴皿引１番地4

13 京丹波町役場　瑞穂支所 京丹波町橋爪桧山49番

14 京丹波町立蒲生野中学校 京丹波町蒲生八ツ谷62番地

15 京丹波町立瑞穂中学校 京丹波町大朴段ノ垣内17番地

16 京丹波町立和知中学校 京丹波町市場丸ケ野4番地

17 京丹波町立蒲生野中学校 京丹波町蒲生八ツ谷62番地

京丹波町



No 施設名 所在地

18 京都府立須知高等学校 京丹波町豊田下川原166番地1

19 京丹波町立竹野小学校 京丹波町高岡２３番地

20 京丹波町立丹波ひかり小学校 京丹波町曽根宮ノ浦戸麦５４番地

21 京丹波町立下山小学校 京丹波町下山藤ヶ瀬１６番地

22 京丹波町立瑞穂小学校 京丹波町橋爪桧山１１８番

23 京丹波町立瑞穂中学校 京丹波町大朴段ノ垣内17番地

24 京丹波町立和知小学校 京丹波町本庄安田７番地

25 京丹波町立和知中学校 京丹波町市場丸ケ野4番地

26 京丹波町立竹野小学校 京丹波町高岡23番地

27 京都府立林業大学校 京丹波町本庄土屋1番地

28 京都大学大学院　農学研究科付属牧場 京丹波町富田蒲生野144番地1

29 京丹波町立丹波ひかり小学校 京丹波町曽根宮ノ浦戸麦54番地

30 京丹波町立瑞穂小学校 京丹波町橋爪桧山118番

31 京丹波町立和知小学校 京丹波町本庄安田７番地

32 京丹波町立下山小学校 京丹波町下山藤ヶ瀬16番地

33 上粟野生活改善センター 京丹波町上粟野ナコゼ１番地１

34 下粟野公民館 京丹波町下粟野西反圃８２番地

35 細谷共同集会所 京丹波町細谷平野５９番地１、６０番地１



No 施設名 所在地

36 西河内集落センター 京丹波町西河内出合２９番地

37 京丹波町山村開発センターみずほ 京丹波町大朴乗次1番地

38 わちふれあいセンター 京丹波町本庄花ノ木1番地4

39 国保京丹波町病院 京丹波町和田大下28番地

40 和知診療所 京丹波町本庄今福5番地

41 道の駅「和」 京丹波町坂原上モジリ11番地

42 道の駅瑞穂の里・さらびき 京丹波町大朴休石10番地1

43 道の駅京丹波味夢の里 京丹波町曽根深シノ65番地1

44 京丹波町立須知幼稚園 京丹波町須知藤ノ森34番地

45 京丹波町立上豊田保育所 京丹波町豊田シミ98番地

46 京丹波町立上豊田保育所下山分園 京丹波町下山吉尾20番地40

47 京丹波町立みずほ保育所 京丹波町和田大下42番地1

48 京丹波町立わちエンジェル 京丹波町大倉家田ノ上5番地7

49 消防車庫（京丹波町消防団和知支団第２分団第３部） 京丹波町仏为川原１６番地３

50 わち林業センター 京丹波町本庄木下9番地

51 わち山野草の森 京丹波町坂原シヨガキ5番地

52 質志鍾乳洞公園 京丹波町質志大崩12番地1

53 わち農村環境改善センター 京丹波町安栖里寺田37番地


