コミュニティ
Communit y

コミュニティ…情報発信

Community ― The transmission of information
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Communications between the city and residents

京丹後市では「京丹後市民意見提出手続要綱」を定めて

市ではこのほかにも、広報やご意見箱、ホームページや移

います。
「パブリックコメント」と通称されるこの制度は、市

動市長室等によって、市民のみなさんとのコミュニケーショ

が定めようとする条例や規則などについて、市の考え方を示

ンを充実させています。これらは、開かれた行政の実現を推

し、市民のみなさんから意見を聞くものです。各種制度の内

進するものであり、市民と行政が協働するまちづくりへの確

容やあり方などについて、市民のみなさんの貴重な意見を取

実な手段になっています。

り入れ、制度の検討や見直しに反映させています。

◎ 広報
読みやすくて分かりやすく、親しみのある広報紙を目指して、行政に
関するページのみならず、毎号たくさんの市民が登場しています。まち
の 今 を知る上で、行政と市民の大切な架け橋です。
Our PR magazine is serving to build important bridges between the local
government and residents as a means of helping people to get to know the
city as it exists today.

◎ 市ホームページ
http://www.city.kyotango.kyoto.jp/
公共施設の予約もできる京丹後市のホームページ。市内の様子がリ
アルタイムに見れるライブカメラも備えています。
Users accessing the city’s website can make appointments with public
facilities and check out live cameras offering real-time views of the city.

◎ 市役所窓口
もっと快適に、もっと住みやすく。市民一人ひとりのニーズに応える市
役所窓口です。
In its dealings with the public, City Hall is striving to meet the needs of each
and every resident by making their lives more pleasant and the city more
habitable.

「京の丹後屋」が開店

In Kyotango City, a summary of procedures for the submission of
opinions by residents of Kyotango City—otherwise known as “public
comments”—is stipulated. While the positions taken by the city in regards
to ordinances and regulations are disclosed, the valuable opinions of
residents are incorporated and taken into account when examining and
reviewing aspects of the system. The city for its part is attempting to
improve communications with residents through PR, opinion boxes, a
website, and a mobile mayor’s office, among others, as it proceeds to
achieve an open administration.

http://www.webtango.jp/

平成17年春、インターネット上の大手ショッピングモールに、市の特産品を販売
する「京の丹後屋」をオープンしました。四季折々の旬の産物や地域情報などを豊
富にそろえ、京丹後の魅力を全国に発信しています。
Announcing the opening of Kyo-no-Tangoya
Seasonally fresh products are being sold and local information is being transmitted nationwide via KyoNo-Tangoya, an outlet that has been opened in a major online shopping mall.

地域を支える各庁舎
Government offices providing regional support

京丹後市役所【Map :3- C】

丹後庁舎【Map :1- D】

吹き抜けのホールが
開放的な京丹後市役所
は、旧峰山町役場とし
て平成４年に建設され
ました。京丹後市が誕
生した今、市民生活を
守り、まちづくりや各種
手続きのすべてを担う市
の中枢になっています。

日本海を眼前に経ヶ
岬灯台のような外観で、
白壁に水色のラインが印
象的な丹後庁舎は平成
７年に建設されました。
３階には、プラネタリウ
ム・星空体験学習室「童
ドーム夢」を設置してい
ます。

■ 住所：京丹後市峰山町杉谷889
■ TEL：0772-69-0001（代表）

■ 住所：京丹後市丹後町間人1780
■ TEL：0772-69-0714

Kyotango City Hall, whose open halls are built according to a wellhole
style, is the nerve center of the city, as it safeguards the activities of
residents and assumes responsibility for urban development and all
pertinent procedures.

The Tango government office building was constructed in 1995. A
planetarium occupies the third floor.

大宮庁舎【Map :3- D】

弥栄庁舎【Map :2- D】

近代的で重厚な外観
の大宮庁舎は、平成11
年４月に建設されまし
た。アグリセンター大宮
を隣接しています。

弥栄庁舎は、弥栄病
院と隣接し、京丹後市
シルバー人材センターが
置かれています。

■ 住所：京丹後市大宮町口大野226
■ TEL：0772-69-0712

■ 住所：京丹後市弥栄町溝谷3450
■ TEL：0772-69-0715

The Omiya government office building, whose outward appearance is
both modern and dignified, is adjacent to AgriCenter Omiya and was
constructed in April 1999.

The Yasaka government office building houses the Kyotango City Silver
Human Resources Center and adjoins the Yasaka Hospital.

網野庁舎【Map :2- C】

久美浜庁舎【Map :3- A】

網野庁舎は、旧町中
心部に位置し、昭和43
年に建設された建物で
す。付近にはあみの図
書館、アミティ丹後など
の公共施設があります。

北近畿タンゴ鉄道宮
津線の久美浜駅近くに
ある久美浜庁舎。平成
16年４月から使用。隣
にある旧庁舎は市民団
体などが利用しています。

■ 住所：京丹後市網野町網野353-1
■ TEL：0772-69-0713

■ 住所：京丹後市久美浜町814
■ TEL：0772-69-0716

Built in 1968, the Amino government office building is located in the
vicinity of the Amino Library, Amity Tango, and other public facilities.

The Kumihama government office building is situated near Kumihama
Station on the Kita-Kinki Tango Railway’s Miyazu Line. The old
government office building located next door is being used by communitybased organizations and other such bodies.

