出前トークとは、市の施策や事業について説明し、市民団体の皆さんと意見交換
（対話）を行い、市民の皆さんと協働のまちづくりを進めようとするものです。

市の施策や事業について、出向いて説明します

対
象 市民団体などが市内で開催し、10人以上が参加する集会または学習会（政治、宗教、および営利を目的とするものは不可）
実施日時 原則として祝日・休日を除く月曜日～金曜日の9時～21時の間で実施時間は90分以内。
会
場 会場は市内とし、会場の確保、設営およびそれらの経費は市民団体で負担してください。
申込方法 次のテーマ表から希望テーマを選び、申込書に必要事項を記入し、開催希望日の1カ月前までに広報統計課へ持参、郵送、
ファクスまたは、メールで申し込んでください。メールアドレスdemaet
al
k@ci
t
y.
hat
s
ukai
chi
.
hi
r
os
hi
ma.
j
p
※出前トークの申込書は、市のホームページからダウンロードすることができます

出前トーク、やってます

問合せ
広報統計課察運９
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廿日市市出前トーク

テーマ表

1．市政･
財政
No．

テーマ

5－4 介護保険制度について
5－5 住み慣れた地域に暮らし続けるために

内 容
担当課
・介護保険のしくみや要介護認定までの流れについて・介護サービス
の利用や自己負担について・介護保険事業計画の概要について
高齢介護課
・介護保険施設・高齢者向け施設の種類と概要について
・地域包括支援センターの紹介・少子高齢化・介護負担を一人で抱え
地域包括支援センター
込まない・さりげない手助け、見守りが高齢者と家族を支える

5－6

健康はつかいち21（第2次）の計画
について

健康はつかいち21（第2次）の計画の概要（健康づくりの考え方、市
健康推進課
の健康課題など）について

5－7

健診へ行こう!
!
・市の健診の現状について・健診を受けるメリット・健診の種類と受
健康推進課
～健診受けて 自分に関心 家族に安心～ け方・健診結果が届いたら・保健事業の紹介

5－8

国民健康保険の資格・給付（税法との
関連）について

・高額療養費と税の医療費控除について
・健康保険の「扶養」と税法上の「扶養」について

保険課

6．都市計画･
交通
6－1 廿日市市の都市計画について

・一般的な都市計画の知識・市の土地利用と土地利用制度
・都市計画の提案制度

6－2 廿日市市の景観形成について

・市の景観行政の現状・景観保全を行う上での手法
・景観保全と住民参加

都市計画課

6－3 公共交通（バス）のあり方について

・市の公共交通の現状・公共交通の諸問題・公共交通と住民参加

都市計画課

6－4 地域協働による道路整備について

道路整備における地域と行政の役割分担について

施設整備課

6－5 アダプト制度について

・地域住民と協働で道路管理をする制度の紹介
・公園、河川など土木施設の協働管理について

維持管理課

6－6 市営住宅について

市営住宅の入居基準と申し込み方法

住宅営繕課

6－7 公共建築について

・公共建築のできるまで・事例紹介

住宅営繕課

都市計画課

7．教育･
子育て
7－1

・公民館クラブって何？
市民センター（公民館）で自分づくり、
・自主学習グループの作り方、施設利用についてなど
まちづくり
・これからの市民センター（公民館）に求められる姿

地域政策課
（市民センター）

市における小中一貫教育の意義や方針について

教育指導課

7－3 地域と学校が協働して子どもを育てる

学校支援地域本部を中心に、地域教育力の展開について

生涯学習課

7－4 ネット被害から子どもを守る

携帯電話、インターネットによる犯罪被害の実態とその防止について 教育指導課

学習指導要領のねらいと学校、家庭、
地域の協働

7－6 小･
中学校における食育について

学習指導要領の内容と、学校、家庭、地域に期待されるそれぞれの役
教育指導課
割について
食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健康な食生活を実践
教育指導課
することができる児童生徒を育成するための学校給食を基盤とした
廿日市学校給食センター
「食に関する指導」について

8．文化･
スポーツ

内

容

担当課

市の組織と事務分担の概要について

人事課

1－2 市税の概要

市民税など各市税の概要について

課税課

1－3 第5次総合計画について

・まちづくりの課題・まちづくりの理念・将来像
・まちづくりの方向・自治体経営の方向

経営政策課

1－4 廿日市市の財政状況

・市の財政の現状・予算の内容

財政課

1－5 行政経営改革について

・行政経営改革における市の基本的考え方
・公共施設マネジメントについて
・主な取り組み内容・これからの方向性など

経営政策課

1－6 公共事業と用地補償

公共事業における用地買収について

用地管財課

1－7 公有財産について

公有財産の管理・処分の実務について

用地管財課

1－8 選挙について

選挙のミニ講座および模擬選挙

選挙管理委員会事務局

2－1 つながる・ひろがる協働のまちづくり

地域協働のあゆみや取り組みの紹介

地域政策課・協働推進課

2－2 地縁による団体の法人化

認可地縁法人とは何か？

地域政策課

2．まちづくり･
市民活動

2－3 市民活動センターあれこれ
2－4 地域の中の多文化共生

その内容や申請手続きなど

・市民活動センター設置の目的
・市民活動センターの機能や活動状況など
・外国人住民の現状と課題・多文化共生社会とは
・多文化共生を進めるため地域で必要な取り組み

協働推進課
協働推進課

3．産業･
観光
3－1

水と緑を守り育て、安全でおいしい食の里
をつくるために（廿日市市の農林水産業）

3－3 宮島水族館について

市の農林水産業の現状と振興施策について

農林水産課

海から山まで、さまざまな観光資源に恵まれた市全域の観光の現状と
観光課
今後の取り組みについて
宮島水族館の設置目的や担う役割、施設の概要、経営目標、飼育・展
宮島水族館経営課
示の内容などについて

4．市民生活
4－1 窓口で行っている業務

・住民基本台帳カード（住基カード）について
・自動交付機などによる市民サービスなど

市民課

4－2 身近な人権

・市における人権啓発の取り組み・さまざまな人権問題について

人権・男女共同推進課

変えよう 変わろう わたしたち
4－3
(
男女共同参画で元気なまちづくり）
4－4 消費生活あれこれ

・市における男女共同参画の取り組み
人権・男女共同推進課
・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について
悪質商法、架空請求、インターネット・携帯電話関連のトラブルなど、
商工労政課
消費者を取り巻くさまざまな問題についての事例紹介とその対処方法
(
消費生活センター)
（断り方、クーリング・オフなど）

4－5 省エネと地球温暖化

地球温暖化の状況と各自でできるエコ生活について

環境政策課
廃棄物対策課
（エコセンターはつかいち）

8－1 廿日市市の文化財を訪ねて

・市の主な文化財の紹介・埋蔵文化財、遺跡について
・宮島地域の現状変更申請の方法について・世界遺産について

文化スポーツ課

4－6 ごみの分別について

正しいごみの分別について

8－2 廿日市市のスポーツ施設の利用

・市の主なスポーツ施設の紹介・スポーツ振興計画の内容について
・スポーツ施設の利用の仕方について

文化スポーツ課

4－7 アルゼンチンアリ一斉防除について

町内会、自治会などの皆さんがアルゼンチンアリの一斉防除を行う際
環境政策課
の手順、注意点などについて

知れば知るほど便利でお得！
法について

4－8 下水道の水処理のしくみについて

現在実施している各処理場の水処理、汚泥処理のしくみについて

下水道経営課

8－3 暮らしの中に図書館を！

はつかいち市民図書館

4－9 公共下水道排水設備のあり方

分流式排水設備の申請および工事について

下水道経営課

あなたの知らないお得な図書館の利用

9．防災・消防
9－1 防災について
9－2 建築物の耐震改修について

9－3 家庭における火災予防

15

テーマ

3－2 廿日市市の観光について

7－2 廿日市市の小中一貫教育

7－5

No．
1－1 組織と事務分担

4－10 「廿日市市水道ビジョン」について
・災害の基礎知識・自助、共助について

地域政策課・危機管理課

・耐震基準の変遷・市の現状と取り組み・耐震診断及び耐震改修について
建築指導課
・被災建築物応急危険度判定について
・家庭に潜む火災の危険・火災対応（通報・消火・避難・消火器の使
用方法）・放火の現状と対策・住宅用火災警報器など住宅用防災機器
消防本部予防課
の活用・防炎製品の活用・過去の火災事例による防火対策・危険物の
安全対策

9－4 地域を守る消防団

・消防団とは・消防団の活動 ・消防団の組織 ・消防団員になろう

消防本部警防課

9－5 あわてず、落ち着いて119番

・119番通報のかけ方 ・通報から出動までの流れ

消防本部警防課

・市の救急の現状・救急車の適正な利用のお願い
9－6 救急車を呼ぶ前に（救急車の適正利用）
・救急車を呼ぶ時の注意事項

消防本部警防課

9－7 廿日市市消防の沿革

消防本部総務課

広報はつかいち平成26年4月1日号

・市の消防の沿革、組織、人員、管轄区域などについて

4－11 飲料水が家庭に届くまで
4－12

安全安心なまちづくり
「交通安全・防犯について」

水道事業の現状と今後の事業運営、実施方針など、目指す将来像につ
水道局業務課・工務課
いて
水源からいろいろな施設を経て、家庭の蛇口に届くまでの飲料水の道
水道局工務課
すじについて
市における安全・安心の取り組み、子どもや高齢者が安全・安心に暮
地域政策課
らすための心構えなど

5．健康･
福祉
5－1 災害時要援護者避難支援制度について

制度の概要

社会課

・障がい福祉制度とサービス
・障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、行政と 障害福祉課
5－2 障がい福祉制度について
地域が一体となって支える協働体制の構築について
問合せ
人権・男女
・子育て環境の現状と課題
安心して子育てできるまちづくり
5－3
・子育て支援に関する各種施策・子育て関係施設などの名称と所在地 児童課共同推進課
「子育て支援に関する各種施策について」
・子ども・子育て支援事業計画の概要（平成26年秋以降）
緯運９
１３６

広報はつかいち平成26年4月1日号
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