「市役所の仕事について
聞いてみたいことがあるけ
ど、なかなか市役所に行く
ことができない。何かいい
方法はないかな？」なんて
思っている方、いません
か？
市の職員が皆さんからの疑問に対する情報や答えを出前します。
皆さんのご希望の日時、場所にお伺いします。
メニューの中から選んだテーマ、メニューにないテーマ、どしど
しお申し込みください！！ざっくばらんにお話しませんか？
市内在住在勤の１０人
以上の団体グループな
ら申し込みできます。
ただし、市政ふれあい
トークの趣旨にそぐわ
ない場合はお受けでき
ません

会場の手配及び手配に係
る費用は申込者負担とな
ります。ご了承ください。

実施日時は、平日午
前９時から午後９時
までの間でご希望の
２時間程度とさせて
いただきます。

申込用紙に必要事項を記入
の上、希望日の２週間前ま
でにお申し込みください。
担当課と日程等を調整し、
後日ご連絡をします。

市政ふれあいトークメニュー
（平成２７年６月１日改訂）
№

自然と調和した快適なまちづくり
メニュー名
1 よりよい都市づくりを目指して（秦野都市計画）
2 みんなで考えるまちづくり
3 誰にでもできる！「かしこいクルマの使い方」

主な内容
・都市計画とは？
・都市マスタープランって何？
・都市計画法に基づく提案制度について
・自動車の効率的な利用や公共交通への転換について
・協働によるまちづくりとは？

4 協働によるまちづくりを目指して

・まちづくりの取り組み
・まちづくり条例

5 みんなで考えるまちのルールづくり
6 うるおいのある景観形成を目指して

開発等に伴う紛争についての調整制度
～環境創出行為紛争調整～
7

・より良いまちづくりのため、地区の住民自らが建築物等をコント
ロールするルールをつくること
・景観まちづくり条例について
・ふるさと秦野生活美観計画について

・紛争の相談・あっせん・調停

※ただし、具体的な紛争の相談等は、市が委嘱した紛争調整相談員及びまちづくり
審議会紛争調停専門部会で行なうためふれあいトークでは制度の紹介をします。

8 建築協定のあるまち
9 市内の都市公園について

・建築協定によるまちづくり
・市内の公園の状況
・公園等美化ボランティア活動について
・新東名・246号バイパスについて

10 市内の道路の整備・計画について

・都市計画道路について
・国道・県道・市道全般について

11 地震災害に備えよう ～あなたの家は大丈夫？～

・木造住宅の耐震相談とその補強について
・土地区画整理事業とは？

12 土地区画整理事業って何？

・土地区画整理事業のしくみと進め方
・市内での施行実績は
・下水道の役割

13 環境に優しい下水道

・下水道整備の状況と計画
・下水道処理システムのあらまし
・全国で３番目!秦野の水道の歴史とは？
・水道の水はどこからくるの？

14 みんなでつくろう「おいしい秦野の水」

・皆さんのお宅に届けるために
・安全できれいな水の安定供給のための取り組みや課題
・水道料金の仕組みはどうなっているの？
・樹林保全地区等の指定について

15 守っていこう！緑豊かな自然

・ナショナル・トラスト制度による緑地の保全
・くずはの広場を拠点とした自然保護について
・緑化推進活動について

16 里山の森林づくりについて

№

・里山森林の整備について
・公益的機能の高い森林づくりについて

心のかよいあう健康なまちづくり
メニュー名

17 生活福祉制度って何？
18 民生委員・児童委員制度って何？

主な内容
・生活保護制度について
・地域福祉を支える民生委員・児童委員とは
・介護保険の目的、加入者
・サービスを利用できる場合

19 介護保険制度の仕組み

・利用できるサービス
・保険料と利用料
・手続き

20 高齢福祉サービスについて
21 障害福祉サービスについて
22 思いやりのある社会を築くため
23 子育てと仕事のサポート
24 親子の健康のお話

・高齢者保健福祉計画について
・高齢福祉サービスについて
・障害者福祉計画について
・障害福祉サービスについて
・人権の取り組みについて
・子育て支援の諸事業について
・市内保育所の状況について
・安心して妊娠、出産を迎えるために
・赤ちゃんの健全な発育、発達のために
・生活習慣病（がん、脳卒中、心臓病）の予防について

25 いつまでも健康であるために・・・

・健康診査及び各種がん検診について
・健康相談・健康教育について

26 国民健康保険・後期高齢者医療制度について
27 受けよう！特定健診
28 知って得する！ジェネリック医薬品

・国民健康保険とは
・後期高齢者医療に係る制度の内容について
・生活習慣病の予防を目的とした講話や簡単な体操を実施
・家計にやさしいジェネリック医薬品について学ぶ

29 男女共同参画について

・男女を取り巻く社会の現状
・男女共同参画プランの施策について
・行政広報って何？広聴って何？

30 市民と行政のパイプ役です！ ～広報広聴事業～

・広報マンの役割と広報紙のつくり方
・広聴制度のいろいろ

31 Communicating talk for foreign residents
（外国人向けの市政ふれあいトーク）

・ You can apply for themes that you like.
・ If you ask city officers several questions ,you
can get various informations.

№

環境にやさしい安全なまちづくり
メニュー名

主 な 内 容
・地下水汚染の原因

32 天然の水がめと私たちの暮らし

・本市の浄化対策
・地下水を汚れから守るには
・地下水の大切さ
・河川の汚れの現状

33 河川の汚れと私たちの暮らし

・浄化対策
・汚さないためのみんなの心掛け

34 空気をきれいにするために

・汚染の現状と対策
・みんなが取り組む防止策
・秦野市のごみ事情と今後の取り組み
・ごみの収集と処分の状況

35 みんなではじめるごみの減量とリサイクル

・分別回収の状況と今後の課題
・資源回収とリサイクル
・みんなでつくる循環型社会
・ポイ捨て条例とは？

36 撲滅！ごみのポイ捨て＆不法投棄！

・ボランティア活動
・不法投棄の現状
・今後の取り組み
・秦野市の防災対策
・日ごろの備え

37 災害対策

～備えあれば憂いなし～

・災害時の行動
・自主防災組織の活動・体制づくり
・防災に関する補助制度

38 交通安全のお話
39 みんな安心！防犯のお話
40 協働による地域のまちづくり

・地域の交通安全対策について
・放置自転車対策について
・地域の安全対策について
・市民活動の支援について
・自治会の役割について
・最近の消費者トラブル

41 ＳＴＯＰ！消費者トラブル

・被害防止対策
・被害に遭った場合の対処法
・消防の組織について

42 市民生活の安心安全を図る消防

・火災予防対策について
・救急救命について

№

文化と創造性をはぐくむ心豊かなまちづくり
メニュー名

43 学校の教育課程について
44 開かれた学校づくり
45 育てよう！個性豊かなはだのっ子

主 な 内 容
・現在の教育課程の内容について
・幼小中一貫教育について
・学校と地域との連携
・コミュニティ・スクールについて
・子供たちの豊かな心、豊かな感性、豊かな
体験を家庭学校及び地域で育むには
・教育支援教室での不登校児童生徒の支援について

46 子供たちを育てる教育環境について

・秦野の地域特性を生かした環境教育について
・学校における防災教育について
・学校における情報モラル教育について

47 ふるさと秦野を愛する子どもをはぐくむために
48 地域で育む青少年

・ふるさと秦野検定について
・はだのっ子アワード体験活動部門について
・青少年を見守り、育成する様々な取組み
・生涯学習の目的

49 生涯学習の必要性について

・生涯学習の実施主体
・生涯学習の展開に当たっての役割分担
・秦野の文化財いろいろ

50 文化財を守り継ぐために

・開発と遺跡保護の現状
・文化財を未来へ伝えるために

51 秦野の歴史をのぞいてみよう

スポーツに親しもう！
52
～スポーツ活動の普及と振興～

・秦野の歴史あれこれ
・歴史にみる秦野の特色
・スポーツ・レクリエーション活動の推進
・秦野市スポーツ振興財団の事業活動

№

活力ある産業を基盤とする豊かなまちづくり
メニュー名

主 な 内 容
・秦野の農業の現状と課題

53 明日の秦野の農業を語る

・都市と農村の交流
・秦野の農業の将来像

54 活力ある秦野へ～商工業の振興を支援～
55 秦野の観光 ～秦野の魅力が盛りだくさん～

№

・商業と工業の振興
・観光事業の現状と今後の取り組み

市民と行政が共に進める施策の推進
メニュー名

56 明日の秦野を語り合おう

～秦野市総合計画～

57 持続可能な行政経営を目指して～行財政改革～
58 紹介します。市役所の組織
59 秦野市のお財布の中身

主 な 内 容
・基本構想について
・後期基本計画策定について
・本市の行財政改革の取組みについて
・市役所の組織
・秦野市の財政状況について
・市税の種類と内容

60 気になる市の税金の仕組み

・市税の納付方法
・法律と条例

61 条例ができるまで

・条例の制定過程について
・条例の役割
・自治体の情報は市民の財産

62 情報公開制度と個人情報保護制度

・情報公開制度とは
・個人情報の保護はなぜ必要か

63 市議会のお話
64 監査のお話
65 選挙のお話

～市議会ってどんなところ？～

・議会の仕組みとは？
・議場を見てみよう！※議場での説明・見学もできます。
・監査委員制度の概要
・選挙の種類とその仕組み

秦野市役所市長公室広報課（本庁舎２階）
〒２５７－８５０１
ＴＥＬ ０４６３－８２－５１１７
ＦＡＸ ０４６３－８２－９７９２

