
　今年度も新しい内容を追加して実施します。
　地域の集会でのテーマの一つとして、またはサークル
仲間でのちょっとした勉強会などにいかがでしょうか？
　少しでも話を聞いてみたいと思ったら、お気軽にお申
し込みください。出前は随時受け付けしています。

市職員が皆さんの地域にお伺いします！

かめやま出前トーク
　市では、市政に関するさまざまなテーマについて、職員が皆さんの集会などの
場にお伺いして説明させていただく「かめやま出前トーク」を実施しています。

●申込条件　市内在住の人が 10人以上集まる集会や会合など
●内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、１時間 30分程度お話しします。
●申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、担当部署へ直接お申し込みください。
※�申込用紙は、各地区コミュニティセンター、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬子唄会館、
関町北部ふれあい交流センターにあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。

平成27年度「かめやま出前トーク」のテーマ
分野 テーマ 内　容 担当部署

防
災
・
安
全

災害への備えは？
～地震・風水害対策～

地震の仕組み・被害想定とその対策や河川の
氾濫水位・気象警報等による避難について。「自
助」（家庭でできる防災など）、「共助」（自主
防災組織による防災訓練など）の大切さ

企画総務部 危機管理局
危機管理室 

（☎84－5035）防災マップを作ろう！
自分たちのまちを見て歩き、地域の状況や危
険なところをみんなで確認。災害発生時の避
難に役立つ防災マップづくり

防災マップを理解しよう！
災害発生時の避難場所（一時避難場所、指定
避難所、その他の避難所）など、皆さんに知っ
ていただきたい防災知識

知って安心、防火の知識 火災の現状や住宅火災予防対策、住宅用火災
警報器の設置場所や種類など

消防本部 予防室 
（☎82－9492）

安全な登山技術を学ぶ！ 亀山市の山を登山する場合の知識や事故防止
対策

消防本部 指揮支援隊
（☎82－9494）

初期消火が肝心です！ 訓練用消火器などを使用した初期消火の訓練
指導

消防本部 亀山消防署
（☎82－9493）
消防本部 関分署

（☎96－1780）
消防本部 北東分署

（☎84－1096）
尊い命を守る「応急手当」 AED の使用法や心肺蘇生法などの応急手当て

の実技指導

ま
ち
づ
く
り

まちづくりの原点は、
「まちづくり基本条例」です

「一人ひとりが生き生きと輝き、幸せに暮らせ
るまち」の実現を目指す「まちづくり基本条例」

企画総務部 企画政策室
（☎84－5123）

市民みんなが主役です、
「亀山市総合計画」

平成 19 年度から平成 28 年度までを期間と
する「第１次亀山市総合計画」と平成 29 年
度からの「第２次亀山市総合計画」の策定

いつまでも、みんなが住み続
けることのできる亀山市、「亀
山市人口ビジョン」と「亀山
市総合戦略」

現在策定している「亀山市人口ビジョン」と「亀
山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

開催状況
（平成26年度）

開催回数 346回
参加人数 約17,000人

　　　（のべ人数）

問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5022）
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分野 テーマ 内　容 担当部署

ま
ち
づ
く
り

地域が元気になる「地域コ
ミュニティのしくみづくり」
を考えてみませんか？

自分たちの住む地域を自分たちで創りあげる
ために、地域の議論の仕組みづくりやその活
動を支援する取り組みなど

市民文化部 
地域づくり支援室 

（☎84－5008）
一緒に始めよう！
市民活動とまちづくり

市民と行政の協働に関する考え方や役割、市
民活動の活性化、市民活動応援制度など 市民文化部 文化振興局 

共生社会推進室 
（☎84－5066）すべての人が輝く「共生社会」

の実現のために
障がい者や外国人などの多種多様なすべての人々
が、地域で共に生き生きと暮らすためのヒント

皆さんの資産を守る「地籍調
査」って、何？

土地の境界の位置や面積を測量する地籍調査
事業 建設部 用地管理室 

（☎84－5102）狭い道に面して建物を建てる
ときは？

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行
為等を行う場合の手続き

都市計画や景観計画って、何？ 都市マスタープランや景観計画、都市計画（都
市計画道路・公園・用途地域など） 建設部 都市計画室 

（☎84－5046）広がっています
公園美化ボランティア

身近な公園などの美化活動に、地域やグループで
取り組むアダプトプログラム（公共空間里親制度）

ご利用ください！
空き家情報バンク

市ホームページで空き家情報を発信し、移住
希望者と空き家の売却（または賃貸）希望者
を結び付ける制度

建設部 営繕住宅室 
（☎84－5037）

健
康

元気の秘訣！健康講座
～壮年期からの健康づくり～

日頃の健康管理（がん予防など）やウオーキ
ングの方法など

健康福祉部 健康推進室 
（☎84－3316）

迎え撃て！インフルエンザ インフルエンザの症状、検査、治療と予防接
種の重要性

市立医療センター 
（☎83－0990）

子
育
て
・
福
祉

地域の絆を大切にする「亀山
市地域福祉計画」

「ともに支え合い いきいきと暮らすまち 亀
山」の実現を目指す「亀山市地域福祉計画」 健康福祉部 地域福祉室 

（☎84－3311）生活困窮者の自立支援制度を
ご存じですか？

今年４月１日から施行された生活困窮者自立
支援法について、制度とその事業内容

在宅医療・介護「かめやまホー
ムケアネット」で変わるケア

介護保険制度の最近の動きと市の在宅医療・
介護の仕組みなど

健康福祉部 
高齢障がい支援室 

（☎84－3313）
子どもの成長をあたたかく支
援するには？ 子どもの発達と年齢に応じた支援 健康福祉部 

子ども支援室 
（☎83－2425）それ「ＤＶ（ドメスティック

バイオレンス）」です！
「デートＤＶ」など、身近に存在する人権侵害
とその対処方法

「認定こども園」ってなあに？ 認定こども園について、分かりやすく説明し
ます

健康福祉部 
子ども家庭室 

（☎84－3315）

市
民
生
活

魅力ある情報発信を目指して 広報紙の紙面づくりや行政情報番組の制作方法 企画総務部 広報秘書室 
（☎84－5022）

行財政改革と財政について 「第２次亀山市行財政改革大綱」に基づく取り
組みや市の予算・決算などの財政状況

財務部 財政行革室 
（☎84－5030）

税の仕組みについて聞いてみ
ませんか？ 市民税、固定資産税の課税の仕組みなど 財務部 税務室 

（☎84－5063）

聞いてみよう！国民健康保険 制度の概要や保険税の仕組み、受けられる給
付。また、医療費の最適化に向けた取り組み

市民文化部 保険年金室 
（☎84－5005）

75 歳からどう変わるの？
「後期高齢者医療制度」

制度の概要や医療保険料の仕組み、受けられる
給付。また、医療費の適正化に向けた取り組み

福祉医療費助成制度（子ども・
心身障がい・一人親家庭等）
をご存じですか？

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・
一人親家庭等）の仕組みと内容

開かれた議会の実現を目指して 予算や条例が決まるまでの議会の仕組み、請
願や陳情の提出方法、議会の取り組みなど

議会事務局 議事調査室 
（☎84－5059）
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かめやま出前トーク
分野 テーマ 内　容 担当部署

教
育
・
文
化

ラジオ体操で若返り、健康づ
くり

ラジオ体操のもたらすさまざまな効果やその
歴史、市内での取り組み事例などを紹介。また、
正しいラジオ体操の講演などを行い、楽しく
学んで、健康づくり

市民文化部 文化振興局 
文化スポーツ室 

（☎84－5079）
文化活動によるまちおこしの
すすめ

市民ミュージカル劇団、芸術文化協会などの
活動をはじめ、市の取り組みを紹介

どんなものが展示されている
のでしょうか？

この話を聞くと歴史博物館に行かなくても、展
示を見たのと同じになる。でも、話を聞くと実
際に歴史博物館へ行きたくなる、そんなお話

歴史博物館 
（☎83－3000）

文化財は大切に 亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・
文化や、その保護の取り組み

市民文化部 文化振興局 
まちなみ文化財室 

（☎96－1218）歴史を活かしたまちづくり
「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海道
歴史文化回廊」など、歴史資産を活かしたま
ちづくり（地域で開催される史跡見学会や散
策イベントなどへも参加）

亀山市の地域資源を活用し、
行政と市民が作る「まちづく
り観光」

自然、歴史・文化、産業などの地域の資源を活
かし、活力あるまちを実現する「亀山市観光振
興ビジョン」に基づいた着地型観光の取り組み

市民文化部 関支所 
観光振興室 

（☎96－1215）

子どもたちとテレビ・ゲーム・
スマートフォンとを考えよう！

テレビ・ゲーム・スマートフォンなどと子どもたち
の関わりの実情。どのような影響を与えているの
か、大人はどうしていけばいいのかなどを考える

教育委員会 生涯学習室 
（☎84－5057）

地域を「学ぶ」 地域それぞれの歴史や自然環境、文化などの
地域の魅力を再発見する楽しさを学ぶ

「学ぶ」ことの楽しさ 公民館講座など、「学び」の中から生きがいや
楽しさなどを見つけていく

「『亀山っ子』市民宣言」って、
何？

公共施設や学校などでよく目にする「『亀山っ
子』市民宣言」。その意味と何をするものなの
かを一緒に考える

環
境
・
産
業

「ＡＫＰ」って、何？
～みんなで取り組む温暖化防止～

日常生活でできる温暖化防止の取り組みと、
すてきな商品と交換できる制度の紹介

環境産業部 環境保全室 
（☎82－8081）

環境博士の公害講座 亀山市の環境調査の概要や現状
亀山里山公園みちくさで「道
くさ」しよう 亀山里山公園「みちくさ」の自然と遊びを紹介

減 CO2（ゲンコツ）講座 家庭でできる地球温暖化防止の取り組みやエ
コ診断

どうなるの？
私たちのごみのゆくえ

「溶かして再利用する」ごみ処理方法と再資源
化、最終処分量ゼロへの取り組み 環境産業部 

廃棄物対策室 
（☎82－8081）もったいない！「ごみの減量

とリサイクル」のススメ
亀山市のごみ事情や、ごみ分別ゲームなどを
通じて、家庭や地域でできるごみを減らすた
めの取り組みを紹介

みんなで支える森林づくり 森林の状況と課題、森林づくりの取り組み 環境産業部 森林林業室 
（☎84－5068）

ご存じですか？獣害対策 サル、イノシシ、シカから農作物を守るため
の身近な対策 環境産業部 農政室 

（☎84－5048）
亀山茶を美味しく淹れよう♪ 日本茶インストラクターやアドバイザーによ

る亀山茶の美味しい淹れ方やお茶の効能など

わたしたちの生活の源「水」 水道事業の概要と現況
建設部 上下水道局 
上水道室 

（☎97－0621）

快適な生活を目指す下水道 公共下水道整備計画や受益者負担金、使用料
金など

建設部 上下水道局 
下水道室 

（☎97－0623）
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