
まちづくり出前トーク テーマ一覧  

【市の方針や仕組みを知ろう】 
番

号 
テーマ 内容等 担当課 

１ 第２期三木市創生計画 

―地方創生ってなに？ 

第２期創生計画を基に、市の現状

や様々な人口減少対策について

の取組を紹介します。 

縁結び課 

２ 情報公開制度           

― 開かれた市政をめざして 

三木市の情報公開制度のあらま

しを説明します。 

総務課 

３ 三木市の財政 三木市の財政の仕組みや、現在

取り組んでいる主な事業について

説明します。 

財政課 

４ 人権尊重のまちづくり条例 「人権尊重のまちづくり条例」を基

に、様々な人権施策について市の

取組を紹介します。         

人権推進課 

５ ようこそ市議会へ         

―― 市民の声を行政に 

議会の仕組みや活動について説

明します。                

【注】市議会開催中はできません 

議会事務局 

 

【税・保険・年金・介護】 
番

号 
テーマ 内容等 担当課 

６ こうして決まる市・県民税  市民の皆様や市内の会社(法人)

が納めていただいている市・県民

税。その金額を決定する仕組み

などについて説明します 

【注】１～６月は除く。 

税務課 

７ こうして決まる固定資産税 土地や家屋の評価の方法と、固

定資産税の決定の仕組みについ

て説明します。 

【注】１～５月は除く。 

税務課 

８ 国民年金 国民年金の加入手続き等の説明

をします。 

市民課 

９ 国民健康保険 国民健康保険制度の概要、加

入・脱退の手続き、給付の種類、

国保税などについて説明します。 

【注】４・５月は除く。 

医療保険課 



１０ 介護保険制度とは・・・ 介護保険制度のあらましや、保

険料、介護予防事業、地域包括

支援センターについて説明しま

す。 

介護保険課 

１１ ロコモ予防に役立つ「みっき

い☆いきいき体操」 

 
※ロコモとは、ロコモティブシ
ンドローム（運動器機能低下
症候群）の略です。 

介護予防体操「みっきい☆いきい

き体操」は、生活動作に役立つよ

うに考えられた椅子を用いて行う

体操です。ロコモの予防と体操に

ついて説明します。 

介護保険課 

 

１２ はじめようフレイル予防・介護

予防 

介護が必要とならないために、

「できることは自分で」が基本で

す。フレイル予防・介護予防の取

組方法や、毎日の生活を活発に

するためのお話をします。 

介護保険課 

 

【地域づくり】 
番

号 
テーマ 内容等 担当課 

１３ ルールづくりや制度活用によ

るまちづくり（地区計画、特別

指定区域制度、区画整理等） 

市民の皆様による住みよいまち

づくりへ向けたルールづくりやま

ちの再生のための制度につい

て、仕組みや事例を紹介します。 

都市政策課 

建築住宅課 

１４ 屋外広告物条例による景観

に配慮したまちづくり 

屋外広告物条例のルールなどに

ついて説明します。 

都市政策課 

１５ ごみの分け方、出し方 ごみの分別とごみ出しマナーの

ほか、ごみの処理状況について

も説明します。 

環境課 

１６ 三木市の水道について知ろう ①災害時の断水に備えた応急給

水訓練(給水車を使用した実技体

験) 

②配水池や水道庁舎の見学 

③水道の仕組み 

④水質検査データの説明  

⑤水道事業の家計簿 

⑥水道の故障と応急手当(パッキ

ン取り替えなど) 

⑦水道メーターの見方と料金 

①～⑦の中から組み合わせて実

施 

水道業務課 

水道工務課 



【注】 

・施設見学は平日の午前 10時～

午後４時 

・応急給水訓練を土日祝に実施

する場合は要相談。 

１７ 下水道の仕組みとその役割 下水道の基本的な仕組みと、市

民生活にどのように役立っている

かを解説します。 

下水道課 

 

１８ 町会や自治会を法人化すると 集会所などの不動産を所有する

団体は、法人格を取得すると団

体名義で不動産の登記が可能に

なり、不動産に関するトラブルを

防止できます。この方法について

説明します。 

市民協働課 

１９ 三木市の公共交通について 神戸電鉄粟生線やバス、デマンド

型交通などの利用促進を目的と

して、三木市の公共交通に関す

る説明を行うほか、バスの乗り方

教室などを開催します。 

交通政策課 

２０ 広報誌や機関誌で地域・団体

の活性化を・・・ 

市民の皆様が発行する広報誌や

機関誌などの取材の仕方や、編

集方法などをアドバイスします。 

秘書広報課 

 

【くらしの安全】 
番

号 
テーマ 内容等 担当課 

２１ いのちと財産を守る 

――防犯について 

家庭、地域における防犯対策に

ついて説明します。（具体的な内

容は相談のうえ決定） 

生活環境課 

２２ 自主防災組織で地域を災害

から守ろう 

地域住民が初期消火・避難誘導・

要援護者支援・安否確認・救護活

動などを行って、被害を最小限に

食い止めるための自主防災組織

のあり方を説明します。 

消防本部 

危機管理課 

２３ 消防・防災訓練 地域ぐるみ・職場ぐるみでの消

防・防災訓練の指導、助言を行い

ます。 

消防本部 

危機管理課 



２４ 我が家の防火対策 火災から尊い命を守るため、日頃

から心がけてほしいポイントなど

を説明します。 

消防本部 

２５ 応急手当講習 家庭でできる簡単な応急手当な

どを実習します。 

消防本部 

２６ ３６５日交通安全 交通安全教室など内容は希望に

より決定します。 

生活環境課 

２７ 消費生活にまつわる様々なト

ラブルについて 

消費生活にまつわる様々なトラブ

ル（契約、請求、悪徳商法など）

や、多重債務など、実例を使っ

て、日頃から心がけてほしいポイ

ントを消費者の立場から説明しま

す。 

生活環境課 

 

【健康・スポーツ・文化】 
番

号 
テーマ 内容等 担当課 

２８ 健康づくりを応援します 健康的な生活を送るため、健診

の受け方や生活習慣病の予防に

ついてわかりやすくお話します。 

【注】事業などの都合により、日程

等を変更していただく場合あり。 

健康増進課 

２９ 歩いて暮らす健康づくり 

～ヘルシーウォークの講師を

派遣します～ 

ヘルシーウォーク講師（健康運動

指導士）を公民館などに派遣し

て、ウォーキングの実技などを実

施します。 

健康増進課 

３０ ニュースポーツで健康増進と

ふれあいを 

市から委嘱されたスポーツ推進

委員が指導します。 

文化・スポーツ

課 

３１ 総合公園のスポーツ施設を見

てみよう、利用しよう 

総合公園を見学していただき、ス

ポーツ施設の利用方法を説明し

ます。 

【注】休館日は除く 

三木山総合公

園 

吉川総合公園 

（各事務所） 

３２ 三木市の歴史と文化財 三木市の歴史と文化財について

説明します。 

文化・スポーツ

課 

３３ 三木市の観光 歴史街道をはじめ三木市に残さ

れた観光スポットを紹介します。

また、市民の皆様とともに今後の

観光のあり方についても共に考

えていきます。 

観光振興課 



【子どもと楽しく】 

番

号 
テーマ 内容等 担当課 

３４ 見てみる、食べてみる     

―― 学校給食のできるま

で 

学校給食の調理場を見学し、学

校給食のできるまでの説明と、園

児・児童・生徒と同じ給食を試食

します。 

午前１１時 40分～午後１時 30分 

【注】 

・給食のない日や天候等により、

実施できない場合あり。 

・給食費は自己負担（実費）です。 

・調理場見学及び試食は、吉川

学校給食共同調理場です 

・調理場への送迎はありません。 

教育施設課 

３５ 子育てサークルを作ろう 子育てサークルを支援します。子

育てを通して交流を深める輪を広

げてみませんか。 

【注】メニューはご相談に応じます 

子育て支援課 

３６ 子育て学習会 子どもの健康、行動、子育てにつ

いての関心事などを勉強します。

対象者は問いません。 

【注】メニューはご相談に応じます 

子育て支援課 

３７ みんなで育てよう「こども会」 三木市子ども会育成会連絡協議

会の行事や見舞金制度を紹介し

ます。 

生涯学習課 

３８ 児童虐待の予防・早期発見 児童虐待防止・ヤングケアラーに

ついて説明します。 

子育て支援課 

 


