とば出前とーく
「おしゃべりし対話」
市民のみなさんとのコミュニケーションを図るため、今年度も
とば出前とーく「おしゃべりし対話」事業を実施します。
昨年度は、多くのかたに利用していただき、32件の注文をい
ただきました。今年度は、71種類のテーマを用意して、みなさ
んの利用をお待ちしています。

総務課広報情報係
26 2474
25 １１14
koho@city.toba.mie.jp

（水）

憩などを含みます）

（水）

受付開始日

４月１日 から申し込みを
受 け 付 け ま す。
（ 原 則、 実 施
希望日の２週間前までに申し
込んでください）

が派遣対象で、テーマを所管
する所属職員が対応します。

職員派遣に伴う経費

無料です。ただし、会場使
用料など集会の開催に必要な
経費は、利用者の負担となり
ます。

0011

対象者となる集会など

517

申込方法

４．担当課職員が出向きます
◆担当課職員が出向き、市政について分か
りやすく説明しながら、みなさんからの
ご意見をいただきます。

10

市役所や各連絡所など、市
の関係機関に備え付けの申込
用紙（市ホームページからも
ダウンロード可）により、総
務 課 広 報 情 報 係（ 〒
-鳥
羽市鳥羽三丁目１―１）へ郵
送、ファクス、または電子メー
ルで申し込んでください。

３．開催準備
◆会場の手配や参加者への開催通知は、利
用者のかたでお願いします。

市内在住、在勤、在学の
人以上のグループが市内で実
施する集会や勉強会など（公
序 良 俗 を 阻 害 し た り、 政 治・
宗教・営利活動が目的である

◆とーくの内容や事前の確認事項などについ
て担当課職員から連絡させていただきます。

催しは対象としません）

２．総務課広報情報係で受け付け
◆開催日時を調整します。

市長をはじめとする全職員

◆開催希望日の２週間前までに郵送、ファ
クス、電子メールで総務課広報情報係へ
申し込んでください。

派遣する職員

※くわしい内容は、広報情報係へ問い合わせ
てください。

28

30

出前と ーくとは

（月）
15

市が取り組む事業の各分野
からテーマを設定し、市民の
みなさんが開催する集会や勉
強会などに、担当課職員が出
向きます。
注文していただいたテーマ
について説明しながら、市民
のみなさんと意見交換を行う
事業です。

◆次ページのテーマ一覧表を参考に、テーマ
（原則として１つ）を選択してください。

29

実施（派遣）期間

１．申し込み
◆こんな時に利用してください。
・会社や商店会、婦人会などの研修として
・家庭や近所で話題になる市役所の仕事な
どを知りたいときに

４月 日 ～平成 年２月
日 （土曜・日曜日、祝日
および夜間の開催も可）
派遣時間は、１時間 分程
度（質疑応答、意見交換、休

「おしゃべりし対話」 開催までの流れ

広報とば

8

平成２7 年度とば出前とーく 「おしゃべりし対話」 テーマ一覧表
●おしゃべりしましょう（市長・副市長・教育長からの出前です）
№

テーマ

1

鳥羽市

そして日本についての話

2

わたしの人生

3

副市長として

4

これからの学校

5

目指すこども像

6

防災教育

担当部署
市長
副市長
教育長

●めざすまちの姿「学びたい・働きたい・住み続けたいという
思いが育つまち」（人材育成や子育てに関すること）
№

テーマ

担当部署

7

子育て支援

健康福祉課

8

学校施設の安全・安心

教育委員会
総務課

9

学校給食

10 こどもの安心安全を確保する取り組み
11 総合型地域スポーツクラブとは
12 みんなの図書館
13

おはなし会およびブックトーク
( 大人向け、こども向け )

教育委員会
学校教育課
教育委員会
生涯学習課
図書館

●めざすまちの姿「鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち」
（観光交流や産業振興、歴史文化を活かしたまちづくりに関すること）
№

テーマ

14 鳥羽駅周辺のまちづくり事業
15 文化財ってどんなの

担当部署
建設課
教育委員会
生涯学習課

16 鳥羽の海藻について
17

新

農水商工課

19 みんなで取り組む獣害対策
20 森林の実態と森林整備の進め方
21 鳥羽市観光基本計画の推進

観光課

●めざすまちの姿「自然と調和した営みが広がるまち」
（環境保全や自然共生、各種都市基盤整備に関すること）
№

テーマ

担当部署

22 鳥羽市のまちづくりと都市計画
23 道路と河川の話
24 市営住宅について

新

海岸漂着ごみについて

31 定期航路事業について

環境課

34 家庭の水道～こんなときはどうすれば～

注文の際の
お願い

9

広報とば

36 鳥羽市の国民保護
37 鳥羽市の防犯

総務課

38 防災・防犯マップを作ろう
39 避難所運営を体験しよう
40

災害時における
自助・共助・公助について

総務課
消防本部

41 わが家の耐震化

建設課

42 住宅火災をなくすために
43 暮らしの中の危険物

消防本部

44 消防団活動について
45 知って得する「悪質商法簡単撃退法」 農水商工課
46 こころの健康づくり
47 健康づくりしましょう
48 介護保険と高齢者福祉
49 障がい者福祉サービス

健康福祉課

50 地域包括支援センターの事業
51 虐待について知ろう
52 認知症について知ろう
53 災害時の要援護者支援について
55 国民年金を知ろう

市民課

56 後期高齢者医療を知ろう
●めざすまちの姿「無駄なく効果の高い行政経営が進む
まち」（市の業務に関すること）
№

テーマ

担当部署

57 総合計画とは
58 地方分権を考える
59 鳥羽市の行政改革

企画財政課

61 統計調査ってなに？
新 マイナンバーを知ろう
市民に分かる
64
「個人情報保護制度」
「情報公開制度」
65 協働とは

66 選挙管理委員会制度
定期船課

総務課
市民課

選挙管理委員会

67 暮らしの中の税（その１）
68 暮らしの中の税（その 2）

税務課

69 徴収率向上に向けた取り組み

32 水道事業の概要
33 安全でおいしい水道水を供給

担当部署

35 鳥羽市の災害

63

29 楽しくリサイクル
30 かもめバスの乗り方教室

テーマ

62 鳥羽市の入札制度

26 地球温暖化について
28

№

60 市の財政
建設課

25 地籍調査ってなに
27 鳥羽市の水環境

●めざすまちの姿「生きがいや安心をみんなでつくるまち」
（保健医療や福祉、安全安心なまちづくりに関すること）

54 国民健康保険を知ろう

鳥羽の朝市・直売所を知ろう

18 鳥羽市の漁業

次のテーマの中からお気軽に注文してください。
テーマ一覧表にないものは、総務課広報情報係へ問い合わ
せてください。

水道課

70 会計課ってどんなことするの？
71 監査のしくみ

会計課
監査委員事務局

・｢おしゃべりし対話」は、市の施策などについて市民のみなさんに知っていただくためのものです。
・苦情や要望をお聞きするものではありませんので、趣旨をご理解の上、申し込んでください。
・政治、宗教、営利を目的とした催しと一緒に実施する場合はお断りします。

