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1 共に考えよう「ごみの減量化とリサイクル」 ○ ごみの正しい分別と出し方、リサイクルへの取り組みについて 53 有害鳥獣から地域を守ろう 有害鳥獣の防除・駆除対策について

2 ★ 実践しよう身近でできる省エネ ちょっとした工夫でできるエネルギー対策 54 森づくり事業について ひろしまの森づくり事業による森林整備

3 市民生活課窓口での申請について 戸籍、住民関係の諸届や発行、印鑑証明、パスポート申請など 55 ★ 庄原市中小企業支援制度について 事業の概要、申請手続きについて

4 ★ 学んでナットク！「悪質商法」 今どきの悪質商法への対処術、事例紹介など消費者被害を防ぐ方法を解説 56 農地の貸借・売買・転用について 農地法などに基づく申請手続きについて

5 知って防ごう！若者の契約トラブル ○ 中高生や新社会人のための契約基礎知識、必修の入門編　 57 人・農地プランについて 地域農業を守るプランづくりについて

6 安全意識を高めよう防犯対策 ○ 防犯対策や防犯活動に対する助言など 58 災害に備えて 自然災害への備えについて、災害時要援護者支援プランについて

7 庄原市の生活交通について 生活交通の概要について紹介 59 自主防災組織の結成について 自主防災組織の結成について

8 市民タクシーについて 市民タクシー運行事業の紹介 60 覚えて安心救急講習 ○ 応急手当の知識

9 固定資産税のしくみ 土地・家屋に対する課税と特例制度について 61 初期消火の必要性 ○ いざという時の初期消火

10 住民税のはなし 市民税と県民税について 62 正しい119番通報 ○ 119番通報の仕組みと正しい通報の仕方

11 住宅リフォーム制度について 住宅リフォームに関する制度と手続きについて 63 農地、農林業施設の災害復旧について 田、畑、農業用用水路・排水路、農林道、ため池、井堰等が豪雨などで被災した場合の復旧について

12 浄化槽市町村整備推進事業について 事業内容について 64 農業用ため池の管理について ため池の機能保持と災害の未然防止に係る管理について

13 公共下水道事業について 事業内容、使用料、受益者負担金について 65 耐震診断及び耐震改修 木造住宅の耐震診断及び耐震改修助成制度について

14 農業集落排水事業について 事業内容、使用料について 66 国民健康保険のはなし 国民健康保険のしくみや医療費の状況について

15 下水道排水設備について 正しい使い方、排水設備の設置方法について 67 高血圧予防について 子どもから高齢者までの高血圧予防、健康づくりの取組について

16 これからの上水道 上水道の利用と整備について 68 ★ 糖尿病予防について 子どもから高齢者までの糖尿病予防、健康づくりの取組について

17 安全な水づくり ○ 浄水場施設の見学（水ができるまで） 69 ★ 季節の健康管理について 季節に合った健康管理のポイントについて

18 給水装置はあなたの財産です 給水装置の維持管理について 70 ★ 知って安心『がん』の話 がん予防、がん検診について、健診受診･精密検査受診について

19 ★ 住民告知端末の設置について 住民告知端末設置の申請方法や利用できるサービスについて 71 ★ 介護予防について 一般介護予防事業について

20 自治振興区による地域づくり 自治振興区の現況と施策、自治振興センターについて、まちづくり基本条例制定について 72 だれもが心のゲートキーパー 心のSOSに気づき、聴き、つなぎ、見守る支援について

21 道路の管理について 草刈り、舗装改良、補修などの道路管理制度について 73 生活習慣病予防のための食生活 高血圧、糖尿病、高脂血症、メタボリックシンドロームなど

22 都市計画について 都市計画の概要と事業について 74 おいしく減塩できる調理法　乳和食について 乳和食について　乳和食の体験（試食）

23 人権尊重のまちづくりをめざして あらゆる人権課題の解説や啓発事業の紹介など 75 ★ 高齢者の食事で気をつけたいこと 高齢者に気をつけてもらいたい食習慣の基本

24 情報発信で庄原PR～みんなが広報マン～ 市が進める広報事業や地域の魅力を発信するツール・手法など 76 健康づくり計画について 健康づくりの取り組みについて

25 わたしらしく輝くあしたのために 身近なところから考える男女共同参画やジェンダーについて 77 食育推進計画について 食育推進の取り組みについて

26 ”庄原いちばんづくり”～やっぱり、庄原がいちばんええよのぉ～ 「庄原いちばんづくり」に基づく施策推進について 78 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度の概要について

27 「比婆いざなみ街道物語」について 比婆いざなみ街道物語（北部資源活用計画）による事業実施について 79 原爆被爆者援護について 被爆者手帳の交付手続き、各種手当てについて

28 ★ 情報公開・個人情報保護制度について 情報公開制度・個人情報保護制度について 80 障害者福祉サービスについて 障害者サービスの内容と利用方法などについて

29 職員給与の概要 庄原市職員の給与実態の概要を国と比較しながら説明 81 生活保護制度について 生活保護制度の概要について

30 明るい選挙の推進について 明るく正しい選挙の推進と、選挙制度について 82 高齢者福祉サービスについて 高齢者サービスの内容と利用方法などについて

31 選挙ってなに？ ○ 選挙の意義や１８歳選挙権について 83 介護保険制度について 介護保険制度の概要などについて

32 地域情報化の推進について 超高速情報通信網の整備について 84 こんにちは、地域包括支援センターです 地域包括支援センターの紹介（高齢者の相談窓口、介護予防事業等）

33 告知放送について 住民告知放送の放送内容やページング放送について 85 高齢者の権利を守ろう 虐待、成年後見制度について

34 庄原市の広報紙づくり ○ 市の広報紙づくりについて、子ども新聞づくり 86 認知症サポーター養成講座 ○ 認知症に対する正しい理解と支援について

35 計画行政の推進～みんなで考えよう庄原市の将来展望～ 第２期長期総合計画について 87 ★ 支え合いの地域づくり 自助、互助、公助のバランスのとれた地域づくりについて

36 地方創生（人口ビジョン・総合戦略） 庄原市人口ビジョン・庄原市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 88 次世代育成支援行動計画「スマイルこどもプラン」について 庄原市が行う子育て支援や、母子保健事業など子どもを育てやすい環境づくりについて

37 最少経費で最大効果を･･･市の行政改革 行政経営改革大綱・行政評価・定員管理計画について 89 ファミリー・サポート事業について ファミリー・サポート事業の仕組みや利用方法など

38 マイナンバーについて マイナンバーの使用場面や詐欺事例の紹介など（事業所編もあります） 90 ★ 教育委員会の仕組みについて 教育委員会制度・庄原市教育委員会の取り組みについて

39 庄原市財政のあらまし ○ 予算の概要、決算の状況など 91 ★ 奨学金制度の利用について 庄原市奨学金貸付制度の紹介

40 公の施設管理について 指定管理者制度の活用について 92 ★ 学校給食について 安全・安心な学校給食の提供について

41 ★ 公共施設等総合管理計画 庄原市の公共施設の現状と公共施設等総合管理計画に基づく取り組み 93 子どもの笑顔を守ろう 虐待防止・虐待への対応（要保護児童対策地域協議会について）

42 庄原市の住宅施策 住宅基本計画、市営住宅の整備計画や入居資格等について 94 DV（ドメスティック・バイオレンス）を知っていますか？ DVとは、DV被害者への支援について、周囲ができることについて

43 ★ 空き家活用事業について 空き家活用の取り組みについて 95 デートDVから子どもを守るために デートDVとは、家族ができることについて

44 ★ 定住促進の取り組み 定住促進に向けた取り組みについて 96 デートDVってなに？ ○ デートDVとは、友だちが被害にあっていたら　　※中・高校生向け

45 市民と議会 ○ 議会のしくみと役割について 97 体験「模擬授業」 学校で行っている授業体験

46 ★ 庄原市ドローン活用事業について ドローンを活用した地域活性化の取り組みについて 98 キャリア教育について 特色ある学校づくりにむけて

47 「庄原市逸品づくり事業」について 「庄原市逸品づくり事業」の趣旨、概要、案内など 99 庄原市の文化財 ○ 文化財を活かしたまちづくりに向けて

48 体験型教育旅行の誘致について 体験型教育旅行の趣旨、概要、案内など 100 遺跡からみた庄原市の歴史 ○ 発掘調査でわかった庄原の古代史を紹介

49 農政改革について 新たな農業・農村政策について 101 文化財の取り扱いについて 開発行為時の文化財協議と手順の説明

50 農地の保全を通じての地域づくり 日本型直接支払制度の概要について 102 市民ひとり１スポーツ 体育施設の紹介、社会体育行事について、ニュースポーツについて

51 集落農場型農業生産法人について 集落農場型農業生産法人の設立による農業経営への取り組み 103 生涯学習とまちづくり 生涯学習の意義、必要性、学習情報

52 農業に関する助成制度 庄原市が行っている農業支援の制度について 104 田園文化センターの利用について ○ 図書館・歴史民俗資料館・倉田百三文学館の利用について


