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2018（平成30）年4月１日号（8）

【期間】平成31年３月31日㈰まで（年末年始
を除く）
【時間】９時30分～21時30分（土・日曜・祝
日は18時まで）。１テーマ２時間以内。
※「子ども版」は９時30分～18時の間で１時
間程度
【対象】おおむね10～30人の市民の集まり（市
内在住または通勤・通学している人を主とする
集まり）
※事業の趣旨にそぐわないなどの理由で、お断
りする場合あり。「子ども版」は保護者代表の

同席が必要
【場所】申込者が市内の会場を準備（会場料な
どが必要な場合は申込者が負担）
【申し込み】開催希望日の２週間前（必着）。直
接または郵送・ファクス・ｅメールで、所定の
申込書（市役所本館１階案内所、支所、公民館、
市ホームページにあり）を〒790-8571タウ
ンミーティング課（市役所本館９階） town- 
m@city.matsuyama.ehime.jpへ
問タウンミーティング課☎948-6430 ・

934-2336

　市民の皆さんが集う場に市職員が伺い、市政の取り組みな
どを分かりやすく説明するとともに、意見交換を行う「笑顔
のまつやま まちかど講座」をぜひご利用ください。

平成30年度 「笑顔のまつやま　まちかど講座」テーマ一覧

「笑顔のまつやま まちかど講座」

No テーマ 対話内容
１．市政

1 松山市の財政事情 本市の財政を「家計」に例えて分かりやすく説明
2 松山市の財産のはなし 本市が所有する土地や建物の財産について
3 公共施設マネジメントについて 公共施設の老朽化問題と今後の対応について
4 松山市の会計制度 本市の会計事務の流れについて
5 開かれた行政をめざして 本市の情報公開制度と個人情報保護制度について
6 マイナンバー制度のしくみ マイナンバー制度のしくみについて
7 監査制度ってなに？ 監査制度の概要について
8 松山市職員になりたい 地方公務員制度や勤務条件などについて

9 条例ができるまで 条例の役割や皆さんの意見を生かす方法などに
ついて

10 地方創生ってなに？ 本市の人口ビジョン・総合戦略などについて
２．福祉と健康

11 おしえて！みんなの国民年金 国民年金の加入、免除、受給について
12 障害者差別解消法について 障害者差別解消法について
13 賢い患者さんになるために 賢い患者さんになるためのポイントについて

14 くすりと健康 くすりと健康を中心に、大切な自分を守ること
について

15「危険ドラッグ」は、「ダメ。ゼッタ
イ。」

「危険ドラッグ」の恐ろしさと、乱用撲滅に向
けた取り組みについて

16 食の安全～食中毒予防の豆知識～ 食中毒の基礎知識と予防のポイントについて
17 子ども・子育て支援新制度について 子ども・子育て支援新制度の概要について

18 地域福祉計画ってなに？ 松山市地域福祉計画（ささえあいプラン）につ
いて

19 子どもの笑顔を咲かせましょう！！
子どもたちが夢と希望を持って成長していける
社会のため、主に子ども虐待についての本市の
取り組みについて

３．水と環境
20 松山市の節水型都市づくりについて 節水型都市づくりと新規水源開発について
21 ごみ処理施設について クリーンセンター、埋立センターについて
22 ごみの分別とリサイクル 正しいごみの分別とリサイクルについて

23「環境モデル都市まつやま」につい
て

低炭素社会の実現に向けた本市の取り組みや各
家庭でできる取り組みについて

24 地球温暖化対策について 地球温暖化の現状や温暖化防止に向けた取り組
みについて

25 地域の自然と生物多様性を守ろう 自然環境と生物多様性の重要性、外来生物の注
意事項などについて

26 松山市の水道施設について 主な水道施設と、家庭の水はどこの水源から来
ているのかについて

27 応急給水拠点について 大規模な断水が発生した場合の応急給水について

28 地震に強い水道への取り組みについ
て 水道施設の耐震化状況や耐震化工事について

29 下水道資源の有効活用
（消化ガス発電） 本市の消化ガス発電の取り組みについて

４．まちづくり

30 松山市が目指すまちづくり 未来の本市の姿とその実現に向けた具体的な取
り組みについて

31 私たちのまちは私たちの手で　
～いっしょにやろや～

市民と行政の役割を見直し、住民主体のまちづ
くりに取り組んでみませんか

32 美しい景観まちづくり 美しい景観を守り、育て、継承していくために
一緒に考えてみませんか

33 皆さんがお住まいの前の道は市道に
なっていますか？ 市道に認定するための要件や申請方法について

34 狭
きょう

あい道路を拡げたい 幅員４㍍未満の狭あい道路の問題解決に向けた
事業内容などについて

No テーマ 対話内容
５．生活と防災

35 市民活動が支える暮らしやすいまちへ 市民活動の基礎知識や、市民活動に関する取り
組みについて

36「男女共同参画」ってなあに？ 男女共同参画社会づくりの必要性について

37 かしこい消費者になろう 消費生活センターの役割や悪質商法から身を守
る方法について

38 高齢者が安心して住める賃貸住宅に
ついて サービス付き高齢者向け住宅について

39 あなたにもできる応急手当て 応急手当ての基礎知識と救急車の適正利用について
40 松山市の防災体制について 地震や風水害などの災害全般について
41 土砂災害から、「命」、「家」を守るために 土砂災害からの身の守り方や助成制度について

42 火災による犠牲者、その大半が高齢
者です！ 火災の現状とその対策について

43 はい、119番です。 消防車や救急車を早く呼ぶための119番の通報
要領などについて

44 あなたの家は大丈夫ですか？ 木造住宅の耐震診断・改修について
45 空家への対策について 本市が行っている空家対策について

46 交通事故にあわないために～歩く・
自転車・車のシミュレーター体験～

事故に遭わない・起こさない工夫や運転能力の
体験型教室

47 人と猫が共生する社会を目指して
（地域猫活動）

人と猫が共生する社会を目指して取り組んでい
る地域猫活動について

６．教育と文化
48 教育委員会について 教育委員会内の組織と主な仕事について
49 今、子どもたちは これからの学校教育について
50 みんなの人権 身近なことから人権について考えてみませんか

51 ことばを大切にするまち松山 文化庁長官表彰を受彰した本市の文化振興の取
り組みを紹介

52 少年時代の正岡子規 子規の少年時代のエピソードや、子規が作った
有名な俳句や短歌を紹介

53 暮らしの中に“みんなの図書館” 市民生活に役立ち、暮らしを豊かにする図書館
を紹介

54 松山再発見−意外と知らない松山の
歴史と文化財− 郷土の歴史や文化を映像と資料で解説

55 坂の上の雲ミュージアムってどんな
ところ？

坂の上の雲ミュージアムの見どころや楽しみ方
を紹介

７．議会と選挙
56 選挙豆知識 知っておきたい選挙制度について
57 市議会の仕組みについて 市議会の仕組みと役割について

８．子ども版

58 図書館へ行こう！ 図書館ってどんなところ？楽しくて役に立つ図
書館を紹介

59 移動図書館がやってきた！ たくさんの本を載せてみんなのまちへやってく
る移動図書館を紹介

60 子規さんのおはなし 子規さんがどんな人だったか、何を成し遂げた
かなどを紹介

61 学校給食ができるまで 学校給食がどのようにできているかなどについ
て紹介

62 くすりを学び、大切な自分を守ろ
う！

くすりと健康を中心に、大切な自分を守ること
について

63「市議会」って何するところ？ 市議会の仕組みと役割について

64 ぼくら　ぼうさい探偵団 災害の種類や自然現象のメカニズムについて紹
介し、取るべき行動について学ぶ

65 私たちみんなの税金です 市税のしくみと役割について
66 考えよう！水道の大切さ 生活になくてはならない水道について
67 はたらきものの下水道 蛇口からの水がどうなっていくかについて
68 みんな　なかよく（みんなの人権） 身近なことから人権について考えてみませんか

参加者
募集

※本市に関する事業で、上記以外のテーマで意見交換を希望する場合は、タウンミーティング課へ気軽にご相談ください

体験を通して学ぶ

mailto:town-m@city.matsuyama.ehime.jp
mailto:town-m@city.matsuyama.ehime.jp

