
○各講座内容の詳細については，各担当課まで 

※この講座は，苦情・要望を受け付ける場ではないことをご理解ください。 

電話 273-0111 

市政ふれあい講座メニュー 

No. 講座名 内容 担当課 

1 広報の役割 
市報やラジオなど媒体毎の広報活動に関する企画か

ら完成までの取り組みについて 
広報広聴課 

2 総合計画 市政運営の指針である総合計画の概要について 企画調整課 

3 ひたちなか地区開発 
ひたちなか地区開発計画の経緯，各種事業の整備状

況について 
企画調整課 

4 公共交通 ひたちなか市の公共交通政策について 企画調整課 

5 情報公開・個人情報保護制度 

・市の公文書の閲覧，写しの入手など開示制度の仕

組みや開示の請求方法等について 

・市の機関が保有する個人情報の取扱いについて 

総務課 

6 市の行財政改革 
行財政改革の基本的な考え方，これまでの実施状況

及び効果や課題について 
人事課 

7 予算・決算の状況 
・市の予算の仕組み，決算の状況や財務指標につい

て 
財政課 

8 工事等の検査 
工事等の中間検査から竣工検査までの手続きや流

れについて 
管財課 

9 入札と契約の仕組み 入札と契約の仕組みについて 管財課 

10 市県民税 市県民税について 市民税課 

11 固定資産税 固定資産税について 資産税課 

12 自立と協働のまちづくりについて 

ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例とその

取り組みについて 

（コミュニティセンターの地域運営，まちづくり市民会

議など） 

市民活動課 

13 地域活動 

自立と協働のまちづくり基本条例第 8 条に基づく地域

活動の推進について  

（コミュニティ，自治会，市民憲章など） 

市民活動課 

14 市民活動 

自立と協働のまちづくり基本条例第 9 条に基づく市民

活動の推進について 

（国際交流，市民交流センターひたちなか・ま，市民

活動サポートバンク，ＮＰＯ，ボランティアなど） 

市民活動課 



15 男女共同参画社会の推進 誰もがいきいきと暮らせるまちづくりについて 女性生活課 

16 消費生活 
消費者トラブル事例や対処法，消費生活に関する情

報提供について 
女性生活課 

17 原子力安全対策 
原子力に関する基礎的な知識の解説及び安全対策

や防災対策の概要について 
生活安全課  

18 交通安全教室 
交通安全に関するマナーやチャイルドシートの利用方

法について 
生活安全課  

19 防災対策 市の防災計画の内容や市民の役割について 生活安全課  

20 避難行動要支援者制度について 
制度の概要説明及び，自治会，自主防災会，民生委

員・児童委員の役割について 
生活安全課 

21 戸籍に関する事務 

いつ，どのような時に市への届出が必要なのかなど，

戸籍に関する届出や各種証明書発行の申請方法，

意義，役割など 

市民課 

22 環境保全 

・環境基本計画や生活環境の概要について 

・地球温暖化から地域の自然環境などの環境問題全

般について 

環境保全課 

23 環境対策 

・公害に係る規制や取組状況について 

・大気や水質など本市の環境の現状と取り組みにつ

いて 

環境保全課 

24 生活排水対策 
家庭でできる生活排水対策や浄化槽の助成制度に

ついて 
環境保全課 

25 廃棄物 廃棄物の処理及び施設の現状，整備計画について 廃棄物対策課 

26 ごみの減量化とリサイクル ごみの分別や処理状況と資源回収について 廃棄物対策課 

27 国民健康保険 国民健康保険制度の仕組みについて 国保年金課 

28 国民年金 国民年金制度の仕組みについて 国保年金課 

29 介護保険制度 
介護保険制度のしくみ，利用のしかた，サービス内容

について 
介護保険課 

30 健康づくりについて 
生活習慣病の予防や栄養・歯・心の健康・各種検診

の受け方・感染症の予防など 
健康推進課 

31 母子保健 妊婦・乳幼児の健康，予防接種の受け方について 健康推進課 

32 安定ヨウ素剤の事前配布について 
安定ヨウ素剤とは？ 

いつどんなときに服用するのかなど 
健康推進課 

33 地域福祉 地域福祉の推進・充実について 地域福祉課 



34 障害者福祉 障害福祉サービスの内容や施設の利用について 障害福祉課 

35 高齢福祉 高齢者の福祉サービスについて 高齢福祉課 

36 高齢福祉 成年後見制度について（NEW） 高齢福祉課 

37 高齢福祉 介護予防について 高齢福祉課 

38 児童福祉 ひとり親家庭のための支援制度について 子ども政策課 

39 児童福祉 子ども･子育て支援事業計画について 子ども政策課 

40 農業の振興 
安定した農業経営，後継者の育成など農業の振興に

ついて 
農政課 

41 商工業の振興 
商工業活性化対策や各種支援事業の取り組みにつ

いて 
商工振興課 

42 中小企業への支援 中小企業に対する融資制度について 商工振興課 

43 観光 
観光資源や各種イベントなどの情報と市の誘客対策

について 
観光振興課 

44 ひたちなか市観光振興計画 本市観光振興の指針となる計画概要の説明について 観光振興課 

45 水産 地元で水揚げされる魚介類について 水産課 

46 占用等の手続きについて 道路占用等の手続きと流入許可について 道路管理課 

47 河川 那珂川改修事業や中小河川の整備状況について 河川課 

48 河川 河川や排水路，調整池の説明について 河川課 

49 公共事業と用地 
市による公共事業用地の取得手続きの流れや代替

地登録制度について 
用地室 

50 下水道の制度等 
下水道使用料及び受益者負担制度，水洗化につい

て 
下水道課 

51 下水道事業 下水道の役割について 下水道課 

52 市の都市計画 
都市計画法や市街化区域，用途地域，地区計画等

の街づくり制度について 
都市計画課 

53 中心市街地整備 中心市街地整備事業に関することについて 都市計画課 



54 公園 公園の整備について 公園緑地課 

55 緑のまちづくり 緑化推進の取り組みについて 公園緑地課 

56 建築と開発 
建築基準法や宅地開発許可制度など各種規制，届

出等について 
建築指導課 

57 飲み水のできるまで 浄水施設の概要について 
水 道 事 業 所 上

坪浄水場 

58 議会 議会の仕組みと運営について 議会事務局 

59 学校施設・環境 学校施設の状況について 施設整備課 

60 幼児教育 幼児教育に対する補助制度について 学務課 

61 学校給食 学校給食について 学務課 

62 こどものＳＯＳ 
不登校・いじめに対する対応や各種相談の取り組み

状況について 
指導課 

63 学校教育 学習指導の内容や課外活動等の状況について 指導課 

64 青少年の健全育成 
青少年健全育成のための取り組みや各種団体等の

活動状況について 
青少年課 

65 勝田全国マラソン 大会運営から歴史，エピソード，ボランティア活動など スポーツ振興課 

66 体育施設 体育施設の内容の紹介及び利用方法等について スポーツ振興課 

67 文化財の保護 文化財の保護，活用について 
（教）総務課文

化財室 

68 図書館 図書館の役割と施設の利活用について 中央図書館 

69 監査 監査制度の役割と運営について 
監 査 委 員 事 務

局 

 


