
市政出前ミーティング 
市では、市民の皆さんに市政情報を積極的に提供するとともに、市政に求められている市民

ニーズを把握し、行政の説明責任を果たすことを目的として「市政出前ミーティング」を実施し

ています。これは、市民の皆さんが関心を持っているテーマなどについて、市職員がわかりや

すく説明したり、皆さんと意見交換を行ったりして、まちづくりを一緒に考える事業です。  

 

申し込みができる人  
市内在住・在勤・在学の人で構成されたおおむね 10 人以上のグループ。ただし、いずれか

に該当する場合は申し込みができません。  

・ 政治活動、宗教活動、または営利目的に開催すると認められる場合  
・ その他出前ミーティングの目的に反すると認められる場合  
・  

開催日時  
実施日はグループの開催希望日としますが、原則として、平日午前 9 時 30 分から午後 9

時までの間でお願いします。時間は、質疑応答や意見交換を含めて、1 テーマ当たり 2 時間

程度です。  

 

テーマ 
メニュー一覧の中から、希望するテーマを選んでください。メニューを組み合わせることや、

メニューにないテーマについてもご相談をお受けします。  
 

費用・会場  
市職員の派遣にともなう費用は無料です。会場は、市内にあり実施に支障のない場所で、

主催グループでご用意いただきます。会場料が必要な場合はグループで負担いただきます。  
 

申し込みから実施まで  
1.｢市政出前ミーティング申込書｣を広報広聴課へ提出(開催の 2 週間前まで)  
2.広報広聴課で、申請に基づき開催日時やテーマなどについて、担当する部署と調整しま

す。調整の結果、やむを得ない理由でグループの開催希望に応じられない場合は、グル

ープと調整し決定します。  
3.内容が決定したら、広報広聴課からグループに｢市政出前ミーティング決定通知書」を送

付します。  
4.決定通知書に基づき市政出前ミーティングを実施します。  

 

ご注意  
｢市政出前ミーティング｣は、市政への理解を深め、特定テーマについて市民と職員とが意

見交換を行うもので、苦情や要望を伺う場ではありません。あらかじめご理解ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

「市政出前ミーティング」メニュー 
 

A 市政全般  
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 第 5 次総合計画 市総合計画基本構想・基本計画・実施計画 経営企画課 
02 広域行政のはなし 近隣市町村との連携、市の取り組み 経営企画課 
03 市の予算概要～税収と使い道～ 予算と重点施策、市税収入、決算概要 財政課 
04 市の財政状況 市の財政状況の現状と諸課題 財政課 
05 広報広聴について 市政広報と広聴制度のあらまし 広報広聴課 
06 伊勢原市公式イメージキャラクターについて 決定の経緯、活動紹介、デザイン使用の説明

など 
広報広聴課 

07 市役所の組織と仕事 市役所のしくみ 総務課 
08 行財政改革のはなし 行財政改革の取り組み 経営企画課 
09 情報公開制度と個人情報保護について 情報公開条例、個人情報保護制度 市民協働課 
10 入札制度のはなし（業者はご遠慮ください） 入札って何？市の取り組み 管財契約検査課 
11 市議会について～議場をみてみよう～ 市議会のしくみと役割 議会事務局 
12 監査のはなし 監査って何？監査のしくみ 監査委員事務局 
13 公共施設等の更新問題について 公共施設等総合管理基本方針 経営企画課 

B 福祉・健康 
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 伊勢原の福祉をめぐる現状について 社会的弱者の現状、市の福祉施策、バリアフリ

ー化 
福祉総務課 

02 民生委員児童委員の活動～地域の支え合

い～ 
地域福祉、民生・児童委員の役割 福祉総務課 

03 少子高齢化の現状について 少子高齢社会、子どもや高齢者をめぐる現状と

課題 
福祉総務課 

04 障害者のための福祉施策 障害者福祉計画、障害者のための福祉サービ

ス 
障害福祉課 

05 高齢者のための福祉施策 高齢者保健福祉計画、高齢者のための福祉サ

ービス 
介護高齢福祉課 

06 介護保険のはなし 介護保険事業計画、介護保険制度 介護高齢福祉課 
07 国民健康保険について 国民健康保険制度のしくみ、現状と課題 保険年金課 
08 高齢者医療について 長寿(後期高齢者）医療制度のしくみなど 保険年金課 
09 国民年金について 国民年金制度のあらまし 保険年金課 
10 健康いせはら 21 計画～健康づくりはあなた

が主役～ 
健康いせはら 21 計画 健康管理課 

11 食育について ライフステージごとの食生活について 健康管理課 
12 生活習慣病を撃退しよう 生活習慣病って何？ 見直そう食生活 健康管理課 
13 高齢者の健康管理～いつまでも健やかに～ 生きがいづくり、寝たきり予防 介護高齢福祉課 
14 女性の健康～さわやかミセスに～ 更年期の快適な過ごし方、骨粗しょう症予防 健康管理課 
15 レッツ！ウオーキング【体験】 正しいウオーキングの実践 スポーツ課 
16 ニュースポーツに挑戦【体験】 楽しいニュースポーツの実践 スポーツ課 

C 子育て  
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 母子の健康 母子保健事業、妊娠・出産、赤ちゃんの成長と

育て方 
子育て支援課 

02 子育て支援のはなし 市の子育て支援事業 子ども育成課 
03 伊勢原の幼児教育・保育について 幼児教育・保育事業の概要 子ども育成課 
04 青少年の健全育成 青少年健全育成への取り組み、青少年相談 青少年課 

D 暮らし  
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 市民税のしくみ～暮らしと税金～ 市民税とは、課税のしくみ 市民税課 
02 固定資産税のしくみ 固定資産税とは、課税のしくみ 資産税課 
03 市民活動について 提案型協働事業、市民災害補償制度など 市民協働課 
04 被害にあわないために～悪質商法にご用心

～ 
悪質商法の現状、クーリングオフ制度 市民協働課 

05 市民相談について 各種市民相談 市民協働課 
06 戸籍と住民登録のはなし 戸籍とは、住民票とは 戸籍住民課 
07 人権を尊重するまちづくり 人権とは、人権施策推進懇話会の提言 人権・男女共同参画推

進担当 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E 防犯・防災 
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 交通安全教室 交通安全のための教室 交通防犯対策課 
02 防犯対策について 地域の防犯対策 交通防犯対策課 
03 消防署の役割について【施設見学含む】 消防署ってどんなところ？消防緊急通信指令

装置 
警備１課 

04 防災講座①「地域災害に備えて」 災害や避難に関する基礎知識、市の防災対

策、自主防災会の役割、災害への備え 
防災課 

05 防災講座②初期消火訓練～消火器の使い

方【体験型】 
家庭の火災予防、消火器を使っての実践 予防課 

06 防災講座③普通救命～初期手当てが肝心

【体験型】 
AED の操作法と簡単な応急措置の実践 警防救急課 

F 都市基盤・環境 
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 市の都市計画（地区計画） 地区計画って何？自分たちのまちづくりのルー

ル 
都市総務課 

01 景観まちづくりについて 景観まちづくりの意味と取り組みのポイント 都市総務課 
02 伊勢原の公園 公園の現状と課題、市民参加の緑化 公園緑地課 
03 伊勢原駅周辺整備 これまでの経過と今後の計画 都市整備課 
04 新東名と国道 246 号のバイパス これまでの経過と今後の計画 国県事業対策課 
05 伊勢原の街路整備のはなし 都市計画道路について 道路整備課 
06 下水道のしくみと役割【施設見学含む】 下水道の役割、下水道施設見学 下水道施設課 
07 伊勢原の環境 水質や大気、騒音などの環境全般 環境対策課 
08 地球にやさしいまちづくり～環境基本計画～ 環境基本計画、環境目標・指標 環境対策課 
09 ゴミ減量とリサイクル 循環型社会の形成に向けて、ゴミと資源の分

別 
環境美化センター 

G 産業・経済 
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 伊勢原の農業 市の農業の現状と取り組み 農業振興課 
02 伊勢原の農林業 市の農林業の現状と取り組み 農業振興課 
03 商店街の活性化 市内の商業の現状、商店街活性化への取り組

み 
商工観光振興課 

04 観光地としての魅力づくり 市内の観光の現状、観光振興への取り組み 商工観光振興課 

H 教育 
コード テーマ 主な内容 担当課 
01 学校給食のはなし 学校給食の歴史と役割、学校給食の現状、献

立の工夫 
学校教育課 

02 あたらしい教育の動きについて 家庭・地域との連携、道徳教育、小学校英語の

教科化 
指導室 

02 市の新たな教育の取り組みについて 小学校教科担当制等推進事業、特色ある教育

モデル推進事業 
指導室 

03 教育相談について 市の教育相談の取り組み 教育センター 
04 生涯学習について 生涯学習って何？ 社会教育、芸術文化活動

支援 
社会教育課 

05 伊勢原の歴史 伊勢原のなりたち、古代から近代まで 文化財課 
06 伊勢原の史跡と文化財 史跡と文化財のはなし 文化財課 
07 伊勢原と太田道灌 伊勢原と太田道灌のかかわり 文化財課 
08 大山物語～大山信仰と大山街道～ 大山の移り変わり、大山詣り、大山街道 文化財課 
09 図書館のはなし【施設見学含む】 図書館の概要 図書館 
10 子ども科学館のはなし【施設見学含む】 子ども科学館の概要 子ども科学館 
 


