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になるアレを知りたい市役
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になるアレを知りたい

市役所の仕事のことで知りたいこと、聞きたいことがありましたら、遠慮なく「ご注文」ください。
あなたの地域へ、あなたのグループのもとへ、市役所の職員がお邪魔して「お話」を届けます！

市 政
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だいたい 10人以上で申し込んで
くれるとお話しやすいです！

開催日は基本的に平日 9時～ 17 時で
すが、それ以外でも柔軟に対応できま
す！場所は申し込みする団体で確保を
お願いします。

出前講座に関する申込先は
むつ市役所市民連携課へ



㉘生活保護

「最低限度の生活」が
憲法で保障されています

生活福祉課

㉙障がい者の支援

障がい者が地域で暮らすために
地域で暮らす障がい者の権利を守る法律

障がい福祉課

㉚手話

手話に触れてみませんか？
簡単な手話に触れてみませんか？あいさつな
どの身近な手話や耳の聞こえない方のことを
知っていただきます。

障がい福祉課

日本国憲法第 25条の理念に基づいた、国
民の健康で文化的な生活水準を維持するた
めの最後のセーフティネットが生活保護の
制度です。

②町内会補助金制度

補助金制度の
概要について
町内会活動を支援する「地域の明るい未
来づくり補助金」制度について、制度の中
身や手続きの方法などを説明しながら、
地域の課題解決について一緒に考えてい
きます。
市民連携課

①クラウドファンディングしもきた

夢の実現に向けて「クラウドファ
ンディングしもきた」を活用！

下北５市町村で運営する「クラウドファン
ディングしもきた」について、
制度の仕組みや手続きの方法な
ど、わかりやすく説明します。

市民連携課

③むつ市の財政

むつ市の財政状況
財政状況についてわかりやすく説明し、市
民の財政に対する理解と認識を深めていた
だきます。

財務課

④電源立地地域対策交付金制度

交付金制度の概要について
お知らせします

電源立地等のサポートや、電源地域の振興
を図るために電源立地地域対策交付金制度
があります。制度の概要等についてわかり
やすく説明します。

財務課

⑤『男女共同参画』

『男女共同参画』とは？
「第２次むつ市男女共同参画推進基本計画
（新むつみあいプラン）」の説明など、男女
共同参画について理解を深めていただきま
す。

市民連携課

⑧むつ市水道ビジョン

「かがやく未来をささえる
むつの水道」を目指して

事業環境の変化や現状における課題を抽出し、
安全で安心な水道を次世代へ確実に引継ぎ、持
続可能な水道事業を実現させることを目的とし
た「水道ビジョン」の概要を説明します。

上下水道局経営課

⑦消費者トラブル

最近の詐欺・悪徳商法の手口
むつ市消費生活センターに寄せられる相談
をもとに、最近の詐欺・悪徳商法の手口や
対処方法、トラブルにあった時に役立つクー
リングオフ制度などについて説明します。

産業雇用政策課

⑥市税

くらしに役立つ税金のはなし
市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健
康保険税、介護保険料の課税
の仕組みと年金からの特別徴
収について説明します。

税務課

⑩災害

地域防災力の向上
地震・津波、豪雨、洪水などの災害から私
たちの命と財産を守るために必要な防災知
識の普及を行い、日頃からの防災力の向上
を図ります。

防災安全課

⑪自主防災組織

災害に強い地域づくりのために
自主防災組織の必要性を解説し、役割や活
動内容の例、自主防災組織への助成事業に
ついて紹介します。

防災安全課

⑫下北ジオパーク防災・減災学習講座

私たちの暮らしと災害
北海道・東北の中でジオパーク活動に取り組ん
でいる各地域で過去に起こった災害事例の紹介
や、水理実験装置を活用した災害シミュレー
ションを行い、参加者全員で災害や防災・減災
について考えます。
ジオパーク推進課

⑭ごみの減量

家庭でできる生ごみの減量
ダンボールコンポストを使用した生ごみの
減量方法について説明します。

環境政策課

⑬ごみの出し方

ごみの分別、収集について
むつ市における、可燃ごみ・不燃ごみ・資
源ごみの分別および収集について説明しま
す。

環境政策課

⑮地熱エネルギー

地熱の基礎知識と活用方法

エネルギー戦略課

⑯使用済燃料中間貯蔵施設

使用済燃料間貯蔵施設ってなんだろう？
関根地区に建設されている「使用済燃料中
間貯蔵施設」について、その概要を説明し
ます。

エネルギー戦略課

⑲私たちの健康づくり

むつ市健康増進計画
「あなたが わたしが できること」
むつ市の健康課題について分かりやすく説
明します。また、健康でいきいき生活する
ために市民一丸となって取り組んでいきた
い健康づくりについてお伝えします。

健康づくり推進課

⑱若い世代の健康づくり

10 年後の自分のために、
今、変えてみよう！

健康づくり推進課

㉑国民健康保険制度

国民健康保険制度って何？
国民健康保険制度を支えるしくみと医療機
関を利用する場合に知っていてほしいこと
等、わかりやすく説明します。

国保年金課

㉒特定健診・特定保健指導

特定健診と特定保健指導の
上手な利用方法

特定健診・特定保健指導についてわかりや
すく説明し、より健康な生活を送れるよう
サポートします。

国保年金課

⑰環境放射線等モニタリング

原子力施設周辺の
放射線の監視状況

青森県や電力事業者が行っている環境放射
線等のモニタリング活動について、市内に
あるモニタリング施設の場所やその概要と
共に、わかりやすく説明します。

防災安全課

⑳食育

食育って何？
食育推進計画って何？

食育を総合的かつ計画的に推進するために策
定された「第３次むつ市食育推進計画」を通し、
むつ市民の食を取り巻く現状や課題、食育への
理解を深めることができます。

健康づくり推進課

㉔高齢者の福祉サービス

市独自の高齢者に対する
福祉事業について

高齢者の生活を支援する福祉サービスおよ
び安否確認事業等をお知らせします。

高齢者福祉課

㉓高齢者の権利擁護

高齢者の権利を守るしくみ
認知症等で物事の判断がつかなくなってきた
ら、介護施設入所、病院での入院等の手続きは
どなたが行ってくれますか？後見
制度への関心、理解を深めていた
だきます。
高齢者福祉課

㉕介護保険

介護保険制度って何？
制度の内容から利用可能なサービス、保険
料などについて幅広く説明します。

高齢者福祉課

㉗かしこい病院のかかり方

下北にひとつの総合病院を
みんなで守ろう！

少子高齢化社会における医師不足や医療・介
護人材不足といった社会環境の中で下北に住
む私たちの上手な病院とのかかり方をむつ総
合病院のスタッフと一緒に考えてみませんか。

高齢者福祉課

㉖介護予防・日常生活支援総合事業

地域で支え合いながら
元気に暮らそう

介護予防・日常生活支援総合事業の目的や
概要、仕組みなどについて説明します。

高齢者福祉課

環境・エネルギー 環境・エネルギー

環境・エネルギー市政 環境・エネルギー 保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

市政 市政

市政 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉くらし くらし

くらし 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉くらし

防災・安全 防災・安全 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉防災・安全

環境・エネルギー

地熱に関する基礎知識や国内外における利
用状況、むつ市での取組などについて説明
し、理解を深めてもらいます。

健診データからみえる若い世代の健康状
況をもとに、生活習慣病予防のために早
い段階から取り組んでいけるよう応援し
ます。

保健・医療・福祉 保健・医療・福祉 保健・医療・福祉

⑨マイナンバー制度

マイナンバーカードの
活用方法

マイナンバーカードの活用により可能となる手
続きや、マイナポイント制度などについて説明
します。

行政改革推進課

くらし



㉜就学援助

経済的な理由で
お子さんの就学にお困りの方へ
むつ市就学援助の概要を説明
し、当該制度の理解を深めて
もらいます。

教育委員会総務課

㉝都市計画

都市計画のこと

都市計画課

用途地域、特定用途制
限地域等の説明、コン
パクトシティ、立地適
正化計画等の制度説明
や今後の街の在り方な
どについて講座という
よりも一緒にお話して
みませんか ?

㉞空き家空き地の利活用

所有物件の利活用方法、
身の回りの空き地の活用など

空き家等利活用補助金、空き家空き地バンク、
協働による利活用方法などを紹介します。

都市計画課

都市づくり

㉛下北ジオパーク

ジオパークから地域を知ろう
下北ジオパークとは？ジオパーク活動っ
てどんなこと？など、ジオパークについ
ての聞きたい・知りたいにお応
えし、分かりやすく説明します。

ジオパーク推進課

教育・学習 都市づくり

少人数だとダメ？
まったく知識がない分野でも大丈夫？
市役所のひとの話って難しいんじゃない？

大丈夫！
むつ市役所職員が丁寧にお話させていただきます。
まずはご相談ください。

問　むつ市企画政策部市民連携課広報グループ
　　0175-22-1111

　　　ぜひご活用ください！！

㉟花とみどりのまちづくり

公園の活用、
むつ市の花とみどりについて

公園でのイベント・フリーマーケット・店舗運
営方法の制度紹介や、花とみどりのまちづくり
についてお話してみませんか。

都市計画課

都市づくり

産業・観光


