
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～子ども向けメニュー～ 

 

 

 

メニュー・注文書 
（ 令和４年６月）改訂 

舞 鶴 市 

無料 



 

１．職員がお届けします 
市民の皆さんからの注文に応じて、市役所の職員（原則として部長、課長な

どの管理職）が説明・意見交換に伺います（苦情や要望を聞く場ではありませ
ん）。料金は無料です。 

 

２．メニューは３１品 
     市の施策から身近なくらしの話題まで31品（新規3件）をご用意しました

（次ページ以降をご覧ください）。 

 

３．市内ならどこへでも 
 市内の学校などおおむね 10 人以上の団体・グループでご注文ください（政

治・宗教・営利活動に該当すると認められる場合を除きます）。会場は、皆さん
で準備してください。 

 

４．出前時間は午前９時から午後５時まで 
    出前時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前９時から午後5時まで。

１講座の時間は約１時間程度を予定しています。 
 

５．注文は１か月前までに 
出前希望日の１か月前までに、広報広聴課へ注文書を提出してください（注

文書は末尾のページ）。日程等を調整し、後日連絡します。 
市ホームページ（https://www.city.maizuru.kyoto.jp/）からも注文できま

す。 
 

ご注文、お問い合わせは 

舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課 

（電話：66－1041、ファクス：62－7951）

へ。 



「まちづくり出前講座」子ども向けメニュー

◆市政

番号 テーマ 内　　容 担当課

1 広報まいづるができるまで
広報まいづるがみなさんの手元に届くまでの工程を説明。担当者が
広報紙に込めた思いや取材のノウハウをお話しします。

広報広聴課

2
舞鶴市のまちづくりについ
て～第7次総合計画～

舞鶴市では「～次代を担う若者や子どもたちに夢と希望を　お年寄
りには感謝を～」を基本理念として、“心が通う便利で豊かな田舎
暮らし”の実現に向けたまちづくりを行っています。現在市が力を
入れて取り組んでいること、これから挑戦しようとしていることを
紹介し、皆さんと一緒に10年、20年先のまちの姿について一緒に考
えます。

企画政策課

3 舞鶴市の入札制度について
舞鶴市における公共工事等の入札のしくみや、電子入札等の新しい
入札方法についてお話しします。

契約課

4 わたしたちのくらしと税
税は何に使われているのか、どう役に立っているのか、税の使い道
はどうやって決めるのかなど、「税」のしくみや役割について説明
します。

税務課

新
規

5 大浦の地域おこし
大浦地域の活性化に向けたさまざまな取り組みや日々の業務を紹介
します。

大浦地域活性化セン
ター

6 加佐の地域おこし
加佐地域の活性化に向けたさまざまな取り組みや日々の業務を紹介
します。

加佐地域活性化セン
ター

7
舞鶴のまちづくりについて
学ぼう

舞鶴市の都市計画の状況や制度、まちづくりのルールを、都市計画
ガイドブック「まちあかり」を用いて楽しく分かりやすく説明しま
す。
子どものうちからまちづくりに対して関心をもってもらうことで、
地域に対する愛着を育み、将来の舞鶴市（地域）のまちづくりを担
う人材育成につなげます。

都市計画課

◆環境・くらし

番号 テーマ 内　　容 担当課

8
みんなで家のことをしよう
～家の中から始める「男女
共同参画」～

食事の準備、洗濯、掃除・・・「名前のある家事」だけではなく、
日常的に行われている小さな「家事」があります。脱いだものを洗
濯かごへ入れる、片方だけひっくりかえったズボンをなおす、飲ん
だ後のコップを片付ける・・・。このような「名前のない家事」に
実は時間と手間が掛かっています。毎日家族のために家事をやって
くれている人に感謝の気持ちを持ちながら、家族みんなで家のこと
をする。家の中から始める「男女共同参画」についてお話ししま
す。

人権啓発推進課

9
地域を応援する身近な公民
館

おおむね中学校区ごとにある公民館は皆さんにとって身近な公共施
設です。公民館が進めている暮らしに役立つ事業や公民館を拠点に
した地域づくりについてお話しします。

地域づくり支援課

10
ごみをへらすために自分た
ちでできること

ごみ処理の現状と課題を踏まえ、ごみの減量化・資源化に向けた取
り組みなどについて、参加者の皆さんと一緒に考えます。

生活環境課

11 ごみ処理について 清掃事務所のごみ処理方法を分かりやすく解説します。 清掃事務所

新
規

12
引越しや結婚する時などの
手続きについて

大人になって、進学や就職などで、引越しをする時に必要な市役所
への届出や、結婚する時の届出など、「常識」と言われながらも実
はよく知られていない手続きの方法やその必要性を分かりやすく説
明します。

市民課

1



◆健康・福祉

番号 テーマ 内　　容 担当課

13
子どもと豊かなあそびにつ
いて

豊かなあそびによって培われる生きる力を持った子どもの育成や親
子の絆づくりについてお話ししたり、子育て交流施設「あそびあ
む」の様子を紹介したりします

子ども支援課

14
保育士、幼稚園教諭、保育
教諭の仕事とは？

保育所や幼稚園、こども園では大好きな先生と一緒に遊んで、歌っ
たり、体を動かしたり、楽しかった思い出がいっぱいありますよ
ね？園の先生って身近だけど、一体どんな仕事なんだろう？子ども
が大好きだけどどうしたら先生になれるのかな？意外と知らない、
保育士、幼稚園教諭、保育教諭の仕事や役割について一緒に学びま
しょう。

幼稚園・保育所課

15
小学生に知ってほしい生活
習慣

全ての人が健康的で幸せに暮らすため、子ども世代に取り組んでほ
しい食生活や生活習慣について、分かりやすくお話しします。

健康づくり課

◆子育て・教育・文化

番号 テーマ 内　　容 担当課

16
初心者向け
写真の撮り方教室

「写真って何？」「どうやったら上手に撮れるの？」など初心者の
抱える写真の疑問に答える教室です。

広報広聴課

17 校区の歴史について 市内小・中学校の各校区における歴史、文化について解説します。 文化振興課

18 陶芸館　出張陶芸体験

陶芸館職員が会場へ出向いて、作陶の指導・体験講座を行います。
1人500ｇ程度の粘土を使用し、手びねりによりお茶碗や湯呑、皿な
どを作ります。作品は陶芸館で預かり、乾燥後素焼き、施釉し本焼
きを行います。
（引き渡しまでに約３か月かかります）
作陶に必要な器具は陶芸館で用意します。
※別途粘土代１人700円・完成品郵送料（陶芸館窓口にて引き取り
の場合無料）がかかります。

文化振興課

19
図書館利用ガイド　図書
館ってどんなところ?

「図書館ってどんなところ?」　図書館の機能や役割、利用方法につ
いて説明します。また、本についている分類番号の秘密、図書館に
ある資料などを紹介します。

図書館課

◆観光・産業

番号 テーマ 内　　容 担当課

20 舞鶴のイイトコ大紹介！
小学生～中学生向け「私達のふるさと舞鶴」のイイトコ紹介！！赤
れんがパークをはじめ、引揚記念館や田辺城資料館など、まちの歴
史と共に紹介します。これを聞けば「舞鶴博士」になれるかも？！

観光振興課

21 語り継ぐ引き揚げの歴史

13年間にわたり、引揚港として約66万人の引揚者を迎え入れたまち
舞鶴の果たした役割や、ユネスコ世界記憶遺産登録資料に込められ
た思いなど、語り継いでいかなければならないシベリア抑留や引き
揚げの歴史などについてお話しします。

引揚記念館

新
規

22 舞鶴市の企業について
舞鶴市内の魅力ある企業について紹介します。
また、舞鶴市内の企業の方にもゲストスピーカーとしてお話しして
いただきます。

産業創造・雇用促進
課

23 舞鶴特産の野菜を学ぶ
舞鶴の特産品の歴史や特徴、育て方やおいしい食べ方などを紹介し
ます。

農林水産振興課

24 舞鶴市の水産業

舞鶴市内の小学校３年生が、京都府漁業協同組合が開設している舞
鶴地方卸売市場の見学（ふるさと学習、社会学習）をする際の事前
（事後）学習として、舞鶴市の水産業について、漁獲するところか
ら、魚を選別・運搬し、市場でセリが行われ、最終的に学校給食の
食材となり、子どもたちが食すところまでを順番に説明するもので
す。

農林水産振興課
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◆安全・安心・快適

番号 テーマ 内　　容 担当課

25 災害から身を守る
災害（大雨、台風、地震、津波、原子力）についての基礎知識と
もしもの時に備えて普段から心掛けておきたい事をお話しします。

危機管理・防災課

26 道と川の話
道や川の働きや整備など、子どもにも分かりやすい内容で説明しま
す。

土木課

27
安心安全な水づくりと下水
道のしくみ

水道水をつくるしくみ、下水道の役割について説明します。 経営企画課

28 消防の仕事 消防の仕事、出動体制などについてお話しします。
消防本部消防総務
課・警防課

29 防火に関すること
防火講話や防火DVDの上映、消火器の取り扱い要領、幼児対象の防
火アニメの上映など。

消防本部予防課

30 火災をおこさないために
電気火災、ストーブ火災などについて、DVDや火災実験の映像を見
ていただくことにより、火災の怖さ、住宅用火災警報器設置の大切
さなどを学んでいただきます。

消防本部予防課

31 応急手当・心肺蘇生法
けがなどをしたときの対処方法、心肺蘇生法の方法などを学んでい
ただきます。

消防本部救急救助課

3



年 月 日

年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

  ※メニューにない講座を希望される場合は、具体的に記入してください。

番号

テーマ名

住    所

「まちづくり出前講座～子ども向けメニュー～」注文書　

第１希望

 申 込 日

 学校又はグループ名

 人    数

番号

テーマ名

令和

 希望日時

名    称 会    場

第２希望

令和

氏    名

住    所

電    話

 連 絡 先

人

令和

第２希望

ファクス

第１希望

電    話

※ 太枠内を記入してください。

 備    考

 テ ー マ

政治・宗教・営利活動に該当しないことを誓約し、以下のとおり申し込みます。

 ＊｢まちづくり出前講座｣に関するお問い合わせは、

    舞鶴市役所 市長公室　広報広聴課（電話：６６－１０４１、ファクス：６２－７９５１）へ。

日程、メニュー等の詳細が決まり次第、実施通知書を送付いたします。



まちづくり出前講座～子ども向けメニュー～
令和４年６月改訂
担当：舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

電話：66－1041、ファクス：62－7951
ホームページ

（https://www.city.maizuru.kyoto.jp/）

注文お待ちして

います!!


