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○個別テーマ 
・くらしに身近な問題などの個別テーマを設けています。 

・各事業を担当する職員が分かりやすく説明させていただきます。みなさんのご意⾒を

お聞かせください。 
 
（内容） 
 

・オンラインでも対応できますが、内容等から対応できないものが一部あります（オンライン出前トーク対
象外と表記）。 

・テーマによっては、PC、プロジェクター、スクリーン、DVD プレーヤー等の準備をお願いする場合があり
ます。 

 

        
市政のしくみ  

テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

29 
神⼾の国際交流 
 

〇国際化の歴史 
〇姉妹都市等との交流 
〇国際戦略と取り組み 
 

30 

個人情報保護のしくみ 

〜プライバシーを守る〜 

○個人情報の保護 
・収集の制限、適正な維持管理、⽬的外利⽤、

提供の制限 
○情報の開示等の請求と、決定に不服がある 

場合の救済措置 
○事業者の責務と市⺠の責務 
 

31 
⼤都市⾏政と広域連携 

〇政令指定都市の課題 
〇地⽅分権と⼆重⾏政解消に向けた取り組み 
〇新たな⼤都市制度、特別⾃治市 
〇広域連携の取り組み 
 

32 
市会のあらまし 

〇市会のやくめ・しくみ 
〇市会の運営 
〇市⺠と市会 
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神⼾のプロジェクト 

テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

33 

神⼾医療産業都市 
〇神⼾医療産業都市の沿⾰ 

（阪神・淡路⼤震災からの復興プロジェクト） 
〇先端医療の研究や⼿術⽀援ロボット、スーパ

ーコンピュータ「富岳」など、最新の医療技
術について 

〇複数の⾼度専⾨医療機関や健康維持（ヘルス
ケア）に関する取り組み紹介 

 

34 
神⼾空港 

○神⼾空港の概要 
○神⼾空港の利⽤状況と利⽤促進に向けた取り

組み 
 

 
 

 くらし  
テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

35 
スマートシティの取り組み 

〇スマートシティの取り組み 
〇ポータルサイト「スマートこうべ」の概要 
〇ポータルサイトに追加してほしい機能について

意⾒交換 
 

36 

神⼾市のデジタル化（ＤＸ） 
・⾏政⼿続のスマート化 
 
 

〇 「区役所に⾏かなくても、必要な⼿続きがわかる ､
できる」、デジタル社会による⽣活の利便性向上 

〇「e-KOBE︓神⼾市スマート申請システム」の  
概要 

〇デジタルの活⽤が苦⼿な⽅に対する⽀援策 
（デジタルデバイド対策） 

※事前にご希望を伝えていただければ、講座終了
後にマイナンバーカードの出張受付も⾏いま
す。 
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テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

37 

マイナンバー制度 

マイナンバーカード・マイナポイント 
 

〜マイナンバーカードは 
デジタル社会のパスポート〜 

〇マイナンバー制度 
〇マイナンバーカード 

・活⽤事例（特別定額給付⾦・マイナポイント
第１弾） 

・今後の活⽤（健康保険証・⾏政⼿続きのスマ
ート化など） 

〇マイナンバーカードの申請⽅法・申請窓口 
〇マイナポイント第２弾について 

・マイナポイント第２弾の内容 
※事前にご希望を伝えていただければ、講座終了

後にマイナンバーカードの出張受付も⾏いま
す。 

 

38 

身近な税⾦（市税）の種類と 
しくみ 

〜市税のあらまし〜 

○市税の種類とそのしくみ 
（市税の種類） 

・個人の市⺠税・法人の市⺠税 
・固定資産税・都市計画税 
・軽⾃動⾞税 
・市たばこ税    
・入湯税 
・事業所税 

39 神⼾市営地下鉄のあらまし 
〇神⼾市営地下鉄の歴史 
〇運⾏状況 
 

40 
くらしと選挙 

〜主権者としての⾃覚と 
政治意識を⾼めるために〜 

○⺠主主義と選挙 
○選挙制度のあゆみ 
○選挙のしくみ 
○明るい選挙の実現をめざして 
 

 
 
安全・安心 ※防災関係のテーマは、ジャンル<防災> 26 ページにあります。 

テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

41 

あなたのまちの交通安全 
〇交通事故の発⽣状況 
〇⾏政の取り組み 
 ・横断歩道合図運動 

・歩⾏者優先思想普及啓発 
・歩⾏者の交通違反防⽌など 

〇ルール・マナーの啓発（⾃転⾞等も含む） 
 

42 
みんなでつくろう︕ 

犯罪のないまち神⼾︕ 

〇防犯カメラ事業（直営・補助）の案内 
〇⻘⾊防犯パトロール事業の案内 
〇県警と連携した防犯対策など 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

43 

火災から命を守るために 
○もしも火災になったら 

・初期消火、通報、避難 
・住宅⽤防災機器 
・消防⽤設備（⾃動火災報知設備やスプリンク

ラーなど） 
○火災を防ぐために 

・あんな火事、こんな火事 
○放火されないために 

 

44 

神⼾市の救急 
○救急⾞の出動状況 
（年間の出動件数、区の状況、事故種別 など） 
○神⼾市の救急医療体制（一次、⼆次、三次救急） 
○救急⾞の配置状況や救急救命⼠乗務状況 
○救急⾞の適正な利⽤ 
○消防局の最近の取り組み状況 

・１１９番通報時の応急⼿当の指導 
・消防⾞と救急⾞のペア出動 
 

45 

家庭内での事故予防 
（熱中症、ヒートショック予防含む） 

○家庭内で頻繁に発⽣する事例及び予防対策 
・階段からの転倒、転落 
・居間、廊下等で滑って転倒 
・熱湯、鍋などでのやけど 
・幼児の異物誤飲、⾼齢者ののど詰め 
・（夏季）熱中症予防 
・(冬季)ヒートショック予防 
 

 
 

健康・保健 
テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

46 
お医者さんへのかかり方 

〇上⼿な医者のかかり⽅ 10 箇条 
〇医療安全相談窓口の紹介 
〇医療制度や医療体制 
 

47 
お薬を正しく安全に 

使っていただくために 

〇セルフメディケーションのポイント 
〇かかりつけ薬局、薬剤師を持とう 
〇薬の主作⽤、副作⽤ 
 

48 
精神保健福祉の現状と 

神⼾市の取り組み 

〇精神障害の理解と対応 
〇相談窓口（相談体制）と制度 
〇精神障害者の地域移⾏⽀援と地域定着⽀援 
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

49 
神⼾いのち⼤切プラン 
〜あなたもゲートキーパー(命の⾨番)〜 

〇ゲートキーパーの役割 
〇⾃殺のサイン 
〇死にたいと打ち明けられたら 
 

50 
神⼾市の⾷育の取り組み 

〇神⼾市⾷育推進計画（第 4 次） 
・市⺠の⾷育に関するアンケート調査結果 
・⾷育推進の取り組み 
 

51 

⾷品の安全・安心の取り組み 
〜⾷中毒、輸入⾷品、遺伝⼦組み換え〜 

〇⾷中毒はどうして起こるのか︖ 
〇家庭ですべき⾷中毒の予防ポイント 
〇外⾷で気をつけたいこと（⾷肉類の⽣⾷の危

険性など） 
〇輸入⾷品って︖ 
〇遺伝⼦組み換え・ゲノム編集⾷品 

 

52 
知っておきたい  

⾷品の栄養成分表示 

〇⾷品表示法における栄養成分表示の⾒⽅ 
〇健康づくりのための栄養成分表示の活⽤⽅法 
 
 

53 
蚊の対策はお済みですか︖ 
〜殺⾍剤を使わない蚊対策〜 

〇蚊の⽣態 
〇蚊の発⽣を抑える対策 

・環境整備で発⽣源をなくそう 
〇蚊に刺されない対策（蚊から⾝を守ろう） 
 

54 

人と犬猫の共生を目指して 
 
〜⽝猫好きな人も、苦⼿な人も、 

共に⽣きるまちづくり〜 

〇人と⽝・猫が共に暮らすことのできる社会とは︖  
・⽝猫の正しい飼い⽅ 
・飼い主の心構え 

〇神⼾市には「猫の条例」があるんです 
・神⼾市人と猫との共⽣に関する条例 

 ・ガイドライン 
〇「地域猫活動」ってなに︖ 
 ・野良猫の数が増えた 
 ・野良猫のトラブルに困っている など 
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福祉 

テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

55 
高齢者のいきがいづくり 

〇敬⽼パス 
〇⽼人クラブ 
〇KOBE シニア元気ポイント 
〇こうべ⻑寿祭 
 

56 

高齢者施設 
 

〇特別養護⽼人ホーム 
〇介護⽼人保健施設 
〇ケアハウス 
〇認知症⾼齢者向けグループホーム 
〇有料⽼人ホーム 
〇養護⽼人ホーム 
 

57 
認知症神⼾モデル 

〇認知症の人にやさしいまちづくり条例 
〇認知症神⼾モデル 診断助成制度と事故救済

制度 
〇認知症の人とその家族への⽀援 

58 
高齢者・障がい者の 

財産や権利を守るために 

〇こうべ安心サポートセンター 
〇福祉サービス利⽤援助事業（利⽤⽅法と費⽤） 

59 
成年後⾒制度 

〇成年後⾒制度とは 
〇法定後⾒制度（後⾒、保佐、補助）と任意後 

⾒制度の違いは︖ 
〇利⽤⽅法や成年後⾒人の仕事 
 

60 
こども・若者ケアラー 
（ヤングケアラー）の 

実情と支援 

〇こども・若者ケアラーとは 
〇こども・若者ケアラーの実情 
〇こども・若者ケアラーへの⽀援 

※DVD も用いて説明します。 
 

61 

障がいへの理解 
〜私たちにできる最初の一歩〜 

〇障がいをとりまく状況 
〇障害者差別解消法 
〇ほじょ⽝ 
〇障がいに関するマーク 
〇神⼾市みんなの⼿話⾔語条例 
〇私たちにできること（障がいのある⽅を⾒かけ 

たら…） 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

62 
発達障害を理解する 

〇発達障害とは︖ 
〇発達障害の種類と特性 
〇発達障害児者の⽀援 
 

63 
ユニバーサルデザイン  
~みんなにやさしいまちづくり〜 

〇ユニバーサルデザインって︖（UD の考え⽅） 
〇⾝近にあるユニバーサルデザインや神⼾市の

取り組みの紹介  
〇「みんなにやさしいまちづくり」に向けて 
 

64 
知ってみようパラスポーツ  

やってみようパラスポーツ 
 
※オンライン出前トーク対象外 

〇パラスポーツの意義 
〇パラスポーツの紹介 
〇神⼾市が取り組んでいるパラスポーツ 
〇パラスポーツ実技体験 

※DVD も用いて説明します。 
 

 
子育て・教育  

○出前トークの対象は、通常 20 人以上の団体やグループですが、テーマ番号「65」「66」「67」

に関しては、20 人未満でもお申込みいただけます（但し、10 人以上）。 
テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

65 
子どもの居場所 いろいろ   

〇⼦どもの居場所づくり 
〇児童館 
〇学童保育 
〇放課後⼦供教室 
 

66 子育てに協⼒してみませんか 〇ファミリーサポートセンター 
 

67 
知ってください ⾥親制度 〇親と暮らせない⼦どもたちの現状と⽀援 

〇⼦どもにとって家庭が必要な理由 
〇⾥親の種類と役割 
〇⾥親になるには 
 

68 神⼾の教育 
〇教育委員会のしくみ 
〇教育の重点施策への取り組み 
 

69 
神⼾の英語教育      

〇外国語指導助⼿（ＡＬＴ）との英語での 
コミュニケーション活動 

〇⼩学校外国語（英語）の授業例 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

70 

魅⼒あふれる「神⼾の学校給⾷」 
○給⾷ができるまで 
○給⾷ 70 年の歴史 
○給⾷の献⽴作成（栄養価、地産地消、アレル

ギー対応等を含む） 
○魅⼒ある給⾷レシピ 
○中学校給⾷の魅⼒化 

71 
コミュニティ・スクール 

ってなに︖ 
〇コミュニティ・スクール（学校運営協議会）

の設置⽬的・将来像 
〇地域と学校の新たな関係づくりについて 

72 
不登校への支援 

〇不登校の現状 
〇学校の⽀援体制 
〇くすのき教室（教育⽀援センター） 
〇その他の⽀援体制 
〇相談窓口 

73 

神⼾の子供たちを支える 
特別支援教育  

〜一人ひとりに応じた 
教育的⽀援のために〜 

〇特別な⽀援を必要とする⼦供たちへの関わり 
〇連続した学びの場と就学⽀援 
〇特別⽀援教育の取り組み 
〇個別の就学相談まるわかり 

 
 

環境・水  
テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

74 

家庭ごみの出し方を学ぼう︕ 
 

〇家庭から出るごみと資源の分け⽅・出し⽅の 
ルール 
・まず守ってほしいごみ出し基本ルールとは︖ 
・どんな分別があるの︖ 
・分別に迷いやすい品⽬についてお答え 

します︕ 
〇クリーンステーションのカラス対策 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

75 

いつも使っているプラスチック 
どうやってリサイクル 

されているの︖  
〜まわり続けるリサイクル〜 

〇どこに⾏くの︖プラスチック 
・プラスチックごみ問題の現状 
・プラスチックリサイクルの現状と新たな 

取り組み 
〇ごみとして捨ててしまう前に。こんなリサイ

クルの⽅法があります︕ 
・リユースの推進（リサイクルショップ、 

リユースサイトの活⽤のすすめ含む） 
・家財の片づけをお考えのみなさまに 

〇ごみの減量にも取り組もう︕ 
・⾷品ロスの削減 
・コンポスト 
 

76 
⼿軽にはじめるコンポスト 

〇コンポストって何︖いろんなコンポスト紹介
します。 

〇コンポストのはじめ⽅ 
〇ごみ問題の現状と課題を学ぼう 

77 

クリーンエネルギー⾃動⾞に 
ついて学ぶ 
〜電気⾃動⾞の時代が近づいています〜 

 
※オンライン出前トーク対象外 

〇クリーンエネルギー⾃動⾞ってどんな⾞︖ 
〇クリーンエネルギー⾃動⾞の魅⼒ 
〇災害停電時でも安心︕ ⾃動⾞から電気を取

り出せます。 
※実⾞展示（ＥＶもしくはＦＣＶ）も可能 

(駐⾞スペースが必要) 
 

78 
次世代エネルギー 

「水素エネルギー」とは 

〇神⼾のエネルギー状況 
〇⽔素の良いところ、安全性 
〇⽔素のエネルギー利活⽤ 

・燃料電池⾃動⾞など 

79 
新たな温暖化防止対策 

「ブルーカーボン」の役割 

〇ブルーカーボンとは︖ 
〇取り組み状況 
〇事例紹介 
 

80 
神⼾の⼤気・水環境の 

「過去」と「現在」から学ぶ 

〇過去に発⽣した公害事例と市内の⼤気・⽔環
境の現状 

〇環境監視の取り組み 
〇神⼾の海を豊かな海へ 

81 

感じたことありますか︖ 
生きものによる⾃然の恵み 
〜⽣物多様性が⽀える私たちの⽣活〜 

〇こんな動植物が神⼾から姿を消そうとしてい
ます。 

〇⽣物多様性って何だろう︕︖ 
〇⽣物多様性から受ける恵みってどんなもの︖ 
〇「外来種」が増えると問題なの︖ 
〇神⼾市の取り組み 
〇私たちに何ができるの︖ 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

82 

教えて︕神⼾の水道の 
これから＆料⾦のしくみ 

〇これからの神⼾⽔道 
 ・⽔道事業の概況 
 ・事業を取り巻く環境の変化と課題 
 ・⽔道ビジョン 2025、中期経営計画 

・今後の経営の⾒通し 
〇⽔道料⾦のしくみ 

・料⾦のしくみと課題 
・他都市との比較 

83 
おいしい水、安全な水 

〇神⼾の⽔道 
〇おいしい⽔〜⽔ができるまで〜 
〇おいしい⽔の要件 
〇より安全でおいしい⽔を 

84 
下水から生まれる 

エコ資源とは︖ 

〇下⽔道の役割・しくみ 
〇⽔環境と⽔循環、環境保全のかかわり 
〇有効利⽤の取り組み（⽔リサイクル事業、 

消化ガス、太陽光発電、こうべ再⽣リン等） 
 

85 
悪質業者にご用心 

（トイレのトラブル対処法） 

〇下⽔道の使い⽅のマナー 
〇修理の依頼先 
〇悪質業者被害にあわないために 
 

86 

水漏れトラブルの対処法 
（悪質事業者にご用心） 

〇給⽔装置とは  
〇⽔道工事のときの注意点 
〇困ったときの対処⽅法  
〇鉛製給⽔管の留意点 
〇貯⽔槽⽔道とは  
〇寒波への対策 
 

 
 

まちづくり    
テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

87 
都心・三宮の再整備 
 

〇事業の⽬的 
〇進⾏中の取り組み 
〇今後の取り組み 

※DVD も用いて説明します。 
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テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

88  

地域のみなさんと一緒に 
すすめるまちづくり 

○協働によるわがまち空間づくり 
○まちの将来像を描く〜わがまち空間構想〜 
○将来像の実現に向けた具体的⼿法 

・まちづくり協定、地区計画等のルールなど 
○わがまち空間づくりを応援する各種制度 

・まちづくり助成、専⾨家派遣 
 

89 
人⼝減少を⾒据えた 

持続可能なまちづくり 

○都市計画マスタープラン 〜2025 年の神⼾
の将来像〜 

○神⼾市都市空間向上計画（⽴地適正化計画） 
○神⼾の都市計画 
 

90 地域活動に参加しましょう 
〇市内の地域活動の紹介 
〇参加者を増やす取り組みの提案 
 

91  
みんなでつくり守り育てる 

公共交通 

〇市内の公共交通 
〇地域コミュニティ交通 
 

92 
みんなでつくろう建築協定 

〇建築協定とは︖ 
〇建築協定をつくるには︖（認可⼿続き等） 
〇建築協定の更新 
 

93 
須磨海浜水族園・海浜公園 

の再整備 

〇再整備の⽬的と経緯 
〇Park-PFI の仕組み 
〇新しい⽔族館・海浜公園の姿 
 

 
 
みどり・公園  

テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

94 
地域で育むみんなの公園 

 

〇神⼾の花緑の歴史 
〇美緑花ボランティア制度 
〇公園での取り組み事例 
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テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

95 

神⼾公園アラカルト 
①神⼾布引ハーブ園  
②須磨離宮公園 
③相楽園  
④森林植物園 
 

※①のみオンライン出前トーク対象外 

 

①〜④から１つ選んでください。 
①神⼾布引ハーブ園 ハーブはじめよう︕ 

・神⼾布引ハーブ園とロープウェイのお話 
・ハーブって何︖ ハーブって素晴らしい︕ 
・ハーブの簡単レッスン・ハーブティーのす

すめ   
②須磨離宮公園の歴史と王侯貴族のバラ園 

・須磨離宮公園の概要 
・須磨離宮公園の歴史 
・須磨離宮公園の魅⼒ 

③相楽園の歴史と日本庭園 
・相楽園の概要・歴史 
・日本庭園としての相楽園 
・日本庭園・相楽園の魅⼒ 

④森林植物園 森からのたより 
・森林植物園へ⾏こう 
・森の恵み 
 

96 
六甲⼭の歴史や⾃然を知ろう 
 

〇六甲⼭の⾃然・歴史 
〇六甲⼭の緑化のいきさつと歴史 
〇六甲⼭の⾃然（景⾊、植物、⽣き物等） 
〇六甲⼭と市⺠の新しい関わり⽅ 
 

97 
いま、王子動物園が 

おもしろい︕︕ 

○王⼦動物園の歩みと特⾊ 
○王⼦動物園の新たな取り組みなど 
 
 

 
 

すまい  
テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

98 

知って得する︕ 
高齢者の住まい あれこれ 

○「住み続けますか︖」 
⾼齢になっても⾃宅に住み続けるために 
必要なバリアフリー改修などのリフォーム
や防犯対策など 

○「住み替えますか︖」 
⾼齢者住宅・施設の種類や内容、特徴 
※すまいるネットの職員が伺う場合がありま

す。 
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テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

99 

マンション管理状況が 
評価される時代に︖︕ 

〜適正な管理に向けて〜 

〇分譲マンションをとりまく現状、課題 
〇マンション管理適正化法の改正概要 
〇管理計画認定制度とは︖ 
〇神⼾市マンション管理状況の「届出」「情報

開示」とは︖ 

 
 

産業・観光  
テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

100 
神⼾観光の魅⼒を探る 

〜暮らすように旅する神⼾〜  

〇神⼾観光の現状（観光客数・動向） 
〇神⼾のまちの魅⼒ 
〇神⼾の観光コンテンツ 
〇現在の取り組み 
 

101 
「須磨海苔」って知っとう︖ 

〜神⼾の海の恵み〜 

〇神⼾の漁港と捕れる⿂ 
〇須磨海苔 
〇豊かで美しい海 
 

102 
「⾷都神⼾」を楽しもう 

〇神⼾の⾷・農漁業の魅⼒ 
〇「⾷都神⼾」取り組みについて 
〇神⼾⾷材の PR 
 

103 
神⼾ワインができるまで 

〇神⼾市の農業振興とワイン⽤ぶどう栽培に 
取り組んだ背景 

〇ワインブドウ栽培の１年 
〇ワイン醸造とワインのたのしみ⽅ 
 

104 
神⼾ビーフ 

〇神⼾ビーフの定義 
〇神⼾ビーフの歴史 
〇神⼾ビーフのブランド保護 
 

105 
地域の宝︕ 

商店街・小売市場の賑わい 

〇商店街・⼩売市場の重要性と期待される役割 
〇商店街・⼩売市場への⽀援 
 
 

106 
神⼾のファッション産業 

〇ファッション都市・神⼾の歴史 
〇神⼾のファッション産業（各産業について） 
〇ファッション産業振興の取り組み 
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テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

107 
神⼾の⼯業の振興 

〇神⼾経済（工業）の特徴や変遷 
〇中⼩企業⽀援施策 
〇中⼩製造業⽀援施策 
 

108 
神⼾港とクルーズ客船 

〜「客船のまち神⼾」で 
客船に親しもう〜 

○クルーズ客船とは︖ 
○客船誘致の取り組み 
○客船を⾒に⾏こう 
○船の旅・クルーズの魅⼒ 
 

 

 
芸術・文化・スポーツ  

テーマ
番号 

テーマ 主 な 内 容 

109 
神⼾の⽂化財 
 

〇文化財建造物 
〇⺠俗文化財（伝統⾏事・伝統芸能） 
〇北野・⼭本地区の異人館 
 

110 遺跡から学ぶ神⼾の歴史 
〇文化財とは〜埋蔵文化財 
〇神⼾の遺跡を訪ねて（神⼾の遺跡ベスト３） 
 

111 
博物館の上⼿な楽しみ方 

〇展示、展覧会の上⼿な⾒⽅ 
〇講座や普及事業への参加⽅法 
〇割引など優待制度の紹介 
 

112 
小磯記念美術館の 

素敵な楽しみ方 
※オンライン出前トーク対象外 

〇⼩磯記念美術館の概要と利⽤⽅法 
〇⼩磯良平と美術館のコレクション 
〇今年度の展覧会案内 
 
 
 

113 
暮らしの中に図書館を 

〇神⼾市⽴図書館を知る 
〇図書館の様々なサービスに触れる 
〇図書館の使い⽅ 
〇これからの神⼾市⽴図書館 

※DVD も用いて説明します。 
 

114 
⼤規模国際スポーツイベント 

の開催 

〇世界パラ陸上競技選⼿権神⼾⼤会の概要 
〇ワールドマスターズゲームズ関⻄ 神⼾ 

開催の概要 
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⾝近な区の⾏政 

テーマ 
番号 

テーマ 主 な 内 容 

115 
灘区のまちづくり①  

〜区⺠の裏⼭「摩耶⼭」の楽しみ⽅〜 

〇摩耶⼭活性化のための区の取り組み 
〇摩耶⼭でのイベント 
 

 

 

116 
灘区のまちづくり② 

〜灘文化軸・ミュージアムロード 
の魅⼒を探ろう︕〜 

〇灘文化軸・ミュージアムロードとは 
〇灘文化軸・ミュージアムロード活性化のため

の区の取り組み 
〇灘文化軸・ミュージアムロードの⾒どころ 
 

117 
灘区のまちづくり③ 

〜灘の魅⼒の再発⾒-灘百選-〜 

〇「灘百選」とは 
〇灘百選の楽しみ⽅ 
〇灘百選 新たな取り組み「灘⼤学」 
 

118 
兵庫区の取り組み 

〇兵庫区の⼦育て⽀援について 
〇兵庫区の空き家対策、にぎわいづくり、南部

地域の活性化について 
〇兵庫区の多文化共⽣について 

119 ビーチサンダル発祥の地 ⻑⽥ 
〇国産ビーチサンダル製造の歴史 
〇地場産業の活性化や知名度向上の取り組み 
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防災⼒を向上しよう  
〜地震・津波・⾃然災害・集中豪⾬等に備えて〜 

○下記からテーマを選んでください。関連するテーマを複数受講いただくことで、より防災

に対する理解を深めていただくことができます︕  

（テーマ 2 つまで、同一日での実施が可能です。なお、必ずしもご希望に沿えない場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。） 

 
テーマ 
記号 

テーマ 名 主 な 内 容 

120 
阪神・淡路⼤震災の教訓を 
踏まえた⾃助･共助･公助の備え 

〇阪神・淡路⼤震災の状況と教訓 
〇震災後の神⼾市の取り組み 
〇⾃助・共助による災害への備え 
 

121 
南海トラフ巨⼤地震と 

それに伴う津波の想定と備え 

〇南海トラフ巨⼤地震の概要、被害想定 
〇南海トラフ巨⼤地震への備え 

122 
土砂災害を知ろう 

〇神⼾市の⼟砂災害の歴史 
〇⼟砂災害の要因・種類・特徴 
〇日頃からの備え、ハザードマップの⾒⽅ 

123 
あなたの住まいは 

地震が来ても⼤丈夫ですか 

〇住宅の耐震化 
〇マンションの耐震化 
〇神⼾市の補助制度、普及啓発等の取り組み 
 

124 

地震発生︕その時水道は︖ 
○阪神・淡路⼤震災の教訓を活かす 

・⼤容量送⽔管って何︖ 
・⽔道管の耐震化は進んでいるの︖ 
・災害時給⽔拠点って何するところ︖ 
・家では何をすれば良いの︖ 
 

125 神⼾の災害備蓄体制 
〇神⼾市の備蓄体制 
〇市⺠備蓄の⼤切さ 
 

126 

地域で支える災害時要援護者 〇神⼾市における災害時の要援護者⽀援に 
関する条例 

〇地域における要援護者情報の収集⽅法 
〇地域の取り組み事例 
〇地域での取り組みの進め⽅ 
〇福祉避難所 

※説明対象は、主に地域団体になります 

 


