
№ 講　座　名 内　　　容 所要時間
（予定） 担当課

1 山県市の行政組織について 市役所の組織と主な業務 60分

総務課
2 山県市の防災対策について 市が実施している防災対策の概要 60分
3 選挙について 選挙制度のしくみ 60分
4 交通安全教室 子ども・高齢者の交通安全指導 60分
5 山県市の行政改革について 第4次山県市行政改革大綱の概要 30分

企画財政課

6 男女共同参画社会について 男女共同参画社会促進に向けて考える 30分
7 山県市の財政状況 地方財政のしくみと市の財政状況、当初予算の内容 30分
8 山県市の公共交通 市内の公共交通の全体概要、利用実態、今後の課題など 30分
9 山県市の地方創生について 「山県市まち・ひと・しごと創生総合戦略」についてなど 30分

10 山県市まちづくり基本条例に
ついて 山県市まちづくり基本条例の逐条解説についてなど 30分

11 租税教室 税のしくみのほか、役割や使いみちなど
（身近な例を挙げ、ビデオを用いながら税の必要性を学習） 45分

税務課
12 住民税のあらまし 個人住民税の概要 60分
13 固定資産税のあらまし 土地・家屋・償却資産の概要 60分
14 市民環境課窓口業務について 窓口における各種証明申請 60分

市民環境課

15 国民健康保険制度について 国民健康保険制度の内容 60分
16 国民年金制度について 国民年金の基礎知識 60分
17 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度の内容 60分
18 ごみの減量化とリサイクル ごみの出し方と分別収集方法の説明 60分
19 クリーンセンターの仕事 市の家庭・事業所などで出るごみの処理方法と業務 60分
20 障がい者福祉について 障がい者福祉のあらまし 60分

福祉課
21 高齢者福祉サービスについて 各種サービスの概要 60分
22 すくすく子育て講座 子どものしつけや子育てアドバイス 30～60分

子育て
支援課23 歯とお口の健康学習会 講義、ブラッシング指導、唾液検査、歯垢検査など 45～90分

24 子育て支援について 子育て支援と保育サービス 60分
25 精神保健福祉について 精神障がいの特性と対応について、心の健康づくり 30～60分

健康介護課

26 介護保険制度 制度の概要・利用と地域包括支援センターの役割 30～60分
27 認知症サポーター養成講座 認知症の基礎知識と地域での見守りについて考える 60分
28 生活習慣病を予防しよう 日頃の生活習慣が引き起こす病気とその予防法・改善法 30～60分

29 フレイル（虚弱）予防講座
転倒予防・筋力アップのための運動、口腔機能をよりよ
く保つための学習・口腔ケアなどの手法、高齢期の食生活、
認知症予防など

30～60分

30 健康に過ごすための食生活に
ついて 健康に過ごすための食生活のヒントを学ぶ 30～60分

31 農地法の基礎知識 農地の権利移動、転用申請など 30分
農林畜産課

32 農業用ため池「伊自良湖」につ
いて 農業用ため池「伊自良湖」の概要 30分

平成30年度
生涯学習まちづくり出前講座・ふれあい市民講座メニュー

〈まちづくり出前講座〉
　市職員が講師となり、行政の取り組みや情報などを皆さんに分かりやすくお届けします。ぜひ利用してください。
■対　　象　学校、子ども会、老人会など10人以上で構成された団体・グループ
■日　　時　開庁日（土・日・祝日を除く）9時～17時
■申込方法　実施予定日の1カ月前までに、申込書を生涯学習課または各中央公民館へ提出してください。
　　　　　　申込用紙は、生涯学習課と各中央公民館にあります。　※市HPからもダウンロードできます。

問生涯学習課　℡22－6845
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№ 講　座　名 内　　　容 所要時間
（予定） 担当課

33 山県市の道路・河川・砂防 市内道路・河川・砂防の概要 60分

建設課
34 楽しく遊ぼう安全に

～公園の役割と利用について～ 市内の公園の概要と安全で楽しい公園の利用方法 60分

35 木造住宅の耐震化って何する
の？ 必要性と工事方法について 60分

36 東海環状自動車道の話 東海環状自動車道の計画、役割、効果 60分

37 都市計画って何？ 都市計画、まちづくりの概要 30分 まちづくり・
企業支援課

38 水道のしくみ 水と暮らし、水のしくみ 45分
水道課

39 下水道のしくみ 下水道のしくみと処理施設 45分
40 市内の小中学校の紹介 市内の小中学校の活動〈特色〉の紹介 30分

学校教育課
41 児童・生徒理解について 小中学校の不登校などの様子や家庭と学校の連携のあり方 30分

42 山県市地域史講座 地域の歴史
※依頼に応じて内容をコーディネート（屋内講座・野外探訪とも可能） 30分

生涯学習課

43 山県市の生涯学習 市の生涯学習事業の紹介 30分
44 人権啓発講座 さまざまな人権に関する今日的な問題を理解する 30分
45 図書館利用案内について 図書館の利用と館内案内 30分
46 絵本等読み聞かせ 乳幼児および児童生徒を対象にした絵本などの読み聞かせ 30分

47 古田紹欽記念館利用案内につ
いて 古田紹欽記念館の利用と館内案内 30分

講　座　名 内　　　容 講師名 開催日・条件など

1 お茶、お花サークル 堅苦しくない雰囲気でお茶、お
花を体験。 山口　久美子 いつでもどなたでも

2 ゆかたの着付け 自分でゆかたを着て盆踊りや花
火大会に出かけませんか。 鷲見　きた子 いつでもどなたでも

3 服部カラオケ教室
歌の奥深さを歌謡曲基礎から分
かりやすく指導。歌が上手にな
る根本指導

服部　信夫
年齢性別は問いません。
月～日曜日なるべく時間は合わせま
す。

4 山県の「よさ」を
見つける

山県の自然、歴史、文化などの「よ
さ」を調査、研究し、多くの人々
と見学、交流する。

山県の「よさ」を
見つけましょう会
代表：西村覺良

毎月第3土曜日　9時30分～正午
偶数月：調査、研究
奇数月：見学
会場：公民館

5 子育てについて 幼児、小学生の発達と子育て 石橋　剛
幼児・小学生をもつ保護者ほか、その
家族
開催日は希望に応じます。

6 禁煙出前講座 禁煙について、DVD上映と講演
会など

山県市薬剤師会
代表：原田昭治

20～65歳ぐらい、5人以上で、禁煙
に興味のある組織、団体など
開催日は要相談

7
自己免疫力をどんどん
あげて自分の健康を自
分で作ろう！

近年の日本の食生活を見直し、
自己治癒能力を高めよう。

木田　裕美
（看護師）

どなたでも受講が可能です。　　　　
開催日と時間は早めに相談してくださ
い。

※消防広域化による組織機構の再編に伴い、山県市消防署が行っていた「救急救命講習」「消防関係実技・講習」については今後、
　岐阜市消防本部山県消防署（℡22-0119）まで直接問い合わせてください。

〈ふれあい市民講座〉
　市民の皆さんが講師を務める出前講座です。
　申込方法などは市のまちづくり出前講座と同じです。参加者が少人数でも講師との調整により開催可能です。
■費用　講師料1,000円（別途材料費などが必要な場合があります。）
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