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申込み対象者 備　考

講座の内容 備　考

利用できる時間 備　考

費　　　　　用 備　考

説　　明　　者 備　考

会　　　　　場　　　 備　考

その他ご注意 備　考

申し込み方法 備　考

問い合わせ先

　 「まちづくり出前講座」は、町民の皆さんが開催する集会などに町職員がお伺いして、
町の仕事や施策、暮らしに役立つ内容などをご説明し、町政への理解を深めていただく
とともに、皆さんの学習機会の充実を図ることを目的として行います。

自治会やグループなどで、
開催してみませんか？

☆ 利 用 案 内 ☆

原則として、５人以上の町民参加が見込まれる団体やグループを対象とします。
（自治会や町内会、老人クラブ、納税組合、ＰＴＡ、各種サークルなど）

メニュー表の中からお選びください。
※メニュー表にない講座を希望する場合は、事前にご相談ください。

年間を通じて（祝日と年末年始を除く）午前９時から午後９時までの間とします。
講座の時間は、質疑・応答を含めて、１講座１時間以内とします。

無料です。ただし、教材費や資料代など実費が必要な場合があります。

講師は、メニューを担当する課等の職員が行います。

会場は、申込者が町内に用意して下さるようお願いします（使用料を含む）。
各集落の集会施設や公共施設などが望ましいかと思います。

●公の秩序や善良な風俗を乱す場合や、政治や宗教、または営利を目的とした
催しなどを行う場合は、お断りさせていただきます。
●この講座は、行政に対する苦情や陳情などを行う場ではありませんので、ご
理解願います。
●業務の都合により、日時の変更や中止などをお願いする場合があります。

田子町役場 政策推進課 担当：山内
電 話：０１７９－２０－７１２７
Ｆ Ａ Ｘ：０１７９－３２－４２９４
メール：takko0104a@town.takko.lg.jp

田 子 町

一覧表から希望する講座を選び、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、開催
を希望する日の１４日前を目安に、持参・ＦＡＸ・郵送・メールのいずれかの方法
でお申し込みください。※申込書は、役場政策推進課で直接受け取るか、町の
ホームページからダウンロードして下さい。



No 分　野 講　座　名 講　座　の　内　容 担当課等

1
田子町情報公開制度に
ついて

田子町の情報公開制度、行政文書の開示請求の方法
などについて説明します。

2 町の財政について
現在の財政状況や健全化に向けた取り組みなどを説
明します。

3 長期総合計画について
町の基本計画である田子町総合計画について説明し
ます。

4 田子町の広報 広報たっこが発行されるまで

5
統計から見える田子の
姿

田子町の「過去、現在、未来」を様々な統計指標か
ら解説します。また、統計の手法や生活への役立て
方について説明します。

6 男女共同参画って何？
身近なところから男女共同参画とは何かを一緒に考
えてみませんか。

7
協働のまちづくり条
例って何？

まちづくりを進めるための大切な考え方や共通の
ルール、仕組みをまとめたものです。これからのま
ちづくりを一緒に考えてみませんか。

8
地域おこし協力隊につ
いて

国の推進事業である『地域おこし協力隊制度』につ
いて説明します。

9 町税のあらまし 税の種類と課税のしくみ

10 納税貯蓄組合について 納税貯蓄組合の役割と活動状況

11 戸籍の届け出について 結婚、出産、死亡などの手続きについて

12
住民登録と印鑑登録の
仕組み

①転出、転居など、どのような届け出が必要か
②印鑑登録できる印鑑と手帳を紛失したら

13 自治会活動について 自治会の役割と活動の支援制度について

14
田子町の防災対策につ
いて

田子町防災計画の概要、一人ひとりが実施すべき日
頃の備え、災害時の対応等について説明します。

15 自主防災組織について 自主防災組織の役割、活動等について説明します。

16
交通安全・防犯活動に
ついて

①交通安全や防犯活動体制・活動状況について
②チャイルドシートの活用について

住民課

17 福祉制度について
国民健康保険制度、退職者医療、医療費の適正化に
ついて

18
高齢者の医療制度につ
いて

後期高齢者医療について

19 子育て支援について
町が実施している子育て・母子に関連する福祉サー
ビスの内容(保育園の運営・各種手当など)

20
障害者福祉制度につい
て

障害者自立支援サービスの内容・利用申請手続き、
障害手帳交付手続き、各種手続きなど

21 国民年金について 年金の仕組み、年金受給の手続きなど 住民課

22 介護保険教室
介護保険制度のしくみ、要介護認定から介護サービ
ス利用までの流れ、介護サービス利用に要する費用
等、介護保険全般についての講座

23 健康教室
血圧・骨密度測定。生活習慣病予防に関する講話。
また、糖尿病、高脂血症、高血圧病等の疾病別予防
等、地域の要請によって内容を変更します。

24 食生活改善教室
特定保健指導対象者、それに準ずる者及び希望する
者等に対し、血液採取による分析を行い、食生活改
善の講話や個別指導等を実施します。

25 子育て講座

①乳幼児の食事、運動、生活習慣、病気の見分け方
について
②育児の悩み相談
③子どもの事故の応急措置の方法

行政全般

政策推進課

税務課

住民課

総務課

防災・安全

住民課

総務課

地域包括支
援課

健康・福祉

地域包括支
援課



No 分　野 講　座　名 講　座　の　内　容 担当課等

26 介護予防教室
生活機能のチェック。転倒骨折予防。口腔機能低下
予防等に関する講話

27 認知症予防教室

認知症についての学習機会の提供と、要介護状態の
予防と進行を遅らせることを目的とした教室です。
主に脳トレやレクリエーションなどにより、閉じこ
もりを防ぎ、認知症予防を目指す内容です。

28
認知症サポーター養成
講座

認知症についての正しい理解と知識を持ち、、認知
症の方やご家族を温かく見守る応援者「認知症サ
ポーター」を養成する講座です。受講者には、テキ
ストと認知症サポーターの証である『オレンジリン
グ』を進呈します。
１人でも多くの方が応援者になれば、認知症になっ
ても住み慣れた地域で安心して暮らせることにつな
がります。

29 ラジオ体操教室
健康な体づくりを目的に、効果的なラジオ体操の指
導を行います。講師は、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操
連盟公認のラジオ体操指導員となります。

教育課

30 田子町の観光について 田子町の観光地、イベント紹介

31
田子町の農業振興地域
について

農振農用地の変更手続きについて説明します。

32
経営所得安定対策につ
いて

当該制度の概要と申請事務等について説明します。

33
田子町の農業振興につ
いて

たっこにんにくの生産振興について説明します。

34 農地制度について
農地の売り買い・貸し借り、また宅地などに転用す
るには農地法の手続きが必要です。
農地制度について説明します。

農業委員会

35
家庭でできるごみの減
量化

ごみの減量化とリサイクルの推進について

36
コミュニティバスの運
行について

①時刻表や運行の仕組みについて
②運行状況や利用状況について

37
合併処理浄化槽の助成
制度について

合併処理浄化槽の設置助成と手続きの仕方について

38
県境産廃不法投棄事案
について

①これまでの取り組みと今後の事業予定などの説明
②現地見学

39
中山間地域直接支払制
度について

制度の概要と取組み事例について紹介します。 産業振興課

40 町道の除雪について
①除雪のしくみについて
②地域や町民への除雪協力について
③歩道除雪機の貸出、融雪剤の散布について

41
田子町の道路や河川、
水路について

①道路の管理のしくみ（国、県、町、私道）
②河川、水路の管理のしくみ
③田子町の道路等の整備計画について

42
田子町の水道事業につ
いて

①水が出るまでのしくみ、水質管理について
②使用水量のお知らせの見方と管理方法について
③水道各種届について

建設課

43
田子町の国際交流の取
り組みについて

町がこれまで進めてきた国際交流の概要について説
明します。

政策推進課

44
田子高校支援制度につ
いて

町が実施する入学祝い金や医療費助成事業の他、田
子高校生への支援策を重点的に説明（郷土芸能部支
援、奨学資金制度、後援会への助成内容等）

45
総合型地域スポーツク
ラブについて

総合型地域スポーツクラブ「スポネットたっこ」の
紹介と、現在の活動状況をお知らせします。

産業振興

産業振興課

地域包括支
援課

健康・福祉

建設課

住民課

住民課

教育課

地域整備
・生活環境

教育文化



No 分　野 講　座　名 講　座　の　内　容 担当課等

46
体育施設、公民館の利
用について

①教育委員会で管理施設の利用の仕方について
②公民館活動の概要について

47
スポーツ・文化活動な
どについて

①町内のスポーツ活動の概要とすすめ
②町内の文化活動の概要とすすめ
③田子町の文化財の概要について

48 親子ふれあい教室

子育ての支援を目的に、「親子で作ってあそぶ」
「ふれあい体操」「廃品を使って工作あそび」など
親子でできるふれあい教室等により子育てのサポー
トをします。

田子幼稚園

49
図書館見学
※この講座は来館
　見学です

図書館の利用方法、本の探し方など、図書館の魅力
について説明します。
【見学時間】
（平日・土曜日）１０：００～１８：００
（日曜日）　　　１０：００～１６：００
 ※月・火曜日、第４木曜日は休館日となります

図書館

50 わかりやすい選挙制度
政治への参加や選挙で投票することの大切さ、選挙
活動や投票の仕組み等全般について説明します。

選挙管理
委 員 会

51
町議会のしくみと活動
の状況

①町議会の役割や構成は
②田子町議会の活動の状況など

議会事務局

 

【出前講座開催までの流れ】

　 ※講座メニューは、適宜追加の予定ですが、一覧表にない講座内容もご相談に応じます。

その他

教育課

教育文化

①メニューから選ぶ

１４日前に申し込む

②出前の申し込み ③開催に向けた検討 ④講座開催

政策推進課で受付
担当課で日時や
内容を調整

集会施設・公民館・
学校など

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、出前講座

の開催にあたって、以下の事に注意して頂きます。

・参加者のマスクの着用

・参加者の手洗い、消毒の徹底

・換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底

・多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮

・近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える

※開催時期、開催内容によっては、出前講座の延期や中止

をお願いする場合があります。


