
2016.4

・講座を計画

・申し込み

・担当課と調整

・グループへのご連絡

・出張講座開催

　　大町市生涯学習のまちづくり推進本部 事務局
　　（教育委員会 生涯学習課 生涯学習･青少年係）
　　　0261-22-0420 （内線 622）

　市の部長・課長・係長や、保健師・学芸員など専門職員・専門指導員があたります。
■講師には？

　出張講座のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　OMACHI

■「ここが知りたい！！」「あそこがみたい！！」
　市役所の仕事を１２７の講座にメニュー化しました。市が行なっている仕事の中で、皆さんが知り
たい内容、聞きたい内容をメニューから選んで、お申し込みいただければ、市職員が講師となって
皆さんの町やグループへお話をお届けします。もちろん、メニュー以外の内容でもご要望に合わ
せてお話をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

■出張講座のお申し込み方法

　原則として５人以上のグループ（分館、サークル等）で、「出張講座メニュー」を参考にして講座を
計画してください。

　実施したい日から１０日以上前に電話か窓口で日時・内容等を直接お伝えいただくか、「出張講
座職員派遣申請兼派遣依頼書」に必要事項を記入して、生涯学習のまちづくり推進本部（事務
局：教育委員会 生涯学習課 生涯学習・青少年係）へ申し込みます。

　受け付け後、担当課と日時・内容等を調整し、講師として派遣する職員を決定します。

　担当課と調整した内容等、講師の氏名をグループへご連絡いたします。

■講座の目的は？
・市の行う業務をご説明し、地域への学習援助を行います。
・市政への理解とまちづくりへの参加を期待します。

■講師料は？
　無料です。お気軽にお申し込みください。

■講座の開催時期は？
・平日・休日を問わず、夜は９時までの間に派遣いたします。
・担当課の業務や講師となる職員の日程などの調整で、希望に沿えない場合もあります。ご了承
ください。

■開催にあたって？
・政治・宗教・営利を目的とした講座には派遣できません。
・出張講座では、質疑や意見をお受けいたしますが、苦情を言う場にはならないようにご協力くだ
さい。

■お申し込み・お問い合わせ



長野県大町市

No. 講　座　名 担　当
1 一日市長(市長､副市長のしごと) 
2 市の表彰制度
3 姉妹都市･友好都市のはなし
4 地方自治法の解釈と市の条例
5 選挙制度と選挙管理委員のしごと
6 情報公開とプライバシーの保護
7 市政のあらまし
8 まちづくり･･･市の総合計画
9 土地利用計画
10 ふるさと融資制度
11 数字が示すまちのようす
12 アルプス囲碁村づくり
13 市の台所事情
14 市の財産
15 市の温泉利用
16 行政改革
17 自治会活動について
18 町が財産を取得するとき･･･認可地縁団体
19 広報紙･会報づくりのノウハウ
20 市民参加と協働のまちづくり
21 市民活動の進め方（組織運営・助成金獲得・ＮＰＯ法人化など）
22 男女共同参画社会
23 定住促進プロジェクト
24 広域行政のしごと 北アルプス広域連合
25 土地開発公社のしごと 土地開発公社
26 税のしくみ
27 賦課と徴収
28 所得申告と手続き(2/10～3/15の間は派遣できません)
29 防災のまちづくり･･･防災計画

30
火災を防ごう
(出前防災教室､消火器･消火栓の正しい取り扱い方､正しい通報の仕方など)

31 まちの防犯･･･市の防犯
32 救急応急手当て
33 普通救急法の知識･技術
34 消防署見学､消防相談
35 ビデオ撮影と編集 情報交通課
36 ライフサイクルに応じたいろいろな手続き

37
じょうずなお医者さんのかかり方
(国民健康保険･高齢者の医療･福祉医療のしくみ)

38 国民年金のしくみ
39 交通安全対策
40 交通災害共済制度
41 消費者トラブルについて
42 健康講座
43 出産と子育てについて
44 家庭でできる水質浄化
45 ごみの減量化とリサイクル
46 地球温暖化のはなし
47 環境プラントの仕事 環境プラント

生涯学習のまちづくり出張講座メニュー

まちづくり交流課

企画財政課

庶務課

税務課

消防防災課

市民課

中央保健センター

生活環境課



No. 講　座　名 担　当
障がい者(児)福祉のはなし
(1)身体障がい児者の福祉
(2)知的障がい児者の福祉
高齢者福祉のはなし
(1)住宅福祉
(2)在宅福祉
(3)介護保険

50 シルバー人材センターのしごと
51 老人クラブの活動

社会福祉協議会のしごと
(1)社会福祉協議会の活動
(2)ボランティア活動
(3)小地域福祉ネットワークづくり

53 児童福祉のはなし
54 家庭児童相談室のしごと
55 母子･寡婦福祉のはなし
56 発達障がい者サポーター養成講座
57 森からの恵み
58 市の農業のはなし
59 お米のはなし
60 農業委員会のしごと 農業委員会
61 道路について
62 水路、河川について
63 水利用の現況
64 都市計画について
65 建築確認、市営住宅について
66 議会の役割と議員の役割
67 議会傍聴･･･体験学習
68 市の工業のはなし 産業立地戦略室
69 市の商業のはなし
70 中小企業の振興のはなし
71 地場産業のはなし
72 市の労働環境のはなし
73 中心市街地の活性化
74 市の観光基本計画
75 市の観光の現状
76 観光資源､観光施設ガイド
77 温泉利用､スポーツアミューズメントハウスのはなし
78 市の水道のはなし
79 下水道のしくみや役割
80 大町市の下水道事業
81 会計管理者のしごとと会計業務 会計課
82 教育委員会制度と教育行政のしくみ
83 生涯学習における学校教育の役割

市の学校運営
(1)学校施設の現状
(2)学ぶための援助制度･･･就学指導､援助･奨学金

85 いきいき学習エンジョイライフ･･･市の生涯学習
青少年の健全育成
(1)子ども会と子ども会育成会の活動と実践
(2)青少年センターの役割と補導委員の活動

子育て支援課

農林水産課

建設課

52

48

49

福祉課

議会事務局

商工労政課

84

86
生涯学習課

観光課

上下水道課

学校教育課



No. 講　座　名 担　当
87 学習施設いろいろ
88 差別のない明るいまちづくり
89 発掘調査からみた郷士のようす
90 ふるさとの歴史
91 郷士の文化財と文化財めぐり
92 勾玉作り体験など
93 公民館のしごとと分館活動 公民館
94 イベント開催のノウハウ 文化会館
95 楽しい図書館利用(活用)法
96 子どもの本と読み聞かせ
97 楽しい読書会のすすめ
98 なんでも聞いてみよう･･･情報サービス(調査相談) 
99 本の紹介･･･赤ちゃんから一般まで
100 生涯スポーツの推進と社会体育の役割
101 あなたの体力だいじょうぶ？･･･各種体力測定会
102 ニュースポーツを体験してみよう
103 ヨットやカヌーの乗り方
104 市の体育施設と利用方法
105 山岳博物館のしごと
106 ライチョウの生活
107 温暖化とライチョウ
108 身近な野生動物とのつきあい方
109 昆虫の体のつくり
110 北アルプスの高山蝶
111 植物－花のしくみ－
112 絶滅危惧植物の生活
113 居谷里・親海湿原の植物の生活
114 大北地方の巨樹・巨木めぐり
115 北アルプスの山岳文化（登山史などを含めた総論・各論）
116 北アルプス山岳文化史跡めぐり
117 星空観察（天体望遠鏡で月・惑星・星雲などを観察）

118
宇宙の話
（太陽系の惑星の大きさや位置関係から宇宙の大きさを体感する）

119
工作体験
（ブーメラン・ガリガリトンボ・水ロケットなど。材料代実費100円から）

120 科学実験（空気・静電気など）
121 パズル体験･･･脳の活性化にいかがですか？（博物館展示パズルの出前）

122 地域における公立病院の役割
123 病院施設を見学しよう
124 大町病院の診療のしくみと受診の仕方
125 専門技術のしごと
126 訪問ステーションのしごと
127 市民農園について 美麻支所

図書館

生涯学習課

体育課

文化財センター

山岳博物館

エネルギー博物館

総合病院


