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どこでも講座メニュー 

（出前講座） 

 

 

  

  
生涯学習推進室 生涯学習担当 

  

 
みなさんが「知りたい」「聞いてみたい」と思う和泉市の仕事

や制度について「メニュー」の中から選んでいただき、市職

員が講師として皆さんの地域に出向いてお話します 
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       問い合わせ・申し込み 
    
  〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7 番 5 号 
  和泉市教育委員会 生涯学習推進室 生涯学習担当 
  ℡：0725-99-8161（直通）Fax 0725-41-0599 
  Mail：shougai@city.osaka-izumi.lg.jp 
   

和泉市生涯学習どこでも講座（出前講座） 

 

 

 和泉市生涯学習どこでも講座（出前講座）とは、市民のみなさんが知りたい、聞

きたい、学びたいものを講座メニューの中から選び、和泉市役所の職員・ボランテ

ィアが市民のみなさんのところへ出向いて話をし、学習活動を支援していこうとい

うものです。 

 

 

 ご注意  

 お話する内容についての意見交換はできますが、苦情や陳情の場ではありません。また、ご意見やご

質問の内容によってお返事が後日になる場合もありますのでご了承下さい。 

 

 

講座内容 

 お話できる内容は、各所管課の担当業務や取組施策等です。メニュー一覧からご希望の講座を選んで

申し込んでください。メニューに無い内容につきましては、下記までご相談ください。 

 

 

申し込みの方法 

 和泉市内在住・在勤又は在学の方で構成された１０人以上の団体・学習活動グループで、開催希望日

の２週間前までに、別紙申込書を生涯学習推進室生涯学習担当へ提出（FAX・メール可）してください。

政治・宗教・営利、その他出前をさせていただくにふさわしくないと判断した場合は、お断りすること

もあります。 

※ 申込書は和泉市ホームペ－ジ【メニューから 観光・文化・スポーツ（生涯学習）】よりダウンロ

ードできます。 

 

 

時間と場所 

原則として、平日の午前９時から午後５時までの１講座２時間以内、場所は和泉市内に限ります。ま

た、会場の手配やＰＲ、当日の進行などは、申し込み団体でお願いします。これらにかかる費用も、申

し込み団体で負担いただきます。 

 

 

講師料 

 講師料は無料ですが、材料費等必要な場合は申し込み団体の負担となります。 

 

 



番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

1

和泉市の情報公開制度
個人情報保護制度
～開かれた市政とプライバシー保護～

和泉市の情報を市民のみなさんと共有し、公正で開かれた市政
を推進するため「情報公開制度」の内容についてお話ししま
す。また、これに関連して、市民のみなさんの大切な個人情報
の取り扱いに関するルールを定めた「個人情報保護制度」につ
いてもお話しします。

2 統計について
統計とは何か、どのように生かされているのかなど、統計の基
本について分かりやすくお話します。

3 公共施設マネジメントの取り組みについて

市では庁舎や小中学校、市営住宅等の公共施設を効果的・効率
的に管理・運営をするための取り組みを進めています。なぜ、
こういった取り組みが必要なのか、また和泉市が目指すこれか
らの公共施設のあり方等についてお話をします。

4 第5次和泉市総合計画について
本市の最上位計画として平成28年度に策定し、まちづくりの
方向性や目標を示した「第5次和泉市総合計画」についてお話
します。

5
市議会のしくみ
～市議会ってどんなとこ？～

議会を身近に感じていただくための議会の役割、議会のしく
み、議会のルール、請願などわかりやすく説明します。

議会事務局 総務課

6
選挙制度のしくみ
    選挙のあらまし

選挙のしくみや選挙権、被選挙権についてお話しします。 選挙管理委員会

7 財政状況について 和泉市の財政状況についてお話しします。 財政課

8 職員採用について
和泉市が求めている人材や市役所での仕事についてお話ししま
す。

人事課

どこでも講座　メニュー

●市政

政策企画室

総務管財室
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●人権

番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

9
DVの基本について知ろう
  ～親密な関係で起こる暴力～

DV（ドメスティック・バイオレンス）とは具体的にどのよう
なものなのか、ケンカと何が違うのか…DVの基本的な知識に
ついていっしょに考えましょう。

10
身近なジェンダー問題
　～男らしさ、女らしさを考える～

男は男らしく、女は女らしく、そんな男女の固定的な役割意識
は、どのように作られていくのでしょうか。何気ない思い込み
を、問い直してみませんか。

11
人権尊重のまちづくりにむけて
 ～様ざまな人権課題について～

様ざまな人権課題があることを知り、人権問題を身近な自分の
問題としていっしょに考えてみませんか。

講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

12 知らないと損する税金のお話
その疑問すべてお答えします。所得控除や申告等・・・。
これを機会に“知って”みませんか。

税務室

13 だまされないで悪質商法
お住まいの地域に出向き、「だまされないで悪質商法」と題
し、最近の悪質商法の傾向や契約の知識、クーリング・オフ制
度などについてお話しします。

14 お金とスマホのことを考えよう
小・中学生を対象に、キャッシュレス社会の中で「見えないお
金」やSNSやオンラインゲームの正しい利用方法を身につける
ためのお話しをします。

15 国民健康保険講座 国民健康保険の制度についてお話しします。

16 後期高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度についてお話しします。

17 国民年金のしくみ 国民年金のしくみについてお話しします。

保険年金室

人権・男女参画室

●くらし

くらしサポート課
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番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

18
上下水道事業のしくみと
　　経営について

上下水道事業の概要と収支に基づく将来の展望についてお話し
します。

経営総務課

19
和泉市の水道について
～飲み水ができるまで～

和田浄水場の飲み水ができるまでの過程等を資料を使用して説
明します。また、水道法に基づく水質基準を検査結果と照らし
合わせて説明します。

浄水課

20 水道管工事について
安全でおいしい水道水をご家庭などに安定して送るための工事
等について紹介します。

水道工務課

21
水道料金のしくみと
　業務の流れについて

料金体系、検針から徴収に関する業務内容をお話しします。

22 公共下水道の利用について
「自然環境を守り快適な生活を」について、各家庭の水洗化の
接続工事等についてお話しします。

23 和泉市の農林業について 和泉市の農林業についてお話しします。
産業振興室

24 農地を守りましょう 農地法の役割についてお話しします。 農業委員会

お客さまサービス課

●くらし
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講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

25

障がい者福祉の制度とサービスについて
～すべての人々が
      ともに生きるまちづくり～

障がい者の自立と社会参加を支援するため、障がい者計画に基
づく現状の制度、サービスの内容等についてお話しします。

26 あいサポーター研修

障がいのある人が暮らしやすい地域社会（共生社会）をつくる
ために、障がいについて理解を深め、障がいのある人が困って
いるときにちょっとした手助けができる「あいサポーター」に
なりませんか？

27

地域福祉総合相談員ＣＳＷ
（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）っ
て？

市内各中学校区に配置されているＣＳＷについてお話します。
「ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）とは?」
「どんなことが、相談できる？」
「その他の様々な活動について」
等についてお話しします。

28 地域福祉計画について

和泉市地域福祉計画についてお話します。
「地域福祉とは？」
「地域福祉計画の取り組みについて」
「やってみよう地域福祉活動」
等についてお話しします。

29 生活困窮者自立支援制度について

失業された方への就労支援や住まいに関する支援、ひきこもり
の方への社会参加や就労への準備など、生活にお困りの方に対
する支援として、生活困窮者自立支援制度についてお話をしま
す。

くらしサポート課

30 高齢者在宅福祉サービスについて
介護保険制度にない在宅福祉サービスや介護保険で非該当と認
定された方に対する在宅福祉サービスについてわかりやすく説
明します。

31 介護保険制度について
介護保険制度の仕組み、保険料、サービス利用手続等をお話し
します。

32 医療講演会
和泉市立総合医療センターの医師や看護師、医療スタッフが地
域の皆さまの健康増進や療養生活にお役立て頂けるよう、様々
なテーマについてお話しします。

健康づくり推進室

33 特定健診・特定保健指導等講座

・特定健診・特定保健指導の制度
・健診結果の見方
・生活習慣病　（高血圧，脂質異常症，糖尿病）等
　についてお話しします。

34 後期高齢者の健康について 後期高齢者の健康についてお話します。

障がい福祉課

高齢介護室

保険年金室

●福祉・健康

福祉総務課
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番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

35
楽しい子育て
～いっしょにあそぼ～

子育て支援センターのスタッフと親子で楽しめるよういろいろ
な手あそびやふれあいあそびをしたり、催しものを一緒に楽し
みます。

子育て支援室

36

保育の話
①入園案内（公立幼稚園または保育所等）
②乳幼児の食事とおやつ
③子どもの健康

①公立幼稚園や保育所等がどのような施設かをお伝えし、入園
手続きの説明をします。
②子どもの心と体を育む食事の大切さを公立保育園の栄養士が
お話しします。
③子どもの健康（病気、ケガ、保健等）に関することを公立保
育園の看護師がお話しします。

①③こども未来室
②　学校園管理室

37 読み聞かせ講座
子どもに絵本を届けたい人を対象に本を読む方法や適切な本の
紹介、心構えなどをお話しします。

38 絵本と子育て
絵本を通じて親子のふれあいを深めてもらえるよう、絵本の楽
しさを紹介します。

39 おはなし会

TRCシティプラザ図書館スタッフによる「出張おはなし会」で
す。
対象は、０歳から中学生まで。
注：実施希望日の１か月前までにお申し込みください。ただ
し、毎週金曜日は不可です。

40 おはなし会

TRC和泉図書館スタッフによる「出張おはなし会」です。
対象は、0歳から中学生まで。
注：実施希望日の１か月前までにお申し込みください。ただ
し、毎週火曜日は不可です。

番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

41 災害に備えて

災害の猛威に立ち向かい、被害を最小限にくい止めるために
は、防災の重要性を認識されることが重要です。災害について
の基礎知識を深めていただくため、防災についてお話ししま
す。

危機管理課

42 「避難行動要支援者」への避難支援について
避難行動要支援者支援事業のことや、支援の進め方、避難支援
等を円滑に行うために必要となる「個別支援計画」等につい
て、要支援者や避難支援等関係者向けにお話しします。

福祉総務課

43 建築物の耐震化について
建築物の耐震性に関することや、耐震診断・耐震設計・耐震改
修の各補助金の制度についてお話しします。

建築・開発指導室

44
交通安全教室
～交通ルール・交通マナーで安心生活～

交通ルールについて、子どもも大人も毎日守っていけるよう、
講話やビデオだけでなく、実技もまじえて指導員がわかりやす
く解説します。

都市政策室

人権文化センター

生涯学習推進室

●防災・安全

●子育て
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番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

45 和泉市の環境について 和泉市の環境の現状についてお話しします。 環境保全課

46 ごみ減量とリサイクル
和泉市のごみ減量化に対しての取り組みについて説明します。
「混ぜればごみ、分ければ資源」

47 和泉市のごみ問題 和泉市のごみの現状についてお話しします。

48 和泉市環境美化推進制度
道路等の公共施設の清掃、緑化等のボランティア活動を行って
いただける団体・個人への推進を図るための講座です。

土木維持管理室

番号 講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

49 和泉市の都市計画について
和泉市において定められている都市計画の内容（地区計画や都
市計画施設など）や、都市計画に関する基本的な方針である都
市計画マスタープラン等について説明します。

50
市民主体の住宅まちづくり
～助成金交付制度～

地域の皆さんが話し合って、皆さんが住んでいる地域をどのよ
うなまちなみにしたいかを考え、それを実現していくための制
度等についてお話しします。

51 建築協定

地域の住民が地域の特性を生かし、自発的に建築基準法の基準
以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守り合うことを
制度化したのが「建築協定」であり、建築協定制度と建築協定
書の内容等について説明します。

建築・開発指導室

52

みんなでACTION
　～みんなが主役 ！～
　　和泉市自治基本条例

より豊かに暮らせる地域社会、みんなが助け合える地域社会を
めざし、「市民相互の協働」「市民と行政の協働」によるまち
づくりを進めています。そのためのルールを定めたものが和泉
市自治基本条例です。和泉市自治基本条例の概要や協働のまち
づくりの必要性についてお話しします。

広報・協働推進室

53 和泉市のことを知ろう！
和泉市のシティプロモーションとは？
和泉市を取り巻く社会情勢と課題に対する、市のプロモーショ
ン戦略等をお話します。

広報・協働推進室

54
LINE・いずみメールの使い方、ホームペー
ジの見方講座

市政情報を市民の皆さんにお届けしているツールである、和泉
市公式LINE・いずみメールの使い方や、ホームページの見方な
どをご案内します。
また、住民票などの電子申請の方法についてもご案内します。

広報・協働推進室／市民
室

都市政策室

生活環境課

●まちづくり

●環境“自然にやさしくふれあうために”
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講座名・サブタイトル 概　　要 担当部署

55 学校教育について
和泉市の小・中学校及び義務教育学校で取り組まれている教育
活動についてお話しします。

56
学校教育における
　人権教育について

子どもの人権とは何か、人権を大切にした教育とはどういうも
のなのか、などについてお話しします。

57 不登校への対応について
不登校への対応について適応指導教室の実例を通じてお話しし
ます。

教育センター

58 生涯学習について

市民のみなさんが、生涯のいつでも、自由に学ぶことができ、
その成果を生かせる生涯学習社会を実現するために策定され
た、和泉市のプランについてお話します。また、生涯学習担当
主催の、講座、教室についてもお知らせします。

59 和泉市スポーツ推進基本計画について
平成25年度から令和４年度までの10年間における和泉市がめ
ざすスポーツ施策の方向性について説明します。

60 和泉市の歴史と文化財
和泉市内に所在する文化財を紹介しながら和泉市の歴史を解説
します。

文化遺産活用課

61
美術館ってどんなところ？
～大人のためのやさしい美術入門～

学芸員が久保惣記念美術館のみどころについてやさしく解説し
ます。気軽に美術を楽しんでみませんか？大人の美術館デ
ビューを応援します。（美術館で開催のため要入館料）

久保惣記念美術館

62 図書館の利用方法

図書館では、赤ちゃんからお年寄りまでが利用してもらえるよ
うな様々なサービスを行なっています。資料の予約、障がい者
サービス、おはなし会など市民の日常生活に役立つサービスを
紹介します。

63 国際交流について
友好姉妹都市との交流や市の国際化に関する取り組みについて
お話しします。

生涯学習推進室

生涯学習推進室

学校教育室

●教育・文化・教養
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