学習会・地域活動などにぜひご活用を！

住民参画のまちづくりを目指して、町の職員を講師として派遣する「ふれあい出前講座」を実施し
ています。講座では、行政の取り組み状況の説明や、専門知識を生かしたお話をさせていただきます。
下記の講座内容・申込方法をご覧の上、どうぞお気軽にお問い合わせください。

開催時間

１．希望する講座の決定

午前９時から午後９時までのうち２時間以内

会

場
２．生涯学習課に連絡・相談

町内の公共施設・公民館など（主催者（申込者）側が準備する）

対

象
３．生涯学習課に

町内に在住、在勤、在学している 10 人以上の方で構成された 団体・グループ

「受講申請書」を提出

（ただし、政治・営利・宗教を目的とした催しなどは除く）

受講料
無料（材料費・会場使用料などの必要な経費については主催者が負担）
４．講座開催の

申込方法

｢受講承認通知書｣受取り

１．希望する講座と開催予定日時を決める

通知受け取り

２．開催予定日の１ヶ月前までに生涯学習課に相談してください。（生涯学習課と担当課
で開催内容を確認後、申請者へ連絡します。担当課の業務の都合で、ご希望に添えな

５．担当課と打合せ

いことがあります。
）
３．生涯学習課で配布している受講申請書を提出（町ホームページからもダウン
ロードできます。
４．生涯学習課から主催者（申込者）に「受講承認通知書」と必要書類を送付

出前講座開催

５．開催決定後、必要に応じて担当課と打ち合わせを行ってください。

☆お願い☆
講座終了後、「受講者アンケート」を実施しますので、必ず筆記用具をご持参ください。
また、主催者には「出前講座実施報告書」を提出していただきます。

新型コロナウイルスの感染状況によりふれあい出前講座の実施について、変更または中止とする場合
があります。

講座内容
No

講座名・講座内容

【長泉町の財政状況等について】
１

長泉町の過去から現在までの財政状況をはじめ、これまで実
施してきた健全化策と現在の取り組み状況、将来に向けた見込
みや問題点について説明します。また、予算の概要や決算のあ
らまし、簡単な財政指標について説明します。

担当課

受講条件・備考

企画財政課
財政契約
チーム
989-5503

―

【オンライン申請のやり方について】

２

令和４年４月よりオンライン申請のシステムが更新され、マ
イナンバーカードを活用した厳格な本人確認等新たな機能が加
わることから、今後オンラインで可能な手続きを拡大していく
方向です。
受講者の方々に実際にスマートフォン等を用いて申請システ
ムを操作していただきながら、オンライン手続きの方法につい
て説明します。
【基礎】通常のオンライン申請
企画財政課
【応用】オンライン決済を伴う手続きについて
デジタル
マイナンバーによる本人認証を伴う手続きについて
推進チーム
また、希望する方にはその場でマイナンバーカードの申請補
989-5504
助を行います。

マイナンバーカードの申
請には、本人確認書類が必要
となります。

【マイナンバー制度及びマイナンバーカード申請補助に
ついて】
３

参加者ごとスマートフォ
ン等インターネット通信が
可能なモバイル端末が必要
（インターネット環境は担
当課で用意可能）
マイナンバーカードの申
請には本人確認書類が必要
となります。

マイナンバーカード制度がスタートして６年近く経過します
が、マイナンバーの利用範囲やセキュリティ対策、マイナンバ
ーカードを持つことのメリット等について説明しつつ、皆さん
が感じている制度に関する疑問点等についてお答えします。
また、希望する方にはその場でマイナンバーカードの申請補
助を行います。

【防災講座】
４

５

長泉町で危惧されるさまざまな災害（地震、風水害）や、町
の防災体制、個人・企業・団体などの防災対策について説明し
ます。

【防犯講座】
長泉町で発生しているさまざまな犯罪の発生状況や住民（個
人・企業・団体など）の防犯対策について説明します。

【交通安全講座】
６

長泉町内における交通事故の発生状況をもとに、交通事故に
遭わない生活を送ることができるよう、交通マナーや交通安全
意識を高めるための説明をします。

受講内容・受講方法などに
ついては、柔軟に対応しま
す。準備品の有無を含め、事
前打合せをお願いします。
地域防災課
989-5505
受講内容・受講方法などに
ついては、柔軟に対応しま
す。準備品の有無を含め、事
前打合せをお願いします。
幼・保・小・中学生以外を
対象としたものに限ります。

【公的身分証明作成講座】

７

個人情報の保護対策や犯罪抑止を目的に、あらゆる機関や場
所で、本人確認を目的とした公的身分証明の提示を求められる
ことが多くなっており、今後もその機会が増大してくると思わ
れます。
住民窓口課
このため、身分証明が求められる社会背景を説明するととも 989-5509
に、運転免許証などの公的身分証明を保有していない方のため
に、身分証明書として利用できる個人番号カードの申請・交付
方法について説明します。
また、必要に応じて、パスポートの取得手続きについても説
明します。

―

【国民健康保険等のしくみ】
８

9

国民健康保険加入の世帯
主及び被保険者の方が受講
「出産育児一時金」
「葬祭費の支給」
「高額療養費の支給」
「特定健診・特定保健指導」
「保険税」など、国民健康保険の基 福祉保険課 対象者となります。
保険年金
本的なしくみについて説明します。
チーム
989-5513

【後期高齢者医療制度のしくみ】

―

制度の概要や受けられる給付、保険料の決め方や納め方など
後期高齢者医療制度の基本的なしくみについて説明します。

【地域福祉計画について】
10

地域福祉計画（町が策定）
、地域福祉活動計画（社会福祉協議
会が策定）について説明し、地域福祉のあり方について理解を
深めていただきます。

11

【赤十字の活動について】

長泉町社会福祉協議会の
担当職員も参加し、協同で実
施します。

―

赤十字（長泉町赤十字奉仕団）の活動を紹介します。

【障がい児（者）に対する福祉サービスについて】
12

障害者総合支援法が施行され、障がい者に対する福祉サービ
スが大きく変わりました。利用者の視点から各種サービスにつ
いて説明します。

13

【障害者差別解消法について】

14

【民生委員・児童委員の役割について】

福祉保険課
福祉チーム
989-5512

障害者差別解消法の概要について説明します。

民生委員・児童委員の役割や活動について説明します。

―

―

―

【地域包括支援センターを知ろう】
15

地域包括支援センターは、高齢者の生活を介護・福祉・医療 長寿介護課
等の面から総合的に支援するため、総合相談・介護予防ケアマ 高齢者支援
ネジメント・ケアマネージャー支援・権利擁護等の業務を行っ
チーム
989-5537
ています。地域包括支援センターの役割と、高齢者を地域で支
えるしくみ「地域包括ケアシステム」について説明します。

―

【介護保険のしくみと高齢者の福祉サービスについて】
16

「介護保険制度の概要」
「サービスを利用するまでのしくみ」
「介護サービスの種類」
「高齢者の福祉サービス」など、介護保
険のしくみと高齢者の福祉サービスについて説明します。

―

【介護予防について】
17

介護が必要な状態にならないためには、
「介護予防」が重要で
す。高齢による虚弱や転倒、閉じこもり、認知症などの予防に
ついて説明します。

―

【認知症サポーター養成講座】
18

19

「認知症サポーター」とは、認知症の人やその家族を温かく見 長寿介護課
守る応援者のことです。認知症とは「どんな病気？」「症状は？」 高齢者支援
等、認知症についての正しい理解を深め、高齢者に優しく接し、 チーム
声をかけたり、困っていれば手助けできるような支援役が期待 989-5537
されます。この講座を受講することで「認知症サポーター」に
なります。
【元気な時だからこそ学んでおこう。家族、自分の人生会議】
ご自分の最期の時をどこで過ごしたいか考えたことはありま
すか？病院？施設？住み慣れた自宅？
住み慣れた自宅で最期を迎えたい場合、在宅での医療生活やさま
ざまなサービス、支援体制について説明します。
また、グループワークや町作成のマイライフノート（エンディン
グノート）を記載しながら、今の自分自身の思いや考えを整理する
方法を学び、実践する機会となります。

所要時間 60 分～90 分

・準備するもの
筆記用具
・対象
町内在住及び在勤の一
般住民

・雨天時は屋内でのウォー
キング講座に変更、または
・ウォーキング、ノルディック・ウォークについてのミニ講話
健康増進課 延期となりますので、主催
をします。
・ノルディック・ウォークの方法、ポールの使い方などの実習 健康企画 者で決定してください。
・受講条件がありますの
後、実際に屋外のコースをポールを使って歩きます。
チーム
・ノルディック・ウォーク用のポールを無料貸出します。
989-5575 で、内容の詳細については
・健康増進課の健康運動指導士（全日本ノルディック・ウォー
お問い合わせください。
ク連盟公認指導員）を派遣します。
・参加人数 20 人程度
・募集数：年５回まで

【ノルディック・ウォーク体験講座】

20

健康増進課 対象：乳幼児を持つ保護者
母子保健
10 人～30 人まで。託児は
保健師・栄養士による「こどもの生活リズムや食事」「親子の
チーム
主催者側で対応してくだ
関わり」など、育児に関する講話をします。
986-8760
さい。

【育児講座】
21

【生活習慣病予防について】
22

保健師、管理栄養士が、生活習慣病予防に関する正しい知識
内 容 の 詳 細に つ いて は
や予防方法（運動習慣・食生活など）について講話します。
事前の打ち合わせで決定
講話内容：
「生活習慣病（高血圧・糖尿病・高脂血症など）に 健康増進課 します。
ついて」「メタボリック症候群とは」
「生活習慣病を予防する方 成人保健
チーム
法」
986-8769

【食育講座】
23

「簡単にできるこどものおやつづくり」
「バランスの良い食事」
など、年齢に応じて正しい食習慣を身につけることができるよ
うに、管理栄養士が講話や調理実習を行います。

内 容 の 詳 細に つ いて は
事前の打ち合わせで決定
します。

24

知っているようで意外と知らない「歯周病に関する知識」や
「予防方法」について講話やブラッシング指導を実施します。

【長泉町健康増進計画の推進に向けて】
25

内 容 の 詳 細に つ いて は
事前の打ち合わせで決定
します。

【歯周病予防講座】

長泉町健康増進計画策定の目的や内容、健康領域「食生活、
運動、休養・こころ、たばこ・アルコール、歯、健康管理」ご
との目標を説明し、計画の推進に向けてた活動についてグルー
プワークやワークショップなどを行い、地域や個人が実践でき
る健康づくりを考える場を提供します。

健康増進課
成人保健
チーム
986-8769

内 容 の 詳 細に つ いて は
事前の打ち合わせで決定
します。

【長泉町の景観について】
26

27

景観形成基本計画と景観計画について、良好な景観形成の方
針や取り組み、建築物または工作物の配置、高さ、形態意匠、
色彩の誘導指針、届出が必要な行為およびその基準などを説明 建設計画課
計画チーム
します。
989-5520

【長泉町の都市計画について】
―

町が定めている都市計画に関する内容などについて、パンフ
レットや図面を使って説明します。

【長泉町の緑化について】
28

―

「住民との協働による花壇づくり」
「町内の花の会の活動」
「花のまちづくり」など、長泉町の緑の普及活動の状況を説明
します。

工事管理課
日 程 等 の 事前 打 合せ を
施設維持
お願いします。
チーム
989-5518

【消費生活出前講座】
29

くらしに役立つ消費者としての心構えや高齢者を狙う悪徳商
法の手口やトラブル対処法、消費生活の諸問題など、消費生活
相談員が事例を交え啓発します。

日 程 等 の 事前 打 合せ を
お願いします。
くらし環境課
989-5514

【地球温暖化に対してできることは】
30

地球温暖化対策や省エネの方法を紹介するとともに、再生可
能エネルギーの普及や民間業者が設置を進める小水力発電シス
テムの導入について、町の取り組み等を紹介します。

日 程 等 の 事前 打 合せ を
お願いします。

【水道ってなあに？】
31

32

「水道事業の家計簿」「長泉町の水道料金は安いの？高いの？」
「長泉町の水はおいしいの？」
「水道工事って？」など、長泉町
の水道事業について説明します。
上下水道課
管理チーム
989-5524
【下水道ってなあに？】
「 下水道はなぜ必要なの？」「下水道事業の財源はどうなって
いるの？」
「長泉町の下水道計画」など、下水道の基本的なしく
みと住民生活とのかかわりについて説明します。

―

―

【長泉町の学校教育】
33

「学校教育の変遷」
「学校教育の基本方針」「学校教育の重点施
策」など、長泉町の小・中学校の学校教育全般について説明し
ます。

教育推進課
学校教育
チーム
989-5529

個 別 の 施 策や 事 業に つ
いての説明はしません。

【子ども・子育て支援事業計画の取組み】
34

子ども・子育て支援事業計画の内容および長泉町の子育て支
援の具体的な取り組みについて説明します。

【児童虐待について】
35

児童虐待の現状および虐待にいたる過程、要因やリスクにつ
いて説明するとともに、孤立家庭をなくすための地域交流や、
地域住民の通報の重要性について説明します。

―

こども未来
課
子育て支援
チーム
989-5573
―

【長泉町の保育について】

36

未 就 園 児 とそ の 保護 者
長泉町では、町立保育園・幼稚園・認定こども園に在園する こども未来
を対象とします。個別の相
子供たちが、園生活を充実して送ることを目的に、共通の「幼
課
児教育カリキュラム」を作成しました。それをもとに、幼児期 こども保育 談にも対応します。
チーム
内容や詳細については
に育ってほしい 10 の姿を目指し、各園の環境にあった保育を行
っています。子供たちが生き生きと活動している様子を子育て 989-5528 事前打合せで決定します。
コンシェルジュの目線で紹介します。また、各家庭のニーズ
合った園選びなどを紹介します。

【生涯学習とまちづくり】
37

38

長泉町の生涯学習の歴史や事業について説明します。また、
「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことができ、その成果 生涯学習課
生涯学習
を地域の還元することの大切さについてお話しします。
チーム
986-2289

【男女共同参画への取り組み】
多様性の社会の中で、性別に関わりなくともにその人権を

―

―

尊重し合い、お互いの個性と能力を発揮できる「男女共同参画
社会」の実現に向けた町の取り組みについて説明します。
39

【長泉町の歴史と文化財】
文化財展示館の職員が、郷土の歴史、遺跡や史跡などについ
て説明します。現地での見学と説明も可能です。

生涯学習課
文化財展示館

―

986-9209

【読み聞かせ講座】
40

生涯学習課
長泉町子どもの読書習慣づくり実行委員会から講師を派遣
町民図書館
し、児童（幼児～中学生）対象の読み聞かせを実施します。
988-7801
また、大人を対象に読み聞かせの方法や選書方法などについ
てもアドバイスします。

【はじめての伊豆文学～井上靖と長泉町～】
41

―

井上文学館 日程や内容など詳細につ
文豪・井上靖と長泉町や下土狩駅とのゆかりについて、
いては事前打合せでご相
986-1771
その他「本にまつわる仕事」「はじめての伊豆文学」「教科書に
談ください。
載った井上靖作品」
「映画になった作品」などをテーマにお話し
します。

施設の見学のご案内
（下記の施設見学はは、直接担当課へお問い合わせください。
）
※こちらの講座は、見学あるいは開催場所が指定されています。

講座内容

担当課

受講条件・備考

くらし環境課

20～30 人程度。
日程等の事前打合せをお願いします。
※ビデオの視聴ができる曜日は、月・火・
水・金曜日とさせていただきます。

【焼却場施設見学】
焼却場会議室でビデオを視聴後、
焼却場および周辺資
源物置場を見学します。

【埋立場施設見学】

989-5514

埋立場の施設を見学します。
破砕施設を併用している
ので、選別作業を見学していただきます。

【長泉町内町立公共施設見学】
町内には健康施設、福祉施設や防災センターなど、さ
まざまな町立の公共施設があります。
公共施設の見学を
通じて、
施設がどのように使われているかを知っていた
だきます。

行政課
行政情報
チーム
989-5500

20～30 人程度。
日程等の事前打合せをお願いします。
20 人～40 人程度。
募集数：３団体（先着順）
見学コース：希望を聞いて決定します。
（※最低５箇所を見学することを条件とします。
）

申込方法：所定の申込書に記入し、見学
希望日の２ヶ月前までに申し込む。
バスでの移動はありません。

