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　町では、わかりやすく親しみやすい町政を目指し、町職員などが地域の

公民館や集会所に出向いて、町の仕組みや制度、事業の内容などをわかり

やすく説明する「職員おでかけ講座」を始めます。

　「役場ってどんな仕事をしているの？」「稲美町のことをもっと知りたい」

など、日ごろから気になっていることについて学んでみませんか？

☆28のいろいろな講座があります☆28のいろいろな講座があります☆28のいろいろな講座があります

24年度 環境出前講座メニュー 一覧24年度 環境出前講座メニュー 一覧

◆利用できる人は？
　原則として、町内に在住、通勤、通学している５人以上で構成された団体・グループが利
用できます。

◆開講日時は？
　原則として、午前９時から午後９時までの２時間以内です (土曜日、日曜日も可 )。

◆開講場所は？
　申込者が指定する場所 ( 公民館、集会所等 ) で開講しますが、原則として町内に限ります。
また、会場の手配や会場使用料の負担、司会進行は申込者でお願いします。

◆講師料は？
　無料です。町職員等が講師になります。なお、材料費等の実費が必要な場合は、申込者の
負担となります。

◆申し込み方法は？
　申込書に必要事項を記入して、開講希望日の14日前までに講座担当課に申し込んでくださ
い。申込書は稲美町のホームページからダウンロードできます。また、企画課窓口にも備え
付けています。
※事前に講座担当課に連絡されますと、日程調整がスムーズにできます。

◆注意事項
　講座は学習の場であり、質疑や意見交換を行いますが、苦情や要望等を受ける場ではあり
ませんので、ご了承ください。
　事業の趣旨に適さないと認められる場合は、利用できません。

※複数メニューの利用や、総会や定例会のついでの利用をお勧めします。
※今後、講座数を増やすなどさらに利用しやすく充実した制度にしていきたいと考えていま
すので、講座実施後のアンケートにご協力いただきますようお願いします。
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No. 講座名 内　　　容 時間 講座担当課

1 町の総合計画（将来計
画）を知ろう

平成24年度から10年間の町の将来計画を定めた「稲美町第５次総合計
画」の内容を説明します。 30分 企画課

2 公共交通（路線バス）
に乗ろう

路線バスは住民にとって大切な交通手段です。路線バスの利用促進に
ついて考えます。 30分 企画課

3 効率的な行財政運営を
めざして

稲美町の行財政改革大綱や実施計画に沿って、その取組内容を説明し
ます。 30分 企画課

4 まちの財政講座 予算や決算などまちの財政状況について説明します。 30～
45分 総務課

5 税金のはなし 町に納めていただいている税金の計算方法などについて説明します。 30分 税務課

6 住民基本台帳カードを
作ろう 住基カード発行の流れとカードの便利なところを紹介します。 30分 住民課

7 知っておこう「国保」 国民健康保険の仕組みと手続きについて説明します。 30分 住民課

8 子育てを楽しく！
「稲美の子育て支援」

稲美町の実施している子育て支援及びまちの子育てひろばの取組を紹
介します。 30分 地域福祉課

9 老若男女、
みんなで健康づくり！ 身体計測、生活習慣病予防、健康づくりについて説明します。 90分 健康福祉課

10
地域で支える「認知
症」のはなし【認知症
サポーター養成講座】

認知症の基礎知識等について、パンフレット等を用いてわかりやすく
説明します。 90分 健康福祉課

11 気をつけよう悪質商法
ＤＶＤやロールプレイングを通して、悪質商法の手口を知り、被害の
防止と対処法について学びます。
※実施は平日10:00～15:00　申込期限は実施日の30日前

60分 危機管理課

12 ネット・ケイタイから
子どもを守る

インターネットの特徴を知り、ロールプレイングやゲームを通して被
害の防止や対処法について学びます。
※実施は平日10:00～15:00　申込期限は実施日の30日前

60分 危機管理課

13 ＡＥＤ（自動体外式除
細動器）普及啓発活動

心室細動という致死的な不整脈による突然の心停止におけるＡＥＤの
使い方について学びます。
※実施は平日　申込期限は実施日の30日前

30分 危機管理課

14 防災センター体験学習

災害時における地震への対応、消火器の使い方及び施設等について体
験・見学していただきます。
※防災センター（加古川市）まで送迎します。
※実施人数は15人以上　申込期限は実施日の90日前

180分 危機管理課

15 環境出前講座 17種類の環境に関する講座を用意しています。詳しくは環境出前講座メ
ニュー（P４）をご覧ください。 別途 生活環境課

16 農業者個別補償 農業者個別補償について、補助メニュー、補助対象事業等を説明します。 30分 産業課

17 土地改良事業について 土地改良事業について、補助メニュー、補助対象事業を説明します。 30分 産業課

18 地籍調査って何をするの 未調査地域での地籍調査の目的と必要性について説明します。 60分 土木課

19 稲美町の都市計画 まちの都市計画の現状とマスタープランについて説明します。 30分 都市計画課

20 水道のはなし 稲美町の水の話しと、日頃家庭での上水道の管理方法について説明し
ます。 30分 水道課

21 下水道のはなし 家庭から出た汚水が、処理されて海に放流されるまでの流れや、家庭での管
理や工夫について説明します。 30分 水道課

22 児童・生徒への取組み
について

様々な問題行動から見えてくるものと、その対応について説明しま
す。 30分 教育課

23 家庭で指導する子ども
の情報モラル

ネットいじめ、有害情報などから子どもを守るための留意点について
説明します。 30分 教育課

24 中学校給食について 中学校給食実施に向けた取組について説明します。 30分 教育課

25 人権のはなし 人権課題の現状と稲美町の取組について説明します。 45分 隣保館
人権教育課

26 まちの文化財 まちの指定文化財を題材にした歴史講座です。 30～
60分 生涯学習課

27 生涯学習のはなし どうして生涯学習が必要なのか、学校の勉強とどう違うのか、町にはどん
な学習の場があるのか等を説明します。

30～
60分 生涯学習課

28 健康スポーツ講座 コーディネーショントレーニング・ポールウオーキング・ニュースポーツ等
を取り入れた健康づくり・運動能力向上のための体験講座です。

60～
120分 生涯学習課

（注）時間は標準時間ですので、希望により短縮や延長ができます。職員以外の講師が担当する講座もあります。

No. 講　座　名 時間
① 講	義 町のごみの現状と課題 30分
② 講	義 ごみの分別とリサイクル 30分
③ 講	義 事業系ごみの減量化とリサイクル 30分
④ 講	義 加古郡リサイクルプラザを利用しよう 30分
⑤ 講	義 プラスチック容器類ごみのゆくえ 30分
⑥ 見	学 稲美町清掃センター・加古郡リサイクルプラザの見学 180分
⑦ 講	義 ガラスびんリサイクルの仕組み 30分
⑧ 講	義 知ろう！見つけよう！バイオマス 30分
⑨ 実	演 釣鐘型コンポストを使った堆肥づくり 30分
⑩ 実	演 ダンボールコンポストを使った堆肥づくり 30～60分
⑪ 実	演 ＥＭ(微生物)を使った堆肥づくり 30分
⑫ 講	義 CO2削減　私たちにできること 30分
⑬ 講	義 太陽光発電の実際 30分
⑭ 講	義 エコチェックを始めよう！（ストップ！地球温暖化） 30分
⑮ 実	演 自然を食べちゃおう！（エコ・クッキング教室） 120分
⑯ 実	演 犬のお散歩マナー、しつけ方教室 60分
⑰ 講	義 犬のふんの放置をなくす「イエローカード作戦」の進め方 30分

このページのお問い合わせは、企画課　情報係（1492－9130）

人気の「ダンボールコンポ
ストを使った堆肥づくり」
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