
№ 講　　座　　名 内                      容 担　当　課 ☎2998-

1 身近な｢人権｣について考える 我が国の人権問題、同和問題の理解など

2 米軍所沢通信基地 米軍所沢通信基地の歴史、現在の状況や基地返還運動について

3 男女共同参画社会の実現をめざして
所沢市の男女共同参画計画と、男女共同参画推進センター
「ふらっと」について

男女共同参画推進
センターふらっと

2921-2220

4 所沢のまちづくり 市の特徴、「所沢市総合計画」や市民参加、広域行政の概要など

5 所沢市の地方創生
市の将来人口、所沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要
について

6 COOL JAPAN FOREST構想 COOL JAPAN FOREST構想の概要、市としての取組について

7 所沢市の財政 市の財政の現状について 財政課 9030

8 情報公開制度・個人情報保護制度 所沢市の情報公開制度と個人情報保護制度のあらましと実施 状況 市政情報センター 9206

9 所沢市の商業 所沢市の商業の特徴と課題、商店街振興施策について

10 所沢市の観光 所沢市の観光ＰＲと観光振興策（取り組み）について

11 所沢市の農業 所沢市の農業の現状と農業振興の取り組みについて 農業振興課 9158

12 市民と議会 議会の役割と仕組み、請願方法や傍聴について 議会事務局 9256

13 選挙の豆知識 選挙の仕組み、公職選挙法などについて 選挙管理委員会 9259

14 監査制度 監査制度の仕組みと監査委員の役割りについて 監査事務局 9262

15
見て読んでもらえるチラシ・
お知らせの作り方

目に留まるチラシやお知らせを作りませんか？読み手に伝わり、読み
手を動かす広報物作りのコツ

広報課 9024

16 個人住民税のあらまし 個人住民税、納税義務者、課税の方法について 市民税課 9064

17 固定資産税・都市計画税のしくみ 土地・家屋・償却資産の評価と課税方法について 資産税課 9068

18 備えあれば･･･「所沢市の防災・減災対策」 所沢市に影響を及ぼす災害と対策　（地震災害、風水害等） 危機管理室 9399

19 防犯のまちづくり 各種防犯対策、市の防犯の取組と犯罪状況について
防犯交通安全課

防犯対策室
9090
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生涯学習まちづくり出前講座 メニュー

分野

行
　
　
政

企画総務課 9046

経営企画課 9027

商業観光課 9155

～出前講座とは～

皆さんがお住まいの地域へ、市職員がお話しに出向きます。

市役所の仕事、しくみ、その他さまざまな分野の情報をメニューに用意しています。
市政に関する理解を深めていただき「生涯学習によるまちづくり」につながることを願って
実施するものです。職員派遣は無料です。お気軽にご利用ください。

所沢市生涯学習推進事業

より開かれた市役所をめざし「市政を出前」します

所沢市



№ 講　　座　　名 内                      容 担　当　課 ☎2998-

20 所沢の地域コミュニティ 地域コミュニティの支援、地域コミュニティの充実など 地域づくり推進課 9083

21 たのしい児童館 児童館の事業や活動内容について

22 健全な青少年育成をめざして 青少年健全育成事業、各種事業の紹介について

23 交通事故の無いまちをめざして 市内の事故状況、事故防止にむけた取り組み、交通ルールなど 防犯交通安全課 9140

24 上下水道事業のあらまし 上下水道の仕組み、役割について
上下水道局

総務課
2921-1084

25 上下水道事業の経営について 上下水道事業経営戦略の取組、経営計画、財政状況について
上下水道局

経営課
2921-1087

26 明日の下水道 下水道の仕組み、下水事業の計画について
上下水道局

下水道整備課
2921-1023

27 消費生活センターってどんなところ? 消費生活センターの業務などについて

28 私たちのくらしと計量 普段のくらしの中で関わりのある「計量」について

29 障害者のための福祉サービス 障害者のための福祉サービス等を紹介します

30
障害に関することは身近にある！
～障害のある人もない人も
　　　　共に生きるまちを考えよう～

障害のある人もない人も共に生きるまちをつくるために必要な
ことを、実例を踏まえて紹介します

31 国民健康保険のはなし 手続と制度の仕組みについて 国民健康保険課 9131

32 後期高齢者医療制度 制度の内容について 国民健康保険課 9218

33 成年後見制度基礎講座 成年後見制度の概要について 地域福祉センター 2922-2115

34 所沢市の高齢者福祉 高齢者のための福祉サービス等を紹介します 高齢者支援課 9120

35 みんなで安心　介護保険 制度の仕組みについて 介護保険課 9420

36 所沢市のこども支援
所沢市子ども・子育て支援事業計画と今後の子ども・子育て支援施策
の方向性について

こども政策課 9415

37 児童虐待の予防と対策について
児童虐待の現状と課題、子どもたちが安全で安心して暮らすために何
ができるか、要保護児童対策地域協議会について

こども支援課
こども相談センター

9129

38 障害児のための福祉サービス 障害児のための福祉サービス等を紹介します

39 発達障害の理解と支援
周りからは理解されにくい発達障害児者の困り感を知り、困らないよう
にしていくための生活習慣や環境調整の仕方について紹介します。

40 保育園の子育て支援 所沢市立保育園や小規模保育による子育て支援について 保育幼稚園課 9126

41 所沢市の精神保健福祉について 精神保健福祉について現状や所沢市内での取り組みについて

42 みんなで考える自殺予防 自殺の状況、うつ病について、周囲の対応について

43 働く世代・子育て世代の糖尿病予防 若いうちから心掛けたい糖尿病の発症予防と生活習慣

44
働く世代・子育て世代の糖尿病予防
（食生活編）

若いうちから心掛けたい糖尿病の発症予防と食習慣

45 成人の歯の健康基礎知識 むし歯や歯周病の予防とケア、口の仕組み・機能について

46 人間ドックの上手な利用の仕方 目的・検査項目・申し込み方・検診結果の活かし方など
市民医療センター

事務部総務課
2992-1151

47
小中学生向け環境学習
～地球の未来とわたしたちにできること～

地球温暖化などの環境問題と“わたしたちにできること”

48 マチごとエコタウン所沢をめざして マチごとエコタウン推進計画の概要、所沢市の環境実績

49
ゼロカーボンシティ実現に向けた環境にやさ
しいエネルギーの活用

ゼロカーボンシティ実現に向けた再生可能エネルギーなどの市の取り
組み、職場や家庭で取り組むことのできる内容について

50 環境行動で、SDGsのゴールを目指して
SDGs（持続可能な開発目標）の概要、目標達成に向けて環境分野で
私たちにできる暮らし方

51 所沢市の大気環境
一般環境、自動車排出ガスの常時監視測定及び有害大気汚染物質
のモニタリング測定の現況

52 化学物質と私たちの暮らし
所沢市内の化学物質の排出・移動量の状況、化学物質の有害性と環
境リスク・リスクコミュニケーションなど

分野
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青少年課 9103

消費生活センター 9143

障害福祉課 9116

環境対策課 9230
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こども福祉課 9223

保健センター
健康管理課

こころの健康支援室
2991-1812

保健センター
健康づくり支援課

2991-1813
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マチごとエコタウン
推進課

9133

所沢市



№ 講　　座　　名 内                      容 担　当　課 ☎2998-

53 所沢市の水環境 所沢市の河川の水質と生活排水対策について 環境対策課 9230

54 ごみの分け方・出し方
家庭ごみの分別などについて間違いやすいごみや注意点、ごみの行
方、リサイクル

55 ごみの減量とリサイクル ごみの減量・リサイクルの施策とごみの現状について

56 マチごとプラスチックごみ削減
海洋プラスチックごみ問題、所沢市のプラスチックごみのリサイクル、
所沢市の「マチごとプラスチックごみ削減」の取組について

57 所沢市の「みどり」と「生物多様性」 みどりの保全及び創出と生物多様性の取り組み みどり自然課 9373

58 都市計画のあらまし 都市計画制度、都市景観等について

59 花ひとつ木ひとつからの景観まちづくり
市民・団体、事業者および市の協働により一層魅力ある所沢らしい景
観の形成を進める

60 都市計画マスタープラン 所沢市都市計画マスタープランの内容について

61 土地利用転換について 産業用地創出に向けて

62 ご存知ですか？区画整理 土地区画整理事業のしくみについて

63 中心市街地の街づくり 中心市街地地区内（約86ha）における市街地整備事業について 市街地整備課
所沢駅西口区画整理事務所

9208
2903-8011

64 正しい屋外広告物の出し方 表札からアドバルーンまで、屋外広告物の出し方や手続きの方法など 建築指導課 9180

65 身近なまちづくりのルールづくり
住民参加で決められる地区計画制度、建築協定、街づくり協定等につ
いて

都市計画課
建築指導課

9192
9180

66 街づくりと開発許可 開発許可等について 開発指導課 9379

67 遊具の安全利用について 遊具の遊び方とマナー 公園課 9196

68 所沢の河川 河川の状況について 河川課 9375

69 公民館ってどんなところ 公民館事業の概要及びサークル活動について 社会教育課 9242

70 所沢の国際交流 所沢市の姉妹都市の紹介と交流について 企画総務課 9046

71 所沢の文化・芸術 文化芸術振興ビジョンの概要、文化・芸術事業の紹介など 文化芸術振興課 9211

72 スポーツをはじめよう
スポーツ推進計画の概要、市内の公共スポーツ施設の利用方法やス
ポーツ大会・教室の紹介など

スポーツ振興課 9248

73 紹介します　市内の文化財 所沢の文化財についての紹介

74 国指定天然記念物ミヤコタナゴ
国の天然記念物ミヤコタナゴの習性や所沢市での保護の取り組みに
ついて

75 ミニ講座　「ふるさと所沢早わかり」 古代から現代まで、所沢の歴史をコンパクトに紹介します

76 郷土の歌人・三ヶ島葭子
郷土の歌人・三ヶ島葭子の作品を鑑賞する。三ヶ島葭子資料室の紹
介も

77 最新発掘情報 発掘調査の最新情報の紹介
埋蔵文化財
調査センター

2947-0012

78 やってみよう読み聞かせ 学校や地域など集団への読み聞かせについて（初心者向け）

79 暮らしに役立つ図書館の利用方法 図書館サービス、利用方法、本の探しかた等について

80 所沢市の小・中学校の教育紹介
学校・家庭・地域の連携で児童生徒の学ぶ力をアップ！
「学び創造アクティブＰＬＵＳ」学力向上支援事業

学校教育課 9238

81 教育センター事業紹介 教職員の研究・研修をはじめとした教育センターの主な業務について 教育センター 2923-2396

82 郷土の味「手打ちうどん」にチャレンジ!! ビニール袋１枚で作れる！お手軽「手打ちうどん」作り 保健給食課 9249

83 所沢市の生涯学習 生涯学習の意義と所沢市の取り組みの紹介 生涯学習推進センター 2991-0303

分野
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文化財保護課 2991-0308

所沢図書館 2995-6311

行政の様々な分野から集められた情報をテーマ別にまとめ、83の講座を用意しました。
皆さんが知りたい、聞いてみたいと思われる講座を選んでお申し込みください。
また、上記メニューにないものをご希望の場合は、生涯学習推進センターまでご相談ください。

所沢市



●手軽に市政がわかる ! 令和４年６月発行

市の職員がお話しに出向きます！

所沢市生涯学習まちづくり出前講座

ご了承ください
■所沢市内に在住、在勤または在学の１０名以上で
構成された団体が対象となります。

■担当課の業務によりご希望に添えない場合があります。
希望日は可能なかぎり、第３希望までご記入ください。

■出前講座は、主として市政の説明を行うもので、要望や
苦情の申し入れ、交渉等をする場ではありませんので、
趣旨をご理解の上ご利用ください。

■政治、宗教、営利を目的とした催しや、公序良俗に
反する催しを開くおそれがある場合は、講座の開催を
お断りいたします。

＊詳細は申込用紙 裏面をご覧ください。

申 し 込 み
問い合わせ先

所沢市生涯学習推進センター
〒359-0042 所沢市並木6-4-1

電話：04-2991-0303 FAX：04-2991-0306
所沢市ホームページURL http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/

ご利用の流れ

所定の申込書で講座開催日の14日前までに生涯学習推進センターへお申し込み
* 郵送/ファックス/電子申請可

センターで担当課と日程等の調整

日時と講師をお知らせする決定通知とアンケート用紙が届きます。

講 座 開 催

利用報告(アンケート)を生涯学習推進センターに提出


