
ふれあい　つながる　生涯学習のまち

No 講　座　名 内　　容 担当課

1 役場ってどんなところ？
地方公共団体の役割をはじめ、那須町役場の組織や業務について説明
します。

2 町のきまりを学ぼう(町の条例基礎講座)
地方公共団体が制定する条例について、その制定過程や役割について
説明します。

3 いざという時のために(火災、地震、水害等)
那須町地域防災計画に基づく町の防災対策や備えについて、分かりや
すく説明します。

4 税金のはなし
税の仕組み、役割や使いみちなどを身近な例を挙げながら、税の必要
性をお話しします。

5 住民税の申告について
個人の町県民税について、税額の計算方法、所得の算出、所得控除な
どをわかりやすく解説します

6 那須町の総合計画について
ハートフル那須プランに基づき、今後のまちづくりの方向性、課題解
決に向けた取り組みについてお話しします。

7 わが町の財政事情 町の予算・決算の状況、主な事業等についてお話しします。

8 協働のまちづくり
各地区の地域づくり委員会活動や今後の取り組みについてお話ししま
す。

9 公共交通について 那須町デマンド型乗合交通についてお話しします。

10 国民年金について
国民年金加入や保険料免除申請などの手続きについて、お話ししま
す。

11 戸籍について 出生、死亡、婚姻、離婚等各種届出について、お話しします。

12 国民健康保険について
国民健康保険制度の各種届出、給付事業及び保健事業について、お話
しします。

13 後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の各種届出、給付事業及び保健事業について、お
話しします。

14 愛犬のため　みんなのため
犬の飼い主やこれから犬を飼おうとしている方を対象に、犬の正しい
飼い方やマナーについて、わかりやすくお伝えします。

15 ごみの減量化に向けて
町のごみの現状とごみの分別方法やリサイクルについて、わかりやす
くお伝えします。

16 高齢者の福祉について
介護保険以外の那須町の高齢者への福祉サービスについてご説明いた
します。

17 障害福祉について
障がい児者に対しての行政サービス（障害福祉サービス、地域生活支
援事業、障害手帳（身体障害者、療育、精神保健福祉）事務、自立支
援医療等）についての広報、啓発のために講話を行います。
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No 講　座　名 内　　容 担当課

18 介護保険について
介護保険てどんな制度なの？いつ使えるの？どうやったら使えるの？
いろいろな疑問にお答えします。

19 認知症サポーター養成講座 認知症について学んで、今日からあなたもサポーター！

20 成年後見制度ってなに？
「財産もないし関係ないよ」そんなことありません！いろいろなサー
ビスを利用していくためには必要ですよ！

21 虐待をなくそう
どんなことが虐待になるのか、虐待を見たり聞いたりしたときどうす
ればよいのか、分かりやすくお話しします。

22 保育園について 保育園に関することを分かりやすく説明いたします。

23 健康講話 保健師等による、健康全般についての講話を行います。

24 町の農業について 町の基幹産業でもある農業全般についてお話いたします。

25 土地改良を行うには
町の圃場整備事業の実施状況と目的及び農業水利について説明しま
す。

26 林業のはなし 町の林業と森林行政についてお話いたします。

27 畜産のはなし 町の酪農及び肉用牛についてお話いたします。

28 地籍調査について 町の地籍調査事業の現状と目的についてお話いたします。

29 町営牧場の紹介 牧場での現地体験及び事業の紹介をいたします。

30 那須町の道路について 町道の維持管理、道路占用手続きについてお話いたします。 建設課

31 那須町の観光について
町の観光について、現在の観光振興施策や今後の取組みについてお話
いたします。

32 消費者生活相談
賢い消費者となるために、悪質商法の例を挙げながらわかりやすくお
話いたします。

33 安心して飲める水道
町の水道が浄水場で浄水され、学校や家庭に給水される安心安全の水
道を説明します。

34 漏水と凍結防止
水道が出なくなって困らないためにも漏水と凍結の対策や応急処置を
説明します。

35 下水道ってなあに？
下水道の仕組みや下水道へ接続にするために必要な手続き等について
説明をいたします。

36 農地法について

農地を売りたい（買いたい）、農地を借りたい（貸したい）、農業を
やってみたい、農地を耕作以外の目的（住宅や店舗の建築等）として
利用したい場合には農地法の許可が必要です。農地法についてご説明
します。

37 農業者年金制度について
農業者の方なら広く加入いただける農業者年金の仕組みや政策支援に
ついてご説明します。

38 那須町版コミュニティスクールについて
初めて聞く人も多いコミュニティスクールの那須町版とはどのような
ものなのか具体的に説明します。
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No 講　座　名 内　　容 担当課

39 那須っ子子育て９ヶ条とは
那須町教育委員会が推進する子育て９ヶ条。その内容や想いについて
お伝えします。

40 教育委員会について 教育委員会の現状やその内容、取り組みについて説明します。

41 学校教育の現状について
知、徳、体、コミュニケーションを基に那須町が求める教育像につい
て、第2ステージへの進歩状況を含め、わかりやすくお伝えします。

42 学校給食について
現在の学校給食のあり方や今後の取り組みについて、詳しく説明しま
す。

43 那須町の生涯学習について
「ふれあい・つながる・生涯学習のまち」を目指している町の生涯学
習事業の取組みや、ひとりひとりが生きがいを持って人生を送れるよ
う身近なところにある生涯学習の第一歩をお話させていただきます。

44 親学習プログラム出前講座
家庭での教育方法や子どもや地域とのコミュニケーションを、楽しく
をふりかえりながら学べる参加体験型の学習プログラムです。→プロ
グラム内容は相談に応じて選択可能です。

45 学校支援ボランティアのはじめ方

学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育んでいけるよう、学
校支援ボランティア制度について資料や事例を基に説明させていただ
きます。

46 青少年健全育成事業について
ジュニアリーダースクラブの活動や子どもフェスティバルなど、那須
町の青少年健全育成の事業の取り組みをお伝えします。

47 子ども会について
子ども会って何？どう活動すればよいの？など、子ども会のあり方に
ついてお伝えします。

48
那須町女性団体連絡協議会「さわ
やかネットワーク那須」について

女性の地位向上、男女共同参画の推進などで活躍をされているさわや
かネットワーク那須の取り組み、活動などを紹介します。

49 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、本の探し方等についてわかりやすくご説
明いたします。

50 町の文化財についてご紹介 町内の文化財についてご紹介させていただきます。

51 那須町の歴史について 町の歴史についてご紹介させていただきます。

52 視聴覚ライブラリー作品の上映
那須町視聴覚ライブラリーで制作してきた各作品について、希望に合
わせて上映いたします。※上映機材はこちらで用意いたします。

53 ニュースポーツ出前講座
大人から子供まで、状況に応じたニュースポーツを紹介します。
※種類については相談に応じます。

54
体力測定で知ろう!
自分のカラダ年齢

文部科学省の新体力テスト実施要項に基づき実施いたします。

55 選挙のはなし 選挙制度のしくみについて解説いたします。 選挙管理委員会

56 リクエスト講座
一覧表に希望講座がないときは、生涯学習課へまずはご相談くださ
い。担当課と協議し、実施可能な場合は出前講座として実施させてい
ただきます。

生涯学習課

生涯学習課
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 行政の様々な分野から集められた情報を課・局ごとにまとめ、５６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気軽に

生涯学習課までお申込みください。 



那須町まちづくり出前講座

ふれあい つながる 生涯学習推進事業

　出前講座のしくみ

※町政への関心を深めていただき、町と皆さんとの情報の共有を図っていく
   ものであり、苦情や要望を受ける場ではありません。
   また、政治、宗教、営利を目的とした学習会、勉強会等の場合はお断りさ
   せていただく事もございます。

申込み
問合せ先

那須町教育委員会 生涯学習課

〒329-3215 那須町大字寺子乙 2567-10

( 那須町文化センター内 )

TEL:0287-72-6923　FAX:0287-72-6566

より開かれた町を目指して 町の職員がお話に伺います

講座担当課講座担当課講座担当課講座担当課

申込みグループ申込みグループ申込みグループ申込みグループ
町内に在住・在勤・在学の

５人以上のグループ

町内に在住・在勤・在学の

５人以上のグループ

町内に在住・在勤・在学の

５人以上のグループ

町内に在住・在勤・在学の

５人以上のグループ

開催までの手順開催までの手順開催までの手順開催までの手順

〇 日時・会場を決める
　 時間帯…午前９時～午後９時まで
　　　　　１回２時間以内
　 場　所…那須町内 ( 申し込み者で会場を確保 )
　　　　　　　　　▼
〇 「まちづくり出前講座メニュー」から内容を選び、
　 所定の申込書により、開催の１４日前までに
　 生涯学習課へお申込みください。
　 ※申込書は文化センター窓口や町公式ホームページ上から
　　  入手できます。

　　　　　　　　　▼
〇 生涯学習課で講座担当課と日程等の調整を行います。
　　　　　　　　　▼
〇 生涯学習課より申込グループに講座決定通知を
　 送付いたします。
　　　　　　　　　▼
〇 開催に当たっての詳細を申込みグループと講座
 　担当課で最終調整
　　　　　　　　　▼
　　　　　　★ 講 座 開 催 ★

①申し込み①申し込み①申し込み①申し込み

② 調　整② 調　整② 調　整② 調　整

③講座決定通知③講座決定通知③講座決定通知③講座決定通知

④最終確認④最終確認④最終確認④最終確認

⑤職員派遣⑤職員派遣⑤職員派遣⑤職員派遣

生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課


