令和４年度

田辺市 まちづ くり学 びあい 講 座
メニュー一覧
『田辺市まちづくり学びあい講座』とは･･･
市民が直面する生活課題や地域の課題について学び合い、生涯学習による協働
のまちづくりを進めていくため、市民の皆様が主体となって開催する学習の場
に、市の担当者（課等の長）が出向いて市の施策等について説明するととも
に、市民の皆様からのご意見等を拝聴する機会を創造します。

☆９分野７６講座を用意しております。
市政

１２講座 経済・産業

１０講座

まちづくり

５講座 防災・消防

８講座

くらし・環境

９講座 子ども・教育

９講座

１３講座 文化・スポーツ

８講座

健康・福祉・医療
その他

２講座

☆１０名以上の団体・グループでお申し込みください。
☆土・日・祝日、夜間でもお伺いします。
☆費用は、無料です。
※詳細は、裏面をご覧ください。
※ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city .tanabe.lg.jp/ shougai/ suishin/manabiaikouza_ menu .html

◎お問い合わせ
教育委員会 生涯学習課 生涯学習推進係
市 民 総 合 セ ン タ ー 3 階 （ 田 辺 市 高 雄 1 丁 目 23-1）
ＴＥＬ０７３９（２６）４９０８
ＦＡＸ０７３９（２５）６０２９
電 子 メ ー ル shougai@city.tanabe.lg.jp

『田辺市まちづくり学びあい講座』のご利用について
【趣旨】
市の担当者等が講師としてお伺いし、市の事業や取り組みにつ
いて話をします。市民のみなさんの学習活動に役立てていただく
とともに、これからのまちづくりを一緒に考えるものです。
【対象】
市 内 に 在 住 の 概 ね 10 人 以 上 の 団 体 ・ グ ル ー プ
【講師】
市の担当者等
【費用】
無料です。但し、会場・場所は、申込団体でご用意ください。
また、会場の借料等が必要な場合は、申込団体で負担をお願い
します。
【日時】
１ ２ ／ ２ ９ ～ １ ／ ３ を 除 く 、 ９ 時 ～ 21 時 の 間
【会場】
講座を実施する会場は、田辺市内とします。
【申し込み方法】
（１）講座の開催を希望する日の約１か月前までに、講座を開催
する「団体名」「希望日時」「会場」「希望講座」「参加
予定人数」「連絡先」などを講座担当課あてご連絡くださ
い。
（２）田辺市公式ホームページから申込書をダウンロードし、必
要事項（団体名、希望日時、会場、希望講座、参加予定人
数、連絡先など）をご記入いただき、講座担当課へご持参
又 は FAX を 送 信 し て く だ さ い 。
【その他】
（１）担当課の都合により、日時を調整させていただく場合があ
ります。
（２）政治、宗教、営利等を目的とする場合は、お申し込みいた
だけません。

令和４年度 『田辺市まちづくり学びあい講座』メニュー
テーマ【市政】
番号

1

講座名

内容

時間

市では、令和３年４月１日に「田辺市人権尊重のまち
づくり条例」を制定しました。
講座では、条例の目的である「一人ひとりが大切にさ
「田辺市人権尊重のま れ、幸せを実感できるまち」の実現を図るため、「市は
60分～80分
ちづくり条例」について どのような取組を行うのか」、「市民や事業者に求めら
れていることは何か」など、身近な人権問題に触れな
がら説明します。

担当課

人権推進課
Tel:0739-26-9912
Fax:0739-22-5310

土地対策課
Tel:0739-26-9915
Fax:0739-26-0373

2

地籍調査とは

地籍調査の必要性、効果、進め方などについて説明
します。

30分

3

情報公開制度について

市の情報公開制度の仕組みや公文書の開示請求の
方法などについて説明します。

60分

4

個人情報保護制度につ 市の個人情報保護制度の仕組みや個人情報の開示
いて
請求の方法などについて説明します。

60～90分

5

色々な事業を実施するために、交付税、補助金、市
財政運営の仕組みと財 債等のお金がどのように入ってきて、どのように使わ
政状況について
れるのかという財政運営についてのお話と、その結果
として、現在の財政状況について説明をします。

60分

財政課
Tel:0739-26-9918
Fax:0739-22-5310

6

公共工事等の発注につ 公共工事等の発注は、どのような方法で行われてい
いて
るのか説明します。

30分

契約課
Tel:0739-26-9964
Fax:0739-26-9907

7

都市計画区域、用途地域、建ぺい率、容積率など
土地利用規制とは何で
様々な規制がありますが、これは何のために決めてい
すか
るのかなどについて説明します。

60分

都市計画課
Tel:0739-26-9937
Fax:0739-25-6016

8

市道及び法定外公共物
市道の維持・補修、私道の市道認定、道路台帳の閲
の財産管理ってどんな
覧、放置自転車の撤去などについて説明します。
の？

30分

管理課
Tel:0739-26-9966
Fax:0739-25-6016

9

土木課のしごと

土木課で行っている業務内容について説明します。

30分

土木課
Tel:0739-26-9934
Fax:0739-25-6016

10 会計課のしごと

出納事務など会計課の業務について説明します。

30分

会計課
Tel:0739-26-9939
Fax:0739-22-5310

11 市議会のしくみと役割

市議会は市民の選挙で選ばれた議員で構成してい
ます。この市議会のしくみや役割、市長との関係など
説明します。

60分

議会事務局
Tel:0739-26-9940
Fax:0739-25-5579

12 選挙制度のしくみ

選挙制度の概要について説明します。

30分

選挙管理委員会
Tel:0739-26-9945
Fax:0739-22-5310

内容

時間

担当課

平成29年度から平成38年度までを計画期間とする第
２次田辺市総合計画の概要とまちづくりの経過につ
いて説明します。

45分

総務課
Tel:0739-26-9916
Fax:0739-22-5310

テーマ【まちづくり】
番号

講座名

13 田辺市の総合計画

14

令和２年度から令和６年度までを計画期間とした、田
田辺市地域公共交通網
辺市地域公共交通網形成計画の概要と、田辺市内
形成計画について
における公共交通について説明します。

15

協働によるまちづくり
（協働）とは？

市民活動団体等と行政がそれぞれの役割のもと、協
働によるまちづくりを推進するためにはどうすべきかな
どについて説明します。
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約60分

30分

企画広報課
Tel:0739-26-9963
Fax:0739-22-5310
自治振興課
Tel:0739-26-9911
Fax:0739-22-5310

令和４年度 『田辺市まちづくり学びあい講座』メニュー
テーマ【まちづくり】
番号

講座名

内容

時間

担当課

悪徳商法の被害にあわないための知識や最近の事
例及びク－リングオフ制度などについて説明します。
※専門の消費生活相談員による講座も選択可能。
（ただし、申込先着5件まで）

30分

自治振興課
Tel:0739-26-9911
Fax:0739-22-5310

男女共同参画社会の実 男女共同参画について、啓発ビデオなどを用いて説
現をめざして
明します。

60分

男女共同参画推進室
Tel:0739-26-4936
Fax:0739-24-8323

時間

担当課

30分

税務課
Tel:0739-26-9919
Fax:0739-23-1941

30分

市民課
Tel:0739-26-9923
Fax:0739-23-1903

60分

情報政策課
Tel:0739-26-9917
Fax:0739-26-9960
市民課
Tel:0739-26-9923
Fax:0739-23-1903

ごみ減量やリサイクル、生活排水、地球温暖化防止
環境について考えてみ
などについて、家庭でできる取り組み事例などを解説
ませんか
します。

30分

環境課
Tel:0739-26-9927
Fax:0739-26-7255
廃棄物処理課
Tel:0739-24-6218
Fax:0739-24-4068

公共下水道の概要、生活排水処理の必要性、接続
時の家庭での費用負担などについて説明します。
（資源循環型社会での水のあり方や水との関わりにつ
いてのビデオ上映もあります）

60分

都市計画課
Tel:0739-26-9937
Fax:0739-25-6016

16 消費生活講座

17

テーマ【くらし・環境】
番号

講座名

18 身近な税の話

内容
市の税の仕組みと納め方などについて説明します。

戸籍・住民票の届出等について
・戸籍とは
19 戸籍と住民票について
・戸籍謄抄本の申請と本人確認
・住民票の申請と本人確認について説明します。
・マイナンバー制度とは
マイナンバー制度につ ・マイナンバーカードについて
20
いて
・詐欺にご注意
・事業者の皆様へ（※オプション）

21

公共下水道とは
22
(水と生活)

近い将来予想されている東南海・南海地震に備え、
あなたの家は地震に強 建物倒壊による被害の死者を減らすために、住民意
23
い？
識を高める事業「木造住宅耐震化促進事業」を紹介
します。
近年増加している空き家のことについて一緒に考え
てみませんか？
空き家を所有または今後相続等により所有するかもし
空き家のこと、考えてみ
24
れない方におススメです。
ませんか？
・空き家の管理
・空き家の解体
・空き家の活用や売却
普段利用している公園の基本的な知識や、公園を利
みんなの公園を楽しく、
用するにあたって知っておいていただきたい事柄、安
25 安全に使って頂くため
全に利用していただくための維持管理などについて
に
説明します。
26

いつも、いつまでも水道 水道水が家庭に届くまでの仕組みや、水道事業の概
の水
要について説明します。
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30分
建築課
Tel:0739-26-9935
Fax:0739-26-9956
60分

40分

管理課
Tel:0739-26-9966
Fax:0739-25-6016

30分

水道部
Tel:0739-24-0011
Fax:0739-24-7910

令和４年度 『田辺市まちづくり学びあい講座』メニュー
テーマ【健康・福祉・医療】
番号

講座名

内容

時間

27

国民健康保険制度につ
国民健康保険制度について説明します。
いて

30分

28

後期高齢者医療制度に
後期高齢者医療制度について説明します。
ついて

30分

担当課

保険課
Tel:0739-26-9924
Fax:0739-26-9961

29 地域福祉について

地域福祉と地域福祉計画について
・地域福祉の考え方
・地域での福祉課題
・地域福祉計画の内容などについて説明します。

30分

福祉課
Tel:0739-26-4900
Fax:0739-26-4914

30 高齢者福祉の現状

市の高齢者福祉の現状について説明します。

60分

やすらぎ対策課
Tel:0739-26-4910
Fax:0739-25-3994

60分

やすらぎ対策課
Tel:0739-26-4931
Fax:0739-25-3994
障害福祉室
Tel:0739-26-4902
Fax:0739-25-3994

31 介護保険制度について 介護保険制度について説明します。

32 障害福祉制度について

市の障害福祉サービスの種類、内容とその利用手続
きについて説明します。

30分

みんなで健康づくり！
33 「田辺市健康づくり計
画」の取組みについて

健康に過ごすことは誰もの願いであり課題です。健康
に過ごすことを願った「田辺市健康づくり計画」の取
組みについて説明します。

30分

生活習慣病やがんは、進行するまで自覚症状がない
健診はヘルシーライフ
ことが多いものです。定期的な健診で健康状態を
（健康生活）への羅針盤
34
チェックし、生活習慣の見直しや病気の早期発見、早
～あなたの明るい未来
期治療につなげましょう。健診を受けることの大切さ
のために～
や健診内容等について説明します。

30分

メタボリックってなあー
35
に？「運動・食生活」

メタボリックシンドローム（内臓肥満症候群）に焦点を
当てた生活習慣病予防として、生活の中に運動を取
り入れ、そして、バランスの良い食生活「元気で長生
き」の実現について説明します。

30～60分

36

知っていますか？
「たばこの害」

あなたは健康をおびやかす、たばこの害を知ってい
ますか？たばこの有害物質、健康への害、および禁
煙の効果について説明します。禁煙希望者には、個
別に相談に応じ禁煙支援をします。

30分

37

意外にも、１歳～１４歳までの死亡原因のトップは不
子どもの事故予防（０～
慮の事故です。起こってからでは遅すぎます。事故予
３歳を中心に）
防について一緒に考えてみませんか。

30～60分

よい眠りとは？
ぐっすり眠れていますか？生活習慣を見直すことで
38 ～生活習慣を見直して 眠れるようになるかもしれません。よい眠りで、健康づ
みませんか？～
くりに役立てましょう！

60分

健やかで心豊かな毎日を送るためには、健康でいる
生活習慣を見直して健 ことが大切です。これからの時代、平均寿命ではなく
39
康寿命をのばしましょう 健康寿命に注目し、できるだけ長く健康であり続ける
ための生活習慣について説明します。

60分
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健康増進課
Tel:0739-26-4901
Fax:0739-26-4911

令和４年度 『田辺市まちづくり学びあい講座』メニュー
テーマ【経済・産業】
番号
40

講座名

内容

田辺市の商工業につい 紀南地方の商工業の中心都市として発展してきた市
て
の商工業の概要について説明します。

地域資源（世界遺産、海・山・川の豊かな自然、歴
41 田辺市の観光について 史、文化等）の活用等、市の観光について説明しま
す。

時間

担当課

30分

商工振興課
Tel:0739-26-9970
Fax:0739-22-9898

30分

観光振興課
Tel:0739-26-9929
Fax:0739-22-9903

42 田辺市の農業について

市の農業の歴史、現状と課題等について説明しま
す。

60分

43 防ごう！有害鳥獣対策

野生鳥獣害による農作物被害の防除対策、市の補助
制度などについて説明します。

30分

遊休農地（耕作放棄地）の現状と課題、有効活用方
法、市の補助制度などについて説明します。

30分

44

農地を守ろう！
農地保全

農業振興課
Tel:0739-26-9930
Fax:0739-22-9903

既存の農地を整備したり、新たに農地造成をする場
農地及び農業用施設の 合や、農道や用排水路などの改修をする場合、どの
45
整備事業について
ような事業メニューがあるのかを紹介し、事業を行うた
めの要件等について説明します。

30分

農業振興課
Tel:0739-26-9938
Fax:0739-22-9908

46 梅について

「田辺の梅について」
歴史・栽培・加工方法・効用・生産振興と消費拡大へ
の取組みなど基本的・全般的な内容について説明し
ます。

40分

梅振興室
Tel:0739-26-9959
Fax:0739-22-9908

47 田辺市の漁業について

市における漁業の実態や水産振興に向けた取組み
について説明します。

30分

水産課
Tel:0739-26-9932
Fax:0739-22-9898

森林は木材生産のほか、水源涵養、土砂災害防止、
森林(もり)と私たちの生 保健レクリエーションなどの公益的機能を有しており、
48
活
私たちの生活と密接な関係があります。このことにつ
いて説明します。

30分

山村林業課
Tel:0739-48-0303
Fax:0739-49-0359

農地を貸借したり売買する場合は、農地法に基づく
許可を受けなければなりません。また、農地を宅地等
に転用する場合、県知事の許可が必要です。その手
続きについて説明します。

30分

農業委員会
Tel:0739-26-9946
Fax:0739-25-6016

内容

時間

担当課

30～60分

防災まちづくり課
Tel:0739-26-9976
Fax:0739-22-5310

49 農地法について

テーマ【防災・消防】
番号

講座名

災害に備えるために～ 風水害をはじめ、近い将来、発生が心配される南海ト
50 防災意識を高めよう！ ラフ地震への備えや避難行動など、家庭における防
～
災対策の基礎知識などについてお話します。
51

お話します。消防の仕
事

消防本部、消防署及び消防団の仕組みと仕事につ
いて説明します。

30分

52

いざというときのため
に！普通救命講習

人工呼吸や心臓マッサージの方法、AED(自動体外
式除細動器)の取扱いなどを説明します。

180分
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消防本部総務課
Tel:0739-26-9953
Fax:0739-22-3402
田辺消防署
Tel:0739-33-9067
Fax:0739-22-3402

令和４年度 『田辺市まちづくり学びあい講座』メニュー
テーマ【防災・消防】
番号

講座名

内容

各消防署の施設や車両を見学しながら、市の消防力
について説明します。
聞いてみよう！あなたの 地域における消防力や消防に関する課題を説明しま
54
街の消防力
す。
水の事故で、不幸にも亡くなられた方の約80％は、服
水の事故から身を守る
55
を着た状態での事故です。この水の事故から自らの
「着衣泳法」！
身を守る着衣泳法について説明します。
53 見てみよう！消防署

56

起こってからでは大
変！火災の予防

普段からの火災予防や火が出たときの消火の方法な
どについて説明します。（消火訓練もできます）

住宅用火災警報器を取り付けることの重要性、取付
知っていますか？住宅 場所、定期的な作動点検、古くなった機器の交換な
57
用火災警報器
どについて説明します。

時間

担当課

60分
30分

田辺消防署
Tel:0739-33-9067
Fax:0739-22-3402

60～90分

60分

60分

消防本部予防課
Tel:0739-26-9954
Fax:0739-22-3402

テーマ【子ども・教育】
番号

時間

担当課

58 子育てを応援します

市が取り組んでいる子育て支援事業を紹介します。
・田辺市子ども・子育て支援事業計画
・家庭児童相談室
・地域子育て支援センター
・ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業
・児童虐待防止について

45分

子育て推進課
Tel:0739-26-4927
Fax:0739-26-7750

59 「学童保育所」について

共働き家庭など、留守家庭の児童の生活の場を与え
る「放課後児童健全育成事業」について説明します。

30分

子育て推進課
Tel:0739-26-4904
Fax:0739-26-7750

市の子どもたちの現状（学力・体位体力・生活他）と課
題、それに対する教育委員会･学校等の取り組みに
ついて説明します。

30分

学校教育課
Tel:0739-26-9942
Fax:0739-24-8323

61 学校給食について

学校給食の基本的な考え方、給食実施の状況、城山
台給食センターの概要などについて説明します。

40分

給食管理室
Tel:0739-24-1406
Fax:0739-24-1407

62 生涯学習ってなに？

生涯学習の考え方や意義、生涯学習活動を通じた地
域づくりなどについて説明します。

45分

60

63

講座名

子どもたちの現状と学
校の取り組み

内容

青少年が心身ともに健やかに成長するため、市民ぐ
青少年の健全育成活動
るみ、地域ぐるみの健全育成活動について説明しま
について
す。

64 ようこそ公民館へ

市民が出会い、ふれあい、学びあう場である公民館
の役割や現在行われている活動や、事業について紹
介します。

30分

生涯学習課
Tel:0739-26-4908
Fax:0739-25-6029

45分

生涯学習課
Tel:0739-26-4925
Fax:0739-25-6029

65

青少年の非行を防止し、健全育成を図るための、補
「田辺青少年センター」
導・相談・環境浄化等の活動内容と現状を紹介しま
の活動について
す。

30分

生涯学習課
Tel:0739-26-4908
Fax:0739-25-6029

66

児童館ってどんな
ところ？

30分

末広児童館
Tel:0739-23-1892
Fax:0739-23-1893

「遊び」をとおして、子どもを健全に育成する活動等を
紹介します。
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テーマ【文化・スポーツ】
番号

講座名

内容

地域の皆さんが主体的に運営する総合型地域ス
スポーツクラブで地域が
ポーツクラブの紹介と、市民スポーツ活動、スポーツ
元気に
施設等の状況を説明します。
世界遺産 「紀伊山地の霊場と参詣道」と田辺市歴史
68 世界遺産と景観条例
文化的景観保全条例等について説明します。
67

時間

担当課

30分

スポーツ振興課
Tel:0739-25-2531
Fax:0739-25-0387

45分

69 田辺市の文化財紹介

市にある指定文化財の主なものを紹介します。

45分

エコロジーの先駆者
70
南方熊楠

郷土の偉人南方熊楠。神社合祀反対運動・自然保
護運動など、現在注目されている彼の業績を中心に
説明します。※休館日を除く（勤務時間内での対応と
なります）

30分

71 図書館の歴史

明治33年に、図書館が出来て以来、現在まで続いて
いる図書館の歴史と図書館での利用方法について
説明します。

50分

72

絵本・紙芝居を楽しも
う！

文化振興課
Tel:0739-26-9943
Fax:0739-25-6029
南方熊楠顕彰館
Tel:0739-26-9909
Fax:0739-26-9913

田辺市立図書館
Tel:0739-22-0697
Fax:0739-22-6249

図書館員が、絵本・紙芝居の選び方、楽しみ方につ
いて説明します。読み聞かせの実演も含め、絵本・紙
芝居の紹介もします。

50分

受講条件：受講内容として絵本・紙芝居を選考してく
ださい。

73 図書館へ行こう！

図書館の本の並び方、読みたい本の探し方、予約や
リクエストなど、図書館利用の基礎の基礎から、様々
な調べもの相談まで、図書館をもっと気軽に身近に
活用していただく方法をご紹介します。

45分

田辺市立図書館
Tel:0739-22-0697
Fax:0739-22-6249

74 美術館へようこそ

美術館はどういう事をしているの？
どういう絵があるの？
美術館のすべてを紹介します。

30分

田辺市立美術館
Tel:0739-24-3770
Fax:0739-24-3771

時間

担当課

30～60分

生涯学習課
Tel:0739-26-4908
Fax:0739-25-6029

テーマ【その他】 ※こちらの講座は生涯学習課までお申込みください。
番号

講座名

75 交通安全教室

内容

交通事故の実態と、交通安全について説明します。

田辺警察署交通課

振り込め詐欺等の発生状況、様々な犯行手口等につ
振り込め詐欺等に対す
いて説明し、被害防止用DVDを活用して、被害を防
76
る防犯教室
止する方法について説明します。

40～60分

「田辺市まちづくり学びあい講座」
田辺市教育委員会 生涯学習課 生涯学習推進係
〒646-0028田辺市高雄1丁目23－1田辺市民総合センター３階
電話０７３９（２６）４９０８／Fax０７３９（２５）６０２９
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生涯学習課
Tel:0739-26-4908
Fax:0739-25-6029
田辺警察署生活安全刑事課

