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利用のご案内

【利用対象者】

【派遣の時間】

【費用・準備】

【申込み方法】

★メニュー表に載っていない内容のもので、お尋ねのものがありましたら、担当部署ま
たは生涯学習課（電話７７５－９４９０）へお問い合わせください。メニューは年度ご
とに更新します。

　市内に在住・在勤・在学する10人以上の組織・グループで、派
遣依頼の目的が市民生活に必要なもの、または行政内容の理解な
どであること。
★要望や苦情を申し入れる場ではなく、知識・技術の習得など学
習の場であることをご理解ください。政治、宗教、営利を目的と
した催しなどにはご利用できません。

　

　原則として、平日午前10時～午後8時までの間でおおむね1時
間です。(内容によっては相談に応じます。）
★土・日曜日の開催希望の場合は各担当部署とご相談ください。
担当課の業務日程の都合により、ご希望に添えない場合がありま
すので、ご了承ください。

  派遣料は無料です。ただし、グループで会場確保をし、会場使用
料および受講の際の材料費は自己負担していただくようお願いい
たします。
★会場は原則として公民館、地域集会所など公共施設でお願いし
ます。

　メニュー表を参考に、担当部署に直接電話でお問い合わせ（内
容・日程調整等）のうえ、所定の申込書で申し込んでください。
派遣の可否・詳細等の連絡は、担当部署からご連絡いたします。
★申込みは派遣希望日の２週間前までにお願いいたします。

あげお市政出前講座（通称：出前講座）とは、市民の

皆さんが学習を希望するテーマについて、市の職員が

おうかがいし、各担当分野の仕事の内容や持っている

専門的知識等を分かりやすく説明いたします。 学校・

PTA関係、事務区、各団体関係ほか市民グループの

方々など、この機会にぜひご利用ください。

ご利用者
メニュー表

を参照

い問でお電話へ担当部署

（所み込し申お、上わせの合

定の申込書の郵送・FAX）い

ただきます。



             平成23年度あげお市政出前講座メニュー表

分野 講座名 内容
電話番号

ファクス番号

まちのビジョ
ン、市民社会

総合計画 基本構想、基本計画などの概要 tel: 775-3963
fax:776-8873

国際交流のすすめ 国際交流協会の紹介と上尾市の
国際交流の現状

tel: 775-4539
fax:775-9819

男女共同参画社会 男女共同参画社会の視点とは tel: 778-5111
fax:778-5112

福祉、健康 地域福祉の推進 地域福祉の背景や展望 tel:775-5118
fax776-8872

生活保護とは 生活保護制度の概要 tel:775-5119
fax776-8872

児童虐待防止啓発研
修

児童虐待防止のための連携と地
域・市の役割

tel: 775-5121
fax:774-5342

次世代育成支援 市の次世代育成に関する取り組
みなど

tel: 775-5120
fax:774-5342

介護予防 介護予防について tel: 775-4190
fax:776-8872

介護保険制度 介護保険制度の仕組み tel: 775-6473
fax:776-8872

高齢者福祉のあらま
し

市の高齢者サービスや高齢者を
取り巻く現状など

tel: 775-5124
fax:776-8872

高齢者虐待防止啓発
研修

高齢者虐待の内容、背景、防止
のための連携と地域・市の役割

tel: 775-4190
fax:776-8872

健康あげお いきいき
プラン

計画の概要、市の健康課題、計
画の目標

tel: 77４-1411
fax:776-7355

健診・検診を受けま
しょう

病気の早期発見の重要性、市の
状況、検査結果の見方・考え方

tel: 77４-1411
fax:776-7355

お口の健康 世代ごとの歯みがき状況、正し
い歯みがきの知識、マイ歯ブラ
シ運動

tel: 77４-1411
fax:776-7355

健康の基本は食事か
ら

離乳食、子どもの食事、大人の
食事（生活習慣病予防の食事な
ど）

tel: 77４-1411
fax:776-7355

こころの健康づくり 意外と身近なこころの病気、こ
ころの変化に早く気付くために

tel: 77４-1411
fax:776-7355

暮らし 震災対策 身近な震災予防対策と市の震災
対策

tel:775-5140
fax775-9927

身近な温暖化対策 身近にできる温暖化対策の啓
発、推進

tel: 775-6925
fax:775-9927

上尾市の環境基本計
画

上尾市の環境基本計画の概要 tel: 775-6925
fax:775-9927

環境政策課

環境政策課

担当部署名

総合政策課

男女共同参画課

高齢介護課

社会福祉課

社会福祉課

　従来数多く実施されてきた環境、消防、救急救命、歴史講座などの分野は、この講座に体系化され
ております。メニュー表に載っていないものがありましたら、担当部署または生涯学習課にお問い合
わせください。なお、メニューの内容は平成23年4月1日現在の内容です。

こども支援課

高齢介護課

健康推進課

高齢介護課

健康推進課

健康推進課

健康推進課

自治振興課

保育課

高齢介護課

健康推進課

市民安全課



分野 講座名 内容
電話番号

ファクス番号

暮らし ごみの出し方・減ら
し方

・ごみの現状と課題
・ごみの「分別」・「減量」・
「リサイクル」
・ごみの行方「家庭から最終処
分場まで」
・資源ごみの行方「家庭からリ
サイクルされるまで」

tel:781-9141
fax:781-9166

西貝塚環境センター
の仕組み（施設の見
学会）

西貝塚環境センターの施設見学
とごみの出し方・減らし方

tel:781-9141
fax781-9166

消費生活に関する講
座

悪質商法の被害に遭わないため
の心構えなど

tel: 775-080０
fax:776-4600

中小企業を応援しま
す

融資制度を中心とした中小企業
に対する各施策概要

tel: 777-4441
fax:775-5024

あげおの農産物 あげおの農産物を紹介 tel: 775-7459
fax:775-9872

人権と向き合うため
に

さまざまな人権について考える tel: 775-5117
fax:775-9819

健全な青少年育成を
目指して

青少年健全育成事業、各種事業
の紹介

tel: 776-2488
fax:776-2117

選挙の豆知識 選挙の仕組み tel: 775-9689
fax:775-9819

保険、年金
税

国民健康保険
(期間限定 ８月から2月ま
で)

制度の仕組み tel: 775-5136
fax:775-9827

国民年金加入から受
給まで

国民年金の加入、保険料、給付
の種類など

tel: 775-5137
fax:775-9827

住民税の仕組み
(期間限定　10・11月)

住民税の仕組みを簡単に説明 tel:775-5131
fax775-9846

資産税の仕組み
(期間限定 ７・８・９月)

固定資産税・都市計画税の仕組
み

tel:775-5133
fax775-9846

都市計画マスタープ
ラン2010

都市計画マスタープランの概要 tel :775-7903
fax:775-9872

市の緑と公園 市の緑と公園の紹介 tel: 775-8129
fax:775-9872

知っておきたい建築
知識

建築に関する法律や制限などの
知識

tel :775-8490
fax:775-9872

木造住宅の簡易耐震
診断

木造住宅に関する簡易耐震診断
や補強方法

tel: 775-8490
fax:775-9872

公共下水道の仕組み 下水道計画と現状、下水道使用
料と事業費、下水道施設の維持
管理

tel: 775-9302
fax:775-9906

水道水ができるまで 地下水や河川水が水道水になる
まで

tel: 775-5160
fax:775-9041

市議会 市議会の仕組み
(３・６・９・１２月以外)

市議会の仕組みや役割 tel :775-9467
fax:776-2230

農政課

西貝塚環境セン
ター

議会事務局
議事調査課

選挙管理委員会
事務局

まちづくり
計画課

みどり公園課

青少年課

担当部署名

消費生活セン
ター

人権推進課

西貝塚環境セン
ター

建築指導課

建築指導課

下水道課

水道部
総務課

都市、緑、水

保険年金課

市民税課

資産税課

保険年金課

商工課



分野 講座名 内容
電話番号

ファクス番号

火災から身を守る 防火に関する基礎知識～住宅用
火災警報器など～

tel: 775-1314
fax:775-2230

上尾 東消防署 tel :775-1310
fax:770-1902

原市 東消防署
原市分署

tel :722-5225
fax:720-1119

上平 東消防署
上平分署

tel :775-0119
fax:770-1901

大石 西消防署 tel :725-2624
fax:780-1190

大谷 西消防署
大谷分署

tel :726-2771
fax:780-1191

平方 西消防署
平方分署

tel :782-0911
fax:782-0922

生涯学習、
生涯スポーツ

上尾市の生涯学習 生涯学習事業、サークル活動の
仕方、公民館の使い方など

tel: 775-9490
fax:776-2250

上尾の遺跡 遺跡の発掘から分かったこと tel: 775-9496
fax:776-2250

上尾の指定・登録文
化財

市内の指定・登録文化財の紹介 tel: 775-9496
fax:776-2250

上尾の歴史 市史の調査で分かったこと tel: 775-9496
fax:776-2250

人にやさしくなれる
人権講座

身近な人権について分かりやす
い話

tel: 775-9496
fax:776-2250

スポーツに参加しま
せんか

市民体育祭、シティマラソン、
市民駅伝紹介と参加案内

tel :781-8112
fax:781-8113

学校給食 小学校給食について
(２月～６月以外)

小学校給食ができるまで 学校保健課 tel: 775-9683
fax:775-5633

中学校給食について 中学校給食についての話 tel: 777-1552
fax:777-1553

生涯学習課

担当部署名

中学校給食
共同調理場

スポーツ振興セ
ンター

消防本部
予防課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

救命、消防

応急手当 人工呼吸、心臓マッサージ、Ａ
ＥＤ（自動体外式除細動器）、
止血、異物除去、体位管理

※実施場所近くの消防署または
分署へお申し込みください。
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