
分　野　No． 講座メニュー 担当課

1 神栖市総合計画の取組 政策企画課

2 行財政改革の取組 行政経営課

3 議会の仕組み 議事課

4 入札・契約の仕組み 契約管財課

5 当初予算について 財政課

6
神栖市のまちづくり

都市計画課

7 そうだ　選挙に行こう！ 総務課

8 「統計調査」って何？　統計から見た神栖市 政策企画課

9 協働のまちづくり～コミュニティ再生について～ 市民協働課

10
地籍で進めるまちづくり

地籍調査課

11 外国人にやさしいまちづくり 政策企画課

12 生活習慣病予防のポイント 健康増進課

13 あなたの健康をつくる食生活 健康増進課

14 介護予防 長寿介護課

15
民生委員・児童委員の役割 

社会福祉課

16 活用しよう「障がい福祉」 障がい福祉課

【かみす出前講座】

市民の皆さまが「知りたい・聞きたい・学びたい」と思う市の事業や制度について、職員が集会等へ出向き、講座を開催するものです。

対象=市内に在住・在勤・在学する10人以上で構成する団体
開催日時=祝日および12/28から1/4までを除く日　2時間以内
※会場の確保や会場使用料のご負担は、依頼者さまご自身でお願いいたします。
申込・問合先=市民協働課　☎0299-90-1178

内　容

第2次神栖市総合計画の概要と、それに基づいた取組について

行政改革、行政組織及び職務権限、地方分権、事務改善及び提
案制度

 議会の組織や定例会の流れなどについて

公共事業に際しての入札契約制度について、各入札方式の特徴
及び、市の入札契約の現況について説明します。

市の予算概要をわかりやすくお話しします。

まちづくりの基本的な方針について

選挙の意義、選挙運動、投票の仕方等についての講義や模擬選
挙など、ご希望に合わせて実施いたします。

統計調査の概要とそのデータの使われ方、統計調査結果から見
た神栖市について

地域の人と人とのつながりが希薄になってきた昨今、コミュニ
ティを再生するために何をしたら良いのでしょうか。市民協
働・市民活動の考え方について分かりやすくお話します。

地籍調査の進め方、調査の方法等について

・日本語が分からない外国人とのコミュニケーションについて
・やさしい日本語の活用、取組について

・生活習慣病とその予防について
・健康診断結果の見方について

バランスの良い食生活や減塩・適塩のポイントについて。

介護保険制度、介護予防について

民生委員とはどんな人なのか、何をしている人なのかを分かり
やすく説明します。

身体、知的、精神障害のある方が利用できる各種制度の概要や
支援・相談等について
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17 集まれ！児童館について知ろう！ こども福祉課

18 よくわかる！児童クラブ こども福祉課

19 子どもの成長に応じた関わり方 文化スポーツ課

20 予防接種と子どもの健康 保健予防課

21 ニセ電話詐欺。私は大丈夫？ 防災安全課

22 シニア世代の交通安全 防災安全課

23 市民を守る都市公園　-神栖中央公園- 施設管理課

24 防災について 防災安全課

25 ごみの分別とリサイクル 廃棄物対策課

26
家庭でできる
地球温暖化対策

環境課

27 海岸防災林の公益性 農林課

28 神栖市の環境 環境課

29 もっと知ろう　税金のしくみ（小・中学生向け） 課税課

30 公共交通を利用しよう 政策企画課

31 知っておきたい！国民年金制度 国保年金課

32 知っておきたい！後期高齢者医療制度 国保年金課

33
カルタで学ぼう！悪質商法最前線
（シニア向け）

消費生活センター

児童館について説明する

児童クラブについて説明する

小学校入学前のお子さんから中学生までの成長に応じた、家庭
での親子の関わり方について説明する。

・予防接種はいつ打てばいいの？ワクチンの種類と回数、接種
間隔について）
・子どもの健康について　（正常な発達と発育、病気の予防に
ついて）

最近、被害が多く発生しているニセ電話詐欺の状況と、その防
止策について説明する。

事故に遭えば重傷化しやすい高齢者に向けた、わかりやすい交
通安全対策を講話する。

神栖市の都市公園の統計的な特徴や公園施設について、また市
民を守る公園としての神栖中央公園についてお話しします。

防災について

・家庭ごみの分別、出し方について
・回収されたごみ、資源の処理、リサイクル工程について

家庭で取り組める温暖化対策の紹介やその効果について

神栖市の海岸における松林の機能等を学びその重要性を学習す
る

市における大気、水質等の測定結果について

（小中学生向け）税金の種類としくみについて解説します。

コミュニティバスやデマンドタクシーなどの公共交通の利用方
法などについて

制度の概要および必要な手続き等について

制度の概要および必要な手続き等について

カルタを楽しみながら、最新の悪質商法の事例と対処法を学ぶ
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34
製品事故から身を守ろう！
（中学生以上向け）

消費生活センター

35
知っておこう！悪質商法の最新手口
（一般～シニア向け）

消費生活センター

36 「市民ひとり・１スポーツのまち」を目指して 文化スポーツ課

37 神栖市の水産業
水産・地域

整備課

38 道路の維持管理 道路整備課

39 神栖市の水道 水道課

40 下水道のしくみと役割 下水道課

41 地域ポイントカード事業について 政策企画課

学
び

42
デートDV防止出前講座
～お互いを大切にする関係とは～

市民協働課

43 ふれあい学びあう公民館の活用 中央公民館

44 神栖市の歴史や文化財について知ろう！ 歴史民俗資料館

45 図書館の使い方 中央図書館

46
おはなし会
（幼児～一般向け）

中央図書館

47
カミスココくんとおべんきょう
もったいない（１５分）
（幼児向け）

消費生活センター

48
カミスココくんとおべんきょう
はじめてのおつかい（15分）
（幼児向け）

消費生活センター

49
カミスココくんとおべんきょう
このマークなあに？（15分）
（幼児向け）

消費生活センター

50
どっちがよいこ？（大型紙芝居／水遊び、花火編　20
分）
（幼児向け）

消費生活センター

51
どっちがよいこ？（大型紙芝居／遊具、生活編　20分）
（幼児向け）

消費生活センター

身近なところに潜む危険を認識し、製品事故被害にあわないた
めの知識を身につける

訪問販売、電話勧誘販売、売買契約、架空請求、多重債務など
消費生活に関する悪質商法の最新手口の事例と対処法について
学ぶ

神栖市におけるスポーツ振興の課題と取り組みについての説明
（神栖市スポーツ振興基本計画に基づいて）

神栖市の水産業の状況と水産振興事業について

市道における舗装やU字溝などの付属物の維持管理及び未舗装の
市道の補修など、市道全般の維持管理についてご説明します。

神栖市水道事業の取り組みなど

下水道の仕組み、正しい使い方、役割など、生活環境との関わ
りについて説明する。

令和3年10月から開始した地域ポイントカード事業の概要や、
ポイントのため方、使い方をお伝えします。

10代、20代のカップルの間で起こる交際相手からの暴力、ド
メスティック・バイオレンス（DV）を未然に防ぐための講義と
グループワークを行います。

公民館講座は生涯学習の第一歩。実生活に即した講座内容の説
明および世代を超えたコミュニティーで活動できる自主グルー
プや展示ケース・ギャラリーの活用方法、各部屋の使用方法に
ついて説明します。

・文化財についての説明
・神栖市にある国、市県指定文化財の紹介
・主な埋蔵文化財包蔵地（遺跡などの文化財が埋蔵している場
所）の紹介

（親子向け・子ども向け）本の並び方、図書館見学

（子ども向け）絵本の読み聞かせ

身の回りの「もったいない」ことに気づき、限りある資源の大
切さについて学ぶ

「ルールや約束を守ること」や「お金のこと」など、消費生活
の基本について学ぶ

クイズを通して、身のまわりのマークにメッセージがあること
を知る

大型紙芝居で、川遊びやプール遊び、花火など、こどもの事故
予防を学ぶ

大型紙芝居で、遊具や家庭内での遊びなどの、こどもの事故予
防を学ぶ
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52
お金の上手な使い方を学ぼう！「コアラのハッピーおこづ
かいすごろく」
（小学校低学年向け）

消費生活センター

53
お金の上手な使い方を学ぼう！「マナビィといっしょにお
つかいすごろく」
（小学校中・高学年向け）

消費生活センター

54
アクティブラーニング
「おこづかい帳をつけよう！」
(小学生向け)

消費生活センター

55
アクティブラーニング
「考えるお買い物」
(小学生向け)

消費生活センター

56
アクティブラーニング
「想像力でふせごう！インターネットトラブル」
（小学生以上向け）

消費生活センター

57
「ライフサイクルゲーム」で学ぼう！
(中・高校生～一般向け）

消費生活センター

58
「悪質商法対策ゲーム」で学ぼう！
(中・高校生～一般向け）

消費生活センター

59
アクティブラーニング
「トラブル時の対処法を話し合おう」
(小・中・高校生向け)

消費生活センター

60
消費者の権利と責任って？
（中学生向け）

消費生活センター

61
SDGｓ、エシカル消費について知ろう
(中・高校生～一般向け）

消費生活センター

62
「契約」について学ぼう！
(中・高校生～一般向け）

消費生活センター

63
キャッシュレスの落とし穴
（中・高校生～一般向け）

消費生活センター

その他 64 リクエスト講座(メニューにないもの) 

すごろくゲームを通して、おこづかいを計画的に楽しく使う体
験をする

すごろくゲームを通して、おこづかいを計画的に楽しく使う体
験をする

おこづかいを計画的に使えるよう、自分で管理する力を養う

体験学習を通して、計画的なお金の使い方を学ぶ

携帯電話、スマートフォンなどのインターネット上の情報に潜
む危険や注意点について学ぶ

すごろく形式のゲームを通して、人生の様々なリスクと必要な
備え、消費者として知っておくべき消費者契約等に関わる知識
などを学ぶ

すごろく形式のゲームを通して、悪質商法の事例とその基本的
な対処・対策について学ぶ

対象年齢に応じた消費者トラブル事例について、グループでの
討議・発表を通し、自ら解決する力を身につける

「消費者の権利と責任」や「契約」について、寸劇やクイズを
通して楽しく学ぶ

SDGｓやエシカル消費について知り、消費者一人ひとりができ
る行動を考える

契約の基本を学び、出会い系サイト・キャッチセールス・マル
チ商法等の若者が遭いやすい手口と対処方法を紹介

トラブル事例を知り、「ローン」「クレジットカード」「電子
マネー」の仕組みや注意点などを学ぶ


