
市役所の仕組みと現状
番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

1 富士見市の財政事情
市の予算を家計に例えてみました。財政事情はどう
なっているのか、お金はどのようなことに使われて
いるのかについて解説します。

政策財務課

2
これでわかった！
富士見市の行財政改革

市の行財政改革の取り組みをわかりやすく説明し、
併せて市民のみなさんのご意見、ご提案を伺いま
す。

政策財務課

3 教えて！市役所の仕事
市役所ってどんな仕事をしているのだろう？市役所
の組織や業務概要について説明します。

政策財務課

4 情報公開制度の仕組みと運用
市の情報公開制度導入経過とその運用実績をもと
に、導入による成果と現在の課題について解説しま
す。

総務課

5 かんたん学習！くらしの中の選挙
選挙の基本的な仕組みについて説明します。しっか
り学んで投票にでかけましょう。

総務課

6 求められる職員像への取組み
富士見市人材育成基本方針の策定趣旨、基本理
念、求められる職員像、職員育成の取組みについ
て説明します。

職員課

7 入札・契約の仕組み
市の発注する工事や委託業務、物品購入などの入
札・契約制度（契約締結・方法）の現状について説
明します。

管財課

8 監査とは？
監査制度の仕組みと、監査委員の役割について解
説します。

監査委員事務局

9 議会の役割と仕組み
皆さんの代表である議員で構成されている市議会
について、その役割と仕組みを中心に、わかりやす
く説明します。

議会事務局

10 会計事務について
市役所の現金（公金）受け入れと支払いがどのよう
な流れになっているのかをわかりやすく説明しま
す。

出納室

11 教育委員会制度の概要
教育委員会の組織や教育行政の内容について説
明します。

教育総務課

12 土地開発公社ってなに
公共用地の先行取得と土地開発公社の役割につ
いて説明します。

土地開発公社

（仮称）富士見市協働によるまちづくり講座一覧表　（案）

平成２０年１月２３日現在
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

13
「市長へのメール・はがき」を
見てみよう

自宅にパソコンをお持ちでない方のために、「市長
へのメール・はがき」を見ていただき、職員と懇談し
ます。

秘書広報課

14 ふじみの未来予想図
富士見市総合計画を使い、将来像や主要事業につ
いて、事例を交えながらまちづくりについて考えま
す。

政策財務課

15
知っていそうで知らない
ふじみの素顔

市の現状について、統計資料を見ながら、まちに対
する新たな発見や課題を一緒に考えます。

政策財務課

16 身近な国際交流を考えよう
市内在住外国人への支援事業とNPO等との協働連
携事業などについて説明します。

協働推進課

17 男女共同参画社会をめざして
市男女共同参画社会確立のための行動計画の概
要と推進状況について説明します。

協働推進課

18
市民と市が共につくる
活力あるまちづくりに向けて

市民参加と市民と市の協働のまちづくりを進めるた
め制定された富士見市自治基本条例について解説
します。

協働推進課

19 戸籍と住民基本台帳とは？
戸籍に関することや住民基本台帳制度に関するこ
とを解説します。

市　民　課

20 身近な税金　～住民税～
収入があった時にかかる所得税と住民税。その中
でも住民税の仕組みや計算方法についてわかりや
すく説明します。

税　務　課

21 固定資産税の仕組み
固定資産税（土地・家屋・償却資産）の仕組みや税
額の算出方法について解説します。

税　務　課

22 納税は豊なまちづくりの第一歩
市の財源の基本である市民税や固定資産税など市
税の納付状況と収納対策について説明します。

収　税　課

23 富士見市の商業の現状
富士見市の商店会のがんばりを紹介しながら、商
業活性化ビジョンを説明します。

産業振興課

24 富士見市の農業
農産物（地産地消・特産品・農業団体）、市民農園、
遊休農地の解消、担い手の育成などについて説明
します。

産業振興課

25 みんなで育てる青少年
市の青少年健全育成事業の概要について説明しま
す。

生涯学習課

26 文化財を守る
市内に存在する遺跡、文化財の保護・保存の状況
について説明します。

生涯学習課

くらし・コミュニティ
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

27
うるおい・やすらぎ「公園・緑
地」

市内の特色ある公園・緑地をスライドを交えながら
紹介します。また、市の公園・緑地の維持管理の現
状や取り組みなどについて説明します。

まちづくり推進課

28 今だからできる震災対策
その時あなたは生きのびることができますか？日頃
から備えておくことの重要性等震災対策について説
明します。

安心安全課

29
災害時要援護者支援対策
について

災害時に自分自身を守ることが困難な高齢者や障
害を有する方などへの支援を行政・地域等が一体
となって支援するためのネットワークづくりについて
説明します。

安心安全課

30 市内の地震被害想定
大規模な地震が発生した場合の地震動及び物理的
被害の想定について解説します。

安心安全課

31 自主防災組織のすすめ
地域に住むみなさんがお互いに協力し合い、地域
の安全を守るための自主防災組織の結成方法や
活動について説明します。

安心安全課

32 水害の歴史とハザードマップ
明治時代から現在までの水害の歴史と、近年市で
行ってきた水防活動、治水事業について解説しま
す。

安心安全課

33
水谷東地域安心安全ステー
ション活動について

水谷東地域４町会の自主防災組織が連携したネッ
トワークにより、地域防災力を向上させることを目的
にした取り組みについて説明します。

安心安全課

34 地域ぐるみの防犯活動
防犯パトロールや一人ひとりの防犯の心がけなど、
だれもが始められる取り組みについて説明します。

安心安全課

35
富士見市国民保護計画
について

武力攻撃事態等が発生したら…。市民の避難・救
援を的確に果たしていくため、国・県・指定公共機関
等の相互連携の必要性についての計画を説明しま
す。

安心安全課

36 富士見市地域防災計画
災害が起きたとき、市ではどのような体制で「市民
の生命、身体、財産」を守るのかについて説明しま
す。

安心安全課

37
出前簡易耐震診断
耐震改修相談会

昭和56年以前に建築された住宅は、現行の建築基
準法より耐震性が劣る可能性があります。図面によ
り簡易耐震診断を行い、必要に応じて補強案の提
案を行います。

建築指導課

38 富士見市の交通安全について
市内の交通事故の特徴や交通安全のための信号
機やカーブミラー等の整備状況、交通安全啓発活
動の取り組みについて解説します。

道路交通課

39
あなたが止める地球温暖化講
座

進みつつある地球温暖化に対処するため、私たち
が身近にできることは？について解説します。

環　境　課

40
ごみの出し方
（ごみの種類と分別方法）

市におけるごみの出し方や分別方法について説明
します。

環　境　課

安心・安全・環境
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

41 下水道のしくみと役割
家庭の汚水がきれいな水に生まれ変わり、川に還
流されるまでのしくみと自然環境の保全に下水道が
果たす役割について解説します。

下水道課

42
市民・環境にやさしい
施設をめざして

鶴瀬西交流センターは「市民・環境にやさしい施設
をめざして」を基本理念に掲げて出来た施設です。
環境に係る施設内容について説明します。

鶴瀬西交流
センター

43 子どもを守れ！
子どもを守るためには、学校・家庭・地域の連携が
重要です。子どもを被害者にも加害者にもさせない
ための方策をいっしょに考えます。

学校教育課

44
子どもたちの安全・安心な居場
所をつくる

富士見市地域子ども教室推進事業の概要について
説明します。

生涯学習課

45
消費生活の豆知識
～だまされないために～

被害に遭わないために悪徳商法、契約トラブル、振
り込め詐欺等身近な事例について解説します。

市民相談室

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

46 わたしたちの国民年金
国民年金制度の概要。年金受給手続や市で受付け
ることができる事務や社会保険事務所で行う業務な
どについて解説します。

保険年金課

47 国民健康保険制度について
国民健康保険の加入、国民健康保険税の決め方・
納め方、高額療養費、保健事業など国民健康保険
制度について説明します。

保険年金課

48 後期高齢者医療制度について
老人保健制度に変わって開始された「後期高齢者
医療制度」について説明します。

保険年金課

49 地域福祉計画について
みんなが安心して暮らせるまちづくりをめざして。社
会福祉法に基づく市地域福祉計画推進の取組みに
ついて説明します。

福　祉　課

50
地域であたりまえに暮らすこと
をめざして

障害者自立支援法の概要について説明します。 障害福祉課

51 介護保険ってなんですか？
介護が必要になった時でも住みなれた地域で安心
して過ごせるようにするため介護保険は始まりまし
た。介護保険の概要について説明します。

高齢者福祉課

52
地域包括支援センターって
なんですか

高齢者の介護・健康・暮らしに関わる相談窓口で
す。地域との関わりや支援について説明します。

高齢者福祉課

健　康・福　祉
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

53
あなたの知りたい
「健康づくり講座」

健康でいきいきとした毎日を過ごすための健康講座
です。　（健康に関するものであれば何でもどうぞ、
内容はご相談ください）

健康増進
センター

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

54 育児講座
親子で楽しく遊べる遊び、子育ての悩み相談、保育
士による手遊びやパネルシアターなどを紹介しま
す。

子育て支援課

55 楽しく子育て
子育ての中で様々な悩みや不安を抱えているお母
さんに子育ての楽しさ、問題解決のヒントをお話しま
す。

子育て支援
センター

56 読み聞かせ講座
子どもにおすすめの絵本の紹介や読み聞かせにつ
いてのアドバイスをします。

中央図書館

57 子どもへの望ましい関わり方
親子関係から導かれる、子どもへの望ましい関わり
方をわかりやすく解説し、具体的な関わり方を学び
ます。

教育相談研究室

58 友だち何人できるかな？
小学校入学に向けて、親子のよりよいコミュニケー
ションのとり方、子育てについて解説します。

学校教育課

59 夢を持った進路選択
小学生、中学生の進路選択の仕組みや学校での
進路指導の方針を知り、将来の夢に向かって進む
ために何をすべきかについて考えます。

学校教育課

60
豊かな人間性をはぐくむ部活
動の役割

中学校生活に果たす部活動の意義を考え、豊かな
人間性をはぐくむ部活動の役割やあり方について
話し合います。

学校教育課

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

市内各交流
センター

(ふじみ野・鶴瀬西)

62
富士見市市民人材バンク制度
について

人材バンク制度の登録と活用方法について説明し
ます。

生涯学習課

生涯学習

子育て・教育

交流センターで行われている様々な活動を紹介し、
活用方法、生涯学習活動を始めるためのアドバイ
スをします。　（会場が交流センターの場合：施設見
学あり）

はじめよう！生涯学習61
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

63 スポーツをはじめよう
市内の公共スポーツ施設の利用方法やスポーツや
レクリエーション活動を紹介します。

生涯学習課

市内各公民館

(鶴瀬・南畑・水
谷・水谷東)

市内各公民館

(鶴瀬・南畑・水
谷・水谷東)

市内各公民館

(鶴瀬・南畑・水
谷・水谷東)

67
より伝わりやすい文章にするに
は

広報等の編集で、「伝えたい原稿を誤解なく、かつ
できるだけ伝わりやすい記事に編集する」方法を紹
介します。

秘書広報課

番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

68 旧石器時代の狩人
日本列島への人類の出現とその生活について考え
ます。

水子貝塚資料館

69 縄文海進と水子貝塚
市内の貝塚と水子貝塚から縄文人の生活について
考えます。

水子貝塚資料館

70 弥生のムラと謎の鉄剣
富士見市を含む武蔵野台地北部の弥生文化につ
いて考えます。

水子貝塚資料館

71 貝塚山古墳とその時代
明治時代に渡戸の貝塚山から発見された古墳を手
がかりに、富士見の古墳時代を考えます。

水子貝塚資料館

72
富士見の古代文化
（文字、鉄、仏教）

情報技術「文字」、生産技術「鉄」、世界観「仏教」の
東国への普及を考えます。

水子貝塚資料館

73 武蔵武士と難波田氏
中世に武蔵国の各地に成立した武士の概要と、富
士見市を本拠とした難波田氏について考えます。

難波田城資料館

74 中世城館と難波田城
中世に築かれた城の概要と、その一つである難波
田城について考えます。

難波田城資料館

市民が自主プロデュースする学習会やイベントの企
画から実施するまでに必要なノウハウについてアド
バイスします。

ふるさと歴史探訪

64 いらっしゃいませ！公民館へ

65
楽しく、いきいき、サークル・団
体運営の基本

自分流企画講座やイベント開
催のいろは

市民の学習要求の実現や地域づくりの活動をお手
伝いする公民館の役割について説明します。　（会
場が公民館の場合：施設見学あり）

サークル活動を始める際や、改めて活動のあり方を
見直すためのサークル運営にかかわる基礎知識を
解説します。

66
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

75 中世石造物と板碑
中世の石造物の概要と、その一つで富士見市に数
多く存在する板碑について解説します。

難波田城資料館

76 中世人の暮らしと道具
難波田城跡をはじめとする中世の遺跡から出土し
た資料をもとに、中世の人々がどのような道具を使
用し、生活していたかについて考えます。

難波田城資料館

77 修験道と十玉院
中世から近世にかけて盛んだった修験道と、かつて
南畑に存在した十玉院という修験寺院について解
説します。

難波田城資料館

78 新河岸川の舟運
江戸時代から大正時代にかけて新河岸川で行なわ
れていた舟運について解説します。

難波田城資料館

79 富士見市の民具の特徴
富士見市の農家で使用されていた民具の種類や、
民具からわかる生活の様子などを紹介します。

難波田城資料館

80 富士見市の郷土芸能
富士見市に伝わる里神楽、囃子、獅子舞などの郷
土芸能について紹介します。

難波田城資料館

81 富士見市の古民家
富士見市の古民家の特徴と市指定有形文化財、旧
大澤家住宅・旧金子家住宅などについて解説しま
す。

難波田城資料館

82 富士見の職人
富士見市の職人の製品や使用道具、技術について
解説します。

難波田城資料館

83 富士見市の戦争資料
富士見市での戦時下の暮らしや戦争関連資料につ
いて紹介します。

難波田城資料館

84 水とくらし
生活には欠かすことのできない水との関わりの歴
史について学習します。

難波田城資料館

85 昭和初期の衣生活
着物を着ていた頃の様子と和服から洋服へと変化
していく過程と時代背景について解説します。

難波田城資料館

86 機械化以前の稲作
かつての稲作に用いられていた農具や、その変遷
について紹介します。

難波田城資料館

87 昭和３０年以前の暮らしと縄
生活の必需品だった「わら縄」の生産と流通、他の
わら製品について解説します。

難波田城資料館

88 昭和３０年以前の年中行事
かつて農家で行われていた「年中行事」について紹
介します。

難波田城資料館
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番号 講　　座　　名 内　　　　　　　容 担　　当

89 まがたまづくり
石を削って、まがたまをつくります。【材料費実費負
担有り】

水子貝塚資料館

90 市民見学試食会
食の安全を第一とする学校給食が出来上がるまで
の過程を見学し、試食をしていただきます。【試食代
実費負担有り】

学校給食セン
ター

91
安全・安心な飲料水をおとどけ
します

安全・安心な飲み水を浄水場から家庭に送るまで
の様子を浄水場や井戸等の施設を見学しながら、
安全で安心な水の供給過程を学びます。

水　道　課

92
木の温かみを感じ、木造建築
の優しさを知ろう

健康に優しく、温かみのある建物のよさを、木材（埼
玉県産材）をできるだけ多く使用した施設を見学し
体感していただきます。

みずほ学園

体験・見学型学習
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