
 柳川市まちづくり出前講座メニュー（平成30年度） 

 

番号 講座名 講座内容 所要時間 担当課 

1 市役所のしくみ 
どこでどういう仕事をしているのか紹介し

ます。 
60分 人事秘書課 

2 
あなたも情報公開請求

をしてみませんか 
情報公開の制度とあらまし 60分 総務課 

3 個人情報保護のしくみ 個人情報保護制度のあらまし 60分 総務課 

4 災害への備え 

災害への備えは万全ですか？水害への備え

について防災マップを使ってアドバイスし

ます。 

30分 総務課 

5 住まえるバンク制度 
市内の中古物件を、移住を希望する方に紹介

する制度について説明します。 
30分 企画課 

6 行財政改革 
今、なぜ行政改革が必要なのか、現状や内容

について説明します。 
30分 企画課 

7 公共交通 
公共交通（コミュニティバス、路線バス）の

取組みについて説明します。 
20～30分 企画課 

8 移住促進 
本市の移住を促進するために実施している

各種の取り組みについて、説明します。 
30～40分 企画課 

9 総合計画 

「水と人とまちが輝く柳川」を将来像とした

総合計画に基づき、柳川市のこれからのまち

づくりについて説明します。 

60分 企画課 

10 柳川市の予算・決算 

当該年度の施策事業を紹介し、予算について

できるだけわかりやすく、また議会で認定を

受けた直近年度の決算について紹介します。 

60分 財政課 

11 住民税 住民税のしくみ 30分 税務課 

12 固定資産税 土地、家屋、償却資産の税のしくみ 30分 税務課 

13 環境問題の実情と対策 
市に寄せられる苦情の実態とその対策、市民

による住みよいまちづくりについて 
30～40分 生活環境課 

14 浄化槽整備事業 
浄化槽整備事業の必要性と普及状況、普及促

進のための浄化槽設置補助金について 
30～40分 生活環境課 

15 空家対策 
本市の空家の現状とその対策、柳川市空家等

対策計画について 
30分 生活環境課 



番号 講座名 講座内容 所要時間 担当課 

16 ごみの出し方・分け方 
日常生活を行ううえで必ず出てくるごみの

分別方法等について 
30～60分 廃棄物対策課 

17 
高齢者福祉サービスと

介護保険 

高齢者の現状と高齢者福祉・介護保険制度に

ついて 
60～90分 福祉課 

18 障害者福祉の現状 
障害者の現状と障害者福祉サービスについ

て 
40～60分 福祉課 

19 
地域福祉推進に取り組

みましょう 

住民と社協と行政との協働による支え合い

の地域社会づくり「笑顔でつながる福祉のま

ち柳川」をめざして 

30～40分 福祉課 

20 
在宅医療のこと知って

いますか？ 
在宅医療や介護についての制度紹介。 30～60分 福祉課 

21 
認知症の初期支援につ

いて 

認知症の種類や対応方法について分かりや

すく説明します。また、希望者には簡単な認

知症のテストも行います。 

30～60分 福祉課 

22 
生活支援制度と当市の

状況 

生活保護制度、生活困窮者自立支援事業の説

明及び当市を含む現況について 
30～60分 生活支援課 

23 子育て支援事業 柳川市における子育て支援事業について 30～60分 子育て支援課 

24 後期高齢者医療制度 
７５歳以上を対象にした後期高齢者医療制

度について 
40分 健康づくり課 

25 国民健康保険制度 
国民健康保険制度の内容と、柳川市の医療費

の現状について 
40分 健康づくり課 

26 国民年金制度 老齢年金、加入と請求の手続きについて 40分 健康づくり課 

27 市の公園 現在の公園配置状況と公園の種類について 30～60分 都市計画課 

28 柳川の都市計画 都市計画マスタープランの概略について 40分 都市計画課 

29 柳川景観のすすめ 景観計画及び条例について 60分 都市計画課 

30 
柳川市公共下水道事業

について 
市の公共下水道事業のあらまし 40分 下水道課 



番号 講座名 講座内容 所要時間 担当課 

31 柳川ブランド推進 柳川ブランド推進事業について 60分 
商工・ブランド 

振興課 

32 柳川の農業 柳川の農業の現状と課題について 30分 農政課 

33 柳川の掘割 

掘割の機能と役割についてのビデオ 30 分の

放映・説明後に、掘割を守り育てる条例（行

動計画）を紹介します。 

30～50分 水路課 

34 柳川のノリ養殖 ノリができるまで（ビデオ使用） 25分 水産振興課 

35 柳川の観光 柳川の見どころと観光地としての取組 40分 観光課 

36 水道事業 市の水道事業のあらまし 30分 水道課 

37 生涯学習のまちづくり 生涯学習の必要性と市の取り組みについて 30分 生涯学習課 

38 公民館の活動 公民館活動の目的と現状について 30分 生涯学習課 

39 ニュースポーツ紹介 
ニュースポーツの体験（キンボール、フロッ

カー等） 
90分 生涯学習課 

40 カヌー教室 カヌーの指導 120分 生涯学習課 

41 柳川の文化財 

史跡や歴史建造物、名勝、埋蔵文化財など、

市内の多様な文化財をわかりやすく要望に

応じたテーマで解説 

60～90分 生涯学習課 

42 埋蔵文化財の制度 
開発工事等に伴う埋蔵文化財保護の制度に

ついて 
40分 生涯学習課 

43 柳川の歴史を知ろう 

柳川の歴史を、市史編さん事業や柳川古文書

館の活動の中で判明したことを中心に、わか

りやすく解説 

60～90分 生涯学習課 

44 
思いやりと命の尊さを

大切に 

同和問題をはじめとする様々な人権問題に

ついての理解と認識を深め、一人ひとりの人

権意識の高揚を図り、人権侵害のないまちづ

くりに向けて 

60～90分 
人権・同和 

教育推進室 



番号 講座名 講座内容 所要時間 担当課 

45 市議会のしくみ 市議会の組織や運営、役割などについて 30分 議会事務局 

46 くらしの中の選挙 選挙のしくみ 30～40分 
選挙管理 

委員会 

47 監査委員制度 
監査委員制度と柳川市の監査の実施状況に

ついて 
40分 

監査委員 

事務局 

48 初期消火が重要です‼ 
大切な財産を失わないために初期消火の方

法について学びましょう。 
60分 消防署 

49 
あなたにもできる応急

手当 

救急車が到着する前に応急手当ができれば、

患者の救命率のアップや痛みの軽減につな

がります。 

120分 消防署 

50 予防救急講座 

子供やお年寄りのケガは家庭内でもっとも

多く発生します。身の回りのちょっとした危

険を認識し、事故防止に努めましょう。 

60分 
消防署 

 

51 少年防災教室 

小学校高学年を対象に、体験型の防災教室を

実施し、少年期から防災意識の育成、啓発を

図ります。 

120分 
消防本部 

予防課 

52 いのちを守る住宅防災 

市の条例で平成 21年 6月から既存の一般住

宅、共同住宅などにも住宅用火災警報器の設

置が義務化されました。住宅用火災警報器に

ついて説明します。 

30分 
消防本部 

予防課 

 

※ 健康づくり課健康係では、別途、健康づくり講座を実施しています。詳しくは、健康づくり課健康係

へお尋ね下さい。 

※ 柳川・みやま消費生活センター（大和庁舎内）では、別途、悪質商法と特殊詐欺を未然に防ぐための

出前講座を実施しています。詳しくは、柳川・みやま消費生活センター（76-1004）へお尋ね下さい。 

 



 

柳川市まちづくり出前講座  
 

 この講座は、市民の皆さまが知りたい、聞きたい内容を講座メニューの中から選んでいただき、市の職

員が皆さまのところへ出向いてお話しするものです。 

 グループや団体でご利用ください。 

 

◆お申し込みいただけるのは 

  原則として市内に在住、在勤、在学している１０人以上で構成されたグループや団体などです。 

 

◆出前講座の内容は 

  講座メニューの中から選んでください。メニューによっては内容や所要時間が若干変わる場合があり

ます。 

 

◆開催時間と場所は 

  原則として、平日（土・日曜日、祝日を除く。）の午前９時から午後９時までの間で２時間以内とし、

場所は市内に限ります。 

 

◆会場の手配は 

  この講座は、市民の皆さまが主催者となり、そこへ職員を講師として派遣する制度です。会場の手配

や準備、参加者への周知などは主催者でお願いします。 

 

◆講師料は 

  無料です。ただし、講座に必要な材料等を主催者で準備していただく場合があります。 

 

◆申込方法は 

  出前講座を希望するグループや団体の代表者は、開催しようとする日の２週間前までに、市人事秘書

課へ申込書を提出してください。申込書は柳川庁舎人事秘書課、大和庁舎・三橋庁舎市民サービス課な

どに置いています。 

  また、担当課の業務等の都合で、開催日時のご希望に添えない場合は調整させていただきますのでご

了承ください。事前に担当課と日程調整を行った上での申し込みをお勧めします。 

 

◆受講の制限 

  特定の政治、宗教または営利を目的とした催し等については、職員を派遣できない場合があります。 

 

◆その他 

  出前講座は、市職員がそれぞれの業務の説明を行う学習の場ですので、説明に関する質問や意見は結

構ですが、苦情や要求を述べる場ではありませんので、ご理解をお願いします。 

 

◆お申し込み・お問い合わせは 

  市総務部人事秘書課人事係（柳川庁舎３階） ℡ ７７－８４０３まで 

 


