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「宅配講座」を利用しませんか
「宅配講座」とは、ご要望に応じて市職員が市内の開催会場に出向き行う講座のことです。

―申込希望の方は必ずお読みください―
⃝申込人数は 5人以上（自治会・団体は問いません）
⃝開催時間は、平日の午前 9時から午後 5時までの間です。
⃝開催場所の確保や司会進行は、申し込んだ団体が行ってください。
⃝申込期限は、実施希望日の ３週間前までです。

問　生涯学習課社会教育係（第 2庁舎☎82－３299）・職員法制課職員係（市役所 2階☎82－３１６３）

健康推進課の講座（№24～32）は、新
型コロナワクチン接種業務に伴い、 9
月末（予定）まではお受けできません。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。

№ 講　座　名 主　　な　　内　　容

１ わかりやすい
市民参加条例

市民参加条例の概要、市民参加の対象と参加
の方法

2 伊達市の統計 データからみるわがまちのすがた
３ 第 ７次伊達市総合計画 第 ７次伊達市総合計画の概要
4 心の伊達市民制度 制度の概要と取り組みの状況
5 伊達市の財政 財政のしくみ、財政状況
６ 税の基礎知識 暮らしと税
７ 地域の防災 災害の種類と特徴・対策

8 自治会活動 自治会の活動事例や自治会が抱える問題点な
どを紹介

9 交通安全講座 交通安全に関する教育・啓発

１0 伊達市の広報 広報紙の必要性や完成までの流れ、伊達市広
報用DVDの観賞

１１ 情報公開制度の概要 情報公開制度

１2 市役所はこんな仕事をしています 市役所の組織、各部・課の仕事内容

１３ 消費生活講座 消費問題全般に関すること
１4 あなたの国民年金 国民年金制度の説明
１5 マイナンバー制度 マイナンバー制度の概要、マイナンバーカード

１６ 障がいのサポートいろいろ 各種障がい者施策と障がい福祉サービス

１７ 高齢者福祉サービス 高齢者のための福祉サービスの紹介

１8 介護保険制度
介護保険制度のしくみ
（第 8期計画の概要・困ったときの相談方法・
介護サービスの内容など）

１9 高齢期の健康づくり 介護予防総論、足指力計測、認知症予防
20 いきいき百歳体操 いきいき百歳体操の紹介・実践（３0分程度）
2１ これからの地域づくり 高齢者の現状、これからの高齢者の生活支援

22 国民健康保険制度 国保税の決め方、国保の給付（高額療養費な
ど）、特定健康診査

2３ 後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度
24 健口寿命を延ばそう！ 歯周病予防の説明、定期歯科検診のすすめ

25
大丈夫？
あなたの生活習慣
知って防ごう！高血圧

市民の健康状態、高血圧はなぜ悪い？
減塩の工夫と血圧の正しい測定方法

2６
大丈夫？
あなたの生活習慣
知って防ごう！糖尿病

市民の健康状態、糖尿病はなぜ悪い？
糖尿病を予防・改善する生活習慣

2７ 学童期の保護者対象思春期講座 思春期の特徴、性の現状、家庭での性教育

28 知って役立つ子育て情報
だだこねの対応と関わり方、家庭内の事故防
止、生活習慣と発育発達

29 がんを知り、検診を受けよう！
市のがんの現状、がんの種類と特徴、がん予
防、検診の受け方

３0 フレイル（虚弱）を予防しよう！
フレイルとは、危険度チェック、フレイルの
種類と予防方法

３１
親子で食育講座
楽しく食べて元気な
子どもに

必ず食べよう朝ご飯、バランス良く食べるた
めには、家族そろって楽しい食事

３2 大人の食育講座伊達産食材を楽しもう！
バランスの良い食事とは、伊達産食材を利用
した調理実習と試食（調理材料費 １人400円）

№ 講　座　名 主　　な　　内　　容
３３ 伊達市の農業 現状と振興策
３4 伊達市の森林 現状と振興策
３5 伊達市の漁業 水産物の水揚げ状況と水産資源の増養殖
３６ 伊達市の観光 市内の観光施設や体験プログラム
３７ 伊達市の商工業 商工業の現状や地場産業の振興
３8 伊達市の環境 伊達市環境白書
３9 リサイクル運動 ごみの減量化とリサイクル運動の必要性
40 道路・河川の現状と概要 道路・河川の現状
4１ 伊達市の都市計画 都市計画区域と用途地域、道路・公園・下水道
42 市営住宅 市営住宅に関する内容全般
4３ 住宅建築 建築する際の手続きなど

44 伊達市の下水道 下水道計画の概要、下水道の仕組み、使用料・
受益者負担制度の内容　

45 みんなで育てよう公園と緑 公園・緑の現状と今後の取り組み

4６ 伊達市の水道 水道の仕組み
4７ 大滝区の活性化 伊達市大滝区活性化促進条例
48 伊達市の学校教育 学校教育全般
49 伊達市の青少年健全育成 青少年健全育成の現状
50 伊達市の生涯学習事業 市が実施している生涯学習に関する事業
5１ 縄文出前講座 縄文文化や世界遺産の重要性と魅力

52 だて歴史文化ミュージアム出前講座 開拓の歴史、武家文化財、建造物、博物館

5３ 伊達市の図書館 図書館事業と利用方法
54 伊達市の議会 議会の仕組み
55 農地の転用 農地転用許可制度

5６ 防火教室
市民の防火・防災意識を高めるための講話、
防火防災ビデオの観賞、消火器を使用した消
火体験

5７ 応急手当 ケガをしたときの応急手当や救急車の呼び方
など

各講座の担当
　№　：　担　当　　 　　№　：　担　当　　　　　　　　　
１～ 5：企画財政課 　３8・３9：環境衛生課
　　 ６：税務課 　　　40：建設課
７～１0：総務課 　4１～4３：都市住宅課
１１・１2：職員法制課 　44～4６：上下水道課
１３～１5：市民課 　　　4７：大滝総合支所
　　１６：社会福祉課 　　　48：学校教育課
１７～2１：高齢福祉課 　49～5１：生涯学習課
22・2３：保険医療課 　　　52：だて歴史文化ミュージアム
24～３2：健康推進課 　　　5３：図書館
　　３３：農務課 　　　54：議会事務局
３4・３5：水産林務課 　　　55：農業委員会事務局
３６・３７：商工観光課 　5６・5７：伊達消防署



15 2021年 6 月

市民意見（パブリックコメント）の募集予定 実施時期 担　当

第 ３次伊達市男女共同参画基本計画（案） １１月～１2月 企画財政課

伊達市地域公共交通計画（仮称）（案） １１月～１2月 企画財政課

第１１次伊達市交通安全計画（案） １１月～１2月 総務課

伊達市水道事業ビジョン（案） １１月～１2月 上下水道課

そのほかの開催予定 実施時期 担　当

コミュニティＦＭに関するアンケート ６月
企画財政課

ふるさと納税返礼品検討ワークショップ 4月、 5月、 ６月、 ７月

審議会の開催予定 担　当

市民参加推進会議、男女共同参画推進市民会議、第 ３次伊達市男女共同参画基本計画策
定検討会議、地域公共交通活性化協議会 企画財政課

表彰審議会、行政改革推進委員会、市史編さん準備委員会 総務課

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 職員法制課

子ども・子育て会議 子育て支援課

福祉有償運送運営協議会、介護保険等運営協議会 高齢福祉課

国民健康保険運営協議会 保険医療課

健康づくり推進協議会 健康推進課

換地委員会 農地再編推進室

環境審議会 環境衛生課

都市計画審議会、市営住宅審議会、景観審議会 都市住宅課

上下水道事業経営審議会 上下水道課

大滝区地域協議会、ケーブルテレビ放送番組審議会 大滝総合支所

社会教育委員会議、放課後子ども教室運営委員会、文化財審議会 生涯学習課

図書館運営協力会 図書館

令和 ３ 年度市民参加の実施予定令和 ３年度市民参加の実施予定
　今年度は、下表のとおり市民参加を実施する予定です。
　パブリックコメント・審議会・アンケートなどの実施時期は、広報だてや市ホームページでお知ら
せします。また、審議会の役割や会議内容などは、市ホームページで公表しています。

問　企画財政課企画調整係（市役所 2階☎82－３１１4）問　企画財政課企画調整係（市役所 2階☎82－３１１4）


