
　 市職員が講師として地域に出向き、市政の説明や専門知識を生かした講習などを行い、
市民の皆さまに市政への理解と関心を深めていただくことを目的に出前講座を実施しています。

対　　象　　今治市内に在住、在勤または在学する人10人以上が参加予定のグループや団体
日　　時　　開催を希望する日　平日の午前9時～午後9時の90分以内。

　　　　　　　　　※講師の仕事の都合で、日程を調整させていただく場合があります。
場　　所　　市内で申込者がご用意ください。
申込方法　　出前講座一覧表の中から希望の講座を選んでお申し込みください。
　　　　　　　　　※申込書は、本庁秘書広報課、支所住民サービス課に設置のほか、

　　　　　　　　　今治市ホームページ(https://www.city.imabari.ehime.jp)に掲載しています。

申込・問合先　 今治市　秘書広報課　広報広聴室（今治市役所本館2階）

　　　　　　　　　　電話0898-36-1634　FAX 0898-32-5211　Eメール　hisyokouhou@imabari-city.jp

1　市政のしくみ

アイアイ今治出前講座
をご利用ください

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

1-1 今治市の総合計画
オンライン可能

・基本構想・基本計画・実施計画について
・SDGｓについて
・人口の推移と将来推計人口について

市民が真ん中課

36-1503
1-2 統計データの活用について

オンライン可能
・主な統計データ
・統計データを生かした分析・企画

市民が真ん中課

1-3 地域振興について ・過疎地域自立促進計画について
・辺地総合整備計画について
・地域活性化推進事業について

地域振興課 36-1514

1-4 行政改革
オンライン可能

・改革の必要性
・これまでの取組み状況

総務調整課 36-1502

1-5 財政状況 ・当初予算の状況、主要事業  
・決算の状況  
・財政状況

財政課 36-1505

1-6 市税のあらまし ・市税の種類  
・課税の仕組み  
・市税収入の状況

市民税課
資産税課
納税課

36-1510
36-1511
36-1512

1-7 広報の発行と役割について 
オンライン可能

・広報の発行について  
・広報活動の役割

秘書広報課
広報広聴室

36-1634

1-8 市議会について ・本会議、委員会の運営  
・請願、陳情 ・会議録 ・傍聴  
・議会広報（市議会だより、ホームページなど）

議会総務課 36-1580

1-9 選挙のあらまし ・選挙する権利と選挙される権利  
・当日投票に行けない人は？
・転居、転出時の投票場所は？

選挙管理委員会
事務局

36-1590

1-10 監査委員制度について ・監査委員の役割  ・監査委員の設置  
・監査委員と事務局 ・監査の種類
・監査方針と計画

監査委員事務局

36-1592
1-11 財政的援助団体等の監査につ

いて
・市から補助金を受けて事業を行っている団体に
正しい事務処理方法を教えます

監査委員事務局

1-12 マイナンバー ・マイナンバー制度について 市民課 36-1532



２　健康

３　福祉

電話番号
市外局番0898

2-1 健康づくりを応援します
・がんについての現状と予防、検診の大切さ
・特定健診と保健指導

健康推進課

・思春期のこころと体の成長　　　　　　　　　　　　　　
・子どもの成長とふれあい体験
・就学前の健康管理
・乳幼児の健康に関すること
・乳幼児の事故防止
・上手なお医者さんのかかり方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2-4 こころの健康 ・休養とこころの健康について 健康推進課
・元気で長生きするための食生活のポイント　
・乳幼児の食事
・離乳食の進め方

2-6 予防接種について ・各種予防接種の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課
2-7 お口の健康に関すること ・子どもから高齢者までの歯の健康について 健康推進課

番号 テーマ 主な内容 担当課

2-2 思春期保健 健康推進課

2-3 乳幼児の健康 健康推進課

2-5 食生活に関すること 健康推進課

36-1533

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

3-1 地域の子育て支援 ・母子保健活動の概要 健康推進課 36-1533

3-2 「新たな支え合い」につい
て

・今治市地域福祉計画について 福祉政策課

36-15253-3 災害時要支援者支援制度
について

・災害時要支援者支援制度の説明
・近年の国の動き
・今治市の取組と現状(福祉避難所について)

福祉政策課

3-4 今治市の障がい者福祉 ・障がいのある方やそのご家族の方が利用でき
るサービスについて

障がい福祉課

36-1527
3-5 障がい者の権利を守る ・障がい者への差別解消と合理的配慮について 障がい福祉課

3-6 よくわかる介護予防 ・地域包括支援センターの役割
・地域の介護予防事業の取り組み
・介護予防の重要性

介護保険課

36-1526

3-7 介護保険制度について ・介護保険制度の現状等を、高齢者の状況や認
定者数によりわかりやすく説明

介護保険課

3-8 地域で支える認知症 ・認知症を理解する
・認知症の人を地域で支える

介護保険課

3-9 高齢者の権利を守る ・虐待の早期発見など高齢の方が安心して暮ら
せるための制度について

介護保険課

3-10 子育て支援 ・今治市の子育て支援策 こども未来課 36-1529

3-11 児童虐待 ・児童虐待防止に向けた取り組み ネウボラ政策課 36-1553

3-12 児童の健全育成 ・児童館における「遊び」の提供（おでかけ児
童館）

こども未来課 36-1529

3-13 ドメスティック・バイオレ
ンスについて

・ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の現
状と対応について

ネウボラ政策課 36-1553



４　教育

５　生活と環境

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

4-1 小中学校におけるICT教育 ・GIGAスクール構想の概要 教育大綱推進課 36-1611

・ICT機器を活用した授業について 学校教育課 36-1601

4-2 人権・同和教育 ・偏見や差別意識をなくすために
・人権問題を自分の問題としてとらえるために
・人権感覚を磨くために

市民参画課 36-1521

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

5-1 ごみの減量化および資源
化について

・今治市のごみの現状と分別について
・３Rへの取り組みについて

資源リサイクル
課

47-5374

5-2 環境にやさしく！エコ生活
のすすめ
（生活の基本を見直そ
う）

・地球温暖化の原因と私たちの暮らしへの影響
・市庁舎における取り組み事例と家庭でできる
簡単な温暖化対策

環境政策課

36-1535

5-3 環境問題 ・今治市の環境の現況 環境政策課

5-4 地産地消と食育のすすめ
オンライン可能

・食と農のまちづくり条例について
・地産地消の取組について
・食育の取組について

農林水産課

36-1542

5-5 森林について ・今治市有林の歴史
・森林の持つ公益的機能

農林水産課

5-6 今治市の公園
オンライン可能

・公園の役割、種類など
 公園の役割・種類、今治を代表する公園
・緑のまちづくり
 結婚記念樹交付事業、緑の相談所の運営

公園緑地課 36-1563

5-7 飲み水ができるまで ・水道の水が届くまで
～浄水場の役割とは～

水道工務課

36-15755-8  水道法に定める水質検査
のお話

・水道法に定める水質検査とは
・検査項目とその解説
・基準値とその決定方法
・水道水質検査計画とは

水道工務課

5-9 消費者トラブルについて ・悪質商法や契約トラブルについて 市民参画課 36-1531

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

3-14 よくわかる国民年金
オンライン可能

・国民年金事業のあらまし 保険年金課

36-1520
3-15 よくわかる国民健康保険

オンライン可能
・国民健康保険事業のあらまし 保険年金課

3-16 よくわかる後期高齢者医
療制度
オンライン可能

・後期高齢者医療制度のあらまし 保険年金課

３　福祉（つづき）



６　文化・教養・スポーツ

７　救急・消防・防災

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

7-1 防災・危機管理
オンライン可能
（演習形式は除く）

・防災の基礎知識について
・災害（土砂災害、風水害、地震等）への備え
について
・自主防災組織について
・災害図上訓練・避難所運営ゲームの実施につ
いて

防災危機管理課 36-1558

7-2 救急医療 ・救急医療体制のあらまし 健康推進課 36-1533

7-3 応急手当 ・どんな時に救急車を呼ぶか
・家庭内の事故事例および防止のためのアドバ
イス
・救急当番病院 ・救急車の配備状況
・救急隊員にできる処置
・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の説明

警防課 32-2779

7-4 火災予防 ・火災から身を守るために
（119番のかけ方、避難方法）
・家庭の防火知識
（住宅用火災警報器、火災の発生原因）
・消火器の使い方
（種類と性能、購入・廃棄方法)

消防署
（中央消防署）
（西消防署）
（北消防署）

32-6666
32-6119

0897-74-2119

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

6-1 野外体験活動情報 ・大三島少年自然の家の概要
・野外体験活動の紹介
・自然の家周辺の見所、楽しみ方

生涯学習課 36-1602

6-2 公民館の役割と業務 ・公民館の施設概要
・公民館の機能と役割
・公民館の事業

生涯学習課 
中央公民館

32-2892

6-3 市内の埋蔵文化財包蔵地
と開発事業について

・今治市の埋蔵文化財包蔵地の状況、開発に
かかる手続きや試掘調査、発掘調査の流れ

生涯学習課 36-1602

6-4 日本遺産「村上海賊」に
ついて

・日本遺産とは
・海事都市今治の礎ともいえる「村上海賊」
の歴史・文化をわかりやすく学ぶ
・村上海賊関連の遺跡の調査・保存の現状や
課題を紹介

文化振興課

36-1608

6-5 村上海賊ミュージアムを
楽しもう

・博物館の仕事や役割、展覧会の紹介、利用
の方法や楽しみ方について

文化振興課

6-6 妙見山古墳と古墳時代の
今治          

・古墳時代の概要
・史跡 妙見山古墳の紹介
・今治市に所在する古墳の紹介

生涯学習課 36-1602



８　産業・観光

９　都市計画・まちづくり・市民活動

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

8-1 今治タオルについて ・今治タオルの現状と課題
・今治タオルプロジェクトの概要

産業振興課 36-1540

8-2 今治市の観光行政につい
て

・今治市の観光行政の概要
 観光資源の開発について
 観光宣伝、観光紹介及び観光客誘致について

観光課 36-1541

8-3 サイクルシティ・いまば
りについて

・しまなみ海道サイクリング施策の取組につい
て

サイクルシティ
推進課

36-1547

8-4 今治市の水産業について ・今治市の水産業の概要
・今治市の水産振興の取組
・今後の展望

農林水産課 36-1542

8-5 アイアイ今治について
オンライン可能

・シティブランディングとは？
・アイアイ今治キャンペーンの概要

i.i.imabari!推進課 36-1554

番号 テーマ 主な内容 担当課 電話番号
市外局番0898

9-1 地域特性を生かしたまち
づくりの推進

・構造改革特区、地域再生計画などについて 市民が真ん中課 36-1503

9-2 自治会に入ろう
オンライン可能

・自治会の役割と活動の状況
・支援制度
・防犯灯の設置など各種補助について

市民参画課

36-1530
9-3 今治市の市民活動行政

オンライン可能
・今治市市民が共におこすまちづくり事業費補
助金について
・今治市民活動センターについて

市民参画課

9-4 ＮＰＯ・ＮＰＯ法人につ
いて 
オンライン可能

・ＮＰＯってなんだろう？
・ＮＰＯ法人のメリット・デメリット
・ＮＰＯ法人の設立について

市民参画課

9-5 共生社会の実現に向けて 
オンライン可能

・男女共同参画社会の推進について
・今治市パートナーシップ宣誓制度について

市民参画課 36-1521

9-6 海事都市今治について ・海事都市今治の成り立ちと現状
・海事都市構想に基づく取り組みについて

産業振興課 36-1540

9-7 今治市の景観施策につい
て

・今後の景観施策の展開について 
 ～“今治らしい景観”づくりを推進していくた
めの景観計画の策定など～

都市政策課

36-1550

9-8 今治市の都市計画につい
て

・都市計画の一般的な事項
・すでに決定されている都市計画の状況や手続
きの概要について

都市政策課

9-9 今治市都市計画マスター
プランについて

・これからの今治市における都市づくりの指針
  ～「今治市都市計画マスタープラン」につ
いて～

都市政策課

9-10 都市計画法に基づく開発
許可制度について

・開発許可制度の概要と手続き、許可の基準、
許可後の手続き、建築行為の制限について

都市政策課

9-11 屋外広告物法について ・屋外広告物法・県条例・同条例施行規則に基
づく規制について 
 ～美観風致の維持、公衆に対する危害の防止
の観点から～

都市政策課

9-12 地籍調査について ・地籍調査の概要、必要性、進め方および現況
について

都市政策課


