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１ 防災

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

1-1 わかりやすい防災

講座の参加者で「防災すごろく」（県の防災啓発物品）

を実施し、そこで気づいたことをもとにして、伊賀地域

で起こる災害、地域の危険性や避難所を確認したり、今

後の防災の取組にはどのようなことをすればよいかを説

明します。

伊賀地域防災総合事務

所 地域防災課

大人

子ども（小学

生、中学生、

高校生）

1-2 伊賀地域を守る防災の取組について

災害時における伊賀庁舎の役割と広域防災拠点（地域防

災総合事務所）、道路や河川の防災対策（建設事務

所）、災害医療対策と避難所での保健活動（保健所）、

災害に強い森林づくり（農林事務所）など県が伊賀地域

で行っている防災取組をわかりやすく説明します。

伊賀地域防災総合事務

所 地域防災課、伊賀建

設事務所 保全課、伊賀

保健所 総務企画課、伊

賀農林事務所 森林保全

課

大人

２ くらし

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

2-1
暮らしに身近な県税について

―車・家を買ったとき―

日本で生活する外国人の方向けに、自動車税と不動産取

得税について、賦課方法や減税の手続き方法、税金の使

われ方などを説明します。

伊賀県税事務所

税務室

大人（外国

人）

2-2
国際理解と多文化共生

―パスポートの役割から考える―

海外に行くとき、あなたは何から準備しますか？準備必

須だけれどあまり知られていないパスポートの役割と働

き。パスポートの意味や国際感覚に触れながら、身近に

住んでいる外国人のよりよい理解のために必要なことを

説明します。

伊賀地域防災総合事務

所  総務生活課

大人

子ども（小学

生（高学

年）、中学

生、高校生）

2-3
里親制度ってなんだろう

ーすべては知ることから始まる―

里親制度は、さまざまな事情から自分の家庭で暮らせな

い子どもたちを、家庭に迎え入れて養育を行うために、

児童福祉法で定められた制度です。特別養子縁組との違

いは？里親にも種類があるの？里親になるための手続き

は？里親はボランティアなの？里親になる条件は？里親

になったあとの支援はあるの？などなど、よくある疑問

を解きほぐします！

伊賀児童相談所

家庭児童支援課

大人

子ども（高校

生）

2-4
伊賀市・名張市での建築・住宅の

ルール

住宅等の建築物を開発、建築する時に必要となる都市計

画法、建築基準法を主とした法律等の規制内容について

詳しくご紹介します。

伊賀建設事務所

建築開発課
大人

講座一覧表
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３ 産業

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

3-1

「農地の将来を考えるきっかけ」づ

くりについて 人・農地プラン、農

地中間管理事業とは

「人・農地プラン」、「農地中間管理事業」についてご

説明します。

伊賀農林事務所

地域農政課
大人

3-2
農業・農村がもつ多面的機能につい

て

農業・農林が持つ多面的機能について説明し、その機能

の維持、向上活動についてご紹介します。

伊賀農林事務所

農村計画課

大人

子ども（小学

生、中学生、

高校生）

3-3
伊賀地域でのコミュニティ林業の推

進

住民の強い結びつきにより、地域の森林を整備します。

地域から林業を盛り上げましょう！

伊賀農林事務所

林業振興課
大人

3-4
伊賀地域で“農業を職業にしたい”あ

なたへ

伊賀市、名張市で就農したい方に向けたガイダンスや個

別相談を実施します。

伊賀農林事務所 農業改

良普及センター普及１

課、普及２課

大人

子ども（高校

生）

3-5 肉の横綱「伊賀牛」あるある

伊賀牛の歴史、生産から店頭までの流れ、海外輸出チャ

レンジなどの伊賀牛のブランド化推進に関する講座で

す。

伊賀農林事務所 農業振

興課、伊賀保健所 衛生

指導課

大人

子ども（中学

生、高校生）

3-6
伊賀米・伊賀の野菜あるある

～伊賀地域の農産物の紹介～

伊賀地域の特産農産物を、クイズ等も織り交ぜてご紹介

します。「地産地消」、「食育」の観点からの話にも相

談に応じます。

伊賀農林事務所 農業改

良普及センター普及１

課、普及２課

大人

子ども（小学

生、中学生、

高校生）

3-7 新しい「お米」の作り方

イネの品種改良について、伊賀地域で取り組んでいる研

究内容も含めてご紹介します。

（備考）開催可能時期：６月～１２月

伊賀農業研究室
子ども（高校

生）

3-8 たまごができるまで

日常食べている卵は工場で機械で作られているものでは

なく、生きている鶏が生み出していることをご説明しま

す。小学校低学年向きの講座です。

（備考）開催可能時期：3月～10月

中央家畜保健衛生所 伊

賀支所

子ども（小学

生（低学

年））

3-9 三重県のやきものと窯業研究室

三重県内のやきもの（伊賀焼および四日市萬古焼）の特

徴などをご紹介します。また、窯業研究室の業務につい

て、科学的な内容などを交えてご説明します。

窯業研究室伊賀分室 大人

４ 水環境、水質保全

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

4-1
伊賀地域はきれいな水の宝庫

―利用と保全―

豊かな自然環境に囲まれた伊賀地域の地下にはきれいな

水が流れており、様々な場面で使われています。河川の

生物の紹介、地下水、温泉、飲料水としての利用やその

保全方法などをご説明します。

伊賀地域防災総合事務

所 環境課
大人
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５ 建設、土木のしごと

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

5-1 身近な道路のプロフィールを知ろう

皆さんが普段よく通っている伊賀管内の道路の名前がど

う決められているのか、また、どのように道路がつくら

れているのか（道路改良の工程の順番や目的、関わる

人、使う機材など）について、図や写真を使ってわかり

やすくお話しします。

（備考）

①ご希望の場所について資料を作成しますので、実施希

望日の１ヶ月前までにお申し込みください。

②災害の発生等、業務の都合により実施日や時間の変

更、又は中止をお願いする場合があります。

伊賀建設事務所

工事統括課にて受付

（ご希望の場所によっ

て該当の課で担当しま

す。）

子ども（小学

生）

5-2 地図に残る仕事をしませんか?

土木の仕事は３Ｋ（きつい・汚い・危険）職場と思わ

れ、進学や職業選択時に敬遠される傾向にあります。し

かし、近い将来にはＩＣＴ・ＡＩ等の先端技術の導入に

より労働環境の改善が図られ、また、道路整備や河川改

修など、自分のやった仕事が地図に残るやりがいのある

仕事です。 そこで今後の進学や職業選択時の参考とな

るよう、土木の仕事の今後の動向や魅力についてご説明

します。

（備考）災害の発生等、業務の都合により実施日や時間

の変更、又は中止をお願いする場合があります。

伊賀建設事務所

工事統括課

子ども（中学

生）

６ 職員のしごと

No 講座名 内容（概要） 担当事務所・課（室） 対象者

6-1 三重県職員のお仕事

進路指導用として、２～３人程度の職員（事務＋技師）

が自分たちの職種や資格、日頃携わっている仕事内容や

やりがいなどをわかりやすく説明します。

伊賀地域防災総合事務

所 地域防災課

子ども（高校

生）
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No 講座名 担当事務所・課（室） 電話番号 ファックス番号 Ｅメール

1-1 わかりやすい防災 伊賀地域防災総合事務所 地域防災課 0595(24)8003 0595(24)8010 gchiiki@pref.mie.jp

1-2 伊賀地域を守る防災の取組について 伊賀地域防災総合事務所 地域防災課 0595(24)8003 0595(24)8010 gchiiki@pref.mie.jp

2-1
暮らしに身近な県税について

ー車・家を買ったときー
伊賀県税事務所 納税課 0595(24)8020 0595(24)8033 gkenzei@pref.mie.jp

2-2
国際理解と多文化共生

―パスポートの役割から考える―
伊賀地域防災総合事務所 総務生活課 0595(24)8000 0595(24)8010 gchiiki@pref.mie.jp

2-3
里親制度ってなんだろう

ーすべては知ることから始まるー
伊賀児童相談所 家庭児童支援課 0595(24)8060 0595(24)6310 -

2-4 伊賀市・名張市での建築・住宅のルール 伊賀建設事務所 建築開発課 0595(24)8239 0595(24)8241 gkenset@pref.mie.jp

3-1
「農地の将来を考えるきっかけ」づくりについて

人・農地プラン、農地中間管理事業とは
伊賀農林事務所 地域農政課 0595(24)8108 0595(24)8146 gnorin@pref.mie.jp

3-2 農業・農村がもつ多面的機能について 伊賀農林事務所 農村計画課 0595(24)8126 0595(24)8146 gnorin@pref.mie.jp

3-3 伊賀地域でのコミュニティ林業の推進 伊賀農林事務所 林業振興課 0595(24)8142 0595(24)8112 gnorin@pref.mie.jp

3-4 伊賀地域で“農業を職業にしたい”あなたへ
伊賀農林事務所

伊賀地域農業改良普及センター
0595(24)8115 0595(24)8146 gnorin@pref.mie.jp

3-5 肉の横綱「伊賀牛」あるある 伊賀農林事務所 農業振興課 0595(24)8141 0595(24)8146 gnorin@pref.mie.jp

3-6
伊賀米・伊賀の野菜あるある

～伊賀地域の農産物の紹介～

伊賀農林事務所

伊賀地域農業改良普及センター
0595(24)8116 0595(24)8146 gnorin@pref.mie.jp

3-7 新しい「お米」の作り方 伊賀農業研究室 0595(37)0211 0595(37)0251 -

3-8 たまごができるまで 中央家畜保健衛生所 伊賀支所 0595(24)8170 0595(24)8176 -

3-9 三重県のやきものと窯業研究室 窯業研究室伊賀分室 0595(44)1019 0595(44)1043 -

4-1
伊賀地域は水の宝庫

―利用と保全―
伊賀地域防災総合事務所 環境課 0595(24)8078 0595(24)8010 gchiiki@pref.mie.jp

5-1 身近な道路のプロフィールを知ろう

伊賀建設事務所 工事統括課にて受付

（ご希望の場所によって該当の課で担当

します。）

0595(24)8217 0595(24)8241 gkenset@pref.mie.jp

5-2 地図に残る仕事をしませんか？ 伊賀建設事務所 工事統括課 0595(24)8217 0595(24)8241 gkenset@pref.mie.jp

6-1 三重県職員のお仕事 伊賀地域防災総合事務所 地域防災課 0595(24)8003 0595(24)8010 gchiiki@pref.mie.jp

問い合わせ・申し込み先一覧表
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ここから下は県事務所使用欄 

伊賀地域出前講座「いがいな発見ランド」申込書 

１．お申込み時の注意事項 

 ・円滑に講座を実施するために、決定通知を受け取った後、申込者からトーカーへ連絡し、詳細な

内容の打合せをしてください。 

・打合せ後に内容の変更があった場合は、事前に速やかにトーカーにご連絡ください。 

・連絡先は、携帯電話等の確実に連絡がとれる電話番号等をご記入ください。 

２．申込者 

団体等の名称 
 

住 所 
〒 

 

担当者名  

連絡先 
電話：             FAX： 

Email： 

 ※申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、実施決定通知書の送付や講座実施のための打合せに使用させていただくものであ

り、その他の用途に使用することはありません。個人情報につきましては、三重県個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。 

３．講座の希望内容 

実施希望日時 平成   年   月   日（  ）    時   分～    時   分 

講座実施対象者 
（例）地域住民、学生等 

参加予定人数     人 

実施会場 
名称： 

所在地：               電話番号： 

会場又は申込者が

準備できるもの 

・マイク □有 □無  ・パソコン □有 □無 ・スクリーン □有 □無 

・プロジェクター □有 □無 ・その他 （              ） 

講座番号・講座名  

講座実施の趣旨・

目的  

 

伊賀地域出前講座「いがいな発見ランド」実施決定通知書 

お申込みいただきました伊賀地域出前講座「いがいな発見ランド」につきましては、下記のとおり

実施決定しましたのでお知らせします。 

・講座名： 

・開催日時：平成   年   月   日（   ）   時   分～   時   分 

・派遣するトーカー：〈所属〉               

〈職氏名〉                   〈連絡先電話番号〉 

※トーカーにご連絡の上、詳細な打合せを行ってください。 

事務担当：（担当課） 

     電話番号：                FAX： 

（別紙１） 


