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問い合わせ…企画経営課　i048-259-7627　k048-257-1008
問い合わせ…生涯学習課
i048-259-7655　k048-258-7604

第5次 川口市総合計画
スタート！！

総合計画はまちづくりの基本的な方向性を示す市の最上位に位置する長期的な
計画です。市では「市民とつくるまちづくり」「多様な主体の共生共栄」「多様な市
民ニーズに的確に対応する市民福祉の充実」を基本理念として、基本構想に掲げ
た将来都市像の実現に向けて、総合的、計画的に取り組んでいきます。

総合計画の構成と期間

■総合計画は、市ホームページや市政情報コーナー、市内各図書館でご覧になれます。
　また、本庁舎4階企画経営課で販売します。（1冊1,080円）

■基本構想の将来の姿を実現するために、
特に重要性の高い課題と施策、そして施
策ごとに目標を示したもの

■基本計画を推進する手段のうち、財政計
画との裏付けを図りながら有効かつ効率
的と考えられる事業を定めて示したもの

■まちづくりの基本理念と計画策定後10年
間で達成をめざす将来の姿を示したもの

基本構想
（10年間）

基本計画
（前期・後期各5年間）

川口市民大学では、市民のみなさんの学習
意欲に応えるため、さまざまな講座を開催
しています。市内在住・在勤・在学で18歳
以上のかたが受講できます。

前期講座
生涯学習のマスコット
「マナビィ」

生涯学習のマスコット
「マナビィ」

・講座ごとに、募集期間・定員・申込方法（電話・窓口・
往復はがき）・受講者の決定方法（先着・抽選）が異
なります。

・テキスト代や材料費などが必要な講座や受講者を
限定する講座があります。

・詳細は、公民館・支所・図書館などにある「川口市
民大学講座案内」または市ホームページをご覧く
ださい。

全4回
5/14（土）13：30～
f4/16土～30土
A048-266-2613　9：00～17：00

豊島一族の興亡
郷土中世史への理解を深
めます。館内講座と現地館
外学習を交互に実施します。

5/27（金）14：00～
f5/10火～21土
A048-285-1688　9：00～17：00

血液循環体操をとおし
て、心と身体の健康づく
りを学びます。

全4回 血液循環体操とロコモ（運動器症候群）

5/31（火）10：00～
f5/10火～20金
A048-282-2074　8：30～17：00

タブレットの操作技術と、
情報化社会に必要な知
識を習得します。

全6回 タブレット講座

6/1（水）14：00～
f5/11水～25水
A048-222-2798　9：00～

身近に起こる相続・遺産
問題を学習します。

全4回 くらしの身近な法律講座

6/7（火）19：00～
f4/22金～5/13金
※問い合わせは生涯学習課へ

私たちの暮らしに関わる税制度
を、税目の仕組みや、税を取り
巻く社会環境と併せて学びます。

全4回 身近な税情報 ～最近の税制について～

6/9（木）14：00～
f5/17火～31火
A048-266-5539　8：30～17：00

デジカメで撮影した写真
をパソコンに取り込み、
補正する方法を学びます。

全4回 デジタルカメラ画像取り込み＆補正入門講座

6/16（木）19：00～
f5/6金～27金
※問い合わせは生涯学習課へ

火山研究の専門家とと
もに、火山活動の実態を
さぐります。

全4回 火山活動の実態をさぐる

7/1（金）13：30～
f6/1水～30木
A048-223-4782　9：00～17：00

ＮＨＫ大河ドラマ「真田
丸」の時代背景をわかり
やすく語ります。

全4回 歴史講座 ～真田幸村と大坂冬夏の陣～

9/8（木）19：00～
f7/22金～8/12金
※問い合わせは生涯学習課へ

初めてのかたにもわか
りやすく解説します。

全4回 ゼロから学ぶ日経平均・外国為替

9/2（金）19：00～
f7/12火～8/2火
※問い合わせは生涯学習課へ

身近にある法律問題を
わかりやすく解説します。

全4回 知って納得!!法律入門 ～身近にある法律問題を知ろう～

全4回
5/20（金）14：30～
f4/6水～22金
※問い合わせは生涯学習課へ

大人の工場見学
川口の工業の歴史についての講
義と、工場見学をとおして、川口
の“今”を知り、将来を展望します。

5/28（土）10：00～
f4/23土～
A048-295-1808　10：00～16：30

緊張した心と身体を気
持ちよくほぐし、バラン
スを整えます。

全4回 リラックス「楽ヨガ」

6/1（水）13：30～
f5/1日～6/22水
A048-281-0849　9：00～17：15

日常生活の中で役に立
つ知識や情報を身につ
けます。

全4回 生きがい講座

6/7（火）10：30～
f5/3　～25水
A048-222-3612　9：00～16：30

親子で楽しみながら巧
緻性、バランス感覚を磨
きます。

全4回 親子ＹＯＧＡ講座

6/8（水）14：00～
f5/6金～6/1水
A048-252-2461　9：00～17：00

「健康」でいるために講
話と実践を交えて解説
します。

全4回 健康な身体づくり講座

6/9（木）１４：００～
f4/17日～5/22日
A048-265-6410　9：00～17：00

川口市の歴史を、芝地
域にスポットを当てて学
びます。

全4回 芝の歴史講座

6/19（日）10：00～
f5/24火～6/14火
A048-281-6123　9：00～17：00

日常生活の場面を想定
した手話を学びます。

全5回 手話講座

画家 吉岡正人が語る!「深読み
・裏読み、画家の人生」西欧の
芸術・美術を楽しく学びます。

全4回 美術・芸術講座

9/7（水）9：00～
f8/10水～9/6火
A048-285-2400　9：00～16：30

ストレスのない健康的な
生活を目指します。

全4回 ヨガ体験講座

8/7（日）10：00～
f7/15金～22金
A048-265-6414　9：00～17：00

※住所
※氏名

（ふりがな）
※年齢
※電話番号

（携帯可）

〒332-8601
青木2-1-1 生涯学習課
川口市民大学○○講座申し込み係
※往信面右側は何も記入しないでください。1講座につき、1人1通でお願いします。

郵便往復はがき

申
込
者
の
住
所

　氏
　名

返信

返信面
記入例

往復はがきでの応募方法

川口市民大学 検 索

都市と自然が調和した
“人と環境にやさしいまち”

全ての人にやさしい
“生涯安心なまち”

産業や歴史を大切にした
“地域の魅力と誇りを育むまち”

子どもから大人まで
“個々が輝くまち”

誰もが“安全で快適
に暮らせるまち”

市民・行政が協働する
“自立的で推進力のあるまち”

将来都市像を実現するための6つのめざす姿

　人口減少や少子高齢化の進展、地方分権の推進、東日本大震災後の防災・エネル
ギーに対する意識の変化といった社会経済情勢の変化に加え、鳩ヶ谷市との合併
や中核市への移行表明など、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。
　市内外のこうした変化に対応し、本市の限られた資源を効果的・効率的に活用
して、多くの人々から選ばれるまちをめざすため、本市の将来の姿を示し、その将
来の姿を実現するまちづくりの指針として、「第5次川口市総合計画」を策定しま
した。

総合計画策定の目的と経緯
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電話・窓口

電話・窓口 電話・窓口

電話・窓口

電話・窓口

電話・窓口

電話・窓口

電話・窓口

往復はがき
（消印有効）

往復はがき
（消印有効）

往復はがき
（消印有効）

往復はがき
（消印有効）

「ふれあって 学ぶ生涯 人づくり」

川 口 市 民 大 学

実施計画
（3年先を見据え毎年度見直し）

往復はがき
（消印有効）

【将来都市像】
人と しごとが輝く

しなやかでたくましい都市
川口

計画期間
平成28年度　平成37年度

祝

西公民館

並木公民館

領家公民館

西公民館

前川南公民館

並木公民館

中央ふれあい館

神根公民館

鳩ヶ谷公民館

芝北公民館 他 中央ふれあい館 他

戸塚公民館

新郷公民館

南平公民館

西川口公民館

芝公民館

根岸公民館

前川公民館

南鳩ヶ谷公民館
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人と しごとが輝く

しなやかでたくましい都市
川口

計画期間
平成28年度　平成37年度

祝

西公民館

並木公民館

領家公民館

西公民館

前川南公民館

並木公民館

中央ふれあい館

神根公民館

鳩ヶ谷公民館

芝北公民館 他 中央ふれあい館 他

戸塚公民館

新郷公民館

南平公民館

西川口公民館

芝公民館

根岸公民館

前川公民館

南鳩ヶ谷公民館


