
Q　どのような団体が出前講座を利用できますか？
A�　市民または市の事業所に勤務している10人以上で構成され
た団体・グループです。

Q　開催時間に制限はありますか？
A�　開催時間は午前9時から午後9時までの間で、90分以内で
お願いします。また、担当課の業務の都合等により、希望の日
時に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q　講師料はかかりますか？
A�　講師料は無料です。ただし、講座によっては教材費などが必
要な場合があります。

Q　会場のPC等の機材の手配は誰がするのですか？
A�　会場や機材の手配及び会場使用料やインターネット通信料等
の負担は、利用者の皆さんでお願いします。

～ 出前講座 Q ＆ A ～
Q　開催場所にきまりはありますか？
A　大野城市内に限ります。

Q�　メニューにないような内容の講座でも、お願いできますか？
A�　できる限りご希望にお応えしますので、まずは担当課と打ち
合わせください。

Q�　事前の「利用申込書」は、直接市役所に持参しないといけな
いのですか？
A�　郵送やFAXでも提出できます。ただし、講座を担当する課の
名前を明記して送ってください。

Q　その他、注意点はありますか？
A�　出前講座では、質問や意見交換はできますが、市に対する苦
情や陳情を行う場ではありませんので、ご理解をお願いします。
また、政治・宗教・営利を目的とした催しなどでは利用できません。

※再生紙を使用しています

ジャンル No. 講 座 名 サブタイトル 講 座 内 容 担当課（申込先）

環
　
　
境

54 地球温暖化が指し示す未来とは
私たちの暮らしと行動を
変容させるために

・地球温暖化の原因と影響
・省エネルギーの必要性
・温暖化防止のためにできること

循環型社会
推進課

55 知って得する省エネ行動 今日からできる優しい省エネ ・家電の進化　　・家電節約の見える化
・エコドライブのススメ

56 自然環境の保全 自然環境について考えよう 森林の働きとおおのじょう緑のトラスト運動

57 生物多様性講座 自然とふれあいの中で生物多様性を学ぼう 牛頸川の水生生物調査から学ぶ生物多様性（参加者が 20名を超える場合は要相談）

58 ごみの現状とリサイクル ごみ処理の現状と資源の有効利用 ごみ量の現状や分別と資源利用等の説明

59 SDGsにつながる行動実践～環境の視点から～
SDGsを環境の視点から行動できる
気づきに触れてみませんか。

SDGs の土台となっている環境の視点から、私た
ちにできる行動を知る

60 ゼロカーボンって何？「2050 年ゼロカーボンシティ大野城」宣言をみんなで考えてみませんか
・ゼロカーボンシティ大野城宣言の説明
・ゼロカーボン宣言都市の現状
・ゼロカーボンに向けての意見交換

61 気候変動による未来の姿
気候変動により、
どのような影響がありえるのか。

・気候変動の現状　　・異常気象の影響
・私にもできる対応策（適応と緩和）

62 地域猫活動って何？ 人と猫が共生できる地域を目指して ・猫の生態、習性　　・地域猫活動の趣旨
・地域猫活動内容　　・猫の侵入防止策

63 有害鳥獣対策講座 イノシシ・サル・アライグマ等から
身を守るために

・有害鳥獣出没の現状と対策
・被害を遭わないための予防策
・イノシシ・サルと遭遇した際の対応

産業振興課

自
然
科
学

64 月の観望会 月を見よう
月のお話と天体望遠鏡で月を見ます。月が出ていると
きの講座になりますので、ご希望の日にならない場合
があります。月を見るため、夜の出前講座になります。

地域行政
センター
統括課

65 太陽観望会 太陽を見よう（黒点とプロミネンス）
太陽のお話と太陽望遠鏡で太陽の黒点とプロミネンス
を見ます。なかなか直接望遠鏡で太陽を見ることができ
ませんが、北コミの望遠鏡は直接見ることができます。

66 天文科学講座 星空入門 星を見る楽しさ・おもしろさを資料を使って解説し
ます。基本的なお話をします。

ス
ポ
ー
ツ

67 ニュースポーツの紹介講座
ニュースポーツや障がい者スポーツ、レク式
体力チェックなどを体験してみませんか？

小学生から高齢者まで誰もができるニュースポー
ツや、見たことはあるけどやったことがない障が
い者スポーツ、身近にあるもので簡単に測れるレ
ク式体力チェックなどの体験

スポーツ課

座座
大野城市
ＰＲキャラクター　
大野ジョー

◆�「出前講座」とは、皆さんからのリクエストに応じて、市の職員が講師となって、市の仕事をわかり
やすく説明したり、生活に役立つ情報を紹介したり、一緒に実習を行うものです。

◆�バラエティに富んだメニューの中から、皆さんが「知りたい」「学びたい」と思うメニューを選び、
各種団体やサークル、地域コミュニティ活動、学校等における生涯学習活動にぜひご活用ください！

※「出前講座Ｑ＆Ａ」を裏面に記載しています

大野城市

令和４年度　生涯学習まちづくり令和４年度　生涯学習まちづくり

メニュー表メニュー表

※新型コロナウイルス感染症の感染状況や国・市等の方針によって、実施ができない場合があります。詳しくは、申込先の講座担当課へ問い合わせてください。

出出 前前 講講

●各講座メニューへのお申込みは　⇒　各担当課まで
右欄記載の電話番号（コールセンター）にお電話いただき、「出前講座の件で、
○○課お願いします」とお伝えいただくと、担当課におつなぎできます。

●�本メニュー表や、出前講座の制度へのお問合せは
　⇒　コミュニティ文化課まで（電話�092-580-1996）

大野城市役所
〒 816-8510 大野城市曙町２－２－１
電話 092-501-2211
　　（コールセンター）

FAX 092-573-7791

講座開催までの流れ

・�メニューの中から希望の講座を選び、実施希望日の20日前までに担当課と日時・
講座内容の打ち合わせを行い、「出前講座利用申込書」を担当課に提出してく
ださい。
・�「利用申込書」は講座の担当課でもらうか市ホームページからダウンロードし
てください。
・�一部の講座では、「Ｚｏｏｍ」などを利用したオンラインでの実施が可能とな
りました！メニュー表で実施可能な講座を確認し、担当課へご相談ください。

① 
打ち合わせ

・講座の当日、指定の会場に市の職員が出向き、出前講座を行います。
・会場の手配や会場使用料の負担は、利用者の皆さんでお願いします。②

講座の実施

・講座終了後、アンケート用紙の記入をお願いします。
・�アンケートはその場で講師（市職員）にお渡しいただくか、後日市役所
��（コミュニティ文化課）に提出してください。③

アンケート

NEW

NEW

NEW

NEW



令 和 4 年 度 　 生 涯 学 習 ま ち づ く り 出 前 講 座 メ ニ ュ ー 表
ジャンル No. 講 座 名 サブタイトル 講 座 内 容 担当課（申込先）

未
　
　
来

1 第6次大野城市総合計画 都市（まち）の将来像は、「未来をひらく　に
ぎわいとやすらぎのコミュニティ都市」です 第６次大野城市総合計画の概要 経営戦略課

2 夢とみらいの
子どもプランⅢ

子どもから若者までの発達段階に合わせ
た取り組み ・プランのポイント こども・若者

政策課
3 大野城市の「都市計画」 本市における「まちづくり」 これまでの計画、事業や今後のまちづくりについて 都市計画課

4 大野城市芸術文化
振興プラン

将来像「芸術文化　ふれあい
織りなす　大野城」を目指して プランの概要説明 コミュニティ

文化課
選
挙 5 選挙制度を知ろう！ 大切な、あなたの一票 ・選挙制度の概要

・模擬投票など
総務管理課
（選挙管理委員会）

議
会 6

議会のしくみ　
「大野城市議会って
どんなところ？」

身近に感じよう！みんなの議会 市議会のしくみ（議場見学もできます） 議事課

人
　
　
権

7 あなたと私の人権 みんなのしあわせのために 人権問題を多面的にとらえ様々な問題について考える

人権男女
共同参画課

8 男女が共同参画する
社会をめざして みんなが自分らしく生きる 男女共同参画社会の実現に向けた市の取り組みにつ

いて

9 身近な暴力「DV」に
ついて みんなで防ぐDV被害 DV（ドメスティックバイオレンス）被害の実態と、

被害の防止や相談について学ぶ

10 性的少数者の人権について 私たちの性はグラデーション 性的少数者（LGBTQ）の人々の人権について考
える

子
育
て

11 妊娠～乳幼児期のサポート 子どもの健やかな成長のための支援
メディアとの付き合い方／生活リズム／発育・発達
（年齢別）／乳幼児の歯／ことばの発達／イヤイヤ
期（自我の芽生え） こども健康課

12 子育て・子育ち支援事業を利用しよう 子育てに困ったら気軽に相談を ・体罰にたよらない子育て
・子ども相談センターの紹介など

13 地域で子育て 地域の子どもをみんなで育てよう 子育てサロンやサークル運営者へ親子で楽しめる
「うた」や「あそび」を教えます

こども・若者
政策課

教
育 14 赤ちゃんとのふれあい体験学級（中学生対象） 命の大切さを学ぼう

・妊娠中～１歳までの赤ちゃんの成長
・乳幼児の事故防止
・妊婦体験・赤ちゃん人形の抱っこ体験

こども健康課

福
祉
と
健
康

15 障がい福祉サービス 住み慣れた街で暮らすために 障がいのある人に対する福祉サービスの紹介

福祉サービス課
16 「もしも」の時のお守り 「緊急連絡カード」って何？

大野城市および春日・大野城・那珂川消防組合との
連携で行っている、「緊急連絡カード」の取り組み
についての紹介です。

17 介護保険 みんなで支えあうために 介護保険制度の概要 介護支援課

18 高齢者福祉サービス 豊かなシニアライフのお手伝い 高齢者福祉サービスの紹介
（介護保険関係は除く）

すこやか
長寿課

19 健康づくり講座 こころとからだの健康づくり
・季節の健康管理・生活習慣病を予防しよう
・ロコモティブシンドロームを予防しよう
・睡眠とからだと心の健康について

健康課
20 大切な人の悩みに気づいてください

あなたにもできる
　～きづく　つなぐ　見守る～

・うつ病について
・心の悩みを抱える人への対応方法
・相談先の紹介

21 賢く食べて健康に！ いつまでも元気でハツラツとした毎日を
送るための食生活

・生活習慣病を予防・改善するための食生活について
・高齢者が元気を保つための食生活ポイント
・子どもの食育について

22 高齢期の健康づくり フレイル（虚弱）を予防・改善して元気
にすごそう

・フレイルチェック
・栄養、運動、口腔、心の健康について

23 高齢者の医療制度 知っておきたい後期高齢者の医療保険 後期高齢者医療制度の概要

国保年金課24 ご存知ですか？国民健康保険！ 知っておきたい国民健康保険の制度 国民健康保険制度の概要

25 みんなの国民年金 知っておきたい！国民年金 国民年金制度の概要

暮
ら
し

26 スマホに不慣れな方向けスマホ教室 ～初級編～
スマホでの電話のかけ方、メールの送り方、写真の
撮り方等基本的な使い方
※開催日２か月前までの申込が必要です

デジタル
推進課

27 スマホに不慣れな方向けスマホ教室

～中級編～
※�スマホの基本的な操作を理解してい
る方向けの講座です

スマホでのLINEの使い方、インターネットの検索の
仕方、大野城市オンライン申請の仕方等便利な機能
の使い方
※開催日２か月前までの申込が必要です

28 情報公開個人情報保護講座
知っていますか
情報公開制度と個人情報保護制度

・情報公開制度の説明
・個人情報保護制度の説明

プロモーション
推進課

ジャンル No. 講 座 名 サブタイトル 講 座 内 容 担当課（申込先）

暮
ら
し

29 広報紙づくり講座 広報紙の作り方 広報紙づくりの基礎
（文章の基礎、レイアウトのポイントなど）

プロモーション
推進課

30 身近な税(住民税)の話 個人住民税のしくみ
（所得と控除）

住民税の所得・控除の概要
※国税（相続税、贈与税等）は対応できません。

市税課
31 固定資産税のしくみ 制度のあらましと課税のしくみ 固定資産税制度の概要

※国税（相続税、贈与税等）は対応できません。

32 視聴覚ライブラリーを利用しよう！ 「視聴覚ライブラリー」ってなぁに？ ・�視聴覚ライブラリーの利用方法や視聴覚教材・機
材の紹介・16ﾐﾘ映写機による試写（要相談）

コミュニティ
文化課

33 みんなが主役のまちづくり
地域の絆が未来を拓く
パートナーシップによるまちづくり

・コミュニティによるまちづくりのあゆみとこれから
・コミュニティ活動について

34
市民の力☆ここに集ま
れ！まどかぷらっとの
ススメ

市民公益活動の見える化
～市民公益活動促進プラットホーム～

市民公益活動への参加促進や活動の活性化を目的と
した市民公益活動促進プラットホームの仕組みや活
用方法をわかりやすく説明

35 What�is�国際交流？ あなたもできる　身近な国際交流 ・国際交流入門編
・国際交流の活動について

36 人の一生と戸籍 出生から死亡に関する戸籍の話 戸籍とは（戸籍の仕組みについて）
総合窓口
センター

37 住民票、印鑑証明の話 大切な　あなたの権利と義務 住民登録と印鑑証明について

38 歩いて発見！！大野城 初めてのトレイルウォーキング 大野城トレイルとは／トレイルルートの紹介／トレ
イルの歩き方

都市計画課
39 自転車を活用したまちづくり

自転車ライフ
はじめてみませんか？

自転車活用推進計画とは／自転車保険について／自
転車のルール

40 地域にあるみんなの公園 公園で遊ぼう 公園の役割／公園の使い方／公園の維持管理とその
課題／緑化、花いっぱい運動など 公園街路課

41 災害時避難行動要支援者
について知ろう 広げよう、共助の輪 避難行動要支援者制度について／避難行動要支援者

名簿と活用について
危機管理課

42 防災・減災のススメ 災害発生！
そのとき、あなたはどうする？

ハザードマップの見方／災害から身を守る／家庭内
備蓄のすすめ／防災ゲーム／市の防災体制

43 建物の耐震化を学ぼう 木造戸建て住宅の耐震化
ブロック塀を詳しく知ろう

耐震改修の重要性／「木造戸建て住宅耐震改修・解
体費補助金」の概要／ブロック塀の基礎知識・点検方
法／「ブロック塀撤去費補助金」の概要

生活安全課

44 消費者トラブルを防ごう
悪質商法・詐欺の被害に
あわないために

申込者の年代にあわせた、最近の消費者トラブル、
消費者被害とその対策について

45 なくそう！犯罪～防犯のススメ～ 安全安心のまちをめざして
犯罪の発生状況と推移／犯罪に遭わないための意識
向上／少年非行の実態と防止対策／暴力団の情勢／
これからの暴力団排除対策

46 交通事故から身を守ろう 安全安心のまちをめざして
交通事故の発生状況と推移／自転車の正しい通行
ルール／高齢者の交通事故防止対策／飲酒運転は絶
対にしない、させない、許さない

水

47 水道のしくみ 水道の水ってどのようにしてできるの ・じゃ口の水はどこからくるの？
・水道水ができるしくみ（簡単な実験あり）

企業総務課48 下水道のしくみ 下水道ってなあに ・使った水はどこへ行くの？・下水道の役割

49 水の循環 水道の水はどこからきてどこへいく
・じゃ口の水はどこからくるの？
・水道水ができるしくみ　（簡単な実験あり）
・使った水はどこへ行くの？

50 宅内給水管等の維持管理 安心して水道を使うために
給水装置の役割／給水装置工事について／漏水した
ときの対応方法／寒波に備えた宅内給水管等の凍結
防止対策

料金施設課51 宅内排水設備の維持管理 安心して下水道を使うために 排水設備の役割／雨水管の役割／排水設備工事につ
いて／管の閉塞について

52 水道料金・下水道使用料のしくみ
各家庭や事業所の水道料金・下水道使用
料は、どうやって決まっているの

各家庭や事業所の水道料金の額が決定されるまでの
流れ／各家庭や事業所の下水道使用料が決定される
までの流れ

53 水道施設の見学 毎日のくらしをささえる水の施設 市営牛頸浄水場・瓦田浄水場の見学
（バスの手配等はできません）

上下水道
工務課

新規講座 動画配信可 オンライン可NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


