令和４年度 南区出前講座
希望のテーマを〝ご注文〟ください
区役所の職員が皆さんの地域へ〝出前〟します

南区広報担当キャラクター
「ため蔵」くん

「出前講座」は、区役所の職員が直接皆さんのところへ伺い、希望されるテーマにつ
いて説明する制度です。聞いてみたいテーマを選んでお申し込みください。
テーマにない内容についてお聞きになりたい時は、その内容に近いテーマを設定し
ている講座の担当課にご相談ください。できる限り、ご要望に沿うようにいたします。
【対

象】

南区にお住まい、または通勤・通学されている方で、おおむね
５人以上の団体、グループ単位でお申し込みください
ただし、次の場合は申し込みできません
○ 政治、宗教または営利を目的とした催し
○ 出前講座の趣旨にそぐわない場合

【実施日時】

平日の午前９時から午後５時の間
夜間、土･日曜、祝日を希望される場合もご相談ください
年末年始を除き、できるだけご希望に沿うよう調整します

【所要時間】

説明（１時間）、質問（３０分）の１時間３０分程度
※上記の時間は目安であり、変更することもできます

【会

お申し込みいただいたグループでご用意ください
（ ただし、南区内に限らせていただきます）

場】

【お申し込み】①裏面から希望するテーマを選んで、担当課へ直接ご連絡ください
② 担当課と調整のうえ実施日を決定
③ 実施日が決定したら、別紙の申込書に必要事項を記載の
うえ、実施日の１４日前までに担当課へお申し込みください
【費

用】

無 料

この制度は、苦情や要望をお伺いする場ではありませんので、趣旨をご理解のうえ、
お申し込みください。

SDGs とは？

SDGs（エス ディー ジーズ）とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標）」の略で、「誰一人取り残さない」持続可能な社会を実現するために 2015 年の国連サ
ミットで採択された、2030 年を期限とする 17 の国際目標です。

＜17 の国際目標＞
１．貧困をなくそう
２．飢餓をゼロに
３．すべての人に健康と福祉を
４．質の高い教育をみんなに
５．ジェンダー平等を実現しよう
６．安全な水とトイレを世界中に
７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに
８．働きがいも経済成長も
９．産業と技術革新の基盤をつくろう
10．人や国の不平等をなくそう
11．住み続けられるまちづくりを
12．つくる責任 つかう責任
13．気候変動に具体的な対策を
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう
16．平和と公正をすべての人に
17．パートナーシップで目標を達成しよう

令和4年度 南区出前講座一覧
講座テーマ

分野

〔担当課〕

講座の内容
電話

／

ハチにご用心！
～ 生態と駆除法 ～

〔生活環境課〕

校区内でハチの巣ができたために刺されないよ
うに駆除を考えている地域の方に、ハチの種類や
その駆除方法をご説明します。

セアカゴケグモなど有毒な外来生物の特徴や棲
みつきやすい場所などを解説します。

電話： ５５９－５１０１ ／ ＦＡＸ： ５６１－５３６０

なくそう放置自転車！
～安全で快適な道路環境のために～

くらし

ＦＡＸ

電話： ５５９－５１０１ ／ ＦＡＸ： ５６１－５３６０

セアカゴケグモにご用心！

〔生活環境課〕

〔維持管理課・自転車対策係〕

駐輪場の利用の仕方や放置自転車に対する罰
則、自転車に関する条例について解説します。
電話： ５５９－５１０２ ／ ＦＡＸ： ５５９－５０９６
・住まいにおけるダニ、カビ防止策
・飲用水の消毒
・レジオネラ属菌
などについて解説します。

くらしの衛生
～快適で安全なくらしのために～
〔衛生課・環境係〕

電話： ５５９－５１６１ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１４９
・一般的な食中毒菌の種類とその対策
・ノロウイルス食中毒の対策
・家庭での食品の衛生的な取扱い
・あなたの手洗いチェック
などについて解説します。

人気

家庭でできる食中毒の予防

〔衛生課・食品係〕

電話： ５５９－５１６２ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１４９

バザーの達人
～安全安心なバザーを目指して～

〔衛生課・食品係〕

〔地域支援課〕

令和4年度出前講座

地域や学校などのバザーで食品を提供するとき
の、食中毒を防ぐポイントを伝授します。

電話： ５５９－５１６２ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１４９

地域支援施策の紹介

まちづくり

（令和4年４月現在）

地域活動全般についての福岡市の支援施策を紹介
します。
・市民活動保険制度
・町内会活動支援支援事業補助金
・共創による地域づくりアドバイザー派遣制度 など

電話： ５５９－５０７６

／ ＦＡＸ： ５６２－３８２４
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講座テーマ

分野

〔担当課〕

講座の内容
電話

／

ＦＡＸ

地域で子どもを育む大切さと福岡市の支援制度
についてお話します。
地域ぐるみで子どもの健全育成を ・子どもたちの現状と地域との関係
・地域子ども育成事業
など

〔企画振興課〕

電話： ５５９－５０６４ ／ ＦＡＸ： ５６２－３８２４

子ども

子どもと子育て家庭への支援
について

〔子育て支援課〕

電話： ５５９－５１２３ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１４９

こども虐待に関する基礎知識

〔子育て支援課〕

〔保険年金課〕

実はとても身近な問題 ～虐待～ 。では，どんな
ことが虐待？気づいた時にできることは？発見さ
れたあとはどうなるの？そんな内容をお話しま
す。

電話： ５５９－５１９５ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１４９

国民健康保険制度について

健康・福祉

児童手当，児童扶養手当、保育施設等の利用
など、子育て支援に関わるサービスについて、ご
説明します。
子育て支援、子育て中の家庭の支援に携わって
いる方々向けの内容です。

国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の概
要について説明します。
・保険料について
・医療費について など

電話： ５５９－５１５２ ／ ＦＡＸ： ５６１－３４４４

障がい者福祉について

障がい者を取り巻く環境や障がい者手帳の取得
方法および手帳を取得する利点などについて説
明します。

〔福祉・介護保険課〕 電話： ５５９－５１２１ ／ ＦＡＸ： ５１２－８８１１
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講座テーマ

分野

〔担当課〕

講座の内容
電話

／

ＦＡＸ

介護保険と高齢者福祉サービス
について

・介護保険のしくみ ・介護保険サービスの内容
・高齢者の相談窓口・住宅で暮らす高齢者への
福祉サービス
などについて説明します。

〔福祉・介護保険課〕 電話： ５５９－５１２７ ／ ＦＡＸ： ５１２－８８１１

結核って知っとうね？
※新型コロナウイルスへの対応優先のため，
現在実施できません

〔健 康 課〕

・結核の現状（日本は中蔓延国）
・感染から治療まで
・予防とこれからの取組み
などについて説明講習を実施します。

電話： ５５９－５１１６ ／ ＦＡＸ： ５４１－９９１４

地域における「見守り」「支え合い」 地域と医療・介護事業所等の専門職などの事業
所ネットワークが連携し、生活支援・介護予防
「助け合える」取り組みを応援しま サービスに取り組む事業を紹介します。
す！
・地域の「きずな」づくり事業

健康・福祉 ～地域の「きずな」づくり事業について～

・高齢者地域支援事業

〔地域保健福祉課〕 電話： ５５９－５１３４ ／ ＦＡＸ： ５１２－８８１１

知って防ごう高齢者虐待

「高齢者虐待」は、特別な家庭のみに起こるの
ではなく、誰もが直面するかもしれない身近な問
題として「どうして虐待が起こるの？」「どうすれば
虐待がなくなるの？」といった内容をお話します。

〔地域保健福祉課〕 電話： ５５９－５１３２ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１３５

認知症の基礎知識

高齢者の増加に伴い認知症の方も増加すると
予想されています。
自分でできる認知症予防や、認知症になる前に
家族で考えたいことについてお話しします。
・認知症の基礎知識
・自分で取り組む認知症予防
・人生会議、エンディングノートについて
・認知症に関する相談や相談窓口について

〔地域保健福祉課〕 電話： ５５９－５１３２ ／ ＦＡＸ： ５５９－５１３５
人気

ごみの分別とリサイクル

ごみ・環境

〔生活環境課〕

電話： ５５９－５１０１ ／ ＦＡＸ： ５６１－５３６０

エネルギー上手に使って楽しく
省エネ
〔生活環境課〕

令和4年度出前講座

次の項目について説明講習を実施します（子ど
も向けの講座も可能）。
・ごみ処理と資源物回収の状況 ・ゴミの分け
方、出し方
・資源物のリサイクルについて ・ごみ減量のた
めに家庭でできること

次の項目について説明講習を実施します（子ど
も向けの講座も可能）。
・家庭で使うエネルギーと省エネのポイント
・再生可能エネルギーについて
・地球温暖化防止対策について など

電話： ５５９－５１０１ ／ ＦＡＸ： ５６１－５３６０
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