市民の皆さんの要望に応じて市職員が訪問し、市政に関する講座を実施しています。
◎対

会場の換気やマスク着
用、手指消毒、検温の

象……原則として、市内に在住、在勤又は在学する概ね１０人以上で構成された団体・グループです。 実施など、感染症防止

対策を徹底しましょう。

◎開催日時……原則として、平日の午前９時から午後９時までのうち、２時間以内とします。
◎費

用……講師料は無料ですが、会場使用料や講座に必要な材料費等は申込者負担となります。
©宮崎市

◎問い合わせ…講座内容や日時等のご相談は、一覧表右側の各講座の担当課へお問い合わせください。
◎そ の 他……申込書（様式第１号）と報告書（様式第３号）は宮崎市ホームページに掲載しています。

こちらからも宮崎市ホームページ
をご覧いただけます。

【 トップページ ⇒ 教育 ⇒ 生涯学習 ⇒ 人にやさしい宮崎市政出前講座 】
○利用の主な流れ
【実施日１か月半～1か月前】
講座名や参加人数等を各講座担当課に連絡
し、申込書を各講座担当課に提出しましょう。
分類 Ｎｏ

講 座

【講座実施日】
職員が会場へ訪問し、講座を実施
します。

名

内

【実施後２週間以内】
報告書を作成し、各講座担当
課に提出しましょう。

容

小中学生

対象

担当課（問い合わせ先）

市 政 の し く み・ ま ち づ く り

1

宮崎市のまちづくり及び地方創生に
ついて

第五次総合計画及び第2期宮崎市地方創生総合戦略（2060年に
おける本市の将来推計人口モデルと総合戦略における5ｶ年の取
組）に基づく、本市のまちづくり等について
※ＳＤＧｓを含む

○

企画政策課
（☎２１－１７１１ Fax３１－６５５７）

2

国際理解講座

本市の海外姉妹（友好）都市の紹介及び国際交流員等による異
文化理解講座を行います。

○

秘書課 都市交流係
（☎：４２－９２３４ Fax２９－６５４７）

3

宮崎市の公共施設経営について

将来世代に重荷を背負わせない公共施設経営の内容を紹介し
ます。

×

4

宮崎市の行財政改革について

本市の行財政改革の取組について

×

5

マイナンバーについて

マイナンバーカードの利活用とマイナンバー制度について
※出前講座の際、マイナンバーカードの出張申請受付も行うこと
ができます。ご希望の場合は事前にお問い合わせください。

×

情報政策課
（☎２１－１７１２

6

地域自治区における住民主体の
まちづくりについて

地域自治区制度の仕組みと住民が主体となったまちづくりの取
組について

○

地域コミュニティ課
（☎４２－９２０５ Fax２２－０２００）

7

市民活動団体と市との協働について

市民活動団体と市との協働について

○

8

性的少数者支援について

性的少数者に関する正しい知識と支援策をお話しします。

9

男女共同参画について

男女共同参画について

10 宮崎市の地域福祉について
11

宮崎市の観光について

「ともに支え合い、安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す
地域福祉計画等についてお話しします。
魅力あふれるまち宮崎市の観光についてお話しします。

行政経営課
（☎４４－０３７３ Fax ２０－５０２５)
行政経営課
（☎４４－０３７３ Fax ２０－５０２５)
Fax２２－６１０６）

文化・市民活動課
○注 （☎２１－１８３５ Fax２０－１５６４）
注：小学校高学年以上
○
福祉総務課
○注 （☎２１－１７５４ Fax２０－３２１５）
注：中学生以上
観光戦略課
○
（☎２１－１７９１ Fax２０－２１３２）

都市計画制度の概要や、宮崎市都市計画マスタープランについ
て説明します。

○注

地区計画制度の内容や手続き、本市での活用事例等を紹介しま
す。

都市計画課
○注 （☎２１－１８１１ Fax２１－１８１６）
注：中学生以上

14 立地適正化計画について

宮崎市立地適正化計画制度の概要について説明します。

○注

15 建物のバリアフリーについて

建物のバリアフリーに関する取組や事例等、宮崎市の福祉のま
ちづくりの状況を紹介します。

12 都市計画（まちづくり）について
13

16

地区計画制度を用いたまちづくりに
ついて

今後の本庁舎のあり方に関する
検討状況

本庁舎の老朽化等の現状や、今後のあり方の検討状況について
説明します。

○

建築行政課
（☎２１－１８１３

Fax２１－１８１５）

管財課
○注 （☎２１－１７２４ Fax２０－５０２５）
注：中学生以上

初心者の方を対象にした寄植え教室です。寄植えを作る際の手
法や工夫の他、草花の育て方や管理方法などを紹介します。
※原則１団体、年度内１回限り

○

景観課
（☎２１－１８１７ Fax２１－１８１６）
注：材料費の実費負担あり

18 わたしたちの市議会

市議会の仕組みについて

○

議会事務局 議事調査課
（☎２１－１８８７ Fax３１－０９７９）

19 選挙をもっと身近なものに

なぜ選挙が必要なの？いつどうやって投票するの？など選挙
の身近な疑問に答えます。

○

選挙管理委員会事務局
（☎２１－１８６０ Fax２０－１５６８）

20 監査委員制度について

監査委員の役割・監査の種類等について

×

監査事務局
（☎２１－１８６３ Fax２０－１５８２）

21 知って良かった！国民健康保険制度

国民健康保険制度の仕組みについてわかりやすくお話しします。

×

国保年金課
（☎２１－１７４６

Fax２０－３５６２）

22 知って良かった！後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の仕組みについてわかりやすくお話しします。

×

国保年金課
（☎２１－１７４５

Fax２０－３５６２）

17

いきいきわくわく花講座
～花と緑を通じた豊かな生活の提案～

く ら し・ 安 全・ 安 心

分類 Ｎｏ

講 座

名

23 税を知ろう

内

小中学生

容

①どんな税があるの？
②住民税と所得税の違いについて
③税金はどんな時にかかるのか

対象

○
などについて

担当課（問い合わせ先）

市民税課
（☎２１－１７４８ Fax３８－９５５７）
※申告時期前後 （１月～５月）は
実施できません。

く ら し・ 安 全・ 安 心

24 知って得する税

①サラリーマンと税 ②配偶者と税（パート・アルバイトと税）
③年金所得と税
④医療費を支払った時の税
⑤高齢者と障がい者と税 ⑥マイホームと税
⑦災害にあった時の税
などについて

×

25 交通安全教室

交通安全について（警察官や交通安全指導員による交通安全教
室（講話、実技等）を実施します）
※開催日時は、原則平日９時から１６時までとします。

○

地域安全課
（☎４４－２８０２

〇

宮崎地区地域安全協会
（☎・Fax２４－８１１７）
【関係課】地域安全課

26 地域での犯罪防止活動の取組み

安全安心のまちづくりのための地域安全活動について
（お申込みお問合せは、宮崎地区地域安全協会までご連絡ください。）

Fax２５－２１４５）

27 賢い消費者になるために！

悪質商法などの消費者トラブルや、詐欺の手口、対策について
（契約の基礎、悪質商法被害例、多重債務と自己破産、ネット契約
トラブル、金融教育など）

商業政策課
○注 （☎２１－１７９２ Fax２８－６５７２）
注：小学校高学年以上

28 ネットと上手につきあうために！

商業政策課
スマホをはじめとする、ネット接続機器の普及にともない、増加す
○注 （☎２１－１７９２ Fax２８－６５７２）
るインターネット上の契約トラブルの事例紹介や対策について
注：小学校高学年以上

29 地震に強い家づくり

昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震対策の補助制度
について説明します。
・地震による被害について
・住宅の耐震化について ・減災について

×

建築行政課
（☎２１－１８１３

30 消防団の活動について

地域を守る消防団の活動内容について

○

消防局 総務課
（☎３２－４９０２ Fax２７－８６７５）

31 火災から身を守る（火災講座）

避難訓練指導（約３０分） 防火講話（約１５分）
防火映画（約２０分）
模擬消火体験（約２０分）

○

32 地震から身を守る（地震講座）

防災講話（約１５分） 防災映画（約２０分）
防災講話（約１５分）＋地震体験車試乗

○

親子での受講を推奨

33

災害から地域を守る
（自主防災リーダー養成講座）

自主防災リーダー養成講話及び自主防災資機材の取り扱い
（約９０分）

×

※複数の自治会や自主防災組織（原則、地域自治区単位）を対象

防 災・ 救 命

34

救命入門コースⅠ（約４５分）：心肺蘇生法（人工呼吸法除く）・ＡＥＤ
○注１
使用法などについて

35

救命入門コースⅡ（約９０分）：心肺蘇生法・ＡＥＤ使用法などにつ
いて

○注１

36

基礎講習（約６０分）：止血法・包帯法・搬送法などについて

○注１

37

普通救命講習Ⅰ（３時間）：心肺蘇生法・止血法・ＡＥＤ使用法などに
○注２
ついて（成人の傷病者を対象）

38

普通救命講習Ⅱ（４時間）：普通救命講習Ⅰの内容に、知識と実技
の評価を追加（一定頻度者を対象）※一定頻度者：業務の内容等
から一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが期
待・想定される者

救命率を向上させるための応急手当法
等（救急講座）

×

Fax２１－１８１５）

北消防署
（☎３２－４９０９ Fax２３－５８７８）
東分署
（☎２３－４１１１ Fax２３－４１２７）
西部出張所
（☎７５－４６６４ Fax７５－４６６９）
北部出張所
（☎７３－２１１７ Fax７３－２１２８）
住吉救急出張所
（☎３６－３１１９ Fax３６－３１２０）
南消防署
（☎５３－００３３ Fax５３－００１７）
中部出張所
（☎５０－３１４８ Fax５０－３１５２）
南部出張所
（☎８５－１１８３ Fax８５－１２１３）
青島出張所
（☎６５－２３９７ Fax６５－２３９８）
宮崎東諸県広域防災センター
（☎２２－６４６８ Fax２２－６４９５）
応急手当研修センター
（☎６２－４１１９ Fax６２－４１２０）
（※34～43のみ対応可）
消防局警防課
（☎３２－４９０３ Fax２７－８６７５）
注１：小学校高学年以上
注２：中学生以上

健康・衛生・福祉

39

普通救命講習Ⅲ（３時間）：心肺蘇生法・止血法・ＡＥＤ使用法などに
○注２
ついて（主に小児、乳幼児の傷病者を対象）

40

応急手当普及員講習（２４時間）：事業所等の所属職員に対して指
導を行う指導者を養成する

×

41

応急手当普及員再講習（３時間）：応急手当普及員認定後、３年毎
に受講する

×

42

応急手当指導員講習（４０時間、応急手当普及員認定者は１６時
間）：市民に対して普通救命講習を行う指導者を養成する

×

43

応急手当指導員再講習（４時間）：応急手当指導員認定後、３年毎
に受講する

×

44 防災講座

災害・防災に関する基礎知識や防災対策、津波・洪水ハザードマッ
プの活用方法のほかに、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）などの支援も
行います。

○

地域安全課
（☎４２－６５１１ Fax２５－２１４５）

45 要配慮者の防災について

高齢者や障がい者など、災害時に配慮が必要な方の日ごろから
の備えや避難の仕方、支援者の避難支援の方法についてお話し
します。

×

福祉総務課
（☎２１－１７５４ Fax２０－３２１５）

お金のこと、仕事のこと、家庭のこと…。
いろいろな悩みを抱え、それを解決したい方の相談・支援を行っ
ています。相談事に応じてどのような支援を行っているか、事例
を交えてお話しします。

×

宮崎市自立相談支援センター
（☎４２－９２３９ Fax２９－６７３３）

46

自立相談支援センター「これから」に
ついて

47 生活習慣病予防について

知ってた？介護が必要になっても家で
48 暮らせるって!!
～在宅療養をチームで支えます～

高血圧、糖尿病、慢性腎臓病（ＣＫＤ）などの生活習慣病の予防対
策について、保健師がお話しします。
自宅での療養生活について、専門職の紹介や事例を交えながら
お話しします。

○注 地域保健課
（☎２９－４１０２ Fax６１－１２１０）
注：労働安全衛生法に基づく職場
研修を除く。
×

分類 Ｎｏ

講 座

名

内

容

小中学生

対象

49 障がい福祉サービス等について

障がい福祉サービスや、障がい児・者が受けられる支援などにつ
いてお話しします。

○

50 障がい者虐待への対応について

障がい者虐待について、「発生予防」「早期発見」「援助」など具
体的な内容をお話しします。

×

共生社会ホストタウンとしての本市の取組と、障がい特性に応じ
た合理的配慮についてお話しします。

○

51

共生社会ホストタウンとしての取組と
障がい特性に応じた配慮について

52

ぐるみん宮崎（地域包括ケアシステム） ２０２５年に向けて本市が抱えている課題を通じて、誰もが住み慣
れた地域で暮らしていくための仕組みづくりを一緒に考えます。
をつくろう！
認知症の人を地域で見守るため、認知症についての基礎知識や
対応等をわかりやすくお話しします。

○

54 知って防ごう高齢者への虐待

高齢者への虐待が起こる背景、種類、対応方法など統計や事例
を通じてお話しします。

×

健 康・ 衛 生・ 福 祉

55

もっと身近に成年後見人制度が利用で 成年後見人制度に関する仕組みや利用にあたっての手続きの仕
方、費用等をわかりやすくお伝えします。
きます

×

56

介護予防で健康長寿！！
～脳力・体力・元気アップ～

いつまでも健康で、自分らしい生活を送り続けるためのヒントを
お話します。もの忘れチェックも希望により行うことができます。

×

「宮崎いきいき健幸体操」を実践する
57 「健幸運動教室（90分）」を
体験しよう！

地域の皆さんと楽しく健幸な体づくりを始めましょう。体験後は
ぜひ「健幸運動教室」として継続することをオススメします。
※「宮崎いきいき健幸体操」は宮崎県立看護大学と共同開発し
た介護予防運動プログラムです。
※体験は年度内1回までです。

×

58 介護保険制度について

介護保険制度の仕組み、在宅・施設サービスの内容や利用手続
き、新しい介護保険事業計画について、わかりやすくお伝えしま
す。

×

59

わたしの想いをつなぐノート
～終末期医療について～

ノートの作成を通じて、元気なときから自分らしいエンディング・
終末期医療について考えてみませんか。

×

60

歯の健康を守ろう
～８０２０を目指して～

歯科と全身疾患の関連性や、口腔体操、義歯のお手入れ方法な
どについて歯科衛生士がお話しします。

×

61 栄養・食生活について

栄養に関することや、生活習慣病予防のための食生活につい
て、栄養士がお話しします。（注：成人対象）

×

62 受動喫煙対策について

受動喫煙防止の制度について

×

『ＭＶＰ３５０（ミヤザキ・ベジタブル・プロ 【ＭＶＰ３５０とは】食育・地産地消推進の一環として、健康寿命の延
伸を目指し、成人１日あたり350gの野菜を摂取し、栄養バランス
ジェクト３５０）』について
のとれた食生活の実践を推奨する取組

介護保険課
（☎２１－１７７７ Fax３１－６３３７）
注：中学生以上

健康支援課
（☎２９－５２８６ Fax２９－５２０８）

○

農政企画課
（☎２１－１７８５

○

保健衛生課
（☎２９－５２８３ Fax６１－１２１０）

文 化・ ス ポ ー ツ

64 食品衛生について

①食中毒の予防について
②食品の表示について
③ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理について
④まつりやイベント等における食品の取扱いについて

65 ニュースポーツを楽しもう！

様々なニュースポーツ（誰でも気軽に楽しめる新しいスポーツ）
を紹介し、１時間程度一緒に体を動かします。

○注

66 運動会のスターになりたい！

子どもの運動に対する関心や運動能力の向上を目的とした教室
を開催します。

○注

67 宮崎市の遺跡を学ぼう

日本遺産認定の生目古墳群や蓮ヶ池横穴などの市内の遺跡に
ついてお話します。

○

68 宮崎市の城跡のお話し

国指定史跡の佐土原城跡・穆佐城跡についてお話しします。

○

祝！国重要文化財指定
令和２年９月に国重要文化財に指定された下北方５号地下式横穴
69
～下北方５号地下式横穴墓の魅力～ 墓出土品などの魅力についてお話しします。

障がい福祉課
（☎２１－１７７２ Fax２１－１７７６）

○注

53 認知症サポーター養成講座

63

担当課（問い合わせ先）

Fax４４－０７７０）

スポーツランド推進課
（☎２０－５１５１ Fax２０－５１７１）
注：１団体あたりの講座受講回数に制限あり。

文化財課
（☎８５－１１７８

Fax８４－２２２２）

○

子 ど も・ 教 育

70

宮崎市出身の外交官「根井三郎」が繋 第二次世界大戦の最中、ユダヤ人難民を救う為、政府に毅然と
反論した宮崎市出身の外交官「根井三郎」の功績について紹介
いだ命のバトンリレー
します。

○

71

認定こども園・幼稚園・認可保育所に
ついて

それぞれの概要や特長、利用の流れについて具体的に説明しま
す。

×

72 保育所ってどんなところ？

～保育士による保育所アラカルト～
子どもの遊び・実際の子育てについて

×

73 子ども虐待への対応について

子ども虐待について、「虐待の種類」、「早期発見」、「通告先」な
ど具体的な内容をお話しします。

×

子育て支援課
（☎２１－１７６６ Fax２７－０７５２）

74 動物愛護講座

動物の適正飼養、動物愛護についてお話しします。

○

保健衛生課 動物愛護センター
（☎８５－６０１１ Fax８５－６０２２）

75 教育委員会の施策について

本市の教育行政で取組んでいる施策について説明します。

×

教委・企画総務課
（☎８５－１８５７ Fax４４－５４４５）

佐土原・地域市民福祉課
（☎７３－１１１１ Fax７３－４２７９）

保育幼稚園課
（☎２１－１７７４ Fax２７－０７１２）

子 ど も・ 教 育

分類 Ｎｏ

講 座

名

内

小中学生

容

担当課（問い合わせ先）

対象

76 コミュニティ・スクールについて

本市全小中学校で導入を予定しているコミュニティ・スクール
（学校運営協議会）について説明します。

×

教委・企画総務課
（☎８５－１８５７ Fax４４－５４４５）

77 青少年の健全育成と非行防止

本市の青少年の健全育成と非行防止に向けた取組について

×

生涯学習課
（☎８５－１８３４ Fax８５－０４５８）

78 宮崎市の農産について

宮崎市で生産されている米及び特用作物（たばこ・茶など）を紹
介します。

○

79 宮崎市の園芸について

宮崎市で生産されている園芸作物を紹介します。

○

80 宮崎市の畜産について

宮崎市で生産されている畜産を紹介します。

○

81 市場の流通を学ぼう

①宮崎市卸売市場について（市場ってどんなところ？）
②生産物が出荷者から市民の皆さんに届くまでの流通過程や現
状について

○

82 宮崎市の商業振興計画について

第三次宮崎市商業振興計画に基づく本市の商業振興施策につ
いて

○

しじょう

経 済・ 産 業

中心市街地の活性化について
83 ～“マチナカ３０００”プロジェクト／
ぐるっぴー～

しじょう

中心市街地活性化に向けた取組について、“マチナカ３０００”プロ
ジェクトや「ぐるっぴー」など特徴的な内容を中心に説明します。
【“マチナカ３０００”とは】
まちなかにクリエイティブ産業等（ＩＣＴ関連産業等）をはじめとし
た３千人の雇用の創出に重点的に取り組み、その経済活動により
地域経済の活性化を目指す取組

○

市場課
（☎２９－１５０１ Fax２９－１５０５）

商業政策課
（☎２１－１７９２

Fax２８－６５７２）

○

工業政策課
（☎２１－１７９３

Fax２８－６５７２）

田野・農林建設課
（☎８６－１１１４ Fax８６－１９８７）

84

市内の企業と若者の地元定着
“２０ｄｏ（にじゅうど）”プロジェクト

本市の魅力ある企業の紹介や若者が地元定着するために実施
している“２０ｄｏ”プロジェクトの取組みについて紹介します。
【“２０ｄｏ”とは】
若者の地元定着とIJUターン促進のため、スマートフォンアプリを
通じて、宮崎の魅力ある企業やワークライフを効果的に発信して
いる取組

85

「日本農業遺産」と田野・清武地域の
農業システムについて

農業遺産の概要や「大根やぐら」をシンボルに先人から受け継が
れてきた伝統的な農業について紹介します。

○

川に生息する生き物（水生生物）や水質などの水辺環境を調べ
ます。

○

86 ふるさとの川を見つめよう

農業振興課
（☎２１－１７８１ Fax２１－１７８６）

87

未来につなごう宮崎の環境
（環境を守る取組について）

宮崎市環境基本計画に基づく市民・事業者・行政の取組や、本市
の各種施策の概要について紹介します。

○

88

家庭ごみと資源物の
正しい分け方・出し方

家庭ごみと資源物の分け方・出し方について、わかりやすく説明
します。

×

89 ごみ減量とリサイクル

ごみや資源物のリサイクルや食品ロス、循環型社会などについ
てお話しします。また、園児や小中学生を対象に環境学習を行い
ます。

○

90 食品ロス削減とごみ減量について

食品ロスの削減についてお話しします。

〇

環境政策課
（☎２１－１７６１ Fax２２－０４０５）

環 境・ 自 然

91

海洋ごみとプラスチックごみ問題に
ついて

海洋ごみとプラスチックごみ問題について解説し、解決に向けて
私たちにできる事についてお話しします。

〇

92

災害で発生した廃棄物の出し方に
ついて

災害で発生した廃棄物の出し方について

×

93 生ごみから土を作ろう

家庭から出る生ごみで土を再生してみませんか？土がよみがえ
り、生ごみも減量できます。

×

94 廃棄物の適正処理について

廃棄物の適正処理等について

×

95 浄化槽を上手に使おう

①浄化槽の役割とその適正な維持管理について
②公設合併処理浄化槽について

×

環境施設課
（☎30－6511 Fax30－6616）

公園愛護会の仕組みと現状について

×

公園緑地課
（☎２１－１８１４ Fax２１－１８１６）

97 上下水道局の経営について

上下水道事業経営の仕組みや上下水道料金等の使い道などに
ついて説明します。

×

上下水道局 財務課
（☎２６－７５８０ Fax２４－１０４７）

98 排水設備について

「排水設備」の仕組みやその取扱いについて説明します。

×

給排水設備課 排水設備係
（☎２６－７５１２ Fax２４－１１９４）

99 給水装置について

「給水装置」の仕組みやその取扱いについて説明します。

×

給排水設備課 給水装置係
（☎２６－７５11 Fax２４－１１９４）

100 くらしに身近な水道水について

水道水ができるまで

101 くらしに身近な水道について

水道水の安全性について

×

102 下水がきれいになる仕組みについて

①下水処理場での微生物の役割について
②生活排水が下水処理場に与える影響について
③下水処理で発生する汚泥等の有効利用について

○

96

公園の管理について
～公園愛護会の活動～

環境業務課
（☎２１－１７６２

Fax２１－１６８６）

上下水道局 浄水課
○注 （☎４７－５４７７ Fax４７－７８００）
注：小学３年生以上対象

【文書取扱】

宮崎市教育委員会

上下水道局 浄水課

（☎４７－９２４９

水質管理センター

Fax４７－７８００）

上下水道局 下水道施設課
（☎２６－３３３６ Fax２６－３１５１）

生涯学習課

☎８５-１８３４

Fax８５-０４５８

