社会教育課
青少年教育グループ
22-7251

37

青少年の健全育成講座

本市の青少年を取り巻く環境や青少年の健全育成を図っていく上で
の方策、心構えについてお話しします。

38

本市の文化財を知る講座

文化財は長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えら
文化課文化財グループ
れてきた貴重な市民の財産です。地域において守り伝えられてきた
（内線 5231）
文化財などについて、一緒に学習しながら紹介します。

39

「うるおいのまち薩摩川内」下水
道講座

2019.6.10

広報さつませんだい

生活排水を適正に処理する下水道などの役割や仕組みについて、分
かりやすくお話しします。下水道が使える地域では、接続するため
の方法、工事に必要な費用、受益者負担金、下水道使用料などにつ
いて、また下水道が整備されていない地域では、合併処理浄化槽の
補助金制度などについてお話しします。平成 29 年度～令和元年度
を生活排水処理対策強化期間と定めて拡充した助成制度についても
お話しします。

水道局下水道課整備グループ
20-8503

原子力防災について

7

行政改革について

8

地域コミュニティ、自治会、NPO
等共生 ･ 協働の仕組み等講座

9

生涯学習講座

10

男女共同参画講座

11

国民健康保険制度について
特定健診・特定保健指導につい
て

12

生涯学習 まちづくり出前講座 を
｢
｣
活用してみませんか

36

社会教育課
社会教育グループ
22-7251

6

【問合先】
＝本庁地域政策課コミュニティ・生涯学習グループ
（ ）
５１１１
（内線４６１４）

家庭教育事業講座

家庭教育の充実が叫ばれている中で、教育の原点である家庭教育の
質的向上を図りながら家庭教育学級を円滑に進めるため、学習の進
め方などについてお話しします。

35

自主防災組織結成講座

要

●利用方法は？

公民館事業講座

公民館施設の紹介や公民館事業として取り組んでいる市民大学・自
主学級などの学習内容・利用方法などについてお話しします。

消防局予防課予防調査係
22-0119

5

● ま｢ちづくり出前講座 と｣は？

火災はちょっとした油断から発生することが多く、日頃から一人一
人が防火について心掛けていれば、防げるものがほとんどです。過
去に発生した火災事例や原因などを紹介し、火災を防ぐためのポイ
ントや、住宅防火安全対策についてお話しします。

固定資産税のしくみ

団体などの代表者は、原則として、

住宅防火安全対策について

4

市職員が、それぞれの担当分野（業

34

住民税のしくみ

10

日前までに希望する

自主防災組織訓練指導

3

開催予定日の

33

自主防災組織を対象に、消火器の取り扱い方法や避難方法、災害現
場での簡単な応急処置などを指導します。防災研修センターの利用
などの要望にも対応します。

消防局警防課警防救急係
22-0119

公共施設の再配置について

務 ）に お け る 行 政 情 報 な ど を 提 供 し

32

2

概

ます。

普通救命講習

地域や職場、サークル等 6 人以上のグループを対象に希望の場所ま
たは消防局で３時間の講習会を実施します。講習内容は自動体外式
除細動器 (AED)の使用方法を含む心肺蘇生法です。受講者には修了
証を交付します。

薩摩川内市の財政状況講座

座

講座を選び、 講｢座実施申請書 を｣申
込先へ提出してください。

昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅の耐震化を推進するため、
建築住宅課建築指導グループ
耐震診断と耐震改修工事の必要性や補助制度の概要についてお話し
（内線 3642）
します。

1

講

また、必要に応じて意見交換など

木造住宅の耐震診断・改修講座

名

＊講座実施申請書は、本庁４階地域
政策課に備え付けまたは市ホーム

31

座

を行いながら、地域・団体などの活

今後の都市のあり方講座

講

性化を支援します。

30

今後の人口減少や少子高齢化などの社会情勢下において、誰にとっ
都市計画課都市計画グループ
ても暮らしやすいまちであるための都市の在り方について、市の方
（内線 3421）
針などをお話しします。

講座
番号

ページ上に掲載の申請書をご利用

29

2020 年 10 月開催の第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」
について、本市で開催される正式競技「ホッケー」
「バスケットボール」
燃ゆる感動かごしま国体につい
「ウエイトリフティング」
「軟式野球」
「空手道」、デモンストレーショ
て
ンスポーツの
「バウンドテニス」の紹介や、先催県の取り組みなどの
事例紹介など、今後の取り組みについてお話しします。
国体推進課国体企画グループ
2020 年 10 月開催の第 75 回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」 （内線 5423）
を、市民一丸となって盛り上げていくために、PR 事業の一つであ
国体ダンス
る国体ダンス
「ゆめ～ KIBAIYANSE ～」を楽しくマスターできる講
～みんなで楽しくダンシング～
座です。講師が一つ一つ丁寧に指導しますのでみんなで覚えて国体
を盛り上げていきましょう。

ください。

28

本市の知名度・好感度を高めることで、地域住民や来訪者における
観光・シティセールス課
「行きたい・買いたい・暮らしたい」
顧客満足度を獲得するため、「行きたい」
「買いたい」
「暮らしたい」を
観光おもてなしグループ
わがまち観光・ＣＳ講座
キーワードに、本市の特色と魅力をＰＲする「観光・シティセールス」
（内線 4385）
～シティセールスの概要～
の進め方についてお話しします。

●対象は？

エネルギーの種類と発電方法

＊講師となる市職員の業務の都合な
どで、開催日程などが希望に沿え

26

次世代エネルギー課
次世代エネルギーグループ
太陽光や風力発電など、エネルギーの種類やその発電方法などにつ （内線 5521・5522）
いてお話しします。

ない場合があります。ご了承くだ

次世代エネルギー講座

●講師料は？

25

本市の次世代エネルギーを活用したまちづくりについてお話ししま
す。

無料です。

友好都市締結している常熟市との友好の輪をさらに広げていくため 交通貿易課
に、国際交流員が、常熟市の歴史・文化・習慣や経済発展の様子な グローバルグループ
どを紹介します。
（内線 4351）

なお、別途必要な材料などは、利

国際交流講座

あります。

24

10

21

●実施できない場合とは？

バス・電車・船などの乗り方、便利で得する利用方法など、本市の
地域公共交通について紹介します。

出前講座は、生涯学習の支援の一

交通貿易課
地域交通グループ
（内線 4392）

地域公共交通講座

環として開催しています。陳情、ま

「農林漁業の六次産業化」は、農林漁業者が自らの生産物に新たな付
六次産業対策課
加価値を生み出し、販売まで行う取り組み ( 第１次産業×第２次産
六次産業対策グループ
業×第３次産業 )です。市の取り組みなどについて、実際に開発さ
（内線 4452）
れた商品などを交えながら紹介します。

たは特定の企業の利益につながるも

そうだったのか！
「農林漁業の六次産業化」
講座

人以上で構成

鳥獣被害対策講座

イノシシ、シカ、小動物などによる農作物被害の防止対策として、
まずは、これらの鳥獣の生態、特性を知ることが第一歩です。鳥獣 農政課農業振興グループ
のことを知り、自分でできる対策から地域ぐるみで取り組む鳥獣被 （内線 4222）
害対策まで、講話と映像を交えてお話しします。

市内に居住、勤務または在学して

認知症サポーター養成講座

認知症になっても安心して暮らせるための地域づくりの一環として、
地域や職域、学校などにおいて、認知症に対する正しい知識と理解 高齢・介護福祉課
を持ち、地域で認知症の方や家族に対して
「支援者」となる、
「認知症 包括支援グループ
サポーター」を養成します。講座では、認知症に対する基礎知識や認 （内線 2677）
知症の方との接し方などについてお話しします。

いる方で、おおむね

制度概要、介護保険サービスなどについてお話しします。

さい。

介護保険制度について

している団体・グループなどが対象

高齢・介護福祉課
介護指導グループ
（内線 2621）

です。

先

●利用できる日時は？

込

平日・休日を問わず、９時から

申

時までの間で、２時間以内とします。 用される側で事前に用意する必要が

要

●会場の手配などは？

概

23

27

7

座

のは実施できません。

22

講

開催する会場の確保、参加者への

21

名

周知などは、利用される側で全て手

20

座

配してください。

19

講

＊開催場所は市内に限ります。

講座
番号

23

生涯学習のマスコット
｢マナビィ｣

申

込

先

本市の財政状況はどうなのか、今後どのような施策を展開しようと 財政課財政グループ
しているのかなどをテーマにお話しします。
（内線 4732）
本市の公共施設の延床面積の削減目標や再配置方針などを定めた「薩 財産活用推進課
摩川内市公共施設再配置計画」に基づき、公共施設の将来の在り方に 財産活用グループ
ついてお話しします。
（内線 4770）
税務課市民税グループ
所得税、市県民税の概要や制度についてお話しします。
（内線 2231）
税務課
固定資産税 ( 土地・家屋・償却資産 )の概要や制度についてお話しし
土地グループ
（内線 2241）
ます。
家屋グループ
（内線 2251）
自治会または地区コミュニティ協議会単位での自主防災組織の結成
における組織の必要性や防災活動、災害時の応急活動の進め方など
防災安全課防災グループ
についてお話しします。
（内線 4922）
自治会または地区コミュニティ協議会などを対象に、原子力防災に
ついてお話しします。
行政改革推進課
本市の行政改革に関するこれまでの実績や現在の取り組み方針、取
行政改革グループ
り組み状況などについてお話しします。
（内線 4131）
地域コミュニティ、自治会、NPOなど共生 ･ 協働の仕組みなどにつ
地域政策課
いてお話しします。
コミュニティ・生涯学習グループ
市生涯学習推進計画に基づき、生涯学習の概要やその推進について （内線 4614）
説明します。
地域や学校、事業所などで、男女共同参画を進めるための講座です。 ひとみらい政策課
身近なところで男女共同参画を広め、理解を深めていただくため、 ひとみらい政策グループ
基礎的な知識や市の取り組みなどを紹介します。
（内線 4741）
制度概要、医療費の適正化などについてお話しします。
保険年金課国保グループ
（内線 2841）
特定健診・特定保健指導などについてお話しします。

13

後期高齢者医療制度について

制度概要、医療費の適正化、長寿健診などについてお話しします。

14

国民年金制度について

制度概要などについてお話しします。

15

高齢者虐待を防止しましょう

16

成年後見制度について

17

避難行動要支援者に対する地域
での支援体制づくりについて

18

民生委員・児童委員の役割につ
いて

保険年金課高齢者医療グループ
（内線 2831）
保険年金課国民年金グループ
（内線 2811）

高齢者虐待の防止や早期発見により、高齢者の尊厳を保ち、自分ら
しく生活できるように支援する制度についてお話しします。
障害・社会福祉課
認知症など精神上の障害によって判断能力が低下した方々が、自分 相談支援グループ
らしく安心して生活できるように支援する制度についてお話ししま （内線 2368）
す。
台風や大雨の際に自ら避難することが困難な高齢者や障害のある方な
ど（要支援者）が、安全に避難するために必要な地域での支援体制づく 障害・社会福祉課
りの重要性やその進め方についてお話しします。
社会福祉グループ
福祉に関する身近な相談相手として活躍する民生委員や児童委員につい （内線 2171）
て、その立場や役割、活動内容についてお話しします。

広報薩摩川内

2019.6.10

6

