
市役所「出前講座」
講座メニューのご希望のテーマについて、市職員が講師として出向き、
ご説明するものです。
25年度は次のメニューで実施します。気軽にご利用ください。

ご利用
ください

対　　象　 市内に在住または勤務する方でおおむね10人
以上のグループ

開催日時　 原則として平日の午前10時から午後 9時まで
の時間帯で、おおむね90分以内とします。それ
以外をご希望の方はご相談ください。

　　　　　 （担当課の業務上の都合により、やむを得ず日
程の変更をさせていただく場合があります）

会　　場　 申込みをされたグループの方が用意した場所
で行います。

費　　用　 講師料は無料ですが、会場の利用料がかかる場
合は受講者に負担していただきます。

申込方法　 開催予定日の 3週間前までに講座メニューの
中からご希望のテーマを選び、該当講座の担当
課へお申込みください。（申込用紙は、市のＨＰ
に掲載しています）

そ の 他　 政治・宗教活動・営利を目的とするものなど、
この事業の目的に反する場合は、お受けでき
ません。

講座メニュー
No. テ　　ー　　マ 内　　　　　　容 申　　込　　先（電話番号）

市

民

生

活

1 災害に備えて 函館市の災害対策と家庭や地域での取り組みについて
総務部総務課 （21-3648）
東部 4支所管内は、各支所の地域振興課
　▷戸井（82-2111）▷恵山（85-2331）
　▷椴法華（86-2111）▷南茅部（25-5111）

2 火災予防 住宅における防火安全対策について 消防本部予防課 （22-2144）
3 市税のあらまし 市税の概要について 財務部税務室税制部門 （21-3205）
4 借金（多重債務）問題 借金（多重債務）問題の実態と解決方法などについて 市民部くらし安心課 （21-3160）

5 よーく考えよう!　お金の話
誰もが陥る可能性のある借金（多重債務）問題予防のため、お金の
大切さや怖さを見つめ直し、カード社会のルールとマナーについ
て考える

　〃　　　　〃 （21-3160）

6 賢い消費者になるために 悪質商法やクーリング・オフ制度など契約に関する基礎知識につ
いて 　〃　　　　〃 （21-3189）

7 男女共同参画社会の実現に向けて 男女共同参画社会の実現のための啓発と市の取り組みについて 　〃　市民・男女共同参画課 （21-3470）
8 交通事故にあわないために 交通指導員による交通安全教室 　〃　交通安全課 （21-3190）
9 函館市の水道概要 水道施設や水道使用量などについて 企業局上下水道部計画・管路担当 （27-8762）
10 下水道のあるくらし 下水道の役割や整備状況、水洗化の普及促進、各種制度について 　〃　　　〃　　　　 　　〃 （27-8762）

11 函館の水源と浄水処理 赤川高区または旭岡浄水場で、函館の水源と浄水処理のしくみを
学ぶ 　〃　　　〃　　浄水課 （46-3282）

12 函館の下水処理 南部下水終末処理場で、微生物を利用した下水処理のしくみを学ぶ 　〃　　　〃　　終末処理場 （52-6520）
13 函館市の除雪計画 函館市の雪対策の概要について 土木部維持課 （46-2981）

環　
　

境

14 函館市の環境 函館市の大気や水質等の環境の状況について 環境部環境対策課 （51-3348）

15 家計にも環境にもやさしい省エネ生活～地球温暖化防止のために～
省エネ生活のヒントや節約効果、地球温暖化の状況等について、イ
ラストやビデオを活用しわかりやすく説明 　〃　環境総務課 （51-0758）

16 ごみの分別・リサイクル ごみの分別・減量・リサイクルについて、サンプルやビデオを活用
し、詳しく説明 　〃　清掃事業課 （51-0796）

17 リサイクルセンターの見学 資源ごみの処理や粗大ごみのリフォーム作業を見学する 　〃　埋立処分場 （56-3196）

18 清掃工場の見学 日乃出清掃工場でごみ処理のしくみ等について理解を深めても
らう 　〃　日乃出クリーンセンター （56-3819）

国
保
年
金
・
福
祉
・
保
健

19 函館市の国民健康保険 　 国保制度のしくみ、財政状況、保険料、特定健康診査などについて 市民部国保年金課 （21-3147）

20 知っておきたい国民年金（函館年金事務所共催） 保険料・免除制度・受給など制度全般について 　〃　　　〃 （21-3159）

21 後期高齢者医療制度 制度のしくみ、給付・保険料について 　〃　　　〃 （21-3184）
22 福祉のまちづくり 福祉のまちづくり条例の概要について 保健福祉部地域福祉課 （21-3289）
23 介護・高齢者福祉制度 介護保険および高齢者のための各種制度、サービスについて 　　〃　　高齢福祉課 （21-3025）
24 高齢者虐待の予防 高齢者虐待の防止、対応について 　　〃　　　　〃 （21-3025）
25 障がい者福祉制度 障がい者のための各種制度、サービスについて 福祉事務所障がい保健福祉課 （21-3263）
26 保育情報 施設と保育事業の実施内容について 子ども未来部子ども企画課 （21-3270）

27 ひとり親家庭への支援サービス 母子・父子家庭等ひとり親家庭への支援や手当等の各種サービス
について 　　　〃　　子育て支援課 （21-3273）

28 函館市の子育て支援施策 次世代育成支援対策（函館市次世代育成支援後期行動計画）につ
いて 　　　〃　　子ども企画課 （21-3933）

29 病気の予防・健康増進 健康講座メニューとして各種テーマで講話 保健福祉部健康増進課 （32-1515）
30 食品衛生 食中毒の予防・食品衛生の知識 　　〃　　保健所生活衛生課 （32-1523）

31 市立函館病院の概要 市立函館病院の概要について 病院局管理部庶務課 （43-2000
 　内線4207）

「出前講座」に関するお問合せ、または「講座メニュー」にないテーマのご相談は、広報広聴課（☎21-3630）へ。
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No. テ　　ー　　マ 内　　　　　　容 申　　込　　先（電話番号）

住
宅
・
交
通
・
都
市
基
盤

32 北海道新幹線の開業に向けて 並行在来線の問題、開業に向けた取り組みなど 企画部計画推進室政策推進課 （21-3625）

33 函館市の道路 函館市の道路の現状について 土木部道路建設課 （21-3422）

34 函館新外環状道路 函館新外環状道路の概要について 　〃　新外環状道路整備推進室 （21-3442）

35 高速道路 北海道縦貫自動車道、函館江差自動車道について 　〃　　　　　 〃 （21-3427）

36 函館市の河川 函館市の河川の現況や主要河川の将来計画等について 　〃　河川課 （21-3436）

37 函館市緑の基本計画 「函館市緑の基本計画」について 　〃　緑化推進課 （21-3430）

38 函館市の都市計画 都市計画の概要および函館市都市計画マスタープランについて 都市建設部都市計画課 （21-3361）

39 函館市の都市景観行政 都市景観条例に基づき市が行っている景観行政や施策について 　　〃　　都市デザイン課 （21-3388）

40 函館市の屋外広告物許可制度 屋外広告物条例に基づき、市が行っている屋外広告物行政や施策
について 　　〃　　　　　〃 （21-3389）

41 函館市の土地区画整理事業 土地区画整理事業の事業手法と函館市における実施例について 　　〃　　都市整備課 （21-3366）

42 開発許可制度 宅地造成の規制について 　　〃　　　　〃 （21-3395）

43 函館市の再開発 再開発の事業手法と函館市における実施例について 　　〃　　建築行政課 （21-3348）

44 個人住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅を対象とした簡易な耐震診断および耐震補強の方法に
ついて 　　〃　　　　〃 （21-3397）

45 函館市の建築行政 建築基準法およびバリアフリー法（建築物関係）等の関係法令や
条例等による建築規制・制限について 　　〃　　　　〃 （21-3394）

46 函館港の整備 港湾施設の整備の沿革および現状について 港湾空港部港湾課 （21-3490）

47 函館港のクルーズ客船とコンテナ船 函館港に入港するクルーズ客船や、国際定期コンテナ航路を利用
した物流について 　　〃　　港湾空港振興課 （21-3493）

48 市電のあゆみ 市電の歴史について 企業局交通部事業課 （32-1730）

産
業
・
経
済

49 中小企業者向け融資制度 函館市中小企業融資制度について 経済部商業振興課 （21-3312）

50 函館市の商業特性 商業統計からみた函館市における地域小売業等の現状について 　〃　　　〃 （21-3306）

51 中心市街地活性化の取り組み 中心市街地活性化基本計画について 　〃　中心市街地再生担当 （21-3990）

52 函館市の製造業 函館市の製造業の歩みと現状について 　〃　工業振興課 （21-3314）

53 函館のイカ加工 函館のイカ加工について 　〃　　　〃 （21-3314）

54 函館市観光基本計画 観光基本計画の概要について 観光コンベンション部観光振興課 （21-3383）

55 函館市の観光・イベントガイド 観光客誘致の施策、各種イベントの紹介 　　　　 〃　　 　 ブランド推進課 （21-3323）

56 函館市の水産業振興 水産業振興策への取り組み 農林水産部水産課 （21-3335）

57 農業委員会のしごと 農業委員会の組織としくみ 農業委員会事務局 （21-3589）

58 農地法概略 農地の転用・売買などについて 　　　　〃 （21-3587）

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

59 生涯学習を始めよう 人々の心に潤いと豊かさをもたらす生涯学習のすすめ 生涯学習部生涯学習文化課 （21-3445）

60 函館市の文化振興 函館市における文化芸術の振興のための各種施策等について 　　〃　　　　　〃 （21-3464）

61 函館市のスポーツ振興 函館市におけるスポーツの普及・振興のための各種施策等について 　　〃　　スポーツ振興課　 （21-3474）

62 こんなにあるんです　私の街の文化財 函館市に所在する指定文化財の紹介 　　〃　　文化財課 （21-3456）

63 縄文遺跡群の世界遺産登録に向けて 縄文遺跡群の世界遺産登録に向けた取り組みについて 　　〃　　　 〃 （25-5113）

64 五稜郭ア・ラ・カルト 五稜郭の歴史など五稜郭にかかわる出来事の紹介 　　〃　　　 〃 （21-3456）

65 函館市立小・中学校再編 小・中学校再編の取り組みについて 学校教育部学務課 （21-3550）

66 函館市の学校教育 函館市の特色ある教育活動について 　　〃　　教育指導課 （21-3557）

67 函館市の学校給食 子供の食生活について 　　〃　　保健給食課 （21-3548）

68 函館・大学センター構想～キャンパス・コンソーシアム函館の取組～
市内の 8高等教育機関が連携し、総合大学に匹敵する大学群を形
成することを目的とした「函館・大学センター構想」の内容等

キャンパス・コンソーシアム函館事務局
（企画部企画管理課） （44-4211）

そ

の

他

69 青函ツインシティ交流 青森市との交流の経緯や交流事業の内容等 企画部国際・地域交流課 （21-3619）

70 函館市の総合計画 「新函館市総合計画」について 　〃　計画推進室計画調整課 （21-3695）

71 函館市の広報・広聴活動 広報紙「市政はこだて」やテレビ・ラジオなどによる市政広報と広
聴活動について 　〃　広報広聴課 （21-3630）

72 函館市の国際交流 国際交流の意義、姉妹都市等との交流の状況、外国人の住みやす
いまちづくり等について 　〃　国際・地域交流課 （21-3619）

73 函館国際水産・海洋都市構想 函館国際水産・海洋都市構想の内容 臨海研究所（企画部企画管理課） （27-7301）

74 情報公開制度 制度の内容とその利用方法について 総務部文書法制課 （21-3649）

75 函館市の行財政改革 函館市行財政改革の取り組みについて 　〃　行政改革課 （21-3668）

76 自治基本条例 市民自治によるまちづくりを進めるための基本的な考え方・ルー
ルなどを定めた自治基本条例について 　〃　　　〃 （21-3668）

77 函館市の情報化 函館市の情報化の取り組みについて 　〃　情報システム課　　　 （21-3829）

78 函館市の財政 函館市の財政状況について（予算・決算・財政の中期的な見通しなど）財務部財政課 （21-3526）

79 競輪の魅力 競輪の迫力や推理する事の面白さなどについて 競輪事業部事業課 （51-3121）

80 函館市議会のしくみ 議会運営全般について 議会事務局議事調査課 （21-3761）

81 わかりやすい選挙の知識 選挙制度の概要について（クイズ形式などでわかりやすく解説） 選挙管理委員会事務局 （21-3592）
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