
【対象】 区内在住・在勤・在学で10人以上の団体・グループ

【利用時間】 午前9時～午後9時の間で2時間以内（年末年始を除く）

【会場】 講座を受講する団体・グループが区内で準備をしてください。

【申込方法】 受講希望日の20日前までに、講座の連絡先に直接申し込みください（希望日は3日程度お伝えく

ださい）。受講日を確定後、講座の連絡先へ所定の申込書を持参か郵送してください。

【講座一覧・申込書配布場所】 政策企画課（区役所6階608番）、区民事務所、地区センター、図書館

区ホームページからも取り出せます。

この出前講座は、政治・宗教団体・営利活動を目的とした催しには利用できません。また、区への陳情などをお受けする目的

で行うものではありませんので、ご理解ください。

区職員が皆さんの地域へ伺い、区の現

状や取り組みについてお話しします。

平成29年度は延べ3，273人の方が受講

しました。区の制度などをもっと知り

たいという際にぜひご利用ください。

【担当課】 政策企画課 !5654‐8177

講座一覧 希望講座がないときは、政策企画課までご相談ください。

連絡先

すぐやる課すぐやる係 !5654‐8448

人権推進課人権施策推進係 !5654‐8148

消費生活センター !5698‐2316

地域防災課自助・共助係 !5654‐8254

環境課環境計画係 !5654‐8227

環境課自然環境係 !5654‐8237

環境課環境計画係 !5654‐8228

リサイクル清掃課ごみ減量推進係
!5654‐8273

清掃事務所事業調整係 !3693‐6113

育成課管理係 !5654‐8293

育成課計画推進係 !5654‐8595

保育課保育管理係 !5654‐8296

地域保健課庶務係 !3602‐1231

健康づくり課栄養推進担当係
!3602‐1268

保健予防課保健予防係 !3602‐1274

青戸保健センター保健サービス係 !3602‐1284

住環境整備課細街路整備係 !5654‐8350

高齢者支援課在宅サービス係 !5654‐8299

高齢者支援課地域ケア推進係 !5654‐8597

高齢者支援課高齢者相談係 !5654‐8257

障害福祉課自立支援係 !5654‐8628

保健予防課保健予防係 !3602‐1274

障害福祉課身体障害者相談係 !5654‐8302

障害者施設課発達支援第一係 !5698‐1324

介護保険課管理係 !5654‐8246

子ども家庭支援課子ども家庭係 !3602‐1386

葛飾区社会福祉協議会企画総務課 !5698‐2411

葛飾区社会福祉協議会企画総務課 !5672‐2833

葛飾区社会福祉協議会福祉サービス課 !5698‐3216

葛飾区社会福祉協議会ボランティアセン
ター !5698‐2511

生涯学習課生涯学習係 !5654‐8474

生涯学習課学び交流事業推進係 !5654‐8479

生涯学習課区民大学担当係
!5654‐8475

郷土と天文の博物館
!3838‐1101

中央図書館事業推進係
!3607‐9201

文化国際課文化国際担当係
!5670‐2259

生涯スポーツ課事業係 !3691‐7111

国保年金課管理係 !5654‐8209

国保年金課長寿医療係 !5654‐8528

国保年金課国民年金係 !5654‐8214

政策企画課企画担当係 !5654‐8108

政策企画課経営改革担当係
!5654‐8185

政策企画課企画担当係
!5654‐8177

広報課広報係・シティセールス係 !5654‐8116・8115

すぐやる課すぐやる係 !5654‐8448

財政課財政担当係 !5654‐8119

情報政策課企画係 !5654‐8130

総務課区政情報係 !5654‐8137

総務課法規担当係 !5654‐8145

人権推進課男女平等推進係 !5698‐2211

監査事務局監査担当係 !5654‐8487

選挙管理委員会事務局選挙担当係 !5654‐8493

区議会事務局庶務係 !5654‐8502

講座の概要

ハチの生態と対処法の説明

人権問題の説明と区の取り組みの紹介

消費生活センターの事業内容や消費者トラブルの事例を紹介

区の防災対策の説明

公害や緑化、自然環境、温暖化など区が取り組んできた施策についての紹介

生物多様性の意味と区の取り組みの説明

地球温暖化問題や温暖化対策の取り組みの説明、省エネ・節電などを支援する事業の紹介

家庭で実践できるごみ減量の取り組みの説明

フードドライブの取り組み方の紹介

正しいごみの分け方・出し方や区の清掃事業の説明

集団回収の実施方法や団体への支援制度の説明

出産・子育てを支援する事業の説明

子ども子育て支援事業計画の紹介

公立保育園での子どもたちの過ごし方を紹介

区民の自主的な健康づくりとそれを支える地域における保健・医療の充実の説明

食育推進計画の概要と食育の取り組みについての説明

かつしかの元気食堂の目的や取り組み、認定店の状況などを紹介

自殺対策の基礎知識や悩みを抱えている方への対応を説明

生活習慣病の予防、ストレスや睡眠の話など健康づくりに役立つ工夫を紹介

細街路（道幅が4ｍに満たない狭い道路）を拡幅する事業の紹介

区などが実施している高齢者福祉サービスの紹介

認知症の方との接し方の説明、高齢者総合相談センターの紹介

高齢者の尊厳ある暮らしの実現をめざした取り組みの説明

障害福祉サービスなどの紹介

障害福祉サービスなどの紹介

障害者差別解消法についての説明

発達に遅れのある就学前の子どもが、区内でどのような支援を受けられるかの説明

介護保険制度の仕組みや保険料、サービスの内容、申請から認定・サービスの利用までの説明

児童虐待の背景にある家庭のさまざまな問題と、児童虐待の発生を予防する取り組みの紹介

社会福祉協議会の事業概要の説明

成年後見制度の概要の説明

住民同士の助け合いで成り立つ在宅福祉サービスの紹介

ボランティアセンターの紹介

災害ボランティアの説明

区が実施している生涯学習施策の概要や区民が学習活動に活用できる制度の紹介

団体・サークル活動に活用できる制度などの紹介

かつしか区民大学の仕組みや内容、講座内容や今後のスケジュールなどの紹介

郷土かるたの制作経緯や普及・活用の動き、遊び方やルールの説明

区の歴史や民俗に関しての説明（希望に合わせて内容を決定）

天文に関しての説明（希望に合わせて内容を決定）

図書館の利用方法や本の探し方の説明

子どもに読み聞かせをする本の選び方の説明

区民の文化・芸術への参加意欲を高め、地域文化・芸術を創造するための取り組みの紹介

外国人区民と日本人区民がお互いの文化や習慣を理解し、共生できる地域社会をつくるための取り組みの紹介

施設の特徴や利用方法、展示中の美術品の紹介

スポーツを通じた健康で元気な葛飾づくりを推進する取り組み事例の紹介

国民健康保険の仕組みや資格、保険料、給付の内容などの説明

後期高齢者医療制度の仕組みや資格、保険料、給付の内容などの説明

国民年金の仕組みや受給の内容などの説明

区の総合計画である葛飾区基本計画の概要を紹介

行政評価制度の説明

人口ビジョンと総合戦略の概要の説明

区の組織と仕事の紹介

区が取り組んでいる経営改革の説明

協働を進めるための区の取り組みの説明

区内の協働により行われている活動の紹介

広報かつしかの発行、葛飾区のPRなど区で行う広報活動の紹介

区役所の区民相談室で行っている各種相談をはじめ、区で行う広聴活動を紹介

区の収入や支出などの財政状況の説明

マイナンバー制度の概要や具体的な利用場面などの紹介

スマートフォンやタブレットから利用できる区の総合アプリの紹介

区が保有する個人情報の管理方法や、個人情報を確認する際の手続きなどの説明

区が保有する文書・図画・フィルムなどを閲覧する際の手続きなどの紹介

平成28年度に見直された行政不服審査制度の説明

男女平等推進計画（第5次）の説明

住民監査請求制度の趣旨・概要や、監査委員の役割の説明

選挙の仕組みや明るい選挙の意義などについての説明

区議会の仕組みや役割、請願・陳情の手続き、傍聴方法などについての説明

講座名

区民第一！現場第一！「すぐやる課」 ～ハチの生態と対処法～

人権ってなんだろう ～日々の暮らしから人権を考える～

「消費生活センター」ってなあに？

災害から生き延びるために ～葛飾区民の心構え～

葛飾区の環境施策について

生物多様性かつしか戦略に基づく取り組みについて

オールかつしかで取り組む温暖化対策

今日から実践！「かつしかルール」でごみ減量

やってみよう！「フードドライブ」

正しいごみの分け方・出し方講座

集団回収を始めてみませんか？

あなたの出産・子育て応援します！

葛飾区の子ども子育て支援事業計画について

保育園てどんなところ？

区民の健康づくりについて

食育について

ご存知ですか？「かつしかの元気食堂」

ゲートキーパー養成講座

保健センターが応援します！『あなたの健康』

細街路拡幅整備事業 ～まちづくりは道路から～

高齢者福祉サービスについて

認知症サポーター養成講座

高齢者の虐待防止と権利擁護

障害福祉サービス等について（身体障害者・知的障害者に関すること）

障害福祉サービス等について（精神障害者に関すること）

ご存知ですか？障害者差別解消法（新規開講）

発達障害児への支援について

介護保険のしくみ

児童虐待の予防

「社協」って何だろう？

「成年後見制度」とは？

住民参加型在宅福祉サービスについて ～あなたにもできる！身近な福祉のお手伝い～

「あなたのまちのボランティアセンターです！」 ～ボランティア活動をはじめてみませんか～

「災害ボランティア」ってなあに？

葛飾区における生涯学習施策について

サークル活動のススメ

かつしか区民大学ってなに？

かつしか郷土かるたの魅力を探る

かつしかの歴史と民俗

天文講座

図書館の利用案内について

子どもの絵本の選び方について

葛飾区の文化芸術振興の取り組みについて

葛飾区の多文化共生社会実現に向けた取り組みについて

シンフォニーヒルズ、かめありリリオホールのご紹介

「スポーツによる元気なまちづくり」について

国民健康保険のしくみ

後期高齢者医療制度のしくみ

国民年金のしくみ

葛飾区基本計画について

行政評価制度について

葛飾区の人口ビジョン及び総合戦略について

葛飾区役所の組織と仕事

葛飾区の経営改革について

一緒に進めよう！協働のまちづくり

いろいろなまちの活動を見てみよう ～協働事例の紹介～

葛飾区の広報活動について

広聴活動とその対応事例などについて

葛飾区の財政状況

マイナンバー制度について

葛飾区総合アプリについて

個人情報の保護について

葛飾区の情報公開制度について

行政不服審査制度について

男女平等社会実現に向けた取り組みについて

住民の権利を知っていますか？ ～住民監査請求について～

選挙について

区議会のしくみ
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葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾飾区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

すぐ行く！よく聴く！よい対応！

皆さんからの相談に迅速に対応します。
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前８時３０分～午後５時

すぐやる課

平成30年（2018年）5月5日 No.1730
（７）


