平成３１年度

職員出前講座
庄内総合支庁
庄内総合支庁が行っている事業や新しい制度などについて、地域の皆さん
が知りたいと思っていることはありませんか? 私たち職員が皆さんの集会等
(おおむね 10 人以上)におうかがいして、お話させていただきます。町内会の
集まり、小中学校の行事、会社の研修などでご利用ください。講師派遣に費
用はかかりません。
開催時間は、平日の午前 9 時から午後 5 時までの間の 2 時間以内を基本と
します。おおむね 2 週間前までにお申込みください。

講座メニュー

支庁職員が担当する３２講座と、東北公益文科大学の先
生がおうかがいする公益大連携講座を用意しています。
◎支庁職員が担当する講座は、次の４つのグループに分類しています。
１ 生活と健康・福祉に関する分野
１６講座
２ 自然と環境に関する分野
９講座
３ 地域の産業振興に関する分野
３講座
４ 地域と行政・県の制度活用に関する分野 ４講座

詳しくは、つぎのページと別紙をご覧ください。
なお、メニューにない場合でも「こういった話が聞き
たい」などのご希望があれば、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

庄内総合支庁 総合案内窓口
(電話 0235-66-2121 )まで､お電話ください。

お申込み方法

別添の申込書に必要事項をご記入いただき、郵送、FAX
又は E-mail 等により下記までお送り下さい。FAX の
場合は、お手数でも確認のお電話も併せてお願いいた
します。
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東１９－１
庄内総合支庁 総合案内窓口
FAX
０２３５－６６－２８３５
E-ｍail yshonaisomu@pref.yamagata.jp

庄内総合支庁「地域ふれあい講座」メニュー(平成３１年度)全３２講座
＜１

生活と健康・福祉に関する分野＞

１６講座

１ 防災対策について
～災害から命を守る～
【内容】地震・津波・大雨被害の最小化を目指した
防災(減災)対策について分かりやすく説明し
ます。
【担当】総務課 0235-66-5447
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校生・一般)

３ 交通安全について
～みんなで防ごう交通事故～
【内容】幼児等への交通ルール・マナーの指導、高
齢者の交通事故の防止対策や交通安全の大切さ
についてお話します。
【担当】総務課 0235-66-5448
【講座形式(対象)】講義型(幼児・一般（高齢者）)

５ 「タバコ」と健康について
～知られていない「タバコ」の害や禁煙治療に
ついて紹介します～
【 内容】タバコの煙による身体への影響や、禁煙、
受動喫煙防止の必要性についてお伝えします。
【担当】保健企画課 0235-66-4932
【講座形式(対象)】講義型・対話型
(幼児・小中学生・高校生・一般)

７ 各年代に応じた食生活について
～健康のためにあなたができることとは？～
【内容】山形県の食生活の特徴を踏まえ、①生活習
慣病予防②低栄養予防（高齢者向け）のための
適切な食生活についてお伝えします。
【担当】保健企画課 0235-66-5476
【講座形式(対象)】講義型(高校生・一般)

９ HIV・エイズ感染予防について
～HIV・エイズは身近な感染症です～
【内容】エイズに対する正しい知識を身につけ安心
して暮らせる職場づくり、地域づくりを目指し
ましょう。
【担当】保健企画課 0235-66-4920
【講座形式(対象)】講義型(一般)

２ 消費者生活について
～撃退！消費者トラブル～
【内容】消費者被害にあわないために高齢者が狙
われる悪徳商法や若者の消費者問題、多重債
務に関することなど、事例と対処法について
説明します。
【担当】総務課 0235-66-5453
【講座形式(対象)】講義型
(幼児・小中学生・高校生・一般)

４ 入浴事故予防について
～交通事故死の４倍超！入浴事故は防げます～
【内容】入浴死・入浴事故を防ぐためにできること
を、オリジナル動画を観ながら紹介します。
【担当】保健企画課 0235-66-4736
【講座形式(対象)】講義型(一般)

６ 在宅療養と人生の最期
～死を考えることは生を考えること～
【内容】人生の最期をどこで、どのように、誰と
過ごすのか、今から考えてみませんか。
【担当】保健企画課 0235-66-4736
【講座形式(対象)】講義型・対話型(一般)

８ 身近な感染症予防について
～知っていれば怖くない～
【内容】結核、感染性胃腸炎やインフルエンザなどの
感染防止対策・正しい手洗いなどをお伝えします。
【担当】保健企画課 0235-66-4920
【講座形式(対象)】講義型(一般)

10 薬物乱用防止について
～危険な薬物は買わない！使わない！
関わらない！～
【内容】大麻や覚せい剤、危険ドラッグといった
人体に有害な薬物の危険性と適切な対処法等
をお伝えします。
【担当】保健企画課 0235-66-4738
【講座形式(対象)】講義型
(小中学生・高校生・一般)

11 献血のしくみと命の大切さに
ついて
～献血は命をつなぐボランティア～
【内容】献血の基礎知識や手順、いただいた血液が患者さ
んに届くまでの流れや、実際に輸血を受けられた方々
の声等をわかりやすくお話します。
【担当】保健企画課 0235-66-4738
【講座形式(対象)】講義型
(小中学生・高校生・一般)

12 犬や猫の飼い方について
～人と動物の調和のとれたまちづくり～
【内容】犬や猫の正しい飼い方について説明しま
す。
【担当】生活衛生課 0235-66-5662
【講座形式(対象)】講義型
(小中学生・高校生・一般)

14 こころの健康づくりについて

13 食品衛生について
～安全で安心な「食」を守るために～
【内容】食中毒の防止、衛生的な食品の取扱い
（ＨＡＣＣＰによる衛生管理）、食品の表示に
ついて説明します。
【担当】生活衛生課 0235-66-5664
【講座形式(対象)】講義型(一般)

～眠れないはうつ病のサイン、
こころのＳＯＳに耳を傾けてみませんか～
【内容】・こころの健康を保つために出来るセルフ
ケアやこころのサポーターの役割について
学びませんか。
・お酒と正しくつき合う方法について説明し
ます。(高校生等未成年向けにも対応可能)
【担当】地域保健福祉課 0235-66-4931
【講座形式(対象)】講義型(高校生・一般)

15 介護保険制度について
～みんなで支えあう介護保険について
学んでみませんか～
【内容】介護保険制度の現状と介護保険サービスを
受けるまでの流れ、サービスの内容や介護予防
の必要性などについて説明します。
【担当】地域保健福祉課 0235-66-5459
【講座形式(対象)】講義型(一般)

＜２

自然と環境に関する分野＞

16 女性の健康について
～知ってほしい「妊娠、出産のこと」将来、子どもが欲しい
と思っているみなさんへ伝えたいこと～
【内容】妊娠や出産には適齢期があります。ライフ
プランの中で、今できる健康管理を一緒に考え
てみませんか。
【担当】子ども家庭支援課 0235-66-5653
【講座形式(対象)】講義型(一般)

９講座

１ 自然公園に行こう!
～山形百名山～
【内容】自然公園の保全や活動の取組み、山形百名
山に関する取組などについてお話します。
【担当】環境課 0235-66-5708
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校生・一般)

２ 守ろう！きれいな海岸
～素足で歩ける庄内海岸の実現をめざして～
【内容】庄内海岸の漂着物の現状から、美しい庄内
海岸をつくるために行なっている取組み、皆さ
んが参加できる取組みをお話します。
【担当】環境課 0235-66-5704
【講座形式(対象)】講義型・体験型
(小中学生・高校生・一般)

４ 水生生物による水質判定
～川の生きものを調べよう～
【内容】川の中に住んでいる水生昆虫など生き物の
種類から、身近な川の水質がわかります。
【担当】環境課 0235-66-5706
【講座形式(対象)】体験型(小中学生)

３ もったいない！進めよう３Ｒ
～未来のために今できること～
【内容】３R（リデュース、リユース、リサイクル
の“ごみ”を減らす、企業と市民の取組みに
ついて学びます。
【担当】環境課 0235-66-5704
【講座形式(対象)】講義型・対話型
(小中学生・高校生・一般)

５ きちんと処理！産業廃棄物
～この紙くずは産業廃棄物？～
【内容】産業廃棄物の適正処理について、法令の取
り決めや処理の現状について解説します。
【担当】環境課 0235-66-5705
【講座形式(対象)】講義型・対話型(高校生・一般)

６ 森林のはたらきと役割について

７ 庄内砂丘林について

～森林は二酸化炭素(温室効果ガス)の吸収源～
【内容】地球温暖化の抑制や水を蓄え、自然災害を
防ぐ等、森林の持つ様々な機能について説明しま
す。
【担当】森林整備課 0235-66-5525
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校生・一般)

８ 松くい虫について

９ 森林整備について

～「松くい虫」って何だろう？～
【内容】松くい虫の生態と、松枯れの仕組み、松くい
虫の防除方法などについてわかりやすく説明しま
す。
【担当】森林整備課 0235-66-5525
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校生・一般)

＜３

地域の産業振興に関する分野＞

～大いなる遺産を未来につなぐ～
【内容】庄内砂丘について、植林の歴史や森林と
しての価値・現状や課題を説明します。また、
現地での樹木観察も行います。
【担当】森林整備課 0235-66-5525
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校生・一般)

３講座

～森づくり活動にチャレンジしよう～
【内容】林業体験教室や森林ボランティア活動な
どの森づくり活動をお手伝いします。場所や
道具、現地指導などお気軽にご相談くださ
い。
【担当】森林整備課 0235-66-5525
【講座形式(対象)】講義型・体験型
(小中学生・高校生・一般)

１食品表示について
～正しい表示で消費者に伝えましょう～
【内容】食品表示法に基づいた正しい食品表示につい
て説明します。
【担当】農業振興課 0235-66-5498
【講座形式(対象)】講義型(一般)

２地域づくりワークショップについて
～地域の将来を語り合い考える
手法のひとつとして～
【内容】ワークショップとはどういうものか、実施方
法の説明、実施事例を紹介。ワークショップの体
験、実施にあたってのお手伝いもします。
【担当】農村計画課 0235-66-5549
【講座形式(対象)】講義型(一般)

＜４

地域と行政・県の制度活用に関する分野＞

１ 県税について
～県税のこと、もっと知りたいね～
【内容】県税は、わたしたちの暮らしの中に様々な
形で活かされています。県税のあらましについ
てわかりやすく説明します。
【担当】税務課 0235-66-5422
【講座形式(対象)】講義型(一般)

３ 木造住宅の耐震に関する対応について
～地震に強い住まいづくりのお手伝い～
【内容】古い木造住宅の地震に対する危険性や耐震
診断の必要性、補強方法などについて説明しま
す。
【担当】建築課 0235-66-5643
【講座形式(対象)】講義型(一般)

３ 庄内浜の漁業と旬について
～どんな漁業でどんな魚が捕れるの？
食べて美味しい時期は？～
【内容】庄内浜で行われている様々な漁業と、捕
れる魚の種類や食べて美味しい旬の時期な
どについて紹介します。
【担当】水産振興課 0234-24-6045
【講座形式(対象)】講義型
(小中学生・高校生・一般）

４講座

２ 身近な川に親しみ美しくする取組
みについて
～河川愛護活動支援事業の紹介～
【内容】美化活動やイベントを通して身近な河川、
海岸を守ろうとする方々を応援している事業
を紹介します。
【担当】河川砂防課 0235-66-5626
【講座形式(対象)】講義型(一般)

４ 獣医師の仕事について
～“ワンヘルス”動物の健康と
食の安全の関わりを知る～
【内容】動物の健康が私たちの健康や食の安全に
どのように関わり守られているか、獣医師の
役割をわかり易く解説。山形県獣医師職員養
成就学資金貸与制度も紹介。
【担当】家畜保健衛生課 0235-68-2151
【講座形式(対象)】講義型(小中学生・高校・一般)

