
健康・福祉�1

子ども・教育�3

環境・みどり�4

出前講座�を行っています�

職員が地域に出向き、�
市の施策や事業について�

分かりやすく説明する「出前講座」。�
平成17年3月31日まで実施する�

今年度のテーマを�
お知らせします。�

くらし・文化・スポーツ�2

対 象 市内の町内会、サークル、PTAなどの団体。
おおむね２０人以上の参加が必要。

開催時間 原則として平日の午前９時～午後５時の間
で、質疑応答、意見交換を含め、１時間３０
分から２時間程度。

※これ以外の曜日、時間帯についてもご相談ください。

開催場所 市内。申し込み団体でご用意ください。

申 込 ①テーマ集（下表）から希望する講座を選
定。②担当課に電話で予約。③市役所の担
当課や区役所（１３�）広聴係などで配布中
の申込書に必要事項を記入し、希望日の１
カ月前までに担当課に持参か送付、ファク
ス。申込書はホームページhttp：//www.
city.sapporo.jp/somu/demaekoza/からも入
手可。

※テーマにない内容についてもできる限り対応します。

番号 テ ー マ 局／担当課 電話番号
１ 消費生活 市／消費者センター２１１―２２４５
２ 「らしさ発見」～私のスポーツ（スポーツのあるくらし）市／スポーツ部企画事業課２１１―３０４４
３ 知ってる？総合型地域スポーツクラブ
４ 世界から集うトップアスリートの熱い戦い 市／スポーツ部施設課２１１―３０４５
～ノルディックスキー世界選手権

５ 火葬と副葬品 保／施設課 ８８３―１５６１
６ ペットの飼い方 保／動物管理センター７３６―６１３４
７ 動物園とボランティア活動
８ 動物園のバリアフリー化 環／円山動物園管理課６２１―１４２６
９ 動物園の社会的役割
１０ みんなでつくろう雪まつり 観／観光企画課 ２１１―２３７６
１１ 札幌市の文化財 観／文化財課 ２１１―２３１２
１２ 埋蔵文化財の保護（遺跡での開発と調査）観／埋蔵文化財担当５１２―５４３０
１３ 博物館活動センターの事業 観／博物館活動センター２００―５００２
１４ みんなで考えよう、たのしいマンションライフ
（マンション管理の基礎知識） 都／住宅課 ２１１―２８０７

１５ ひとにやさしい建物づくり（住宅・建物のバリアフリー）
１６ 札幌市がお届けする緑豊かな街（東雁来、篠路）都／分譲担当 ２１１―２７２２
１７ 知っておきたい建築基準法 都／建築確認課 ２１１―２８４６
（住宅等を建築する場合の法律知識）

番号 テ ー マ 局／担当課 電話番号
１ 酸性雨の話 保／環境科学課 ８４１―９５９６
２ さっぽろの環境基本計画とその改定

環／計画課 ２１１―２９１２
３ さっぽろのごみ処理事情と「さっぽろごみプラン２１」
４ 地球温暖化対策 環／推進課 ２１１―２８７７
５ ISO１４００１（環境マネジメントシステム）

環／環境マネジメント担当２１１―２８７９
６ 環境影響評価（環境アセスメント）制度
７ 化学物質の新しい管理のしくみ

環／環境対策課 ２１１―２８８２
８ 良好な水環境の保全
９ さっぽろの新エネルギー対策 環／新エネルギー政策課２１１―２８７２
１０ ごみの分け方、出し方

環／リサイクル推進担当２１１―２９２８
１１ ごみの減量とリサイクル
１２ 事業系廃棄物の処理 環／事業廃棄物課２１１―２９２７
１３ 札幌市のごみ処理施設～清掃工場や埋立地など 環／施設管理課 ２１１―２９２２
１４ さっぽろの緑づくり（緑の基本計画）

環／公園計画課 ２１１―２５２２
１５ 魅力ある公園づくり
１６ 樹林地保全の手法

環／緑の保全課 ２１１―２５３２
１７ 市民参加による街の緑化
１８ さとらんどの現状とこれから 経／さとらんど整備担当７８７―３６３１
１９ 協働による「はり紙」の除去 建／道路管理課 ２１１―２４５２
２０ 建物の解体と建設リサイクル 都／管理課 ２１１―２８５９
２１ 西区の環境問題への取り組み 西／地域振興課 ６４１―２４００

番号 テ ー マ 局／担当課 電話番号
１ 福祉のまち推進センター（地域での支え合い活動）

保／総務課 ２１１―２９３２
２ ご存知ですか福祉除雪
３ 高齢社会の現状と福祉

保／高齢福祉課 ２１１―２９７６
４ 敬老パス
５ 福祉のまちづくり 保／高齢施設課 ２１１―２９７２
６ みんなで支える介護保険制度 保／介護保険課※１２１１―２５４７
７ 札幌市障害者保健福祉計画 保／障がい福祉課２１１―２９３６
８ みんなで取り組む健康さっぽろ２１

保／地域保健課※２２１１―２３０６
（歯の健康、健康をつくる食生活、母と子の健康づくりなど）

９ よくわかる国民健康保険 保／国保年金課※３２１１―２９５２
１０ 食の安全確保対策 保／生活環境課 ２１１―２８６２
１１ エイズの予防

保／保健管理課 ６２２―５１５１
１２ 外食料理栄養成分表示を利用しよう
１３ 知っておきたい身の回りの虫たち 保／環境衛生課 ６２２―５１６５
１４ 安全な食生活に向けて 保／食品指導課 ６２２―５１７０
１５ 食中毒と遺伝子解析 保／生活科学課 ８４１―８８７５
１６ シックハウス対策（事例紹介） 都／建築工事課 ２１１―２８２４
１７ あなたは家族の命を救えますか（心肺蘇生術）

病／管理課 ７２６―２２１１
１８ あなたの行動範囲を広げましょう（尿失禁ケア）

番号 テ ー マ 局／担当課 電話番号
１ 少子化の現状と対策 子／子ども企画課２１１―２９８２
２ 思春期の子どもの悩み 子／子どもアシストセンター２１１―２９４６
３ 地域における子育て支援の取り組み 子／子育て支援総合センター２０８―７９６１
４ 保育所ってどんなところ？ 子／保育課 ２１１―２９８６
５ 「発達障がい」ってなあに？ 子／児童療育課 ６２２―８６２０
６ 幼稚園就園奨励費ってなあに？ 教／総務課 ２１１―３８２５
７ 元気は食べ物からー学校給食の役割ー

教／栄養指導担当２１１―３８３３
８ 学校給食と食育
９ 学校の施設づくり 教／計画課 ２１１―３８３５
１０ 都心部統合小学校（資生館小学校）はこんな学校 教／配置計画担当２１１―３８３６
１１ 市立高校教育改革 教／教育推進課 ２１１―３８５１
１２ 総合的な学習の時間 教／指導担当 ２１１―３８６１
１３ 意識調査からみた札幌市の子どもの姿 教／研修担当 ６７１―３４１０
１４ 教育相談室からみた子ども理解 教／教育相談担当６７１―３２１０
１５ 生涯学習のススメ、ちえりあ（生涯学習総合センター）で学びませんか 教／生涯学習推進課２１１―３８７１
１６ 体験、発見、おどろき

～定山渓自然の村で季節を感じてみませんか 教／生涯学習推進課２１１―３８７２
１７ 自然の中で遊ぶ、創る、感じる～青少年山の家
１８ 資料館で郷土を学びませんか 教／文化資料室 ２２１―５３６４
１９ 図書館の現状と将来 教／中央図書館管理課５１２―７３３０
２０ 図書館の上手な使い方

教／中央図書館業務課５１２―７３２０
２１ 子ども読書活動の推進のためにー図書館の役割ー
２２ 区民センター図書室の概要 教／中央図書館普及担当５１２―７３３０ ※については、各区役所（１３�）でも受け付けます。※１は保健福祉サービス課、

※２は地域保健課、※３は保険年金課へご連絡ください。

出前講座のテーマ

出前講座についてのお問い合わせは、広報課�２１１―２０３６へ

110022000044――��――広広報報ささっっぽぽろろ


