
　☆印は令和５年度新規講座

１．防災・安全安心

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

1-1 災害につよいまちづくりについて
・自然災害（地震・津波、風水害等）に対する備えについて説明
・わが家の防災マニュアルやハザードマップの活用方法について説明

防災局
防災危機管理課

1-2
安全・安心なまちづくり
（土砂災害について）

土砂災害に対する危機管理等について説明

1-3 水害ハザードマップについて 洪水及び高潮ハザードマップの見方や活用方法について説明

1-4 雨水貯留施設について 雨水貯留施設（雨水タンク）設置における効果・設置に係る補助について

1-5
災害時に配慮が必要な方たちの避難
支援について

災害時に配慮が必要な方たちの地域支援の必要性と、災害に備えた支援体
制づくりについて説明

福祉保健課

1-6 木造住宅等の耐震について 木造住宅の耐震診断と耐震改修の補助制度等について説明 開発建築指導課

1-7 消防団とつくる地域防災
大規模災害に備え、地域と消防団がどのように連携すれば防災力の向上に
つながるかを説明

消防局
総務課

1-8 大規模災害時の消防の動きについて 大規模災害時に出動する緊急消防援助隊について説明

1-9 消防車両等の種類と役割について
様々な役割を持った消防車両や装備品が、それぞれどのような場所で使わ
れているのか説明

1-10 大分市の救急と予防救急について
大分市内で起きている救急出動状況やその内訳、救急車を呼ぶ目安、救急
車で搬送されるような病気やケガを未然に防ぐポイントなどを紹介しま
す。

消防局
救急救命課

1-11 火災予防について 火災の発生状況・防火対策・火災発生時の対応等について説明
消防局
予防課

1-12
１１９番通報について
～通報から出動までの流れ～

１１９番通報の方法や消防車や救急車が出動するまでの流れを説明
消防局

通信指令課

1-13 安心・安全のまちづくり
警察等の関係機関と協力し、特殊詐欺など生活安全について分かりやすく
説明

1-14 交通安全について
警察等の関係機関と協力し、交通事故防止など交通安全について分かりや
すく説明

２．くらし・手続き

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

2-1 マイナンバー制度について マイナンバー制度の概要及びマイナンバーカードについて説明 企画課

2-2 市税のおはなし 大分市の税について基本的な内容の説明 税制課

2-3
人と動物が共生するまちづくり
（犬と猫の適正な飼い方）

人と動物が共生するまちづくりについて、動物の愛護及び管理に関する法
律に基づき、わかりやすく説明

（衛生課）
大分市動物愛護

センター

2-4 地域コミュニティの活性化の支援
「自助」「共助」「公助」の役割分担による地域コミュニティの活性化の
支援について説明

2-5 住居表示について 住居表示事業についてわかりやすく説明

2-6 大分市の水需要と施設整備について 安全で安定した水道水の供給を目指した施設の整備計画について説明
上下水道局
水道整備課

2-7
生き方を見つめて
　　～人権の視点から～

人権を大切にすることが、豊かな生き方やよりよい地域づくりにつながる
ことを様々な事例をもとに考えます。

人権・同和教育課

2-8 男女共同参画について
男女共同参画センター（たぴねす）の紹介と男女共同参画社会について説
明

（生活安全・
男女共同参画課）

男女共同参画センター

2-9 郊外住宅団地の活性化について
高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地での活性化の取り組みについ
て紹介

2-10 大分市の空き家対策について
大分市空家等対策計画を中心に、空き家の施策を紹介するとともに、空き
家の活用方法等について説明

2-11 浄化槽のはなし
浄化槽を正しく管理することで海や川をきれいに守っていくため、浄化槽
維持管理の３つの義務や設置替えの補助制度について説明

廃棄物対策課

生活安全・
男女共同参画課

市民協働推進課

講　　座　　名

住宅課

講　　座　　名

令和５年度「まちづくり出張教室」講座一覧

消防局
警防課

河川・みなと
振興課



３．環境・ごみ・リサイクル

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

3-1 環境保全（大気） 大気汚染（主に光化学オキシダント・PM2.5の動向）について説明

3-2 環境保全（騒音・振動） 騒音・振動問題について説明

3-3 環境保全（水質） 河川環境（水質）について説明

3-4 地球温暖化対策について
大分市が行っている地球温暖化対策の取り組みや家庭でできる省エネ行動
などについて説明

3-5 アライグマ防除講習会
特定外来生物であるアライグマ問題の正しい知識や捕獲方法、本市の取組
状況等について説明（本講習会の受講者は、捕獲従事者としてアライグマ
に限り、捕獲作業を行うことができる）

3-6 環境サイエンスラボ
科学実験を体験することで、環境問題への興味と理解を深め、環境にやさ
しい生活ができるようになることを目的とした講座

3-7 水素エネルギーについて
水素利活用の現状や大分市における水素社会の実現に向けた取組について
説明

3-8
ごみの分け方とごみ減量（4Rの推
進）

ごみの分け方から、生ごみの減量を推進する「３きり運動」「食品ロス削
減」「生ごみ処理容器」など、大分市の４Ｒ運動について説明

ごみ減量推進課

3-9
清掃施設（清掃工場・埋立場）の管
理運営

清掃施設におけるごみ処理の仕組み、ごみ減量・リサイクルの啓発につい
て説明

3-10 新環境センター整備事業について
新たに建設を予定しているごみ処理施設（新環境センター）を整備するた
めの事業内容について説明

3-11 私たちのくらしとごみ ごみの正しい出し方について説明 清掃業務課

☆3-12 外来生物について
外来生物や特定外来生物に関する、正しい知識や対策などについて説明。
令和５年６月１日より条件付特定外来生物に指定されるアカミミガメとア
メリカザリガニについて、関係法の解説も行う。

環境対策課

４．子育て・健康・福祉・医療

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

4-1
大分市の子育て支援について
（地域の子育て支援）

子育ての現状と子育て交流センターの役割や地域の子育て支援についての
説明

子育て支援課

4-2 心の健康づくり 心の健康づくりについて説明 保健予防課

4-3 健康づくり
健康づくりについて説明（高血圧・糖尿病などの生活習慣病予防につい
て、健康管理について、がんについて　等）

4-4 食育について 健康的な食生活について（乳幼児期から高齢期まで）説明

4-5
大分市の食の安全・安心
（食品衛生について）

食品衛生に関する情報提供や食中毒予防の啓発等について説明 衛生課

4-6 介護保険制度について
介護保険制度の仕組み、介護保険料、要介護認定、介護サービスについて
説明

4-7 介護予防について 高齢者の介護予防について説明

4-8 高齢者福祉サービス 高齢者福祉サービスについて説明

4-9
歯とお口の健康づくり
（高齢者の口腔ケア）

お口や入れ歯の正しいお手入れ方法、口腔体操、誤嚥性肺炎の予防等につ
いて説明

4-10 高齢者の栄養について 高齢者の食生活、低栄養予防等について説明

4-11 障がい者福祉行政について 大分市の障がい者（児）の状況およびその支援の内容についての説明

4-12 心のバリアフリー研修
障がいとは何かを正しく理解し、障がい者に対しどのような配慮が必要な
のかを体験する。

4-13 手話の花を咲かせよう
「大分市こころをつなぐ手話言語条例」についての説明と、あいさつや日
常会話など簡単な手話を学びます。

4-14
国民健康保険・後期高齢者医療制度
について

制度の成り立ち、仕組み、国での議論、制度見直し、各種給付制度につい
て説明

4-15 特定健診・特定保健指導について 健診の受診方法や内容等を説明

国保年金課

講　　座　　名

講　　座　　名

清掃施設課

健康課

環境対策課

長寿福祉課

障害福祉課



５．まちづくり

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

5-1 都市計画について 都市計画にかかる業務全般について説明 都市計画課

5-2
土地区画整理事業と住環境整備事業
について

土地区画整理事業の概要と住環境整備事業の概要についての説明 まちなみ整備課

5-3 屋外広告物について
屋外広告物法に基づく大分市屋外広告物条例及び屋外広告物に関する手引
きについて説明

5-4 景観まちづくりについて
景観法に基づく大分市景観条例、景観計画、大分市景観形成ガイドライン
について説明

5-5
大分市バリアフリーマスタープラン
について

バリアフリー法に基づき作成した「大分市バリアフリーマスタープラン」
について説明

5-6 中心市街地活性化について 中心市街地の活性化に向けた取り組み等について紹介 商工労政課

5-7 ななせダムについて ななせダムの概要や目的についての説明 野津原支所

5-8
市道・里道・水路等の境界確認につ
いて

「市道や里道・水路等の市有地」と「民有地」との境界確認に関する説明

5-9 地籍調査の必要性と効果について
土地一筆ごとの境界の位置や面積を調査・測量する地籍調査の必要性と、
境界復元による災害時や分筆登記の際のトラブル防止等の効果を説明

5-10
地域公共交通のいま
～公共交通はあって当たり前？～

地域公共交通の現状、必要性、基本的な考え方、取組事業等の全般につい
て説明

5-11
公共交通の乗り方教室
～公共交通でおでかけ～

バスや鉄道、ふれあい交通等の公共交通の乗り方ついて説明

☆5-12
未来に向けたモビリティサービスの
取組～移動をもっと便利に！～

グリーンスローモビリティ、自動運転の実験運行や空飛ぶクルマ等の新た
なモビリティサービスの取組について説明

5-13
知っていますか？自転車の交通ルー
ル

自転車を正しく安全に乗るための交通ルール・マナーについて分かりやす
く説明

5-14
自転車を活かしたまちづくり
（「バイシクルフレンドリータウン～自転車が
似合うまち～の創造」）について

自転車通行空間の整備、駐輪場の整備、シェアサイクルの活用、サイクル
アンドバスライド、OITAサイクルフェスなど、自転車を活かしたまちづく
りについて紹介

5-15
電動アシスト自転車を体験してみま
せんか

・電動アシスト自転車の紹介、試乗体験
・シェアサイクル「おおいたサイクルシェア」の試乗体験、登録方法等の
説明

5-16 豊予海峡ルート推進事業について 豊予海峡ルート推進事業の概要について説明 企画課

６．文化・スポーツ・観光

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

6-1 縄文の里　横尾貝塚について 縄文時代のムラと守り継がれた縄文の森の様子について説明

6-2 大友宗麟公と府内のまち
今から４５０年前の戦国時代、大友宗麟によって華開いた西洋文化と大分
のまち（府内）について紹介

6-3 大分市の文化財
各地域にある建造物・民俗文化財・史跡などを紹介しながら、地域の特色
と文化財の大切さを説明

6-4 高崎山のサル
高崎山のサルのくらしとその保護管理のための取り組みについてわかりや
すく説明

6-5
おおいた夢色音楽プロジェクトにつ
いて

日本における西洋音楽発祥の地である大分市。音楽を生かしたまちづくり
の取組である「おおいた夢色音楽プロジェクト」について説明

6-6 アートの力で地域を元気に
旧小学校校舎のアトリエ活用やアーティストと地域が連携したアートイベ
ントについて説明

6-7
「アートを活かしたまちづくり」の
取り組みについて

これまでに開催したアートフェスティバルの概要を含めた「アートを活か
したまちづくり」の事業の紹介

商工労政課

6-8 大分の美術について
田能村竹田、帆足杏雨、福田平八郎、髙山辰雄、権藤種男、佐藤敬など大
分ゆかりの作家を中心に、江戸時代から現代までの大分の美術について説
明

美術振興課

6-9 世界の話を聞いてみませんか
海外経験豊富な職員が、自らの経験を交えながら、世界の歴史や文化を楽
しく紹介

6-10 異文化への理解について
異文化を理解し、共に暮らしていくために必要なことについて学びます。
ご要望に応じ簡単な英会話レッスンも行います。

6-11 国際協力について
JICA九州のスタッフが国際協力の大切さや海外協力隊での体験談をお話し
します。

国際課

文化振興課

講　　座　　名

講　　座　　名

都市交通対策課

文化財課

まちなみ企画課

土木管理課



6-12 ホームタウン推進事業について
「スポーツによるまちづくり」の取り組みであるホームタウン推進事業に
ついて説明

6-13 スポーツ振興とまちづくり 総合型地域スポーツクラブや大分市スポーツフェスタ等について説明

6-14 生涯「楽」習のすすめ
生涯学習とは、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あ
らゆる機会に、あらゆる場所において学習することです。さまざまなこと
について一緒に「楽しく」学びます。

社会教育課

6-15 大分市の観光のおはなし 大分市の観光全般（観光素材、取り組み等）についての説明 観光課

6-16 映画撮影のはなし
映画やテレビ番組の撮影を誘致・支援するフィルムコミッションの活動に
ついて紹介

おおいた
魅力発信局

７．仕事・産業

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

7-1 市民生活と計量について
商品量目検査や定期検査などを通して市民生活に密接に関わっている計量
制度の概要を紹介

7-2
大分市中小企業応援メニュー紹介に
ついて

市内中小企業の皆さんの設備投資・融資・人材育成などの支援制度や事業
の紹介

☆7-3
「若手起業家育成事業～（仮称）オ
オイタミライビルド～」について

大分市が取り組んでいる「若手起業家育成事業～（仮称）オオイタミライ
ビルド～」についての説明

創業経営支援課

7-4 身近な「食」と「農」について
市内で繰り広げられている農業の魅力や重要性、農産物等をわかりやすく
紹介

農政課

7-5 大分市の畜産について
大分市の畜産の概要と家畜の生産から流通までを紹介し、必要に応じて、
鳥インフルエンザ対策などにわとりの正しい飼育方法についても説明

7-6 大分市の園芸について
大分市の安全・安心な野菜や果物、花きの生産状況や皆さんの食卓に届く
までの流通過程を紹介

7-7 大分市の森林・林業について
森林が持つ様々な公益的機能や、市内で生産される椎茸や木材などの林産
物について説明

林業水産課

7-8 大分市の水産業について 大分市でとれる水産物の種類や漁業の方法、流通などを説明

7-9 鳥獣被害対策について
・イノシシやサルなどの野生動物の生態について
・イノシシやサルに出会った時の対応について
・野生動物から農林産物等を守るための支援事業について

7-10 市場流通について 大分市公設地方卸売市場の役割と市場流通について説明 公設地方卸売市場

7-11 廃棄物の適正処理について 大分市における産業廃棄物の処理の現状について説明 廃棄物対策課

８．市政情報

番号 講　座　内　容 講師派遣課名

8-1 選挙のはなし 選挙のしくみ全般について説明
選挙管理委員会

事務局

8-2 これからのまちづくり これからのまちづくりの方向性について説明

8-3
地方創生に向けた取組について
（大分市総合戦略について）

大分市の今後の人口ビジョンや地方創生に向けた取組について説明

8-4
大分市まちづくり自治基本条例につ
いて

平成２４年４月に施行された「大分市まちづくり自治基本条例」について
説明

8-5 これからの公共施設について 今後の公共建築物とインフラのあり方について説明

8-6 大分都市広域圏について
大分都市広域圏の概要と連携市町（別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、
豊後大野市、由布市、日出町）の魅力を生かした広域的な取組について説
明

8-7
荷揚町小学校跡地複合公共施設整備
事業　事業紹介

平成29年3月に閉校となった荷揚町小学校の利活用についてこれまでの経
過を含めた事業の紹介と、令和6年度から供用開始を目指している荷揚町
小学校跡地複合公共施設概要の説明

8-8 大分市の財政について 大分市の財政について分かりやすく説明 財政課

講　　座　　名

講　　座　　名

商工労政課

生産振興課

林業水産課

企画課

スポーツ振興課


