
出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス

総務企画局

企画調整課

電話 200-0372

ファクス 200-0401

総務企画局

企画調整課

電話 200-0374

ファクス 200-0401

総務企画局

地方分権・特別自治市推進担当

電話 200-2761

ファクス 200-3798

総務企画局

公共施設総合調整室

電話 200-1227

ファクス 200-3627

総務企画局

公共施設総合調整室

電話 200-1227

ファクス 200-3627

総務企画局

行政改革マネジメント推進室

電話 200-1824

ファクス 200-0622

危機管理本部

危機管理部

企画担当

電話 200-2894

ファクス 200-3972

市民文化局

地域安全推進課

電話 200-2284

ファクス 200-3869

市民文化局

協働・連携推進課

電話 200-2094

ファクス 200-3800

市民文化局

協働・連携推進課

電話 200-2167

ファクス 200-3800

講 座 名 内  容

川崎市総合計画
令和４年度から令和７年度までの４年間の本市の具体的な取組や目標を定めた
「川崎市総合計画 第３期実施計画」などについて

特別市（特別自治市）制度 本市の目指す「特別市（特別自治市）制度」の概要やメリット・課題等について

川崎市におけるSDGsの推進
「SDGs未来都市」としての川崎市の取組や、川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパート
ナー」及び川崎市SDGsプラットフォームについて

資産マネジメントゲーム
川崎市の資産（公共施設）を今後どのように活用していくのかといった「資産マネジメント」の考え方
などを、楽しく遊びながら理解できるボードゲームの体験について
（なお、開催可能時期は令和５年１月以降を予定しております。詳細はお問い合わせください。）

資産マネジメント第３期実施方針
「資産保有の最適化」、「施設の⾧寿命化」、「財産の有効活用」の3つの戦略に基づく資産マネジメ
ントの取組について

ぼうさい出前講座 地震・風水害に対する備えや一般的知識、防災対策に関する事について

川崎市行財政改革第３期プログラム
令和４～７年度の４年間を計画期間とする「川崎市行財政改革第３期プログラム」の基本的な考え方
や、これまでの行財政改革の取組等について
（なお、特定の取組をテーマとする場合は、ご相談ください。）

川崎市住民投票条例 住民投票制度の内容について

自主防犯対策
各種自主防犯対策に関する講演について
（住宅の無料防犯診断についても出前できますので、お問い合わせください。）

川崎市自治基本条例 自治基本条例の基本的な考え方やこの条例に基づく制度などについて
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出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス
講 座 名 内  容

市民文化局

協働・連携推進課

電話 200-0387

ファクス 200-3800

市民文化局

市民活動推進課

電話 200-2341

ファクス 200-3800

市民文化局

市民活動推進課

電話 200-2341

ファクス 200-3800

川崎市男女共同参画センター

出前講座担当

電話 813-0808

ファクス 813-0864

（担当課）市民文化局

人権・男女共同参画室

電話 200-2300

ファクス 200-3914

市民文化局

人権・男女共同参画室

電話 200-2316

ファクス 200-3914

市民文化局

戸籍住民サービス課

電話 200-2736

ファクス 200-3912

経済労働局

消費者行政センター

啓発係

電話 200-3864

ファクス 244-6099

経済労働局

金融課

電話 544-1846

ファクス 544-3263

環境局

脱炭素戦略推進室

電話 200-3871

ファクス 200-3921

これからのコミュニティ施策の基本的考え方 「市民創発」による持続可能な暮らしやすい地域づくりに向けた基本的考え方について

特定非営利活動法人（NPO法人）認定・条例
指定制度等説明会

特定非営利活動法人（NPO法人）の認定・条例指定制度の概要等について
複数のNPO法人を集めて制度説明会を主催する場合に利用できます。詳細はお問い合わせください。
（なお、個々の法人からの相談については、当課で随時お受けしています。）

特定非営利活動法人（NPO法人）設立等事務説明会

特定非営利活動法人（NPO法人）の設立等に関する事務手続きについて
川崎市内のみに事務所を置く（又は置く予定の）複数の団体等を集めて制度説明会を主催する場合に
利用できます。詳細はお問い合わせください。
（なお、個別のご相談やご質問については、当課で随時お受けしています。）

人権問題講演
人権問題（同和問題・拉致問題・性的マイノリティの課題など）・男女平等推進などについて
（テーマ、開催形式等、詳細はお問い合わせください。）
＊ＤＶＤの貸出も行っています

すくらむ21
出前講座・講師派遣
（指定管理施設である川崎市男女共同参画センターが
 指定管理業務として実施）

・男女共同参画・ジェンダー平等に関する市内在住・在勤・在学の1０人以上のグループ・団体を対象
に
無料で出前講座・講師を派遣（交通費を含む）します。
テーマは
「ハラスメント予防」
「男女共同参画の視点からの防災・減災」
「だれもが働きやすい職場づくり」
など。
・団体の負担は、資料コピー代（用紙代）・会場・機材費・教材の受取りなど。
・同一団体（同一とみなされるものも含む）からのご利用は、年度内１回まで。
・申込用紙に必要事項を記入の上、開催希望日の３ヶ月前までに申し込み。申込用紙は、すくらむ２１
ＨＰの専用フォームより申込。（詳細はお問い合わせください）
・テーマに関するＤＶＤの貸出、書籍のパッケージ貸し出しも行っています。

くらしのセミナー

身近なくらしの問題を学んでいただくため、市内在住・在勤・在学の10人以上のグループ・団体に講師
を無料派遣（交通費を含む）します。
・テーマ 「消費者被害の防止」「資産について学ぼう」「食生活」「住生活」「薬の話」など。
・費用 会場費、材料費（資料の印刷）など。
・申込み 開催希望日の1ヶ月前までに郵送、FAX、WEBフォームから申込み。

※詳細はお問い合わせください。

住居表示制度
住居表示制度の内容（住所の表し方、住居表示実施方法、実施に伴う住所変更手続きなど）を説明しま
す。
地域を代表する町内会・自治会等から御連絡ください。

川崎市の地球温暖化対策
川崎市の地球温暖化対策の取組について説明します。
内容は、地球温暖化対策に関する脱炭素化に向けた取組や、関係条例、計画、市民・事業者との協働の
取組、再生可能エネルギー等の導入支援、気候変動適応の取組、環境技術を活かした取組など。

川崎市中小企業融資制度 中小企業者を対象とした融資制度について
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出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス
講 座 名 内  容

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

電話 813-1313

ファクス 330-0319

（担当課）環境局

脱炭素戦略推進室

電話 200-3871

ファクス 200-3921

環境局

地域環境共創課

電話 200-3844

ファクス 200-3921

環境局

地域環境共創課

電話 200-3844

ファクス 200-3921

環境局

地域環境共創課

電話 200-3844

ファクス 200-3921

環境局

地域環境共創課

電話 200-3844

ファクス 200-3921

環境局

減量推進課

電話 200-2605

ファクス 200-3923

環境局

収集計画課

電話 200-2585

ファクス 200-3923

化学物質と環境について知ろう
私たちの身の回りには様々な化学物質があり、生活を便利で豊かにしています。
化学物質にはどんな性質があるの?化学物質の環境リスクって何?など、化学物質の基礎知識や、
川崎市の化学物質対策について説明します。

環境・地球温暖化に関する環境学習会

家庭における節電・省エネの取組をはじめとした地球温暖化対策に係る学習会を実施しています。
テーマは
「COOL CHOICEで快適な生活」「冷蔵庫すっきり、エコで快適」「電気を選ぼう、電力自由化」
「節電と省エネで家計の節約」「もったいない、食品ロスを減らそう」「断熱住宅で健康な生活」
「地球温暖化・気候変動とSDGs」など。

土日の開催も可能です。詳細はお問い合わせください。

川崎の環境と公害対策
川崎の環境にまつわる歴史（江戸時代～現在）、どうやってきれいになってきたのか?行政と工場と市民
の連携によって環境が改善してきたこと、過去の写真や大気や水の環境を測定してきたデータなどから
学習します。

私たちのまちの環境（大気編）
「視程調査で大気を身近に感じよう」

「視程調査」とは、遠くの建物の見え方から大気のキレイさを調べる方法です。
見えない大気を身近に感じ、理解を深めてもらうことを目的に、川崎市の大気環境にまつわる歴史や
現状の説明や、視程調査の体験を行います。

地球においしい「エコ・クッキング」
「食」を通じ「身近な題材で、体験的に環境の大切さを楽しく考える」というコンセプトのもと、買い
物から調理、片付けにいたるまでの一連の流れを通して、環境に配慮した食生活の大切さを学べます。

私たちのまちの環境（川・海編）
「身近な水辺について考えよう」

川崎市の水環境にまつわる歴史と現状や、川や湧水地の水質や生き物など水辺の環境の良さを調べる方
法の解説やフィールドワーク、実験を行います。(フィールドワークは場所や季節によって実施できない
場合もあるのでご相談ください。）

災害用トイレの組立訓練 災害時に避難所等に設置されるトイレの説明、組み立て訓練を実施
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出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス
講 座 名 内  容

【川崎区】

川崎生活環境事業所

電話 266-5747

ファクス 287-1840

【幸区・中原区】

中原生活環境事業所

電話 411-9220

ファクス 434-7336

【高津区・宮前区】

宮前生活環境事業所

電話 866-9131

ファクス 857-7045

【多摩区・麻生区】

多摩生活環境事業所

電話 933-4111

ファクス 934-8550

健康福祉局

総合リハビリテーション推進センター企
画・連携推進課

電話 200-3197

ファクス 200-3974

健康福祉局

医事・薬事担当

薬物・血液対策担当

電話 200-2460

ファクス 200-3934

健康福祉局

保健医療政策部 歯科保健・南部担当

電話 201-3182

ファクス 201-3293

保健医療政策部 歯科保健・北部担当

電話 935-5397

ファクス 935-3276

こども未来局

企画課

電話 200-1134

ファクス 200-3190

こども未来局

こども保健福祉課

電話 200－2929

ファクス 200－3638

ふれあい出張講座
（町内会、自治会などの集会やイベントなどに出向いて
行います）

ごみの減量や分別・リサイクルについてスライドや分別体験などで分かりやすく説明します。

問い合わせ・申し込み先はお住まい地域を担当する生活環境事業所です。

薬物乱用防止教室
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
薬物を乱用することの危険性や乱用防止に必要な情報などを分かりやすく説明します。詳細については
ご相談ください。

自殺予防対策出前講座
さまざまなメンタルヘルス関連課題やこころの健康の基礎知識について、また、自殺防止のためのゲー
トキーパーの役割について、わかりやすく説明します。詳細についてはご相談ください。

子どもの貧困について
川崎市を取り巻く子ども・若者の現状と川崎市における子どもの貧困について、わかりやすく説明しま
す。詳細についてはご相談ください。

歯と口の健康講座

むし歯、歯周病、オーラルフレイル予防、災害時口腔ケア等、歯と口にかかわる健康の基礎知識と予防
方法について、分かりやすく説明します。詳細については、ご相談ください。
（歯科保健・南部担当出張先は川崎区、幸区、中原区）
（歯科保健・北部担当出張先は高津区・宮前区・多摩区・麻生区）

知っていますか?里親制度のこと
親の病気、家出、離婚等さまざまな事情により家庭で生活できない子ども達を家庭に迎え入れて養育す
る「里親制度」について御説明いたします。地域全体で子どもを守り育てるために、里親制度への正し
い理解が必要です。ぜひ各種研修・勉強会にて御活用ください。
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出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス
講 座 名 内  容

こども未来局

青少年支援室

子どもの権利担当

電話 200-2344

ファクス 200-3931

こども未来局

児童家庭支援・虐待対策室

電話 200-0399

ファクス 200-3638

まちづくり局

景観・地区まちづくり支援担当

電話 200-3025

ファックス 200-3969

まちづくり局

景観・地区まちづくり支援担当

電話 200-3022

ファクス 200-3969

まちづくり局

防災まちづくり推進課

電話 200-3017

ファクス 200-3967

川崎区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 201-3214

ファクス 201-3293

幸区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 556-6648・556-6693

ファクス 555-1336

中原区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

地区支援係・地域サポート係

電話 744-3308・3293

ファクス 744－3196

高津区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 861-3315・3316

ファクス 861-3307

児童虐待予防対策出前講座
児童虐待についての基礎的知識や虐待の予防から早期対応までについて
（詳細についてはご相談ください。）

子どもの権利って?
「川崎市子どもの権利に関する条例」や「子どもの権利」について、身近な事例を交えながらわかりや
すく説明します。子どもに関わる市民を対象にした学習会や市民に接する職場の職員研修に御活用くだ
さい。

川崎景観ボードゲーム 「川崎景観ボードゲーム」のルールや内容の説明及び体験について（小学生対象）

良好なまち並みを維持するために
良好なまち並みを維持するための制度（地区計画・建築協定・地区まちづくり育成条例・都市景観形成
地区）や仕組みについて分かりやすく説明します。

健康づくり・介護予防出前講座 健康づくりや介護予防（口腔・食生活・健康づくり）のための出前講座を行います。

あなたの地域は大丈夫?
「木造住宅の耐震相談会」

地域の防災訓練、夏祭りや町内会の会合等の地域の集まりなどがある場合に、その会場の一角をお借り
して、木造住宅に関する困りごとに市が派遣する建築士や工務店がお答えする相談会を行ったり、過去
の地震による被害状況をお話ししたり、こども達が木造住宅模型を使って楽しみながら耐震化を体験し
たりできます。

中原区健康づくり・介護予防出前講座
中原区地域みまもり支援センター出前講座

健康づくり・介護予防（食生活・運動等）・子育てについて地域で出前講座を行います。

幸区地域みまもり支援センター出前講座
健康的な生活習慣（食事・運動・休養）、こころの健康、タバコや飲酒の害、お口の健康、いのちの教
育等についての出前講座を行います。
（出張先は幸区内になります。）

いきいき元気!出前講座
子育て・健康づくり・介護予防・見守り活動・地域包括ケアシステムなど、地域で開催したい内容に応
じて講座を行います。（出張先は高津区内になります。）
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出前講座一覧 令和4年度
問い合わせ・申込先

電話・ファクス
講 座 名 内  容

宮前区役所

地域みまもり支援センター（福祉事務
所・保健所支所）

地域支援課

地区支援係・地域サポート係

電話 856-3302・3308

ファクス 856-3237

多摩区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 935-3294・3117

ファクス 956-3276

麻生区役所

地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 965-5157

ファクス 965-5169

消防局

人事課（音楽隊）

電話 975-0119

ファックス 975-0119

消防局

予防課

電話 223-2703

ファクス 223-2795

消防局

救急課

電話 223-2627

ファクス 223-2619

教育委員会事務局

生涯学習推進課

電話 200-3304

ファクス 200-3950

選挙管理委員会事務局

選挙課

啓発担当

電話 200-3427

ファクス 200-3951

多摩区健康づくり・介護予防出前講座
健康づくりや介護予防（食生活・運動・お口の健康等）について、地域に出向き講座を行います。
（出張先は多摩区内になります。）

宮前区健康づくり・介護予防出前講座
食生活・運動等、健康的な生活習慣について地域で健康づくり及び介護予防の講座を行います。
（出張先は宮前区内になります。）

麻生区地域みまもり支援センター出前講座
住み慣れた地域で、自分らしく元気な生活を続けていただくための健康づくりや介護予防の出前講座を
保健師・歯科衛生士・栄養士・保育士等が行います。（出張先は麻生区内になります）

消防音楽隊ミニコンサート
消防音楽隊による演奏とともに、消防についての様々なお知らせをお聞きいただきます。
楽しくて、しかも役に立つ約３０分間のミニコンサートです。
（演奏には一定のスペースが必要ですので、事前にご相談ください。）

親子救急教室

 こどもに起こりやすい事故と予防法、その対処法のポイントについて学ぶ、３０分から１時間程度の
短時間の講習です。
 おおよそ１歳未満のお子様のいる家庭が対象です。
 託児施設はありませんが、お子様連れでの参加も可能です。

火災の予防対策
放火火災防止対策、住宅用火災警報器の設置・維持管理等について
（詳細についてはご相談ください。）

選挙出前講座
選挙制度、選挙運動及び１８歳選挙権など皆さんの御希望のテーマについて、分かりやすく説明しま
す。
告示（公示）日～選挙期日など日程によりお受けできない場合があります。御了承ください。

地域での家庭教育出前講座

子育てについて学ぶ家庭教育出前講座を実施します。
会社の社員向け研修会や、各種サークル、町内会・自治会の勉強会などに、御活用ください。
テーマや内容、日時、講師の選び方など企画の方法から開催を支援しますので、詳細についてはお問合
せください。
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