平成31年4月1日現在

出前講座メニュー
テーマ

内容

担当課

1 これからの唐津

唐津市総合計画の内容について

市政戦略課

2 唐津市の大学連携

唐津市の大学連携の取り組みについて

市政戦略課

3 唐津市のエネルギー政策

唐津市のエネルギー政策について

市政戦略課

4

市役所の仕事、変えて行きま 唐津市の行政改革（公共施設再編など）の取り組み
す！
について

行政改革課

5

市役所の仕事を評価するしく
唐津市の行政評価の取り組みについて
み

行政改革課

6 唐津市の広報あれこれ

広報の手段と目的、役割について

市政広報課

7 情報公開制度ってなあに？

情報公開制度と個人情報保護

8 地域防災力向上を目指して

自主防災組織の設立について説明
ＤＩＧ（防災マップ作成）

危機管理防災課

9 原子力防災のはなし

原子力防災について

危機管理防災課

10

人件費削減に取り組んでいま 市の人件費削減の取り組みについて（これまでの取
す
り組み状況など）

人事課

11

唐津市のお財布はどうなって
市の予算の概要、財政状況など
いるの？

財政課

総務課

12 空き家の利活用

空き家バンクについて

移住・定住促進課

13 唐津市の公共交通

公共交通（路線バス等）について

移住・定住促進課

14 男女共同参画社会にむけて

男女共同参画社会づくりのための唐津市の取り組
みについて

男女参画・女性活躍推進課

15 目指せ！国際都市、唐津

唐津市の国際交流の取り組みについて

国際交流・地域づくり課
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出前講座メニュー
テーマ

内容

担当課

16 市民協働のまちづくり

市民協働についての基本的な考え方、唐津市の取
り組みについて

国際交流・地域づくり課

17 がんばれ！７つの離島

離島の現状、魅力、振興策について

国際交流・地域づくり課

18

文化的資源を活かしたまちづ 城内のまちづくりや、唐津全域の宝を見直す唐の津
くり
風景街道推進事業について

19 ニュースポーツの紹介

20

甘い話には気をつけて！消
費生活出前講座

文化振興課

誰でも気軽にできるニュースポーツ、軽スポーツの
紹介

スポーツ振興課

消費者トラブル、金融経済、生活設計、金融教育な
ど

市民課

21 省エネ推進にご協力ください 唐津市エコマニュアルの実践方法

生活環境対策課

22 ごみ減量とリサイクル

唐津市のごみの分別、処理、リサイクルの流れにつ
いて説明

生活環境対策課

23 犬や猫の飼いかた

犬や猫の適正な飼育について

生活環境対策課

24 人権を考えよう

唐津市の人権・同和について

人権・同和対策課

25 市税のしくみｐａｒｔ１

市県民税、国民健康保険税について

税務課

26 市税のしくみｐａｒｔ２

固定資産税について

税務課

27

ご存知ですか？国民健康保
険

国民健康保険制度について

保険年金課

28

後期高齢者医療制度のあら
まし

後期高齢者医療制度について

保険年金課

国民年金制度について

保険年金課

29 入ってますか？国民年金

30

子どもの食事・おやつについ
子どもの食事・おやつについて
て
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担当課

31 子どものむし歯を予防しよう

子どものむし歯を予防しよう

保健医療課

32 高血圧予防のポイント

高血圧予防のポイント

保健医療課

33 メタボ予防の食生活について メタボ予防の食生活について

保健医療課

34 歯周病を予防しよう

歯周病を予防しよう

保健医療課

35 子育て応援しています

子育てに関する各種の支援策を説明します。

子育て支援課

36

「まず、何をどうすれば良いの？」「どんなサービス
自分や家族に介護が必要に
が受けられるの？」「料金は？」などの疑問にお答
なったら・・
えします！

高齢者支援課

37

高齢者の皆さん、自分は介護される立場だと思って
介護ボランティアをしてみませ
いませんか？介護ボランティアをして、どんどん社
んか？
会参加しましょう！

高齢者支援課

38

唐津市の高齢者が受けられ
るサービスあれこれ

受けられるサービスはどんどん利用して、元気に明
るくくらしましょう！

高齢者支援課

39

「老人ホーム」などの種類と違 ひと言で「老人ホーム」といっても、色々な種類があ
い
ります。その違いや特徴について説明します！

高齢者支援課

40

地域包括支援センターってど 「高齢者の味方」地域包括支援センターについて分
んなところ？
かりやすく説明します！

地域包括支援課

41 障害者福祉サービスあれこれ

障害者の自立に向けた支援や居宅サービスなど障
害者福祉全般

障がい者支援課

42 こんにちは！市民病院です

家庭医療を専門とした医師が、健康に関する身近
な疑問にお答えします。

市民病院

43 守ります！唐津の農業

農業の現状や今後の農業振興策について

44 農業農村の環境整備

基盤整備、農地・水保全管理ほか

農地林務課

45 緑の宝 唐津の森と木

林業の現状と施策内容

農地林務課
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テーマ

内容

46 おいしい唐津のお魚のはなし 水産業の現状と課題について

担当課
水産課

47 唐津市の商工業

市内商工業の現状、商工業施策について

商工振興課

48 中心市街地の活性化

中心市街地の現状、活性化への取り組みについて

商工振興課

49 からつブランド戦略

からつブランド戦略について

商工振興課

50 企業誘致の現状

企業誘致の取り組み状況
企業誘致の実績

企業立地課

51 コスメティックバレー構想

唐津コスメティック構想について

52 唐津市の観光

唐津観光への集客プロモーションについて

53 唐津市の都市計画とは

唐津都市計画区域の概要、建築物の規制について

都市計画課

54 景観を考えたまちづくり

唐津市の景観計画、景観協定などについて

都市計画課

55 唐津の道路あれこれ

新設改良路線の事業概要について
市道認定基準や道路占用等の手続について

道路河川管理課

56 唐津港のはなし

唐津港の概要と整備について
みなとまちづくりについて

57

家の新築・増築・改築をする
前に

「家を建てる」・「リフォームする」時には、建築基準
法などに基づき手続きが必要です。

コスメティック産業課

観光課

みなと振興課

建築住宅課

58 下水道のある暮らし

下水道の役割、下水道の上手な使い方

59 スポーツ振興！浜玉

町内のスポーツ行事等の紹介
総合型スポーツについて
スポーツ推進員の活動について

浜玉市民センター
産業・教育課

60 厳木町の歴史と自然

厳木町の歴史と自然について

厳木市民センター
産業・教育課
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下水道管理課
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内容

担当課

61 蕨野棚田活性化の取り組み

棚田を活用した交流事業と棚田ファンの拡大による
地域おこしについて

相知市民センター
産業・教育課

62 古窯の里づくり

北波多地区を古窯の里と位置づけ、古窯の森公園
の整備、古窯群跡の維持管理及び地域の活動や交
流の場所としての役割について

北波多市民センター
産業・教育課

63

みんなで考えよう！ひぜんの 農業、漁業、観光等の各分野について地域の人々
町づくり
と一緒に今後の町づくりについて考えます。

肥前市民センター
産業・教育課

64

ふるさとひぜんの偉人たちを知ってもらうことで、子
知ろう！学ぼう！ひぜんの偉
どもたちに将来への夢と誇りを抱いてもらえるような
人たち
お話しをします。

肥前市民センター
産業・教育課

国の特別史跡名護屋城跡と陣跡を活用し交流人口
の拡大と地域の活性化を図る

鎮西市民センター
産業・教育課

水光呼子の魅力を高めるた
めに

呼子には、たくさんの魅力ある資源を有していま
す。現状の呼子を踏まえ、呼子の将来について考え
ます。

呼子市民センター
産業・教育課

67 これからの七山のむらづくり

人口が減少する中、元気な七山を創り出して行く方
策や活性化について住民と職員がいっしょになって
考える機会を設ける

七山市民センター
産業・教育課

68 ボートレースの楽しみ方

ボートレースのことを知ろう！
ボートレースと社会貢献！
ボートレースを楽しもう！（現地）

69 よくわかる唐津市の水道

水道の役割と浄水方法、配水について

水道局

70 火の用心！防火教室

火災予防の心構えと防火ビデオ

消防署

71 実践・消防訓練講座

通報訓練、避難訓練、水消火器を使った消火訓練

消防署

72 命を救う救命講座

心肺蘇生法、AEDの使い方について

消防署

73 がんばれ消防団

消防団統一後の組織について

地域消防課

74 教育委員会はこんなところ

教育委員会のしくみと委員の役割、定例教育委員
会の内容等

教育総務課

75 唐津の小･中学校統あれこれ

現在の小・中学校の状況と今後の統廃合の取り組
みについて

教育総務課

65 名護屋城跡と陣跡活用

66
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ボートレース
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テーマ

内容

担当課

76 学校施設整備のこれから

H25における施設整備の概要
今後の小・中学校大規模改造、改築計画、地震防
災対策について

教育総務課

77 特別支援教育とは

特別支援教育の就学指導について

学校教育課
学校支援課

78

唐津市の教育の現状（義務教育）いきいき学ぶから
からつっ子の学力向上を目指
つっ子育成事業（学力向上に向けた学校、家庭、地
して
域連携）について

学校教育課
学校支援課

79 幼児期の子育て

幼児期の遊び、発達段階、食育などについて

幼稚園

80 唐津市の文化財

文化財の学習

生涯学習文化財課

81 身近な人権学習

人権・同和の学習

生涯学習文化財課

82 唐津ゆかりの画家たち

唐津ゆかりの画家について、生い立ちや作品を紹
介

近代図書館

83 図書館の使い方

図書館の便利な使い方教えます

近代図書館

84 市議会のしくみ

市議会の役割、しくみについて

議会事務局

85 明るい選挙

選挙のしくみ、選挙運動、寄付の禁止などについて 選挙管理委員会事務局

86 監査制度ってなあに？

監査制度の概要について

87 農地制度のはなし

農地の転用手続き
農地の売買・貸借など

監査委員事務局

農業委員会事務局
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