
　令和2年度「県政出前講座」 テーマ一覧表

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

１－1
配偶者からの暴力（ＤＶ）と子どもへの
影響について

出前講座の概要
 県民の誰もが住み慣れた地域で、健やかで心豊かに安心して
暮らし続けることのできる高知県を目指す「日本一の健康長寿
県構想」の取組について、紹介します。
この構想には以下の３つの柱があり、これらの取組を説明しま
す。
Ⅰ 健康寿命の延伸に向けた意識醸成と行動変容の促進
　Ⅱ 地域で支え合う医療・介護・福祉サービス提供体制の確立
とネットワークの強化
Ⅲ 子どもたちを守り育てる環境づくり　　　　　　　　　　　　　　　

県民生活・男女共同参画課

１－２ 男女がともにつくる元気な高知県

男女の性別に関わりなく、ひとりの人間として尊重され、共にそ
の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社
会づくりの取組の基となる、「こうち男女共同参画プラン（平成28
年度～32年度）」を策定しています。
県民、事業者、市町村や団体とともに、元気あふれる高知県と
するための男女共同参画社会づくりに向けた取組等、プランの
概要を説明します。

県民生活・男女共同参画課

１－３ 移住促進の取組について 県と市町村の移住促進の取組について、説明します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移住促進課

１－４ 木の家に住みませんか？ 県産木材を活用した木造住宅への助成制度等を紹介します。 木材産業振興課

１－５
高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略
について

全国の都道府県に先駆けて平成27年３月に策定した、高知県
まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要及びその背景となる人口
問題について、分かりやすく説明します。

計画推進課

１－６
四国の新幹線の実現に向けた取組に
ついて

四国の新幹線の計画の現状や整備が四国にもたらす効果、実
現に向けた県の取組等についての説明します。

交通運輸政策課

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

２－１ 第４期「日本一の健康長寿県構想」

県民の誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるこ
とを目指す｢日本一の健康長寿県構想｣の取組について、紹介
します。
この構想には以下の５つの柱があり、これらの取組を説明しま
す。
①　壮年期の死亡率の改善
②　地域地域で安心して住み続けられる県づくり
③　厳しい環境にある子どもたちへの支援
④　少子化対策の抜本強化
⑤　医療や介護などのサービス提供を担う人材の
安定確保と産業化

健康長寿政策課

２－２ 今日からできる健康づくり

健康づくりのポイントについて、講義と簡単な運動等の実技も併
せ、希望に応じて1～2項目の内容を実施します。
（内容例）
　・運動の推進
　・親子の健康習慣（親・子単独でも可能）
　・栄養、食生活の改善
　・たばこ対策
　・歯の健康
　・生活習慣病（高血圧・脳卒中など）の予防　　等

健康長寿政策課
お近くの福祉保健所職員を
派遣する場合もあります。

２－３
薬剤師になったらどんな仕事ができる
の？

薬剤師はどんな仕事をしているのか、病院や薬局だけではない
様々な仕事の内容について紹介します。また、大学（薬学部）
での生活や学びの内容など、中学生や高校生の方々が気にな
る内容についてもご紹介します。

医事薬務課 対象：中学生・高校生

２－４ 献血について
献血の歴史や現状、高知県の特徴、献血から輸血までの流
れ、献血できないケースなどを説明（一部ビデオ）し、献血の必
要性について理解を深めていただきます。

医事薬務課

２－５ 「かかりつけ薬局」を持とう
病院等から処方せんが交付され、街の薬局でお薬をもらう医薬
分業が進んでいますが、この制度を効果的なものとするための
理解を深めていただきます。

医事薬務課

２－６
薬物乱用防止啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「ダメ。ゼッタイ。」

安全で健全な地域づくりを進めるため、薬物乱用状況や弊害に
ついて理解を深めていただきます。

医事薬務課

２－７ 在宅医療 在宅医療とはどういったものかについて説明します。 医療政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－８
「人生会議」のススメ　～最期まで自分
らしく生きるために～

「人生会議」とは、最期まで尊厳をもって自分らしく生きるため、
最期を迎えたい場所や延命治療を含めた人生の最終段階にお
ける医療やケアに何を望むかについて、家族や親しい友人、医
療・介護従事者等と共に、身体状況の変化などに合わせて繰り
返し話し合い、共有することです。
この講座で「人生会議」の必要性や重要性を学ぶとともに、もし
もの時、自分はどうありたいかを考える契機としていただきま
す。

医療政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－９ 障害者差別の解消について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差
別解消法）や障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、
合理的配慮の提供などについて説明します。

障害福祉課

 １．くらし・住まい（６テーマ）

   テーマを下記の８つの分野に分類しています。

　　１．くらし・住まい　／　２．健康・福祉　　　　／　３．教育・こども・文化　／　４．環境
　　５．しごと・産業　　／　６．地域・まちづくり　／　７．防災・安全　　　　　／　８．行政

　２．健康・福祉（２３テーマ）

1



２－１０ 高次脳機能障害について
高次脳機能障害の特徴や相談窓口、福祉サービスなどについ
て、パンフレット「高次脳機能障害応援マップ」を使ってわかりや
すく説明します。

障害保健支援課

２－１１ アルコール依存症について
アルコール依存症の特徴や治療の方法、お酒との正しい付き
合い方、相談窓口などについて、パンフレット「アルコール依存
症って知っちゅう？」を使ってわかりやすく説明します。

障害保健支援課

２－１２ 食品表示を見てみませんか？

食品の表示は、生産者・製造者から消費者へ食品情報を伝え
るためのツールであり、取扱説明書のようなものです。
何で作られているか、どのように保存すればいつまで大丈夫か
等の情報が、決められたルール（食品表示法）に沿って表示さ
れています。
本講座では、食品表示法で決められているルール全般と、アレ
ルギーや期限表示など食品衛生に関する項目の見方について
説明します。

食品・衛生課

高知市は中核市のため対象
外となります。　　　　　　　　　　　　　　
お近くの福祉保健所職員を
派遣します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－１３ 食の安全・安心について

県では、「食の安全・安心推進計画」を策定し、県民誰もが安心
して食生活を送ることができるよう、生産から流通、消費に至る
一貫した食品の安全性確保の取組を推進しています。
本講座では、食の安全・安心の取組の紹介と、食中毒予防など
食品衛生に関することについて説明します。

食品・衛生課

高知市は中核市のため対象
外となります。　　　　　　　　　　　　　　
お近くの福祉保健所職員を
派遣します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－１４
健康や栄養に関する食品表示につい
て

栄養表示の見方が分かると、スーパー等でのお買い物が楽し
く、豊かになるかも？
健康や栄養に関する食品表示の見方について説明します。
　・栄養成分表示のルール
　・エネルギー量や塩分など健康管理に役立つ表示　等

食品・衛生課

高知市は中核市のため対象
外となります。　　　　　　　　　　　　　　
お近くの福祉保健所職員を
派遣します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－１５
HACCP(ハサップ）をはじめよう　　～高
知県版HACCPのすすめ～

HACCPとは、危害となる要因を分析し、重要な工程を管理する
ことで、安全な食品を製造する方法です。食中毒や異物混入等
のリスクが低くなるだけでなく、従業員の衛生知識の向上や、
工程の見直しによる作業の効率化が図られるなどのメリットが
あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　講座では、HACCPの進
め方（７原則１２手順）を分かりすく説明します。また、HACCPに
よる取り組む食品取扱施設を認証する制度（高知県版HACCP)
についても紹介します。

食品・衛生課

高知市は中核市のため対象
外となります。　　　　　　　　　　　　　　
お近くの福祉保健所職員を
派遣します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２－１６

HACCPの考え方を取り入れた衛生管
理をやってみよう！
（手引書を用いた衛生管理計画の作
成）

食品衛生法が改正され、令和２年６月1日から食品事業者は
「HACCPに沿った衛生管理」を実施していただくことになりま
す。
ところで、HACCPってご存じですか？
HACCPとは、製造や調理の工程での衛生的な取組について、
文書化（衛生管理計画の作成）や記録を行うことです。
講座では、「HACCPって何？」「HACCPって何から始めたらい
いの？」等の疑問に答えるとともに、業界団体が作成した手引
書を使って、一緒に衛生管理計画を作ってみましょう！

食品・衛生課
お近くの福祉保健所職員を
派遣します。　　　　　　　　　　　　　

２－１７
～「高知型福祉」の実現～
あったかふれあいセンターの取組

子どもから高齢者の方まで、障害のある人もない人も、誰もが
住み慣れた地域で、必要なサービスが利用できて、安心して暮
らしていける「高知型福祉」の実現を目指して、地域での支え合
いの仕組みづくりに取り組んでいます。
その拠点となる「あったかふれあいセンター」の整備を進めてい
ます。その取組を分りやすくご紹介します。

地域福祉政策課

２－１８ 民生委員・児童委員の活動について
地域福祉の推進役である民生委員・児童委員の活動内容や、
その意義、地域住民の役割について説明します。

地域福祉政策課

２－１９ 後期高齢者医療制度について
制度の仕組みや、一人当たりの保険料、保険料の軽減、医療
費の自己負担など、後期高齢者医療制度の概要について説明
します。

国民健康保険課

２－２０ 国民健康保険制度について
制度の仕組みや、加入・脱退手続、保険料、医療費の自己負
担など、国民健康保険制度の概要について説明します。

国民健康保険課

２－２１ 介護保険について 介護保険制度の概要や現状などについて説明します。 高齢者福祉課

２－２２ 認知症について
認知症の症状や認知症の人への接し方、相談窓口などについ
て、パンフレット「知っちゅうかえ？認知症のキホン」を使って分
かりやすく説明します。

高齢者福祉課

２－２３
上手な受診の仕方　　　　　　　　　～医
療相談員の視点から～

医療相談窓口で対応している内容は様々であり、医師などの
医療従事者と患者のすれ違いでのトラブル発生も多くありま
す。安心して診察・治療を受けられるような医療従事者とのコ
ミュ二ケーションについての講座です。

医事薬務課

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

３－１ 少子化対策について
少子化の現状や、県で進める少子化対策の取組（出会い支
援、県民運動の推進、情報紙の発行など）について説明し、少
子化対策についての意見交換を実施します。

少子対策課

３－２
「第２期高知県教育大綱」及び「第３期
高知県教育振興基本計画」に
ついて

高知県の子どもたちの知・徳・体の課題等を解決するための基
本理念や基本目標、総合的な施策などを定めた「第２期高知県
教育等の振興に関する施策の大綱」と大綱の内容を踏まえ、具
体的な施策を定めた「第３期高知県教育振興基本計画」（ともに
令和２年３月策定）について説明します。

教育政策課

 ３．教育・こども・文化（８テーマ）
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３－３ 子どもの健やかな成長のために
子どもが健やかに成長するために、乳幼児期の親子の望まし
い関わりについて説明します。

幼保支援課

３－４
 「高知家の親の育ちを応援する学習プ
ログラム」（通称：親プロ）を活用した講
座・研修会

「高知家の親の育ちを応援する学習プログラム」（通称：親プロ）
は、参加型学習の手法を用いて、参加者同士が交流しながら、
親としての役割や子どもとの関わり方について、気づきを促すこ
とをねらいとした学習プログラムです。
学習プログラムは４つのステージ15の学習プログラムがありま
す。希望に合わせて学習プログラムをお選びいただけます。ま
た、既存のプログラムにはない内容についてもご相談に応じま
す。

生涯学習課

３－５ 乳幼児期に大切にしたいこと
人間形成の基礎を培う乳幼児期に大切にしたいことや、保育
所・幼稚園等が子どもたちの心の居場所となるよう質の高い保
育・教育を目指す取組について説明します。

幼保支援課

３－６ 若者の自立支援について
若者の自立をサポートする県内の自立支援施設や、若者を取り
巻く環境と自立に向けた支援の現状、若者が社会に出るため
に必要なこと等について説明します。

生涯学習課

３－７ 子どもの生活リズム向上について
「早寝早起き朝ごはん」など、生活リズムが子どもの成長発達
や学力へ及ぼす影響について科学的エビデンスをもとに説明し
ます。

生涯学習課

３－８

高知家の子どもたちがいじめで苦しむ
ことのない社会づくりに向けて　～「高
知県いじめ防止基本方針」に基づく取
組について～

「高知県いじめ防止基本方針」や、いじめ防止に向けた県の取
組、「高知家の子どもたちがいじめで苦しむことのない社会づく
り宣言」など、いじめをなくすために私たちができることについて
説明します。

人権教育課

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

４－１ 健全な森づくりに向けて
間伐などの手入れをする際に、活用できる県の補助事業等を説
明します。

木材増産推進課

４－２ 地球温暖化の現状と対策について
地球温暖化に関する現状、世界や日本、本県の対策について
知っていただき、地球温暖化対策の必要性・重要性を説明しま
す。

新エネルギー推進課

４－３
地球温暖化対策
カーボン・オフセット実践講座
～知って減らしてオフセット～

地球温暖化対策として、一人ひとりが取り組める「カーボン・オフ
セット」について分かりやすく解説します。高知県は全国一の森
林県であり、森林資源を活用した温暖化対策の取組として、
カーボン・オフセットに活用できる温室効果ガス排出削減吸収ク
レジットの創出に力を入れています。
この講座では、森林を活用した温暖化対策、カーボン・オフセッ
トの仕組みと効果、活用できるクレジットについて分かりやすく
解説します。

環境共生課
※対象：小学校（高学年）以
上

４－４ 川の健康診断

身近に流れる川の水のきれいさについて、座学と川に入っての
調査を希望に応じて実施します。
（調査内容例）
・パックテスト
・水生生物による水質調査
・清流度又は透視度の測定（川の濁りによってどちらかで実施
します。）
・においや川底の状態のチェック　等

環境共生課

調査では実際に川に入りま
す。事前下見の結果、安全
確保が難しい場合、ご希望
の場所での調査ができない
ことがあります。
対象となる流域：物部川流
域、仁淀川流域、四万十川
流域

４－５ 風力エネルギー出前授業

県下2ヶ所で風力発電所を管理運営している公営企業局の職
員が、小・中学校などを訪問し、手作り風車での発電実験等を
交えながら、地球環境のことや、自然エネルギーを活用した風
力発電、風は地域の資源であることなどを考えるきっかけを提
供していきます。

公営企業局
電気工水課

発電所での直営作業や降
雨出水によるダム管理など
で実施できない場合があり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※対象：小中学生

４－６ 水力エネルギー出前授業

県下3ヶ所で水力発電所を管理運営している公営企業局の職
員が、小・中学校などを訪問し、職員が編集・作成したブックレッ
ト「水とわたしたちのくらし」などを利用して、地球環境のことや、
自然エネルギーを活用した水力発電、水は地域の資源である
ことなどを考えるきっかけを提供していきます。

公営企業局
電気工水課

発電所での直営作業や降
雨出水によるダム管理など
で実施できない場合があり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※対象：小中学生

４－７ 野生鳥獣の被害対策について
野生鳥獣の被害対策に関する、防除技術や地域での取組事例
などを説明します。

鳥獣対策課

４－８
エコサイクルセンターについて　（管理
型産業廃棄物最終処分の仕組み）

県職員と公益財団法人エコサイクル高知職員が共同で講師を
務め、産業廃棄物と県民生活の関係など、産業廃棄物行政に
ついて分かりやすく説明します。その後、エコサイクルセンター
の施設概要等の説明を行い、実際に施設を見ていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・[産業廃棄物行政について]（産業廃棄物とは？産業廃棄物と
県民生活の関係、県内の発生量・処分量等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境対策課

講座は、日高村のエコサイ
クルセンター管理棟（会議
室）で行いますので、現地集
合でお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　
対象：小学生（高学年）以上　　　

４－９ 高知県新エネルギービジョンについて

・高知県は、全国一の森林率やトップクラスの日照時間など豊
富な地域資源を有しており、これらを活用した太陽発電や木質
バイオマス利用等の新エネルギーの導入促進を図っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・県内の新エネルギーの導入状況や課題、県の取組について
説明します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新エネルギー推進課

 ４．環境（９テーマ）
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番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

５－１ 高知県産業振興計画について

県の経済を根本から元気にするためのトータルプランとして策
定した、第3期高知県産業振興計画の概要（計画の構成、産業
別の成長戦略、地域アクションプラン、事業者や県民が計画に
参加する方法など）について分かりやすく説明します。

計画推進課

５－２
若者の就職支援について
～ジョブカフェこうちのご紹介～

高知県就職支援相談センター（ジョブカフェこうち）では、併設の
ハローワークと連携して学生や仕事を探している若者の就職と
職場定着を支援しています。また、令和２年度から、就職氷河
期世代の方々の正社員就職に向けた支援も行います。
本講座では、本県の雇用情勢やジョブカフェこうちの就職支援メ
ニュー（キャリアコンサルタントによる就職相談、セミナー、職場
体験講習など）について説明します。

雇用労働政策課

５－３ 有機農業について　
高知の有機農業が今熱い！環境保全型畑作振興センターや
「有機のがっこう」での実践をはじめ、有機農業に関する様々な
技術や人の情報を提供します。

環境農業推進課

５－４ やってみよう環境保全型農業

高知県は環境保全型農業の全国のトップランナーを目指して頑
張っています。講座では、「化学合成農薬を減らしていくに
は？」「化学肥料を減らすには？」等といった質問に答えるな
ど、高知の安全・安心な農産物を作る技術や取組を紹介しま
す。

環境農業推進課

５－５ やってみよう土づくり

農業の基本である土づくり、これなくして環境保全型農業の発
展はあり得ません。土づくり＝たい肥施用と思われている人が
多いかもしれませんが、土づくりはそれだけではありません。基
本に立ち返って土づくりの目的や方法を説明します。

環境農業推進課

５－６

やってみよう
こうち環境・安全・安心点検シート
（高知県版ＧＡＰ生産者用、集出荷場
用、直販所用・・・）

消費者の皆さんにおいしい農産物を安全・安心・信頼と共にお
届けしていくために、どんな取組をしたらいいのかを共に考え学
びます。生産者の皆さんが環境への影響をできるだけ減らし、
農産物の安全性を確保するために必要な取組や、生産者が丹
誠込めて作った安全・安心な農産物を集出荷場で働く皆さんが
責任を持って預かり、消費者の皆さんに自信を持ってお届けす
るために必要な取組等を提案します。

環境農業推進課

５－７

祝オランダ－日本通商関係400周年

世界のトップランナー『オランダ』の環境
保全型農業

オランダは九州程の大きさの国で、風車やチューリップで有名で
すが、実は世界一の施設園芸王国であり、天敵利用を主とする
ＩＰＭ技術やクローズドシステム等によって、農薬や化学肥料の
環境への負荷を極力押さえる技術で世界のトップランナーを走
る国としても認知されています。高知の園芸がオランダから学
んできた技術も数多くあり、その最前線を紹介します。

環境農業推進課

５－８
世界のトップランナー「オランダ」の環境
保全型農業

消費者の皆さんや子ども達に、全国一となっている高知の「人
と地球にやさしい農業（環境保全型農業）」の取組の素晴らしさ
を紹介します。
（農薬に代わって害虫を退治する天敵昆虫の観察もできま
す。）

環境農業推進課

５－９
虫で虫を退治する
－高知で見つかった天敵の実用化を
目指して－

講座では、県内の主要作物で問題となっている害虫や、なぜ天
敵を使った防除が必要か、県内で見つかった主な天敵、実用化
のための取組内容について説明します。

環境農業推進課

５－１0
地域の農業を考えてみませんか ―集
落営農に取り組んでみませんか―

高知県の92.5％を占める中山間地域では、多くの方々が営農
や生活をしていますが、高齢化や担い手不足等の多くの課題
があります。これらの課題解決の一つの手段として、集落営農
を考えてみませんか。集落営農の進め方やそのメリット等につ
いて説明します。

農業担い手支援課

５－１1 がんばる髙知の園芸農業

高知県は、温暖な気候を生かした全国有数の園芸産地で、さま
ざまな農作物が作られています。
高知県の野菜、果樹、花を中心とした園芸農業についてお話し
するとともに、県内産地の取組や高知県が進めている施策を紹
介します。
高知県の園芸産地ががんばっている姿を知るよい機会になり
ます。

農業イノベーション推進課

５－１２
高知発！次世代に向かって進化する
「高知の農業」

野菜、果樹、花きなどのハウス園芸が盛んな高知県では、高知
ならではの強みを生かし、園芸農業の先進国であるオランダの
先端技術に学び、高知の気候条件やハウス環境にあわせて
「次世代型こうち新施設園芸システム」を確立してきました。「若
者が誇りと志を持って働くことができる高知県」を実現していくた
め、県内全域に広がりつつある、新たな農業の取組を紹介しま
す。

農業イノベーション推進課

５－１３
 デジタル×農業  Next次世代にチャレ
ンジする高知の施設園芸

農業分野での「Society5.0」社会の実現を目指して、高知県がこ
れまで培ってきた高い生産技術とＡＩやＩｏＴなどの最先端のデジ
タル技術を融合させるＩｏＰ（Internet of Plants）が導く「Next次世
代型施設園芸農業」への進化の取組をご紹介します。

農業イノベーション推進課

５－１４
高知の野菜・くだもの・花が消費者のも
とに届くまで
（高知県園芸品の流通販売）

　高知県では、野菜、果物、花等の様々な園芸品が栽培され、
県内外へ出荷されています。
　この講座では、生産者が手塩にかけて作った園芸品が、どの
ようにして消費者の皆様のもとに届くのかを説明します。
　また、近年取組が強化されている高知県産農産物の輸出に
ついても、併せて紹介します。

農産物マーケティング戦略課

 ５．しごと・産業（１９テーマ）
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５－１５

だれでもかんたんに使える！！
「高知県経済波及効果簡易分析ツー
ル」を使って、イベントなどの経済波及
効果を測定してみよう

県統計分析課では、観光、企業立地、イベントなどの事案につ
いて、経済波及効果の測定や分析を行っています。
経済波及効果の測定や分析を行うには、「産業連関表」を用い
ることが有効ですが、専門知識が必要です。
そのため、誰でも簡単に使える「高知県経済波及効果簡易分析
ツール」を作成しています。
講座では、分析ツールの使い方や、分析ツールを使った分析事
例を紹介します。

統計分析課

５－１６
経済データでみる「高知県の最新の経
済事情」

高知県の消費・物価の動向、雇用や賃金の現状、企業活動な
ど、最新の経済データを使用して、分かりやすく紹介します。

統計分析課

５－１７
各種統計データからみる「高知県の
すがた」

高知県の産業、教育、保健・医療などの現状をさまざまな統計
データを使用して、分かりやすく紹介します。

統計分析課

５－１８
地域経済分析システム（RESAS）に
ついて

地域経済分析システム（RESAS）は、国から地域の人口・産業・
観光等の情報を提供しているデータベースです。このシステム
に搭載されたビッグデータ等の活用について説明します。

計画推進課

５－１９
労働問題への対処方法のノウハウを
お伝えします！

労働委員会で実際に取り扱った労働相談・あっせん事例や判
例から、関係法令の考え方や判断基準、対処方法などを分かり
やすく紹介します。

講座では、
【働く方向け、学生向け】
・働くうえで知っておきたい労働条件等のルールなど

【経営者向け】
・安全で快適な職場環境づくり
・実際の事例に学ぶ労働法　
・「働き方改革」における「労働時間管理」

などについて説明します。

労働委員会事務局

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

６－１
犯罪の被害に遭わずに安全で安心し
て暮らせるまちづくり

地域での子どもの見守りなどの「安全で安心なまちづくり」活動
の進め方について、実際の活動事例などを交えながら紹介しま
す。

県民生活・男女共同参画課

６－２
毎日、利用する道路について学ぶ「道
路学校」

道路は私たちの生活において欠かせないものの１つです。毎
日利用する道路がどうやってできるのかなど、計画～工事～維
持管理までを写真や図を用いて分かりやすく対象者に応じた説
明を行います。
また、現場見学についても希望がある場合は併せて実施しま
す

道路課
対象：小学生（低学年）～大
学生まで

６－３ 図書館司書による調べ方講座

仕事や様々な活動に図書館を活用してみませんか？様々な問
い合わせにお答えしている司書が、調べものに活用できる本を
紹介するとともに、本の探し方・調べ方などを紹介します。何か
を計画するときには思い付きだけではなかなかうまくできませ
ん。前もっての調査が必要ですが、図書館には、個人ではなか
なか買わないような調べもののための本も備えられています。

県立図書館

６－４
オーテピア高知図書館・高知資料コー
ナーのご紹介

オーテピア高知図書館の「高知資料コーナー」をご存知でしょう
か。
ここでは高知県に関する資料（高知県に深く関係するテーマに
ついて書かれた資料、高知県出身の方などの著作、etc...）を幅
広く集め、調べものに役立てていただけるように提供していま
す。
扱う資料は図書や雑誌にとどまらず、地図、写真、行政機関が
作成したものなど多様です。また、古文書や絵図といったもの
については、保存性を向上させるとともに、商品パッケージへの
活用などの可能性も考えて、デジタル画像化して提供する取組
も進めています。
このような特色ある「高知資料コーナー」について、ご紹介しま

県立図書館

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

７－１ 南海トラフ地震対策対策について

南海トラフ地震について、高知県がどんな対策を行っているか
知りたい方に、これまで進められてきた取組や第4期南海トラフ
地震対策行動計画でこれから県が行っていく取組などについて
紹介します。

※南海トラフ地震対策に関する基礎知識、事前に必要な対策
や備えについて学べる講座は、南海トラフ地震対策推進出前
講座として、本講座とは分けて実施しています。
詳細は、南海トラフ地震対策課HPをご覧いただくか、南海トラフ
地震対策課までお問い合わせください。

南海トラフ地震対策課
「こうち防災備えちょき隊」
（ＮＰＯ法人）が実施していま
す。

 ７．防災・安全（７テーマ）

 ６．地域・まちづくり（４テーマ）
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７－２
水害から身を守るために・・・
（水防情報の活かし方）

高知県は、気象的・地形的にも水害の発生しやすい条件下に
あります。
水害から身を守るためには、日頃から気象の変化や水防情報
に関心を持つことが大切です.
講座では、高知県が発信している水位や雨量などの水防情報
の内容や、この情報を基にした避難の方法などを分かりやすく
紹介します。

河川課

７－３ 土砂災害に備えて
土砂災害の前兆現象、避難方法、避難場所の確認など、日頃
からの備えの重要性について説明して、住民自らが的確な避
難ができるように支援します。

防災砂防課

７－４
南海トラフ地震への備え
（住宅の耐震化について）

地震の揺れにご自宅が耐えられますか？地震の後に発生する
津波や火災からどうやって逃げますか？いつかは必ずやってく
ると言われている南海トラフ地震から命を守るために、いかに住
宅の耐震化が重要かを過去の事例を交えてお話をします。ま
た、県が市町村と協力して実施している住宅耐震化の支援制
度を分かりやすく説明します。

住宅課

７－５ 排水機場見学
高知市内にある排水機場（江ノ口川、竹島川、横浜、十津、堀
川）の施設を見学し、その役割と地震・津波について説明しま
す。小学校などの防災学習に活用してください。

港湾・海岸課
河川課

高知土木事務所
対象：小学校以上

７－６ ダム見学できます！

高知県の管理するダムを見学し、その役割や洪水・渇水の対応
について知ることができます。普段は見ることのできないダム
の内部や操作室なども見学できます。小学校の防災学習など
に活用ください。

河川課 対象：小学校以上

７－７
高知防災アプリを使って、適切な避難
行動をとりましょう

県が開発した「高知防災アプリ」の使い方や、災害時の適切な
避難行動について学習します。

具体的には、まず、ご自分のスマートフォンにアプリを実際にダ
ウンロードしていただいて、その使い方を分かりやすく説明いた
します。
このアプリの使い方を通じて、様々な防災情報と、その活用の
仕方を学んでいただくことで、実際に、豪雨や台風の時に適切
な避難行動をとっていただけるようになります。
小学生から大人まで、幅広く、講座を行いますので、お問い合
わせください。

危機管理・防災課

番号 出前講座のテーマ名 出前講座の概要 担当所属名 特記事項

８－１
県職員になったらどんな仕事ができる
の？

高知県庁では、どんな仕事をしているのか、どんな専門職の職
員がいるかなど、県庁と県職員の仕事の概要を紹介します。 
高知県の未来を担う子どもたち（高校生を想定）に、就職に対す
る意識やイメージを高めてもらうとともに、将来どういう仕事を選
ぶのかを考える際の参考にしてもらいたいと思います。　

人事課

８－２ 高知県の地方財政について
高知県予算は、どうやって決まっているのか、私達の税金はど
んな事業に使われているのかなど、高知県の財政状況につい
て分かりやすく説明します。

財政課

８－３ 「政治・選挙」の大切さについて

政治や選挙の大切さについて学んでいただくために、次の内容
を説明します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・私た
ちのくらしと政治の結び付きについて
・近年の投票率の推移、投票に行かない理由について
・選挙権行使の大切さについて
・模擬投票体験についてなど説明します。

高知県選挙管理委員会
（市町村振興課）

 ８．行政（３テーマ）
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