
ＮＯ 講　座　名 担　当　課

1 自治基本条例とは 秘書政策課

2 稚内市の総合計画について 秘書政策課

3
広報紙やテレビ・ラジオによ
る広報活動について

秘書政策課

4 広報紙ができるまで 秘書政策課

5
情報公開制度・個人情報保護
制度の仕組みについて

総務防災課

6
市民と行政の協働によるまち
づくりについて

地方創生課

7 稚内市人口ビジョンについて 地方創生課

8 市の財政状況について 財務課

9 稚内市の都市計画について 都市整備課

10 稚内港について 物流港湾課

11 サハリン交流について サハリン課

12 ふるさと納税について 水産商工課

13
中小企業振興基本条例につい
て

水産商工課

ＮＯ 講　座　名 担　当　課

1
中小企業者の皆さんを応援し
ます

水産商工課

2 稚内ブランドについて 水産商工課

3 稚内市の水産業について 水産商工課

4 稚内市の観光について 観光交流課

5 稚内市の農業について 農政課

中小企業向けの融資や助成などの各種支援制度を紹介しま
す。

本市が進める水産施策について説明します。

市民への情報開示や情報共有のために、日ごろ行っている
行政の広報活動について紹介します。

情報公開条例と個人情報保護条例の概要と仕組みについて
説明します。

まちづくり委員会の仕組みや活動、活動拠点施設の整備等
について説明します。

地域経済の健全な発展と市民生活の向上を目的とした中小
企業振興基本条例について説明します。

講　座　内　容

市の財政状況について説明します。

稚内の農畜産物や水産物、これらの資源を活かして生産さ
れた産品や、稚内が誇る文化・自然等の地域資源を認定す
る制度について説明します。

毎月発行する「広報わっかない」の企画～取材～編集～発
行までの仕組みや作成過程を紹介します。

都市計画の概要と本市が目指す将来像について説明しま
す。

サハリン友好交流、経済交流、定期航路、サハリン事務所
等について説明します。

稚内市のふるさと納税に関する取り組みを説明します。

本市の人口推移や人口動態、人口推計、将来展望について
説明します。

講　座　内　容

地方分権や社会環境の変化の中で自治基本条例の意義・内
容等を説明します。

総合計画の基本方針、取組みについて説明します。

稚内港の概要について説明します。

本市が進める観光施策について説明します。

本市が進める農業施策について説明します。

分類：市政お し な が き

分類：暮らしと安全お し な が き

分類：産業お し な が き



ＮＯ 講　座　名 担　当　課

1 地域医療について 地方創生課

2 市民活動をはじめよう 地方創生課

3 災害に備えて 総務防災課

NEW

4 新エネルギーについて 環境エネルギー課

NEW
５

省エネルギーについて 環境エネルギー課

6 住民税の仕組みについて 税務課

7 固定資産税の仕組みについて 税務課

8 国民年金について 総合窓口課

9 国民健康保険について 総合窓口課

10 医療給付制度について 総合窓口課

11 後期高齢者医療制度について 総合窓口課

12 消費者被害防止講座 くらし環境課

13 交通安全教室 くらし環境課

14 ゴミの減量とリサイクル くらし環境課

15 介護保険制度について 長寿あんしん課

16 高齢者の福祉サービス 長寿あんしん課

17 認知症サポーター養成講座 長寿あんしん課

18
認知症キッズ（ジュニア）サポー
ター養成講座

長寿あんしん課

19
認知症サポーターステップ
アップ講座

長寿あんしん課

20 障害者福祉サービス 社会福祉課

21 高齢者の権利を守ろう 長寿あんしん課

22
要介護認定と介護(介護予防)
サービスの利用について

長寿あんしん課

23
在宅療養（在宅医療と在宅介
護）について

長寿あんしん課

24 除雪説明会 土木課

講　座　内　容

市民団体等の活動方法などについて説明します。

新エネルギーの取組みについて説明します。

介護保険制度の仕組みと概要について説明します。

医療給付制度の概要等について説明します。

後期高齢者医療制度の概要等について説明します。

省エネルギーの取組みについて説明します。

出されたゴミがどのように処理され又は、分別されリサイ
クルされているかを説明します。

介護保険外の市独自の高齢者サービスを紹介します。

固定資産税の仕組みについて説明します。

地震や津波の仕組み、身を守るための心得、避難場所等に
ついて説明します。

小中学生向けの認知症サポーター養成講座です。

認知症サポーターからステップアップした、地域で活動で
きるサポーターを育成します。

認知症の高齢者を悪徳商法から守ったり、本人に代わって
金銭管理を行う成年後見制度や高齢者虐待について説明し
ます。

要介護認定の仕組みと介護（介護予防）サービスについて
説明します。

高齢者が住み慣れた場所で生活し続けられるための在宅療
養について、その仕組みや自宅で受けられる医療や介護の
サービスについて説明します。

本市の医療の現状について説明します。

住民税の仕組みについて説明します。

国民年金の仕組みや内容、保険料の納付、受給資格等につ
いて説明します。

制度の仕組みや給付の内容、保険税の決め方、納め方につ
いて説明します。

年齢に応じた悪質商法の手口と消費者センターの相談事例
による被害の未然防止とクーリング・オフ制度等について
説明します。

幼児から高齢者まで年代別に交通安全についての指導講習
を実施します。

認知症の病気を正しく理解する為、病気や症状、対処方
法、予防などについて説明します。

障害者総合支援法の概要や、その他の障害者福祉サービス
の概要について説明します。

除排雪の実施方法の説明と市民の皆さんとの除雪に関する
意見交換を行う。

分類：暮らしと安全お し な が き

分類：暮らしと安全お し な が き



ＮＯ 講　座　名 担　当　課

25
議会の主な仕事と仕組みにつ
いて

議会事務局

26 選挙の仕組みについて 選挙管理委員会

27 監査制度の仕組みについて 監査事務局

28 安全安心な水道水について
環境水道部
水道施設課

29 下水道の仕組みについて
環境水道部
水道施設課

30 合併処理浄化槽について
環境水道部
水道施設課

31 受益者負担金について
環境水道部
水道施設課

32 子どもたちの安全安心ついて 生涯学習総合支援センター

33 男女共同参画について 地方創生課

34 通学区域について 学校教育課

35 子育て支援について こども課

36
救命入門コース
（９０分講習）

消防署

37
普通救命講習Ⅰ
（３時間講習）

消防署

38
普通救命講習Ⅱ
（４時間講習）

消防署

39
普通救命講習Ⅲ
（３時間講習）

消防署

40
上級救命講習
（８時間講習）

消防署

41
出火の原因と防火対策につい
て

消防署

42 地域包括ケアシステムとは
地域包括ケア推

進担当主幹

NEW

43
認知症に関する取り組み 長寿あんしん課

水道水ができるまでの過程や水道の漏水、凍結防止などに
ついて説明します。

通学区域の概要や校区外申請手続等について説明します。

受益者負担金制度の概要について説明します。

合併処理浄化槽の仕組みについて説明します。

稚内市が実施する各種子育て支援サービスについて説明し
ます。

本市の高齢者を取り巻く状況を紹介し、可能な限り住み慣
れた地域で自立して暮らすことができるための方法を一緒
に考えます。

講　座　内　容

スクールガードボランティアや子ども110番の家、不審者
情報など、子どもの安全安心に関する取り組みについて説
明します。

普通救命講習Ⅰの講習後、筆記・実技試験を実施します。

議会運営や議員活動等について説明します。

どうして火災がおきるのか。火災を未然に防ぐには。消火
器の使い方等について説明します。

普通救命講習Ⅰの内容ですが、対象者は主に小児・乳児・
新生児の講習です。

心肺蘇生法・AEDの使用方法などを説明します。

心肺蘇生法実技・止血法・AED使用方法・異物除去法な
どを説明します。

男女共同参画とは何か。稚内市の取り組みの概要を説明し
ます。

選挙の仕組み等をわかりやすく説明します。

監査制度の仕組みと監査請求等について説明します。

下水道の役割と仕組みについて説明します。

オレンジカフェ、認知症初期集中支援チーム、SOSネッ
トワークなど、稚内市の認知症に関する取り組みについて
お話します。

普通救命講習Ⅱの内容のほか、傷病者管理法・外傷の手当
要領・搬送法などを説明します。

分類：暮らしと安全お し な が き

分類：学習と教養お し な が き



ＮＯ 講　座　名 担　当　課

1 文化財について 教育総務課

2 教育研究・相談について 学校教育課

3 生涯学習について 社会教育課

4 南極教室 社会教育課

5 稚内市の社会教育について 社会教育課

6 なんでも体験教室 生涯学習総合支援センター

7 子育て平和都市宣言について 社会教育課

8 スポーツ都市宣言について 社会教育課

9
レッツ・トライ！レクリエー
ション

社会教育課

指定文化財等の保護と活用について説明します。

木工作、そば打ち、しめ縄づくりなどが体験できます。

南極の自然や日本の昭和基地、南極観測隊員の仕事などに
ついてご紹介します。

不登校支援や子ども支援指針について、各種教育に関する
相談及び教育に関する事業について説明します。

社会教育の事業内容や計画の中身など、社会教育の現状や
将来像について説明します。

平和都市宣言の概要や世界平和・子育て平和の鐘について
説明します。

スポーツ都市宣言の概要について説明します。

町内会やサークル等で、何か交流を深めたいけれど・・。
というときに役立つレクリエーションを紹介します。

生涯学習とは、生涯学習によるまちづくりについて説明し
ます。

講　座　内　容

分類：学習と教養お し な が き

分類：健康お し な が き



ＮＯ 講　座　名 担　当　課

1 マタニティ教室 健康づくり課

2 パパ・ママ教室 健康づくり課

3 乳幼児健康教室 健康づくり課

4 むし歯予防教室 健康づくり課

5 親子栄養教室 健康づくり課

6 性について・あれこれ 健康づくり課

7 メンタルヘルス 健康づくり課

8 感染症予防 健康づくり課

9 保健学級 健康づくり課

10 生活習慣病予防栄養教室 健康づくり課

11 生活習慣病予防運動教室 健康づくり課

12
８０２０（ハ チマ ルニ イマ
ル）教室

健康づくり課

13 予防接種のあれこれ 健康づくり課

14 健康・食生活について 学校給食課

15
とりくもう介護予防
～全体編～

長寿あんしん課

16
とりくもう介護予防
～運動編～

健康づくり課

17
とりくもう介護予防
～栄養編～

健康づくり課

18
とりくもう介護予防
～口腔編～

健康づくり課

19
とりくもう介護予防
～認知症編～

長寿あんしん課

NEW

20 知ろう!あなたの体力年齢 社会教育課

21 Ｌet's ニュースポーツ 社会教育課
ニュースポーツの紹介とアドバイスを実技指導を交えなが
ら説明します。

妊婦擬似体験、沐浴指導、赤ちゃんの育て方等について説
明します。

妊娠中の健康、出産、赤ちゃんを迎える準備等について説
明します。

生活習慣病予防の中でも特に運動編として疾病別の運動に
ついて運動実技を交えて説明します。

講　座　内　容

健康づくりや生活習慣病予防について説明します。

生活習慣病予防の中でも特に栄養編として、調理実習等を
取り入れながら疾病別の栄養管理について説明します。

性感染症の疾病や治療、予防方法、避妊等について説明し
ます。

心の病気について精神障害者の特徴やその対応について説
明します。

乳幼児の健康や発育・発達、かかり易い感染症やその他の
疾病、それらの対応、予防について説明します。

運動機能低下防止のため筋力低下予防の運動実技を交えて
説明します。

栄養士が健康な食生活について説明します。

歯の重要性、むし歯の原因及び予防のための生活習慣や具
体的な予防方法について説明します。

要介護状態にならないための、日常生活の過ごし方等につ
いて説明します。

乳幼児の食、栄養について簡単にできる食事やおやつ作り
を調理実習等を通して説明します。

筋力、持久力などを新体力テストで測定し、体力年齢を判
定します。判定結果は、健康の維持増進にお役立てくださ
い。

8020運動推進のため口腔ケアについてや歯周疾病予防の
ための知識やブラッシング方法について説明します。

定期及び任意予防接種の種類と注意事項について説明しま
す。

感染症の原因や疾病の症状及びその対応、予防方法等につ
いて説明します。

口腔機能低下防止のための口腔ケアや、気道・呼吸器の低
下防止について説明します。

現在わかっている範囲での認知症の予防について、認知症
の病気も含め、脳トレーニングやコグニサイズなどの紹介
や実技を行います。

高齢期の食事や栄養について、調理実習等を取り入れなが
ら説明します。

分類：健康お し な が き


