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区民の皆さんと協働して 
日本ガイシスポーツプラザ 笠寺一里塚のエノキ 道徳公園 

 区民の皆さんには、日ごろから様々な場面で区政運営にご協力

いただき、誠にありがとうございます。  

 今年度から南区長を務めさせていただいております河野でござ

います。 

 今年度も、重点的な取り組みや区役所が主体的に実施する取り

組みなどをまとめた「南区区政運営方針」を策定しました。 

 南区では、伊勢湾台風をはじめとした幾多の困難を地域のきず

なで乗り越えてきたかけがえのない経験がございます。  

 そうした経験を活かした「災害に強いまちづくり」に力を入れる

とともに、「子どもたちがのびのびと育つまちづくり」や「人にや

さしい健康と福祉のまちづくり」などをさらに進めてまいります。 

 これからも区民の皆さんのご相談やご要望  

に適切にお応えできる区役所をめざし、サー 

ビス向上や事務改善に職員一丸となって取り  

組んでまいりますので、今後ともご支援とご  

協力をよろしくお願いいたします。 

 

                       
平成 30年  5 月  南区長  河野  和彦  
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南区区政運営方針 
区民意見の反映 

 区民アンケート ひまわり会議 

【参加者】 
地域代表 
健康づくり、子育て、高齢福祉、

防災、学校、障害福祉、商業など

の関係者 
各 種 会 議 
学 区 担 当 制 

名
古
屋
市
総
合
計
画

2018 

整合 
実 行 策 定 

改 善 

見直し 

評 価 

点 検 

▼区役所が目標を

設定 
▼区役所が主体的

に取り組む事業 
▼重点的に取り組

む事業 

南区区政運営方針のこと 
名古屋市では、「区のあり方基本方針」に基づき、各

区が目標を定め、重点的な取り組みや区役所が主体

的に実施する取り組みなどをまとめた｢区政運営方針｣

を策定しています。  
南区役所でも、毎年度、｢南区区政運営方針｣を策

定・公表して、主体的に進行管理を行い、自律的な区

政運営の推進に取り組んでいます。  
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基本方針と基本目標 

 
地域の皆さんと協働して、災害

に強いまちづくりをすすめます。 
また、地域の身近な課題につい

て区民の皆さんと、民間事業者、そ

して行政が協働して取り組み、安

心・安全で快適なまち南区をめざし

ます。 
将来を担う子どもたちが健やかに

育ち、高齢者や障害のある方、外

国人市民など、すべての区民の皆

さんが、いきいきと健康に暮らし、活

動できる、希望にあふれるまち南区

をめざします。 区民の皆さんに最も身近な行政

機関として、窓口サービスや接遇の

よりいっそうの向上を図るとともに、

継続的に事務改善を進め、皆さん

に信頼され、親しまれる区役所をめ

ざします。 
基本目標Ⅰ 

区民に信頼され 
親しまれる 
区役所づくり 

安心・安全で 
快適なまちづくり 

基本目標Ⅲ だれもがいきいきと 
健康に暮らせる 

まちづくり 
基本目標Ⅳ 

区の特色を活かし、魅力あるまち

づくり事業をすすめます。 
南区に誇りと愛着がもてるよう、

区民の皆さんの笑顔が輝くまち南

区をめざします。 魅力にあふれ、 
笑顔輝くまちづくり 

基本目標Ⅱ 
区民の皆さんと協働して  

をめざします 
 

南区は、歴史のまち、ものづくりのまち、そして人情ゆたかなまちです。 
一方、高齢化による人口構造の変化や南海トラフ巨大地震において市

内最大級の被害が想定されるなど様々な課題を抱えています。  
こうした状況に対し、住民相互の連携を基盤とした強固な地域コミュニ 

ティを継承、発展させるとともに、区民の皆さんと行政とが力を合わせ、地域

課題にあたることが求められます。  
この地域が大切に育ててきた人と人とのつながりを活かして、区民の皆さ

んと、民間の事業者、そして行政による協働をいっそう推進し、住みたい、住

み続けたいと実感できる「こころのかよう、あったかいまち南区」をめざすこ

とを基本方針として、区政を運営していきます。  
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       ① 地域の防災用資機材の整備     
 （総務課）     地域のニーズに応じた防災対策をすすめるた

め、地域による主体的な防災用資機材の整備を

後押しする補助事業を実施します。 
▶▶▶ すべての学区で補助金を活用した防災用

資機材の整備を支援します。     ② 南区地域防災マップ地震編の作成   
（総務課）     指定緊急避難場所等の防災情報のほか、地

域の皆さんからの防災情報を集約し、南区独自

の防災マップを作成します。 
▶▶▶ すべての学区の防災情報を盛り込んだ防

災マップの完成をめざします。     ③ 各種防災訓練の実施・支援     
（総務課）   

  地域や防災関係機関、小中学校と連携し、よ

り実践的・効果的な訓練を実施します。 
▶▶▶ 避難所運営訓練をすべての学区で、宿泊

型防災訓練を１学区以上で実施します。     ④ 災害の記憶を未来へつなぐプロジェクト 
（総務課・企画経理室・地域力推進室）     伊勢湾台風を題材にした演劇の脚本を整備

し、子どもたちによる演劇のモデル実施や映像化

をとおして、幅広い世代に防災意識の定着をす

すめます。 
▶▶▶ 演劇を通じて防災への関心を高めます。   

 基本目標 
Ⅰ 

自然災害を根絶することはできませんが、災害によって

生ずる被害を減らすことはできます。 
「自助」「共助」「公助」の考え方のもと、地域の皆さん

と協働して、災害に強いまちづくりをすすめます。 １．災害に強いまちづくり 重点事項 

新規 

防災用資機材（リアカー） 
防災マップ 
炊き出し訓練 

新規 

▶▶▶ 各事業の目標です  
新規 

内容を拡充する事業 新たに始める事業 
拡充 



基本目標Ⅰ 安心・安全で快適なまちづくり     
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      ⑤ 防災意識の啓発事業の実施・支援   （総務課）     地域や防災関係機関と連携し、家具転倒防

止ボランティアの派遣を行うとともに、防災意識の

向上に向けた講師派遣などの啓発事業の実施

や支援を行います。 
▶▶▶ 講師派遣１０件以上をめざします。     ⑥ 防災計画の策定支援    

（総務課）     大規模地震が発生した際に、どこへ避難をす

るのか、どのような活動をしたらいいのかなど、地

域の特性に応じた防災計画（避難行動計画や地

区防災計画等）の策定を支援します。 
▶▶▶ ３つ以上の学区に対し防災計画の策定を

支援します。     ⑦ 区役所の防災機能の充実      
（総務課）      各学区にあらかじめ避難所担当職員を定め、

日頃から避難所の状況を確認するとともに、地域

の防災の取り組みに参加し、地域の皆さんとの顔

の見える関係を築きます。 
▶▶▶ すべての避難所担当職員が避難所の状況

を確認します。     ⑧ 河川堤防及び橋りょうの耐震対策 
（南土木事務所）      南海トラフ巨大地震に備え、河川堤防や緊急

輸送道路に位置する橋りょうの耐震対策を行い

ます。 
▶▶▶ 山崎川堤防及び港東橋の２か所において

耐震対策工事を進めます。   
防災セミナー 
堤防補強工事 
計画策定に向けた検討 
担当職員による避難所確認 
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       ① 地域の自主防犯活動の支援と犯罪抑止力の強化 
 （地域力推進室）     警察や地域の皆さんと連携し、防犯キャンペ

ーンなどの実施や地域での防犯教室の開催を促

進します。  また、警察と協力し、防犯カメラの設置や防犯
灯のＬＥＤ化の支援などを実施します。 
▶▶▶ 南区での特殊詐欺による被害件数の減少

をめざします。     ② 地域との協働による交通安全啓発活動   
（地域力推進室）     警察や関係団体、地域の皆さんと協力し、交

通安全市民運動期間中に、交通事故防止を呼

び掛ける「交通安全テント基地」を開設します。 
▶▶▶ 交通安全テント基地を４回以上開催します。     ③ ミオーと連携した反射材利用促進事業   

（地域力推進室）     地域に密着して活動する母親交通教室の皆さ

んが「愛のひと声ローラー作戦」を実施する際

に、交通安全大使であるミオーをデザインした反

射材を配布してもらいます。 
▶▶▶ すべての学区で愛のひと声ローラー作戦

を実施します。     ④ 交通安全で笑顔あふれるまちづくり 
（地域力推進室）     交通指導員と協働して、ミオーをデザインした

「交通安全マスコット」を新小学一年生に配付し、

子どもたちの交通安全意識の向上をすすめます。 
▶▶▶ すべての新小学一年生に交通安全マスコ

ットを配付します。   
犯罪や交通事故のないまちづくりをめざして、警察な

どの関係機関や地域の皆さんと連携して、地域における

防犯力の向上や交通安全意識の啓発活動を行います。 ２．犯罪や交通事故のないまちづくり 
放置自転車追放キャンペーン 
交通安全マスコット 

交通安全テント基地 
反射材（ミオー） 



基本目標Ⅰ 安心・安全で快適なまちづくり     
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    ① 町を美しくする運動の推進      （地域力推進室）     ６月２日（土）に実施される「全市一斉クリーン

キャンペーン・なごや２０１８」の一環として、地域

の皆さんや関係機関の協力を得て、各種の啓発

活動や清掃活動を実施します。 
▶▶▶ すべての学区で清掃活動に取り組みます。   

  ② 環境教育・環境学習の取り組みの推進 
（公害対策室）     自然観察会や環境デーなごや地域環境イベ

ントなど、さまざまな機会をとらえて環境保全に関

する啓発を行い、環境にやさしいライフスタイル

への転換を促します。 
▶▶▶ 自然観察会などの参加者数のべ１，０００

人以上をめざします。   
  ③ ペットと暮らすきれいなまちづくり運動の推進  

（保健管理課）     犬猫の飼い主等を対象に、飼い方などに関す

るマナー向上のため、愛犬パトロールやしつけ相

談などのキャンペーンを実施します。 
▶▶▶ キャンペーンを２０回以上行います。   

  
 

  

清潔で住みよいまちづくりを進めるとともに、身近な

環境への関心を高め、ペットとともに快適に暮らせるま

ちをめざして啓発活動を行います。  
３．だれもが快適に暮らせるまちづくり 

クリーンキャンペーン 
自然観察会 

愛犬パトロール 
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 ① 南区区民まつり      

 （地域力推進室） 

5  

  区民の皆さん相互のふれあいや交流の場として

南区区民まつりを開催します。パフォーマンスエリ

ア、ブース出展、フリーマーケット、模擬店のほか、

区民の皆さんと一緒につくりあげ、当日も楽しめる

イベント（おばけ屋敷など）を実施します。 
▶▶▶ 来場者アンケートで満足度９０％以上をめざ
します。   

  ② 南区制１１０周年記念行事の開催   

（総務課） 

    南区が誕生してから平成３０年４月で１１０周年を

迎えました。これを記念した行事を区民まつりの中

で開催し、区民の皆さんとともにお祝いします。 
▶▶▶ 来場者数５００人以上をめざします。   

  ③ 魅力発見！南区なごやかウォーク   

（地域力推進室） 

    区民の健康づくり及び南区の魅力を発信するた

め、区民まつりと同日に区内の史跡等を巡るウォー

キングイベントを実施します。 
▶▶▶ 参加者アンケートで満足度９０％以上をめざ

します。   
 基本目標 
Ⅱ 

南区の特色を活かし、魅力あるまちづくり事業をすすめ

ます。 

「南区区民まつり」などの事業を通じて区民の皆さんの

「ふるさと意識」を高め、心の豊かさとぬくもりが感じら

れるまちづくりをめざします。 

１．区の特色を活かしたまちづくり 

重点事項 

区民まつり 

なごやかウォーク 

新規 
平成 20 年「南区制 100

周年記念事業キャラク

ター」決定時のミオー 



基本目標Ⅱ 魅力にあふれ、笑顔輝くまちづくり     

  11 

      ④ こども職人工房      

（地域力推進室） 

    「ものづくりのまち・南区」の次世代を担う子ども

たちに、ものづくりの楽しさやわくわく感を伝え、も

のづくりに興味や関心をもってもらえるイベントを

実施します。 
▶▶▶ 参加者アンケートで満足度９０％以上を

めざします。 

  
  ⑤ 南区史跡散策路マップのリニューアル   

（地域力推進室） 

    区内の歴史や文化を肌で感じながら散策を楽

しんでもらうため、区内史跡の紹介及び散策コー

スを掲載した「史跡散策路マップ」をリニューアル

作成します。 
併せて、南区公式ウェブサイトなどによる情報

発信を行います。 
▶▶▶ 史跡散策路の認知度向上をめざします。   

  ⑥ 公園の利活用の推進 

（南土木事務所） 

    公園を心から楽しんでご利用いただけるよう、

地域と協働して、公園の特性に応じた利活用を

推進し、公園の魅力向上につなげていきます。 
▶▶▶ 関係する地域との事業を確実に継続して

いきます。   
こども職人工房 

南区史跡散策路マップ 

地域イベント 

拡充 
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  ① ミオーを活かした区の PR     

 （企画経理室） 

    ミオーの地域イベントなどへの参加や、「ミオー

のうた」、「ミオーダンス」の地域での積極的な活

用を促進します。 
▶▶▶ 月平均４回以上ミオーが地域イベントな

どに参加します。   
  ② ミオーの演奏会の開催    

（企画経理室） 

    みなみシニア吹奏楽団によるミニコンサート「ミ

オーの演奏会」を開催し、吹奏楽によるミオーの

うたなどの演奏を行います。 
▶▶▶ 来場者数のべ１００人以上をめざします。 

  
  ③ 区の花ひまわり事業    

（企画経理室・地域力推進室・南土木事務所） 

    ＜ひまわりいっぱい大作戦＞  区内の保育園児が、笠寺公園に設置したひま
わり畑で種まきを体験するほか、新小学一年生

や各種イベントの参加者などに種を配布し、各所

で花を咲かせてもらいます。  
＜ひまわりがあふれる区役所づくり＞  より親しみやすい区役所となるよう、区役所庁
舎のまわりをひまわりの花でいっぱいにします。 
▶▶▶ 参加保育園から「よかった」の声をもら

います。 

  
南区イメージキャラクターＭｉｏｏ（ミオー）や南区

がっく玉、南区の花ひまわりなどを活用して、区のイメ

ージアップや積極的な情報発信をすすめます。 

 

２．花と笑顔であふれるまちづくり 

ミオーのうた「笑顔・心・夢をつないでＭｉｏｏ」 

新規 

拡充 
区のひまわり事業 

区役所東側通路 



基本目標Ⅱ 魅力にあふれ、笑顔輝くまちづくり     
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  ④ 学区の花事業「学区に花を咲かせよう」 

 （地域力推進室） 

    各学区での自主的・持続的な植栽活動を根

付かせるため、種および肥料などの購入費用を

助成します。 
▶▶▶ １５団体以上の参加をめざします。 
 

  
  ⑤ SNSによるミオーの魅力発信    

（企画経理室） 

    「ミオーのＦａｃｅｂｏｏｋ」をとおして、ミオーが参

加するイベントを中心に紹介するとともに、「みな

みサポーター」を募集し、ＳＮＳや口コミによりミオ

ーの活動や南区の魅力を広めてもらいます。 
▶▶▶ 毎月４回以上、ミオーのＦａｃｅｂｏｏｋで

情報発信を行います。   
  ⑥ 全国南区連携事業   

（企画経理室） 

    全国の政令指定都市で最も多い区名である

南区（名古屋市を含め１３都市）が連携して、各

南区の魅力を全国へ発信するとともに、各都市

の取り組みについて情報交換を行います。 
▶▶▶ 区民まつりにＰＲブースを出展し、来場

者数７５０人以上をめざします。 

 

  
３．だれもが快適に暮らせるまちづくり 

学区の花事業 

区民まつり南区連携ブース 

南区制１００周年記念事業の一環と

して始まった「『学区の花』いっぱい

運動」。現在では、多くの学区で独自

に「学区の花」の植栽活動を行ってい

ただいています。 
 

※右のキャラクターは「がっく玉」

です。ミオーの友だちで、南区 18

学区にひとりずつ住みついている

「苔玉（こけだま）」たち。頭の上

には、「学区の花」がいつもきれい

に咲いています。 

みなみサポーター 

ミオーの Facebook 
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  ① 子育て家庭のつながりづくり    
 （民生子ども課・保健予防課）   

  ＜わくわく子育てまつりの開催＞ 
たくさんの子育て中の親子が集まり、思い出づ

くりや子育てに関する様々な情報交換、子育て

相談ができるよう、認定こども園や保育所、幼稚

園、主任児童委員などと連携して「わくわく子育

てまつり」を開催します。 
＜出張子育てサロンみつばちでの子育て支援講座の開催＞

南区子育て支援ネットワーク連絡会が毎月開

催する出張子育てサロンみつばちの中で、子ど

もとの接し方やあそび方などを学ぶ子育て支援

講座を実施します。 
＜地域子育てサロンへの支援＞ 
主任児童委員が中心となって運営する２０の

地域子育てサロンの魅力向上と、サロンに参加

するきっかけづくりのため、子育て支援関係の講

師を地域子育てサロンに派遣します。 
▶▶▶ わくわく子育てまつりへの参加者８００

人以上をめざします。   

  ② 妊娠中からの子育て支援   
（保健予防課）   

  子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援

センター）において、母子健康手帳を交付する

際、保健師等が面接や相談を行い、妊娠初期か

ら子育て期まで継続して子育て世代への支援を

行います。 
また、妊娠・出産期サポーターが、妊娠中の相

談に応じます。 
▶▶▶ すべての妊娠届を出された方に面接を行

います。   

 基本目標 
Ⅲ 重点事項 

未来を担う子どもたちが健やかに育つ環境づくりのた

め、区役所、保健センター、その他の関係機関が協働して、

すべての子ども・子育て家庭を支援します。 
１．子どもたちがのびのびと育つまちづくり 

拡充 
わくわく子育てまつり 
出張子育てサロンみつばち 



基本目標Ⅲ だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 
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  ③ 子育て相談や子育て教室の開催    （保健予防課）   

 

 

 育児に不安のある母親を対象とした相談日

「安心ママ」や「発達障害児を持つ親のつど

い」など、様々なニーズに沿った子育て教室

を開催します。 

▶▶▶ 参加者アンケートで満足度９０％以上を

めざします。 

  

  ④ 新生児・乳児期の家庭訪問    
（民生子ども課・保健予防課）   

  生後４か月ごろまでの赤ちゃんのいるご家

庭を保健師や助産師が訪問し、赤ちゃんの健

康の確認、母親の心のケアや子育て支援を行

います。 

 また、地域の主任児童委員が生後３か月か

ら７か月までの第１子のいるご家庭を訪問

し、地域と子育て家庭をつなぐ取り組みを行

います。 

▶▶▶ 赤ちゃんがいるすべての世帯へ専門職の

家庭訪問を行います。 

  

  ⑤ 子育て困難世帯への対応と支援   
（民生子ども課・保健予防課）   

  支援が必要な子どもたちが、信頼できる人

との関わりを実感し、自己肯定感を身につけ

るイベント「ミオーの夏休み」を、南児童館

とともに開催するほか、児童相談所やなごや

子ども応援委員会などと連携して、児童虐待

の早期発見や防止、子育て困難世帯への支援

に取り組みます。 

▶▶▶ ミオーの夏休みの参加者数のべ３０人以

上をめざします。 

  

  ⑥ 待機児童ゼロをめざして 
（民生子ども課）   

  保育案内人が地域子育てサロンなどを訪問

し、参加者からの質問や相談等に応じるほか、

区内の保育施設の情報を掲載した案内ファイ

ルを作成・更新し、保育を希望する方へきめ

細やかな対応をします。 

▶▶▶ 保育案内人の訪問回数２０回以上をめざ

します。 

  

赤ちゃん訪問 
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  ① 地域包括ケアシステムの普及啓発  
 （福祉課・保健予防課）   

  地域の皆さんに地域包括ケアシステムについ

て広く知っていただくため、普及啓発イベント「み

なみシニア大集合！」を開催するとともに、南区

公式ウェブサイトなどによる情報発信を行い、地

域で高齢者に関わり、支える人を増やします。 
▶▶▶ みなみシニア大集合！の参加者数５００

人以上をめざします。   

  ② 高齢者の孤立防止  
（福祉課・保健予防課）   

  ＜高齢者を見守る地域づくり＞ 
民生委員などの関係団体と連携し、見守りを

強化するほか、大同大学と共同制作した「南区

見守り活動促進映像」や「高齢者見守りガイド」を

活用して、世代を超えてだれもが高齢者を見守

る地域づくりをすすめます。 
＜マフラー贈呈式の開催＞ 
葵ライオンズクラブ寄附の生地で、桜台高等

学校の生徒が手作りしたマフラーをひとり暮らし

高齢者に贈呈します。 
▶▶▶ 見守り活動促進映像を１０か所以上で放

映します。また、１００人以上のひとり

暮らし高齢者へのマフラー贈呈をめざし

ます。   

  

重点事項 
地域の皆さんや福祉関係団体と協働して、障害のある

方も安心して暮らすことができるよう、地域における支

えあいのまちづくりをすすめます。  また、介護・医療・住まい・生活支援・介護予防に関す
る支援を一体的に提供する「地域包括ケア」の推進をすす

め、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮ら

せるまちづくりをすすめます。 ２．人にやさしい健康と福祉のまちづくり 
拡充 

みなみシニア大集合！ 
見守り活動促進映像の撮影風景 
マフラー贈呈式 



基本目標Ⅲ だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 
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地域包括ケアシステムとは 

誰もが、年をとってもいつまでも元気

でいたい…、できる限り住み慣れた自宅

で、自分らしく暮らしたいと思っていま

す。しかし、医療や介護の問題であった

り、認知症になってしまったりして、入院

や施設入所を迫られる場合もあります。

今後、高齢者がどんどん増え、入れる病院

や施設は限られていきます。 

今後は、高齢者への支援の充実と社会

基盤の整備をすすめ、支援が必要な状態 

 

になっても住み慣れた地域で安心して生

活できる仕組みが求められており、それ

が「地域包括ケアシステム」です。 

 

具体的には、概ね３０分以内の日常生

活圏域で「医療・介護・住まい・介護予防・

生活支援」と「認知症対策」の各サービス

が一体的に提供され、高齢者や認知症の

方を地域で支えあう仕組みのことをいい

ます。 
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    ③ 認知症になっても大丈夫なまちづくり 
（福祉課・保健予防課）   

  認知症の方やご家族が地域で安心して暮らせ

るように、自動車運転やはいかいなどの困りごと

への対策を検討します。 
また、「認知症サポーター」や「はいかい高齢

者おかえり支援サポーター」を増やし、地域で見

守る体制づくりをすすめます。 
▶▶▶ すべての区役所職員が認知症サポーター

になります。   

  ④ 在宅医療と介護の連携強化 
 （福祉課・保健予防課）   

  在宅医療・介護の普及啓発やそれらを支える

医師・看護師・介護職など、多職種の情報共有と

連携を強化し、高齢者が在宅医療や介護につい

て、理解を深め、安心して暮らせるよう支援します。 
▶▶▶ 区民向け講演会の参加者数２００人以上

をめざします。   

  ⑤ 介護予防の推進     
（福祉課・保健予防課）   

  南区の介護予防に関わる関係機関で南区の

介護予防ができる場所や人材などの情報を共有

し、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の助

言を受けながら、自ら主体的に介護予防に取り

組む自主グループの立ち上げを支援します。 
▶▶▶ ３つ以上の自主グループの立ち上げをめ

ざします。   

  ⑥ 「スマイル体操みなみ」の普及   
（保健予防課）   

  南区独自の介護予防体操「スマイル体操みな

み」の普及を図るため、区民グループ「レッツ☆ス

マイル隊」や保健師が、高齢者サロンなどを訪問

し、高齢者の運動習慣づくりを支援します。 
▶▶▶ 新たな自主グループの設立をめざします。   

はいかい高齢者おかえり支援 
事業模擬訓練 

レッツ☆スマイル隊 
 

身体障害者 南区 5,973人 全市 78,546人 

愛護（知的） 南区 1,265人 全市 17,187人 

精神 南区 1,748人 全市 24,117人 

障害の手帳の所持者数  

平成 30年３月３１日現在 



基本目標Ⅲ だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 
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  ⑦ 高齢者の生活支援の充実    

（福祉課・保健予防課）   

  南区社会福祉協議会と協働して、高齢者が日

常のちょっとした困りごとを相談しやすい体制づく

りをすすめるとともに、生活を支援する地域の担

い手を増やします。 
▶▶▶ 地域支えあい事業を６学区以上で実施し

ます。   

  ⑧ 元気な高齢者を支援する取り組み 
（福祉課）   

  ＜みなみシニア表彰＞ 
区内で元気に活躍する方を、地域の方から推

薦してもらい、「みなみシニア元気大賞」として表

彰し、広報します。 
＜老人クラブへの支援＞ 
老人クラブの様々な活動を支援することで、 

地域の高齢者の親睦を深め、健康でいきいき暮

らす高齢者を増やします。 
▶▶▶ みなみシニア表彰式及び老人クラブの行

事への参加者数各５００人以上をめざし

ます。   

  ⑨ 障害者差別解消及び障害者虐待防止の取り組み 
（福祉課・保健予防課）   

  障害者差別解消法について、さまざまな機会

をとらえて周知するとともに、障害者差別に関す

る相談に応じ、紛争の防止・解決をすすめます。 
障害者基幹相談支援センターや警察などの

関係機関と連携し、障害者虐待の予防や早期発

見、迅速な対応を行います。 
▶▶▶ 区主催のイベントでの啓発活動を４回以

上行います。   

  ⑩ 地域で支えあうまちづくり    
（福祉課・保健予防課）   

  南区障害者自立支援連絡協議会での協議に

参加し、関係団体と連携して地域の課題に取り

組みます。 
また、障害についての理解を深めるため、ささ

えあいのまちづくり事業イベントや研修会などを

開催します。 
▶▶▶ ささえあいのまちづくり事業イベントの

参加者数２００人以上をめざします。   

外出支援 
みなみシニア表彰 

ニュースポーツ大会 
ささえあいのまちづくり事業 
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  ⑪ 授産製品販売コーナー「ひまわり横丁」の充実 
（福祉課）   

  区役所内に、障害者の作った「授産製品」を

販売する「ひまわり横丁」を設置します。 
また、「ひまわり横丁」に参加する授産施設に

よる販売イベントを区役所以外でも開催します。 
▶▶▶ 区役所以外での販売イベントを２回以上

開催します。   

  ⑫ 精神障害者家族教室の開催  （保健予防課）   

  精神的な疾患を持つ方の家族が悩みを相談

したり、情報交換する場となる「家族教室」を開催

します。精神保健福祉相談員や保健センター嘱

託医のほか、精神障害者の家族の方の集まりで

ある「みなみ家族会」の方も参加します。 
▶▶▶ 家族教室を１１回以上開催します。   

  ⑬ 地域福祉活動計画への協力 
（民生子ども課・福祉課・保健予防課）   

  障害のある方や高齢者、児童などを丸ごと支

えるまちづくりのため、南区社会福祉協議会が策

定した第３次地域福祉活動計画「ひまわりプラン

３」のワーキンググループに職員が参加し、計画

推進に協力します。 
▶▶▶ 地域福祉活動計画会議で地域住民の方の

生の声を聴き、まちづくりを考えます。   

ひまわり横丁の様子 
ひまわり横丁 

「ひまわり横丁」は南区役所の 1階ロビーにお

いて、障害のある方たちが作られた「授産製品」

を障害のある方たちが販売するコーナーです。 

ニコニコハウス鶴里 パン・しぼり製品等 
毎週月・金曜日 

11時 45分～13時 

はっぴーらんど 水引アクセサリー・雑貨等  
毎 週 火 曜 日 

11時～13時 30分 

ぼーたん 焼き菓子・ジャム等 
隔 週 水 曜 日 

正午~14時 30分 

るっくコーポレーション 縫製品・古本等 
毎 週 木 曜 日 

10時～14時 30分 

to-be 刺し子製品・さをり製品等 
隔 週 木 曜 日 

正 午 ～ 1 4 時 

※販売日は変更する場合があります。 

平成 30年３月３１日現在 

地域福祉推進協議会への研修 



基本目標Ⅲ だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 
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  ① 生涯スポーツの推進     
 （地域力推進室）   

  市民スポーツ祭や各種スポーツイベントへの

参加・応援をとおして、スポーツへの関心を高

め、健康づくりや地域づくりの活性化につなげる

ため、応援グッズ等の充実をすすめます。 
▶▶▶ スポーツイベントの参加者数のべ    ３，３００人以上をめざします。   

  ② 文化芸術活動の推進    
（地域力推進室）   

  文化や芸術に親しむ機会を提供するため、い

け花展、趣味の園芸展、美術展などの各種文化

芸術イベントを開催します。 
▶▶▶ 文化芸術イベントの参加者数のべ    １，２００人以上をめざします。   

          

区民の皆さんの文化活動や生涯学習の機会の充実をすすめま

す。 
また、気軽にスポーツを楽しめるまちづくりをすすめます。 ３．  

学区対抗女性ソフトボール大会 
南区民美術展 
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       ① 接遇の向上と快適な窓口・庁舎環境の整備 
（全課） 

    ＜接遇の向上＞ 
外部講師を招いた接遇研修などを通じて、わ

かりやすい案内と明るく的確な応対を行うよう努

め、お客様の満足度の向上をすすめます。  
＜快適な窓口・庁舎環境の整備＞ 
繁忙期の区役所窓口を快適にご利用いただく

ために、南区公式ウェブサイトへ新たに「市民課

窓口混雑予測カレンダー」を掲載するなど、お客

様目線での情報発信や庁舎環境づくりをすすめ

ます。 
▶▶▶ 窓口アンケートで満足度９５％以上をめ

ざします。     ② フロアサービスの充実    
（総務課・市民課・福祉課・保険年金課）     ＜フロアサービス員の配置＞ 

お客様が迷わず円滑に手続を行えるよう、情

報コーナー（市民課窓口）と保険年金課窓口に

フロアサービス員を配置します。  
＜福祉コンシェルジュの配置＞ 
福祉関係窓口や制度などを案内する福祉コン

シェルジュ（福祉制度案内嘱託員）を配置します。 
▶▶▶ フロアサービス員の案内対応件数２３０

件／日以上をめざします。   
 基本目標 
Ⅳ  明るくさわやかで親切な応対ができるよう、よりいっ

そうの接遇向上をすすめます。  また、わかりやすく的確な応対に努め、快適な窓口環境
の整備に取り組みます。  １．区役所サービスのよりいっそうの向上 

区役所地下駐車場「空車案内モニター」 



基本目標Ⅳ 区民に信頼され親しまれる区役所づくり     
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          ① ひまわり会議（区民会議）の開催 
 （企画経理室）     「ひまわり会議」を開催し、南区の重要な課題

などに関してご意見をお聴きし、区民の皆さんの

区政への参画をすすめます。 
▶▶▶ ひまわり会議を２回以上開催します。     ② 区民アンケートの実施    

（企画経理室）     １８歳以上の区民を対象とした区民アンケート

の実施により、南区の課題や取り組みに対する

区民の考えや意見を把握し、今後の区政運営に

活かしていきます。 
▶▶▶ アンケートの回収率４５％以上をめざし

ます。     ③ 学区担当制の実施      
（企画経理室）     すべての学区に学区担当職員を配置し、学区

の活動に参加することによって、地域の皆さんと

の連携を深めるとともに、地域の声の把握をすす

めます。 
▶▶▶ 平均年６回以上、地域の行事に参加します。   

よりよい区政運営のため、区民の皆さんのご意見をいた

だく機会の充実に努めるとともに、区役所や関係機関の情

報を多様な媒体によって、積極的に発信していきます。 ２．広報・広聴機能の充実 重点事項 

ひまわり会議（区民会議） 



基本目標Ⅳ 区民に信頼され親しまれる区役所づくり     
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   10  
  ① 区役所かいぜんの実施     

 （企画経理室）     区役所職員から「かいぜんプロジェクトチーム

（ＰＴ）」のメンバーを募集し、担当部署の業務の

垣根を越えて、区役所の「かいぜん」に取り組み

ます。 
▶▶▶ かいぜんによりお客様の利便性を向上さ

せます。     ② みなみカップの開催（業務改善への取り組み） 
（総務課）     区民の皆さんからいただいたご意見や職員の

アイディアをもとにＰＤＣＡサイクルによる業務改

善に取り組み、その成果を発表する庁内発表会

「みなみカップ」を開催します。 
▶▶▶ 南区役所の全課室が業務改善に取り組み

ます。     ③ 情報の適正な管理と保護  
（全課）     区民の皆さんの大切な個人情報を適正に管

理し、書類の誤交付等による個人情報の漏えい

を防止するため、徹底した取り組みをすすめます。 
▶▶▶ 個人情報の漏えいを発生させません。   

継続的に事務改善をすすめ、職員の意識改革を図り、効

率的な区政運営を行います。 
また、個人情報保護を徹底し、信頼される区役所をめざ

します。  ３．効率的な区政運営と法令遵守の徹底 
検討会の様子 
みなみカップ 



 

 25 

  

 

 

 

 

◆ 自主的・主体的な区政運営 

区 分 主 な 事 業 予算額 

安心・安全で快適な 

    まちづくり 

南区地域防災マップ地震編の作成 

地域の自主防犯活動の支援と犯罪抑止力の強化 

ミオーと連携した反射材利用促進事業 

909千円 

魅力にあふれ、 

笑顔輝くまちづくり 

南区区民まつり 

こども職人工房 

ミオーを活かした区のＰＲ 

6,292千円 

だれもがいきいきと 

  健康に暮らせる 

    まちづくり 

子育て家庭のつながりづくり 

スマイル体操みなみの普及 

地域で支えあうまちづくり 

1,175千円 

区民に信頼され 

  親しまれる 

   区役所づくり 

接遇の向上と快適な窓口・庁舎環境の整備 

区民アンケートの実施 
843千円 

そ の 他 区政運営方針の策定 573千円 

合     計 9,792千円 

 

◆ 区まちづくり基金 

 

いただいた寄附金を積み立

て、区民の皆さんや区にゆ

かりのある方の、区のまち

づくりへの想いを活かすた

めの基金です。 

区 分 金 額 

平成 29年度末残高 9,419千円 

 

 

◆ 区の特性に応じたまちづくり事業 

 

ひまわり会議でのご意見を

踏まえ、区まちづくり基金

等を活用して、南区の特性

に応じたまちづくりを行い

ます。 

事 業 名 予算額 

地域の防災用資機材の整備 4,500千円 

災害の記憶を未来へつなぐプロジェクト 1,500千円 

 

  

平成３０年度の予算・基金の概要 

 
基本目標 

Ⅰ 

 
基本目標 

Ⅱ 

 
基本目標 

Ⅲ 

 
基本目標 

Ⅳ 
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平成 29 年度も、区民の皆さんの

意見を取り入れたまちづくりを進

めるため、「南区区民アンケート」

を行いました。 

 調査対象 18歳以上の南区民 1,000人 

     （住民基本台帳より無作為抽出） 

調査期間 平成 29年 7月 27日～8月 10日 

回 答 数 352人（回答率 35.2％） 
 

 

■それぞれの取り組みについて、どのように感じますか。（単位:％） 

 （Ａ）力を入れる必要性を感じる。 

 （Ｂ）どちらかといえば力を入れる必要性を感じる。 

 （Ｃ）どちらともいえない。 

 

災害に強いまちづくり 区の特色を活かしたまちづくり 

 

 

 

 

 

 

子どもたちがのびのびと育つまちづくり 人にやさしい健康と福祉のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

広報・広聴機能の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

■日常生活で特に課題だと感じ

ているものは何ですか。 

（単位:％） 

区民アンケートの結果 

6.5

17.1

69.6
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（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）
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25.3
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62.2
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交通安全

治安の向上

災害対策
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沿 革 

 

明治 ４１年 ４月 １日 
区制施行により、東・西・南・中区の 4区が設置される 

南区役所を現在の熱田区中瀬町に設置 

昭和 １２年１０月 １日 
10区制施行（新たに千種・中村・昭和・熱田・中川・港区を増区） 

旧南区は熱田・中川・港・昭和区と新たな南区に分割される 

昭和 ２３年 ３月 ６日 南区役所が千竃通二丁目 12番地に完成 

昭和 ３３年１０月 ２日 南区役所が現在地（前浜通３丁目１０番地）へ移転 

昭和 ３４年 ９月２６日 台風１５号（伊勢湾台風）来襲 

平成 １２年 ２月２８日 南区役所新庁舎開設 

平成 ２０年 ４月 １日 区制１００周年  
区のシンボルマーク 区の花「ヒマワリ」 

 

「荘子」の図南鵬翼の意にちな

み、ミナミの「ミ」を、調和・団結・

発展の３本の白線が未来に向

け飛翔する姿で表しました。 

 地色は南を表す朱雀と区民の

情熱を意味する真紅でデザイン

されています。 

 ヒマワリの属名ヘリアンツスは、

太陽の花という意味を持ち、太

陽をイメージさせる南区の花に

ふさわしいということで、８種類

の候補の花から、区民の皆さん

の応募により選ばれました。 

区の木「クスノキ（楠）」 区のイメージキャラクター「Mioo（ミオー）」 

 
文字どおり「南」区の「木」であ

り、区内の神社や寺院にも数多

く植えられています。 

村上社の楠（市の天然記念物）

をはじめ、名木・古木があちこち

に見られます。 

 
南区制 100周年（平成 20年）記

念事業のキャラクターとして登

場、現在は南区のイメージキャ

ラクターとして活躍中です。好奇

心いっぱいの「お花の妖精の子

ども」、瞳は南区のシンボルマー

クになっています。  
区の面積・人口（平成 30年 4月 1日現在 公簿人口による） 

指  標 南  区 名古屋市   

面  積 18.46ｋ㎡ 326.45ｋ㎡   

世 帯 数 66,937世帯 1,101,743世帯   

人  口 137,092人 2,282,748人   

15歳未満人口 
15,008人 

（区人口の 10.9％） 
287,170人 

（市人口の 12.6％） 
  

65歳以上人口 
40,243人 

（区人口の 29.4％） 
562,578人 

（市人口の 24.6％） 
  

区の生活環境指標等（平成 29年度 生活環境指標等による） 

指  標 数  値 指  標 数  値 

人 口 密 度 73.9人／ha 小 学 校 児 童 数 * 5,860人 

ひと り暮ら し高齢者 *      7,451人 高齢者のみ世帯数 * 2,020世帯 

外 国 人 人 口 比 率 3.1％ 生 活 保 護 率 * 4.1％ 

持 ち 家 比 率 53.8％ 町内会推計加入率  76.3％ 

子 ど も 会 会 員 数 *      6,438人 老 人 ク ラ ブ 会 員 数 * 4,120人 

 ＊の数値は平成 30年 4月１日現在の各担当部署での最新の集計数字です。  
南区のプロフィール 
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南警察署  

🏠 寺部通２丁目２０  
☎ ８２２－０１１０ 

 

南区社会福祉協議会 🏠 前浜通３丁目１０  

☎ ８２３－２０３５ 

南警察署では、「安心」して暮らせる「安全」な南区の確立

を目指し、①侵入盗、自動車盗、自転車盗の被害防止と検

挙②オレオレ詐欺、架空請求詐欺をはじめとした特殊詐欺の

被害防止③交通死亡事故の抑止を中心に積極的な活動を

推進します。 

 

 

 

 南区社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らせる住民主

体の福祉のまちづくりをめざし、地域福祉推進協議会・ふれあ

い給食サービス事業等の支援、ボランティア活動の支援、サ

ロン活動の支援、福祉教育の推進、さわやかウォークの開催

等、地域福祉・在宅福祉をすすめています。また、福祉会館・

児童館を管理運営しています。 

 

 

 

 

 

     

南消防署 🏠 桜本町２４ 

☎ ８２５－０１１９ 

 

南土木事務所 🏠 荒浜町５丁目１０－１ 

☎ ６１２－３２１１ 

南消防署では、区民の安全を守り、区民とともに地域の災

害対応能力の向上を図る活動をしています。 

 １ 火災、救急などの災害から区民を守ります。 

 ２ 事業所の火災予防対策を推進します。 

 ３ 防災安心まちづくり運動による「防火防災対策の推進」

「自主防災組織の充実強化」「自助力向上の促進」を行

います。 

 

    

 

 土木事務所では、道路・公園・河川の施設について、日常

パトロールによる施設異常の早期発見早期補修により地域の

安心安全の確保に努めます。また、地域の皆さまとの活発な

意見交換を行い、地域の魅力の発掘や協働作業を推進して

まいります。 

     

日本ガイシスポーツプラザ 🏠 東又兵ヱ町５丁目１-１６ 

☎ ６１４－３１１１ 

 

南図書館 🏠 千竃通２丁目１０－２ 

☎ ８２１－１７３２ 

日本ガイシスポーツプラザは市の総合体育館として、大規

模イベントが開催される一方、南区のスポーツセンターとして

の役割も担っています。温水プール・トレーニング室などで気

軽に運動をお楽しみください。また一年を通してスポーツ教

室・文化教室も数多く開催しています。 

 南図書館は、本を始めＣＤ・ＤＶＤ・紙芝居などさまざまな資

料の貸出やおはなし会などいろいろな行事を開催し、皆さまに

親しまれ役立つ図書館をめざしています。また、伊勢湾台風

資料室を併設し、当時の貴重な写真や資料を保存するととも

に、伊勢湾台風関連パネルの常設展示を行っています。 

     

南環境事業所 🏠 元塩町６丁目８－６ 

☎ ６１４－６２２０ 

 

見晴台考古資料館 🏠 見晴町４７ 

☎ ８２３－３２００ 

○家庭のごみ・資源の収集 ○ごみ・資源の排出指導 

○不法投棄防止パトロール ○自己搬入ごみの受付 

○小学校への環境学習講座などの事業を行い、ごみの減量 

や資源化の推進に努めています。   見晴台考古資料館は、笠寺公園にある考古学専門の博

物館です。公園一帯に残っている見晴台遺跡を中心に、市

内の遺跡について紹介しています。館内では、見晴台遺跡か

ら見つかった弥生土器などを展示しています。郷土学習を通

じ、歴史あるこの地域の魅力を伝えています。 

  

ジィジョ 

(「防災・減災」啓発キャラクター) 

 

どりょくん 検索 どりょくんのオリジナル PR

ソング 『ぼくどりょくん！』

公開中です。 

維持作業車両 地域との協働 

（愛護会交流会） 

シャチのジュンちゃん 
（資源循環型社会をめざす 

マスコットキャラクター） 

 

南区内の公所などの取り組み 
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今年度の区政運営方針の重点事項である下記の事項にも積極的に取り組んでいます。 
Ⅰ安心・安全で快適なまちづくり Ⅲだれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 
自助力向上促進事業の強化（随時） 【南消防署】 

自主防災組織の防災訓練の実施支援（随時） 【南消防署】 

伊勢湾台風常設パネル展示（通年） 【南図書館】 

防災関連図書のテーマ展示（9～10月頃） 【南図書館】 

交通局水防訓練（6月上旬） 【交通局】 

交通局防災訓練（８月下旬） 【交通局】 

スポーツ教室の開催（通年） 【日本ガイシスポーツプラザ】 

文化教室の開催（通年） 【日本ガイシスポーツプラザ】 

南区わくわく子育てまつりの共催（６月 9日）【日本ガイシスポーツプラザ】  

絵本の読み聞かせ・おはなし会・学校でのブックトーク 【南図書館】  

認知症関連資料の充実 【南図書館】 

関連部署と連携した企画展示（時期未定） 【南図書館】 

みなみシニア吹奏楽団（通年） 【南文化小劇場】 

Ⅱ魅力にあふれ笑顔輝くまちづくり 

展示ケースの開放（通年） 【南図書館】                    常設展・企画展（通年） 【見晴台考古資料館】 

地域資料の収集及び配架（通年） 【南図書館】               区民まつりへの出店（11月） 【見晴台考古資料館】 

「みなびィ」ふれあいまつりの開催（10月頃）【南生涯学習センター】 

   

上下水道局港営業所 
🏠 港区港明一丁目１０－１３  

☎ ６６１－５２２６ 

 

交通局桜通線桜本町駅 
🏠 桜台一丁目１０１番地先 

☎ ８２５－１２５５ 

港営業所は「南区」と「港区」を担当しています。水道の取

付工事や料金に関する業務のほか、地震等の災害に備え飲

料水の備蓄を呼びかけたり、地下式給水栓の操作訓練等の

防災意識の啓発活動を行っています。 

平成３０年３月末日をも

って、南サービスステーシ

ョンでの営業を終了いたし

ました。 
交通局桜通線鶴里駅 🏠鯛取通３丁目１８番地の２先 

☎ ８２５－１２７７ 

南区内にある、「桜本町駅」は南区南部へのバスへ乗り換え

るお客さま、「鶴里駅」は桜台高等学校の生徒さんを中心とす

るお客さまにご利用いただいておりま

す。 

名古屋市営地下鉄は、安全を第一

に、安心・快適でより便利な交通サー

ビスを提供します。お客さまに愛される

地下鉄を目指しています。 

     

上下水道局山崎水処理センター 
🏠 忠次二丁目３－９６ 

☎ ６９１－３９９２ 

 

交通局鳴尾営業所 🏠 上浜町４０ 

☎ ６１１－２３５５ 
上下水道局柴田水処理センター 

🏠 元柴田西町２－４０ 

☎ ６１１－３４４３ 

 南区等市内南部の地域内や都心部、地下鉄駅などへの移

動手段として市バスを運行しています。 

安全、安心、快適な運行サービスをご提供いたしますので、

お出かけには市バスをご利用ください。       
 

 

○南区には 2 か所の水処理センターのほか、山崎川、天白

川沿いのポンプ所などがあります。 

○水処理センターでは、快適な暮らしと美しい水環境のため

に、昼夜を問わず流れ込む下

水をきれいな水にして川に放流

しています。ポンプ所では大雨

から街を守るために雨水を川に

排水します。 

     

南文化小劇場 
🏠 千竃通２丁目１０－２ 

☎ ８２３－６５１１ 

 

南生涯学習センター 🏠 東又兵ヱ町 5丁目 1－10 

☎ ６１３－１３１０ 
南図書館の上にある３９４席のホールと練習室です。 

平成３０年４月から平成３１年３月１５日までは、天井脱落

対策工事のため施設の貸

し出しを休止します。 

期間中、ご不便をおかけ

しますが、ご理解とご協力

をお願いします。 

南区の生涯学習の拠点として主催講座やセンター事業を通

して学習機会の提供を行っています。また、区役所及び地域

等との連携を図りつつ地域の生涯学習施設として利用者の皆

さまが親しみをもって利用できる施設の管理運営に努めていき

ます。 

ハッチー  

（交通局マスコットキャラクター） 
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消 防 団  

消防団は、火災や地震、風水害などから地域を守るために、火災

現場での活動、自主防災訓練における住民への指導、火災予防の

運動などを行っている組織です。団長は市長から、団員は団長から

任命されており、地域を守りたいという有志により成り立っています。 

【主な活動】 

・災害現場での消火、救助、応急手当及び支援など 

・地域での火災予防運動、防災啓発活動及び応急手当指導など 

・各種訓練や地域の行事への参加など 

南区内の消防団員数：383人 

担 当：お住まい又は勤務地、在学地近くの消防署 

 

南土木事務所 

南保健ｾﾝﾀｰ 

南文化小劇場 

南図書館 

南児童館 

南生涯学習 

センター 

上下水道局 

山崎水処理 

センター 

日本ｶﾞｲｼ 

ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

上下水道局 

柴田水処理 

センター 

桜本町駅 

鶴里駅 

南環境事業所 

交通局 

鳴尾営業所 

南消防署 

南区社会福祉協議会 

南警察署 

南区役所 

見晴台考古資料館 

笠寺福祉会館 



 32 

                                          

   

区政協力委員 民生委員・児童委員 保健環境委員 
 

市政や区政に関わる情報を地

域の皆さんに伝えたり、地域の

皆さんの意見を市や区に届け

たりすることにより、市や区と地

域の皆さんの連携を強め、市政

や区政への皆さんの積極的な

参加を促すことを目的として、

市長から委嘱されています。 

 

地域の皆さんの立場に立って相

談に応じたり、必要な援助を行う

ことによって、地域の社会福祉の

増進を図ることを目的に、厚生

労働大臣から委嘱されていま

す。民生委員は児童委員を兼

ね、主任児童委員は地域の子ど

もたちを見守り、子育ての不安や

妊娠中の心配ごとなどの相談や

支援を行っています。 

 

地域の公衆衛生活動のリーダー

として、介護予防・健康づくり事

業や害虫駆除講習会などの保

健センターの事業や、ゴミの分

別指導などの環境事業所の業

務への援助や協力を行うことを

目的として、市長から委嘱され

ています。 

南区内の委員数 363人 
担当 地域力推進室 

南区内の委員数 
民生委員・児童委員 270人 
主任児童委員       38人 

担当 民生子ども課 

南区内の委員数 546人 
担当 保健センター・環境事業所 

   

女性会 スポーツ推進委員 子ども会 
 

地域の女性による自主的な組

織です。「地域の世話やきおば

さん」活動など、地域の子育て

支援や人と人との絆を深めるた

めの事業を行っています。 

 

地域におけるスポーツの推進役

として、教育委員会から委嘱さ

れています。地域のスポーツに

関する指導・助言や各種スポー

ツ大会の運営・協力などの活動

をしています。 

 

 

地域の子どもたちと、その指導

者・育成者である大人によって

構成される自主的な組織です。 

ひとりひとりの子どもたちが仲間と

力をあわせて活動することによっ

て、地域の中で成長していくこと

を目的として活動しています。 

南区女性会 
加入団体数 4団体 

担当 地域力推進室 

南区内の委員数 54人 

担当 地域力推進室 

南区内の会員数 
6,438人 （子ども） 

担当 民生子ども課    
老人クラブ 身体障害者・知的障害者相談員  

 

地域の高齢者の皆さんの自

主的な活動組織です。生きが

いと健康づくりのために、仲間

をつくり、地域の中で互いに支

え合い、社会貢献していく活

動をめざしています。  

 

地域において、身体に障害のあ

る人や、知的に障害のある人の

更生援護等に関し、本人または

その保護者等からの相談に応

じ、必要な助言・指導を行うこと

を目的として、市長から委嘱を

受けて活動しています。 

 

南区内の会員数 4,120人 
担当 福祉課 南区内の相談員数 

身体障害者相談員 3人 
知的障害者相談員 5人 

担当 福祉課  

地域には、そこに住む皆さんが自らの手で、地域を安心・安全で、住みやすいまちにして

いくための活動組織や団体があります。（ここにあげたのはそのほんの一例です。） 
南区では、こうした地域の組織や団体と密接に連携し、協働することにより、地域のだれ

もがつながり合い、支え合う、あったかいまちの実現をめざしていきます。 地域を支える活動組織・団体 
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子育て支援ネットワーク連絡会 なごやこどもサポート南区連絡会議 いきいき支援センター 
（地域包括支援センター） 

 

保健センターや幼稚園・保育

園、社会福祉協議会など、区内

の子育てにかかわる機関や団

体が集まって、情報交換しあ

い、それぞれの役割や資源を生

かして、子育てのお手伝いをして

います。 

 

いじめや児童虐待を始めとした

児童福祉に関するさまざまな問

題について情報交換や連絡調

整を行うとともに、個別のケース

について対応策や事例研究など

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の身近な相談窓口です。 

介護予防のケアマネジメントや介

護保険サービスを始めとした各

種の福祉サービスの利用に関す

る相談を受けるほか、高齢者虐

待や権利擁護などの相談、認知

症高齢者を介護する家族への

支援事業などを行っています。 

南区内には北部と南部の2か所

のセンターと北部センターの分

室があります。 

 

北部いきいき支援センター   811-9377 

北部いきいき支援センタ―(分室)  698-7370 

南部いきいき支援センター   819-5050 

構成団体 19団体 

担当 民生子ども課 

構成機関 18機関 

担当 民生子ども課 
担当 福祉課 

   

南区障害者基幹相談支援センター 南区障害者自立支援連絡協議会 南区介護事業所連絡会 
 

障害者の身近な相談窓口です。 

障害者(児)とその家族の方の総

合相談や福祉サービスの利用等

の相談を受けるほか、地域移行

や地域定着支援など、障害者

(児)とその家族の方の地域にお

ける生活を支援し、障害者(児)

の自立と社会参加の促進を図っ

ています。 

本部とサテライトの２か所がありま

す。 

本   部        822-3001 

サテ ラ イ ト      883-9257 

 

区役所、保健センター、障害者

基幹相談支援センター、福祉

サービス事業者や障害者団体

などで構成され、障害のある

方々への地域における相談支

援事業やネットワークづくりを目

的として活動しています。 

厚生労働省令によって、障害

者の相談支援体制を協議する

ことを目的に設置することとなっ

ています。 

 

南区内の介護関係事業所間の

連携や情報交換を行うための連

絡会です。 

介護事業所ガイドブックの作成

なども行っています。  

 

 

 

 

 

 

担当 福祉課・保健予防課 
構成団体 200団体 

担当 福祉課・保健予防課 

構成事業所数 176事業所 

担当 福祉課 

地域の子どもたちの健やかな成長を見守るために… 
高齢者がいきいきと安心して暮らすことができるように… 
障害のある方も地域で支えあい、ともに生活することができるように… 
私たちの地域では、こうした地域福祉のより一層の向上をめざして、 
さまざまな組織・団体が活動しています。（ここではその一部を紹介します。）  
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【南区の位置】 

【学区の位置】 

学区のプロフィール 
南区には 18の小学校区があります。 

旧東海道沿いの歴史あるまち、新田開発で 

生まれたまち、閑静な住宅地、大きな工場 

をかかえるまち、工場の社宅から発展した 

まち…さまざまな顔を持つ南区のまち。 

  ここでは、各学区の概要とともに、それ 

ぞれの学区を担当する学区担当職員が、学 

区の皆さんからお聞きしたお話をもとにし 

て、平成 29年度の各学区の主な取り組み 

や事業についてご紹介します。  
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 面積・人口（平成 30年 4月 1日現在 公簿人口による） 生活環境指標等（平成 29年度 生活環境指標等による） 

＊の数値は、平成 30年 4月 1日現在の各担当部署での最新の集計数字です。 

 明治 伝馬 豊田 道徳 呼続 大磯 桜 菊住 春日野 

面積（㎢ ） 0.981 0.658 1.189 1.035 1.052 0.859 0.701 0.745 0.803 

世帯数（世帯） 5,583 3,767 3,897 4,281 4,991 2,697 3,141 4,301 3,892 

人口（人） 10,406 8,150 8,628 8,798 9,698 5,637 6,671 9,332 8,300 

15歳未満人口（人） 841 839 1,085 963 1,009 659 764 1,332 946 

65歳以上人口（人） 3,592 2,186 2,099 2,725 3,101 1,694 1,941 2,243 2,117 

高齢化率（％） 34.5 26.8 24.3 31.0 32.0 30.1 29.1 24.0 25.5 

人口密度（人/ha） 109.5 121.7 71.6 83.0 91.0 67.1 94.1 119.6 102.5 

ひとり暮らし高齢者数（人）＊ 884 396 346 488 656 286 339 383 349 

外国人人口比率（％） 3.3 3.3 2.3 1.9 1.8 2.1 0.8 1.1 1.4 

持ち家比率（％） 45.4 57.6 58.8 63.4 56.4 57.3 56.7 63.0 57.1 

子ども会会員数（人）＊ 332 430 368 489 504 333 446 278 592 

小学校児童数（人）＊ 361 315 420 416 406 234 302 515 355 

高齢者のみ世帯数（世帯）＊ 195 106 88 149 158 79 113 132 120 

町内会推計加入率（％）＊ 79.7 84.8 94.7 83.9 71.3 78.2 71.6 80.4 74.0 

老人クラブ会員数（人）＊ 329 211 249 297 354 321 - 72 - 

 笠寺 星崎 笠東 大生 宝 宝南 白水 千鳥 柴田 

面積（㎢ ） 1.868 1.993 0.739 1.271 0.891 0.784 1.105 0.766 1.020 

世帯数（世帯） 5,806 2,801 3,457 2,249 4,207 3,798 3,141 2,829 2,099 

人口（人） 11,839 6,186 7,538 4,216 7,818 7,947 6,228 5,703 3,997 

15歳未満人口（人） 1,070 855 978 331 717 935 672 580 432 

65歳以上人口（人） 3,774 1,642 1,781 1,418 2,726 2,407 1,822 1,851 1,124 

高齢化率（％） 31.9 26.5 23.6 33.6 34.9 30.3 29.3 32.5 28.1 

人口密度（人/ha） 64.0 30.5 99.7 33.1 86.0 102.3 55.3 74.1 43.2 

ひとり暮らし高齢者数（人）＊ 564 223 247 255 691 436 342 306 260 

外国人人口比率（％） 1.6 2.6 1.8 3.2 6.8 9.5 3.7 4.8 4.6 

持ち家比率（％） 60.8 65.3 54.7 51.7 27.5 40.1 58.0 53.7 38.0 

子ども会会員数（人）＊ 724 608 427 142 143 108 273 233 2 

小学校児童数（人）＊ 413 344 387 135 292 374 254 212 125 

高齢者のみ世帯数（世帯）＊ 177 79 68 71 125 124 78 101 57 

町内会推計加入率（％）＊ 72.7 73.4 66.2 58.6 79.1 81.3 75.6 75.3 56.1 

老人クラブ会員数（人）＊ 1169 237 - - 245 81 122 286 147 
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明治学区 
学区の花：キキョウ 

伝馬学区 
学区の花：グラジオラス 

 
○【クリーンキャンペーン（6/3）】地域のみなさんと

トワイライトと一緒に楽しく小学校の清掃！ 

○【夏祭り（7/29）】中

学生・高校生と地域の人

が一体となった大人気

の「お化け屋敷」が今年

も再び！ 

○【ふれあい運動会

（10/15）】日本晴れの下

の運動会！町別対抗の

綱引き競技では、つい手に力が入ってしまいます。 

○【もちつき大会（12/16）】昔ながらの杵と臼でのも

ちつき！つきたてのおもちをいっぱいほおばりまし

た。 

○【クリスマス会（12/19）】明治小学校の特別支援学

級と中京病院、地域のみなさんとの心温まるクリスマ

ス会！ 

○【成人の日式典（1/8）】式典後には、恩師を囲んで

の懇親会が開かれ、昔話に花が咲きました。 

 
【防災訓練（5/14）】大声コンテストや防災クイズなど

を取り入れ新しい企画で実施しました。 
 

【クリーンキャンペーン（6/3）】2コースに分かれクリ

ーンウォーキングを実施。途中にある駅や公園などの清

掃を重点的に実施しました。 
 

【盆踊り大会（7/29.30）】伝馬公園において恒例の盆踊

り大会を実施しました。 
 

【ボランティア活動交流会（11/28）】生活支援、日常の

見守り、ふれあいサロン・給食会などのボランティア活

動者による地域支え合い事業について勉強会を実施し

ました。 
 

【コミセン文化祭（2/23-25）】コミセンにて絵画、書道、

手工芸品、写真などの作品を展示し多くの方々の来場を

得ました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
豊田学区 

学区の花：パンジー 
道徳学区 

学区の花：コスモス 
 
【クリーンキャンペーン（6/3）】忠道公園付近の清掃

を行いました。 
 

【盆おどり（7/29.30）】豊田小学校で毎年恒例の夏の

盆おどりを実施しました。 
 

【敬老会（9/18）】豊田小学校で、敬老会を行いました。 
 

【コミセンまつり（12/9.10）】豊田コミセンで、コミ

センまつりを実施しました。 
 

【成人の日記念式典（1/8）】新成人の門出を祝いまし

た。 

  
 

 

  
 

                 

 
【納涼の夕べ（8/2～8/3）】道徳公園で 1週間開催する

夏祭りは道徳学区の風物詩。学区主催の「納涼の夕べ」

では、生活安全のキャンペーンを同時開催しました。 
 

【どまつり「どえりゃ～道徳パレード会場」（8/27）】：

44チームが道徳通一帯で演舞し、沿道の観衆から拍手や

歓声が巻き起こっていました。 
 

【センター祭り（10/29）】各種団体の協力を得て、盛大

に実施しました！ 
 

【節分会（2/3）】道徳観音にお参りし、福豆をまいて厄

払いをするお客様で大賑わい。 
 

 

防災訓練 

文化祭 

コミセンまつり 

クリーンキャンペーン 節分会 

成人式恒例のくす玉割り 

夏祭りの盆踊り 

どえりゃ～道徳パレード会場 
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呼続学区 
学区の花：スイセン 

大磯学区 
学区の花：キキョウ 

 
【納涼盆踊り大会（7/28.29）】熊野三社の境内で行わ

れ、老いも若きも楽しく踊りました。 
 

【そうめん流し大会（8/26）】呼続コミセン開館から続

く行事。年々子供さんが増えて盛況です。 
 

【学区の花スイセン植付（11/13）】呼続公園に、保育

園児（65 名）によってスイセンの球根を植え付けまし

た。 
 

【餅つき大会（12/28）】恒例の餅つき大会。若い方や

子供さんも多数参加していただく事ができ大成功の裡

に終わりました。 
 

【スイセンまつり（2/24）】学区の花スイセンがたくさ

ん咲く呼続公園と呼続コミセンにて楽しいイベントを

行いました。 

 
【盆踊り大会(8/5.6)】恒例の盆踊り大会が大磯小学校

で開催され、多くの参加者が夏の夜を楽しみました。 
 

【敬老会(9/18)】70歳以上の皆さんが南文化小劇場に集

まり、式典～演芸～ビンゴゲームで大盛況のうちに 

終了しました。 
 

【成人式(1/8)】新成人 38名の出席にて式典を行い、恩

師も交えての懐かしい話に花が咲き、大変有意義な成人

式となりました。 
 

 

桜学区 
学区の花：サクラソウ 

桜学区連絡協議会ブログ：http://sakuragakku.blog.fc2.com/  
 

①コミセンに高齢者相談窓口を開設し、生活介護相談を行っています。 

②さくらカフェ、おたっしゃかねサロンで高齢者の茶の間を提供します。 

③高齢者支援やご近所ボラでちょっとしたお手伝いを行っています。 

④民生委員が安否確認やふれあいランチを行っています。 

桜学区連絡協議会を構成する各種団体が協力し合って、地域の「高齢
者福祉」と「子育て支援」「災害対策」を柱に、１年を通して様々な
スポーツ・文化活動による住民交流や、交通安全・生活安全・防災活
動を行っています。（詳しくは上記よりブログに紹介。） 

①学区主任児童委員を中心に運営する子育てサロン「チェリークラブ」、
子育て自主サークル「わんぱくさくラッコ」と、支援する「Sea's club」
が、1歳～3歳の子供とママの交流を進めています。 

②また桜・菊住・春日野 3学区で共同運営する、「るんるんクラブ」に 

より春と秋に３学区の子供とママの交流を行っています。 

 

 

 平成 29年度は昨年度策定した桜学区避難行動計画の検証訓練を
行いました。基本的なルールは以下の通りです。 

桜学区地域支えあい事業（おたっしゃかねプロジェクト）
で実施を決めた活動を推進します。 

スイセン植付 

餅つき大会 

盆踊り大会 

敬老会 

さくらカフェ 

チェリークラブ 

るんるんクラブ 

町内避難訓練 

①町内単位で近隣に一時集合場所を設定し安否確認を行う。 

②家族の無事をタオル掲出により知らせ安否確認を迅速化。 

③被災者救助・在宅・避難所避難の確認を一時集合場所で行う。 

今年度も家庭の防災教室や避難訓練を実施して地域防災力の向上を図ります。 
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菊住学区 
学区の花：キク 

春日野学区 
学区の花：パンジー 

 

5月 21日（日）：菊住コミセンまつり 

6月 23日（金）：菊住学区青少年育成大会 

―講演・演奏会― 

7月 22日（土）：菊住夏まつり（盆踊り） 

8月 26日（日）：ラジオ体操 

9月 10日（日）：高齢者防犯落語会 

10月 14日（土）：ウォーキング大会 

11月 25日（土）：菊住学区駅伝大会 

―大人と子供の絆駅伝― 

1月 8日（月）：菊住学区成人式 
 

  
平成 29年度の新規行事 
  
【自転車安全教室（11/23）】 

自転車の利用に関する市条例が施行されたことに因み、

11月 23日春日野小学校において総勢約 170人の参加に

よる自転車安全教室を開催しました。講習会では、南警

察署員の講話のほか愛知県警察交通安全教育チーム「あ

ゆみ」の皆さんが、グーパー体操や工夫を凝らした交通

クイズなどで和やかに場を盛り上げてくれました。参加

者一同、自転車の安全な乗り方や交通ルールを守る大切

さを学ぶ良い機会となりました。 

笠寺学区 
学区の花：パンジー 

星崎学区 
学区の花：フタバアオイ 

 
【鍬形まつり（5/5）】「伝統文化」の保存と継承をめ

ざし、子どもの健やかな成長を願う、男の子の勇ましい

祭りとして端午の節句に、武将の兜をかたどった「鍬

形」を持って笠寺観音から小学校まで練り歩きました。 
 
【青少年学区民集会（7/9）】子どもたちの健全な育成

を願って、毎年取り組まれています。 

【交通安全推進大会（9/16）】子どもから高齢者まで 400

人以上が参加して、自転車教室や歩行トレーナーなど

を使い学ぶ、実践形式の交通安全教室を実施しました。 
 
【学区福祉芸能フェスティバル（11/12）】世代間交流

の地域福祉行事として、参加者の歌や踊りだけでなく、

小学生の吹奏楽や和太鼓・中学生のジャズ演奏など多

彩な催しと抽選会などを楽しみました。 
 
【サロン開設】地域の親睦や高齢者のふれあい 

をめざして、開設しました。 
 
【花一輪推進運動】 

花を愛でる、育徳すること 

をめざし、行いました。 
 
【高低差地形ウォーキング】 

地域の環境を知るために行いました。 

 

 
【地区防災計画】災害に強いまちづくりに学区をあげて

取り組んでおり、学区全体の防災訓練に加え、町内ごと

の地域密着型自主防災会訓練も行っています。また、学

区のＨＰで防災マップを公開しています。 
 
【防災訓練（8/5）】大規模災害に備えて、避難所の運営

や体育館での就寝体験など、宿泊型の防災訓練を行いま

した。 
 
【敬老会（9/18）】高齢者の方々にお集まりいただき、

様々な余興を楽しんでいただきました。 
 
【成人の日式典（1/9）】48 名の新成人が星崎小学校に

集まり、地域の祝福を受けました。 

 

 

～わたしを 
忘れないで～ パンジーの花言葉 

防犯落語 

ラジオ体操 

敬老会 

地域防災訓練 

鍬形まつり 
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笠東学区 
学区の花：キキョウ 

大生学区 
学区の花：サクラソウ 

 
【クリーンキャンペーン（6/3）】地域のみんなで我が

町をきれいにしようと汗だくでがんばりました。  
 

【盆踊り大会（7/21.22.27.28.29.30）】各町内毎に大

人も子供も楽しみました。友達もできたよ。 
 

【秋祭り（10/8.9）】七所神社を氏神様とする笠東学区

の各町内会が、大人も子供も一緒になり神輿を引いて

伝統ある祭りを楽しみました。伝統を引き継いでいき

たい。  
 

【成人の日式典（1/8）】新成人 66人（男性 32人・女

性 34人）厳粛な式典ができた。親御さん新成人ともど

も喜びにあふれていた。 

 

 

 
【ふれあいセンターまつり（4/16）】 

フラダンスもありました。ミオーも 

来ました。楽しいコミセンまつりでした。 
 
【クリーンキャンペーン（6/18）】 

学区をきれいに！みんなで清掃活動を 

しました。 
 
【盆踊り・夏祭り（8/5、6）】 

大人も子どももみなさん輪に 

なって楽しく盆踊りをしまし 

た。 
 
【敬老会記念式典（9/18）】 

敬老芸能大会も開催され、 

明るく楽しい敬老会でした。 

みなさんいつまでもお元気で！ 
 
【運動会（10/29）】大人も子どもも元気いっぱいな運

動会でした。来賓の方々も参加しました。パン食い競

争！ 
 
【安心・安全まちづくり啓蒙活動（11/26）】炊き出しの

実演と試食で避難所生活の体験をしました。 
 

【成人の日記念式典（1/8）】 

輝かしい新成人のみなさんが、

 学区の方々から祝福され、大 

人への門出をしました。 

宝学区 
学区の花：ベニバナ 

宝南学区 
学区の花：ミヤコワスレ 

 
【生活・交通安全活動】母親交通教室・防犯協会・コミ

ネット宝の団体主導により、地域が一体になって生活・

交通安全活動に取り組んだ。 
 
【健康増進事業】健康増進と地域住民の話し合いの場

として、ふれあいグランドゴルフ、福祉ペタンク、カロ

ーリング競技等を開催した。 
 
【地域防災訓練（7/30）】140名の参加により、避難所

運営訓練を実施した。 
 
【福祉厚生事業】高齢者給食会・子育てサロン・高齢者

世帯へのふれあい訪問等、民生・児童委員により福祉厚

生事業を推進した。 

 
【敬老会(9/18)】和太鼓や民謡などを披露して、７５歳

以上の皆さんの長寿をお祝いしました。 
 
【運動会(10/15)】あいにくの雨天。体育館の中で、むか

で競争や輪投げなどの雨天行事で、汗を流しました。 
 
【コミセンまつり(11/26)】舞踊やカラオケ、ビンゴゲー

ムなどで、会場全体が盛り上がりました。 
 
【成人の日記念式典(1/8)】学区の皆さんや恩師が、新成

人の輝かしい前途を祝福しました。 

 

 

敬老会 

お祭り 

盆踊り 

安心安全啓蒙活動 

防災訓練 

コミセン祭り 

敬老会 

運動会 
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白水学区 
学区の花：マーガレット 

千鳥学区 
学区の花：チドリソウ 

 
【クリーンキャンペーン（6/3）】学区の皆さん総出で、
柴田本通りを中心に一斉清掃活動を実施しました。本
当にお疲れ様でした。 

 
【魚つかみ取り大会（7/30）】 
うなぎやマスなどを一挙に大放流！ 

大漁を目指して、子供たちは鰻と必 

死に格闘していました。 
 
 
【地域ふれあい芸能まつり（10/29）】 

          台風 22号の接近により荒天が 

予想されましたが、何とか開 

催しました。風雨が強まる中 

でしたが、今年も多くの出演 

者、観覧者で会場は熱気に包 

        まれ大賑わいでした。 

 
 
【防災運動会（11/26）】 

南区で初めて開催しました。 

実施まで様々な苦労がありま 

したが、多くの方のご協力も 

あり、終わってみれば大成功 

でした。 

 
【成人の日記念式典（1/8）】はるばる京都から駆けつ
けてくださった方を含め、当時の恩師 3名も出席され、
新成人たちは大感激でした。会場はあっという間に熱
気に包まれました。 

 
【クリーンキャンペーン（6/3）】学区総出で大掃除、街
並みも堤防や公園も、とても美しくなりました。 
 
【盆踊り（7/28）】今年は、海外からの留学生の参加も
あり、大賑わいでした。 
 
【敬老会（9/18）】前日は 

台風で非常配備。当日は学 

区の皆さんによる演芸プロ 

グラムを楽しく観賞して、 

みんなで大いに盛り上がり 

ました。 

 
【宿泊型防災訓練（9/23）】今年は、実際に体育館に宿
泊する防災訓練を行いました。大勢で寝ると、いびきも
聞こえるので早く寝た者勝ち！！ 
 
【体育大会（10/8）】少し汗ばむような天気の中、リレ
ーや借り物競争で大人も子どもも、盛り上がりました。 
 
【成人の日記念式典（1/8）】今年は、区長から直接祝辞
を受けました。旧友と会えて楽しい時間となりました。 

柴田学区 
学区の花：コスモス 

 

 
【交通安全パレード(5/21)、交通安全自転車教室
(11/12)】毎年恒例の交通安全 

パレードを開催し、大同大学の吹 

奏楽団と一緒に学区の北側一帯を 

パレードしました。また、秋には 

母親交通教室や交通指導員の方の 

指導の下、交通安全自転車教室を 

開催するなど、学区をあげて交通 

安全活動に取り組みました。 

 
【クリーンキャンペーン(6/3)】 

町内ごとに道路や側溝などの 

一斉清掃を行い、町美意識を育みました。 

 
【コミセンまつり(6/11)】コミュニティセンター“つど
いの館『和光』”が開館 10年目を迎えることを記念し
て、コミセンまつりを開催しました。もちつき大会など
を行い、学区の皆さんと親睦を深めました。 

 
【敬老会(9/18)】75歳以上の皆さんを対象に、 

長寿をお祝いする敬老会を開催し、踊りや歌の 

舞台発表を楽しんでいただきました。 

 
【ふれあい大運動会(10/1)】町内対抗リ
レーや綱引き、ジャンボ縄跳びの参加な
どを通して、学区の皆さんが世代を超え
て交流し、ふれあいました。 

 
【成人式(1/8)】学区をあげて新成人の門
出をお祝いしました。小学校当時の担任
の先生を迎え、懐かしい話や写真撮影で
盛り上がりました。 

 

芸能まつり 

防災運動会 

交通安全パレード 

敬老会 

体育大会 

自転車教室 
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（注）電話番号 市外局番 ０５２（以下同じ） 

 
(1) 区政部 電話番号 主な業務内容 

総 務 課 

庶務係 823-9311 
住居表示、自動車臨時運行許可、 

区役所講堂など 

防災担当 823-9315 防災 

統計選挙係 823-9317 統計調査、各種選挙など 

企画経理室  企画経理担当 823-9441 
区政運営の企画・総合調整、区民会議、 

区まちづくり基金など 

地域力推進室 

地域力推進係 823-9322 

区政協力委員、安心・安全で快適なまちづくり

協議会、市政区政相談、交通安全・生活安全

市民運動、町を美しくする運動 

生涯学習担当 823-9326 
成人・女性・青少年教育、 

スポーツ・文化活動、青少年対策 

安心・安全で快適なまち

づくりの企画担当 
823-9325 

安心・安全で快適なまちづくりの企画、広報

なごや、広聴集会、区民まつり 

市 民 課 

戸籍係 823-9331 戸籍 

住民記録係 823-9335 
住民票、印鑑登録、就学通知、戸籍の届出、

個人番号カードの交付 

 

(2) 福祉部 電話番号 主な業務内容 

民生子ども課 

民生子ども係 823-9391 
民生委員児童委員、 

児童福祉法による福祉、子ども会など 

子ども家庭支援担当 823-9372 
児童虐待防止、保育施設、 

子育て支援ネットワークづくりなど 

保護係 823-9397 生活保護 

福祉課 

福祉係 823-9411 高齢者福祉、介護保険給付、戦没者遺族会 

介護保険係 823-9415 
要介護認定、介護保険資格、 

保険料賦課・収納 

障害担当 823-9392 
身体障害者・知的障害者福祉、 

障害児福祉 

地域包括ケア推進担当 823-9413 地域包括ケアの推進 

保険年金課 

管理係 823-9346 
国民年金の届出・相談、 

国民健康保険料の納付 

保険係 823-9343 
国民健康保険の届出、各種医療費の助成、 

後期高齢者医療制度窓口 

 

南区役所  所 在 地 〒457-8508 名古屋市南区前浜通 3 丁目 10 番地 

電話番号 811-5161 (代表) FAX 811-6360 

開庁時間 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

休 業 日 
土・日・祝休日・12 月 29 日から 1 月 3 日 

（原則毎月 1 回、日曜日の午前中に一部の窓口業務を行います。） 

南区役所のご案内 
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(3) 南保健センター  電話番号 主な業務内容 

保健管理課 

企画管理係 614-2826 保健環境委員 

医療安全担当 614-2827 医療施設の届出・検査・指導 

食品衛生・動物愛護担当 614-2865 
飲食店などの許可・指導、苦情相談 

犬の登録、犬猫に関する苦情相談 

環境薬務室 
営業薬務担当 614-2885 

理・美容所などの届出・指導 

薬局の許可・指導 

住居衛生担当 614-2862 衛生害虫の相談、飲料水の衛生指導 

保健予防課 

保健感染症係 614-2812 
乳幼児健康診査、医療費の公費負担 

栄養改善・歯科保健・精神保健の相談 

感染症対策等担当 614-2814 
感染症予防（結核・HIV など）、健康づくり事

業、がん検診、予防接種、介護予防事業 

保健看護担当 614-2813 
母子などの健康相談、子育て教室 

訪問指導 

公害保健担当 614-2879 公害保健 

子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支援センター）  
619-7086 

妊娠期から子育て期までの相談窓口 

母子健康手帳の交付 

公害対策室 

（南東部公害対策担当） 
823-9422 

公害規制に関する届出・指導、苦情相談 

環境教育の推進    

  

平成30年 4月、保健と福祉の連携と健康危

機管理体制の強化を目指し、本市の保健所

は 1保健所・16保健センターに体制が変わり

ました。各区の保健所は「保健センター」に名

称が変わり、一部の課や係は再編されました。 

また、理・美容所の届出、飲料水の衛生指導

などの環境薬務業務は市内 4 つの保健センタ

ーに集約されました。 

   

南保健所の主な変更点は次のとおりです。 

○ 名称が「南保健センター」に変わりました。 

○ 南保健センターに「環境薬務室」を設置し、

南、港、緑、天白の４区の環境薬務業務を

担当します。 

なお、南保健所で行っていた健診、相談、教

室、窓口業務等は引き続き南保健センターで

実施します。 

南保健所は「南保健センター」に変わりました！ 

南保健センター  
（公害対策室は南区役所２階）  

所 在 地 〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町 5 丁目 1 番地の 1 

電話番号 614-2811 (代表) FAX 614-2818 

開庁時間 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで 

休 業 日 土・日・祝休日・12 月 29 日から 1 月 3 日 



   

南区役所 区政部 企画経理室 

🏠 〒457-8508  名古屋市南区前浜通 3丁目 10番地 

☎ 052-823-9441   📠 052-811-6360 

💻 http://www.city.nagoya.jp/minami/ 

この印刷物は再生紙を使用しています。 

▶ 区政運営方針全体に関するご意見・お問い合わせ先 

～ 曲 ・歌詞カード ・楽譜 ～  

南区役所ホームページ内「Mioo（ミオー）のお花畑」の 

「ミオーのうた」のページよりダウンロードできます。 

＊曲は、うた、カラオケ、オルゴール、行進曲の4種類 

＊歌詞カードは、A4版、A5版（カラー）の２種類 

＊楽譜は、変ロ長調とハ長調の２種類 

１  ひまわりの花に かこまれて 

  名古屋南区に 生まれたMiooです 

  さわやかあいさつ 気持ちいい 

  きんさん・ぎんさんも 空からにこにこ 

  Miooだいすき すきすきだいすき 

  笑顔と花があふれる 南区だいすき 

  みんな・なかよく・みらいへ ジャンプ！ 

  笑顔・心・夢をつないで Mioo ! Mioo ! Mioo ! 

２  エノキのじいさま 一里塚 

  昔のお話 伝えるMiooです 

  あったか心の おくりもの 

  戸部のかえるも ケロケロぴょこぴょこ 

  Miooだいすき すきすきだいすき 

  幸せ色が広がる 南区だいすき 

 みんな・なかよく・みらいへ ジャンプ！ 

  笑顔・心・夢をつないで Mioo ! Mioo ! Mioo ! 

３  おまつりのしょうじょう 福の神 

  幸せの種を 届けるMiooです 

  きらめく瞳に 花が咲く 

  いのちが輝いて どきどきわくわく 

  Miooだいすき すきすきだいすき 

  未来の歌が聞こえる 南区だいすき 

  みんな・なかよく・みらいへ ジャンプ！ 

  笑顔・心・夢をつないで Mioo ! Mioo ! Mioo !  

  みんな・なかよく・みらいへ ジャンプ！ 

  笑顔・心・夢をつないで Mioo ! Mioo ! Mioo ! 

笑顔・心・夢をつないで Mioo !  南区 イメージキャラクターソング   
作詞作曲 なかむらまさみ   

～ ミオーのうた・振り付け 紹介ビデオ ～ 

名古屋市ホームページ内 

「まるはっちゅ～ぶ」にて、配信中です。 

h t t p : / /www . c i t y . n a g o y a . j p / d o g a k a n  

ミオーのうた 振り付け 



 


