


区民の皆さんと協働して 

日本ガイシスポーツプラザ 

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古川でございます。

 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。

 今年は、南区に大きな被害をもたらした伊勢湾台風から60年を

迎える節目の年でございます。南区は、この未曾有の大災害をは

じめ、多くの困難を地域の絆で乗り越えてきました。

 そうした経験を次の世代に受け継ぎ、よりいっそう「災害に強

いまちづくり」に取り組んでいくとともに、「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」などをさらにすすめてまいります。

 これからも区民の皆さんのご相談やご要望

に適切にこたえることができる区役所をめざ

してまいりますので、今後ともご支援とご協

力をよろしくお願いいたします。

令和元年 5 月 南区長 古川 直樹 

村上社のクスノキ 富部神社 



をめざします 

愛と力の筏像 大同大学大同高等学校内 笠寺一里塚のエノキ 

大江川緑地 くつ塚（伊勢湾台風殉難者慰霊之碑） 

区の花 ヒマワリ 

友情の碑 

母子像 笠寺観音 



  区政運営方針 

○南区区政運営方針のこと  ･･････････････････････････････ ４

○基本方針と基本目標  ･･････････････････････････････････ ５

基本目標 安心・安全で快適なまちづくり 

１．災害に強いまちづくり ･･･････････････････････ 6 

① 地域の防災用資機材の整備 

② 南区地域防災マップ地震編の活用支援 

③ 各種防災訓練の実施・支援 

④ 防災意識啓発事業の実施・支援 

⑤ 災害の記憶を未来へつなぐプロジェクト（伊勢湾台風 60 年事業）

⑥ 地区防災カルテ事業の実施・支援 

⑦ 区役所の防災機能の充実 

⑧ 河川堤防及び橋りょうの耐震対策 

７

２．犯罪や交通事故のないまちづくり ･･････････････････ ８

① 地域の自主防犯活動の支援と犯罪抑止力の強化

② 地域との協働による交通安全啓発活動 

③ ミオーと連携した反射材利用促進事業 

④ 交通安全で笑顔あふれるまちづくり 

３．だれもが快適に暮らせるまちづくり ････････････････ ９

① 町を美しくする運動 

② 環境教育・環境学習の取り組み  

③ ペットと暮らすきれいなまちづくり運動 

基本目標 魅力にあふれ、笑顔輝くまちづくり 

１．区の特色を活かしたまちづくり ････････････････ 10 

① 南区区 まつり

② こども職人工房 

③ 東海道謎解きウォーク 

④ 公園の利活用の推進 ････････････････････････････ 11

２．花と笑顔であふれるまちづくり ････････････････････ 12 

① ミオーを活かした区の PR 

② ミオーの図書館共通貸出券 

③ 区の花ひまわり事業 

④ 学区の花事業「学区に花を咲かせよう」  ･･･････････ 

⑤ 全国南区連携事業

13 

重点

事項

１ 

２ 

目

次

新規

拡充

拡充

重点

事項



基本目標 だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり

１．子どもたちがのびのびと育つまちづくり ･･････ 14 

① 子育て家庭のつながりづくり 

② 妊娠中からの子育て支援 

③ 子育て相談や子育て教室 ･････････････････････ 

④ 新生児・乳児期の家庭訪問 

⑤ 孫育てアドバイスブック 

⑥ 保留児童を減らす取り組み 

⑦ 子育て困難世帯への対応と支援 ･･･････････････

15 

16

２．人にやさしい健康と福祉のまちづくり ･･･････ 17 

① 南区シニアが元気になるプロジェクト 

② 「スマイル体操みなみ」などの普及 

③ 地域における福祉相談体制づくり 

④ 地域包括ケアシステムの普及啓発  ･････････････ 

⑤ 世代を超えた地域のつながりづくり 

⑥ 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり 

⑦ 高齢者の生活支援の充実 ･････････････････････ 

⑧ 元気な高齢者を支援する取り組み 

⑨ 障害者差別解消及び障害者虐待防止の取り組み 

⑩ 地域で支えあうまちづくり事業 ･･･････････････ 

⑪ 授産製品販売コーナー「ひまわり横丁」の充実 

⑫ 精神障害者家族教室

18 

19 

20 

３．生涯にわたり学び、スポーツを楽しめるまちづくり  ･･ 21 

① 生涯スポーツの推進 

② 文化芸術活動の推進 

基本目標 区 に信頼され親しまれる区役所づくり

１．区役所サービスのよりいっそうの向上 ･･･････････ 22 

① 接遇の向上と快適な窓口・庁舎環境の整備 

② フロアサービスの充実 

２．広報・広聴機能の充実   ････････････････････ 23 

① ひまわり会議（区 会議）

② 区 アンケート

③ 学区担当制の実施 

④ SNS を活用した区のＰＲ

３．効率的な区政運営と法令遵守の徹底 ･････････････ 24 

① 区役所かいぜん 

② みなみカップ（業務改善への取り組み）  

③ 情報の適正な管理と保護

○令和元年度の予算・基金の概要  ･････････････････････ 25 

○区 アンケートの結果 ･････････････････････････････ 26 

資 料 編 ･････････････････････････････････････････ 27より

重点

事項

3 

4 

新規

重点

事項

重点

事項

新規

新規

拡充



4 

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。 

区 民 意 見 の 反 映 

区民アンケート

各 種 会 議

学 区 担 当 制

ひまわり会議 

【参加者】地域代表および 

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 

南区区政運営方針 名

古

屋

市

総

合

計

画.

整合 

実 行 策 定 

改 善 

見直し

評 価 

点 検

▼区役所が主体的に取り組む事業 

▼重点的に取り組む事業 

▼それぞれの事業目標 
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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 の皆さんと、 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、外国人の方など、すべての区

 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 の皆さんに最も 近な 

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１

区 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３

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４

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 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２

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。 

区民の皆さんと協働して 

をめざします 

基本方針



6 

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活用支援 （総務課）

地域と協力して防災マップの防災情報の充

実をはかるとともに、防災マップを活用した地

域の取り組みを支援します。

防災情報の収集と防災マップの活用を支
援します。

③ 各種防災訓練の実施・支援 （総務課）

地域や防災関係機関、各種団体、小中学校な

どと連携し、地域特性や地域のニーズに応じ

た、また、要配慮者への配慮や男女平等参画の

視点を取り入れるなど多様な避難者を想定し

た、より実践的・効果的な訓練を実施します。

すべての学区で防災訓練などの地域防災
活動を支援します。

④ 防災意識啓発事業の実施・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。

30 件以上の啓発事業を実施し、又は参加
します。

基本目標 

１ 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

防災用資機材（リアカー） 

避難所開設訓練 

重点 

事項 

防災マップ 

避難行動要支援者の防災を考える会研修会 



基本目標１ 安心・安全で快適なまちづくり    
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⑤ 災害の記憶を未来へつなぐプロジェクト 
（伊勢湾台風 60 年事業）        （総務課・地域力推進室）

伊勢湾台風を題材にした演劇を区内に広め

るとともに、区 まつりでの伊勢湾台 60 年

事業を通して、幅広い世代に防災意識の定着を

すすめます。 

あわせて、伊勢湾台風関連史跡などを巡るウ

ォーキングイベントを開催します。

防災への関心を高めます。 

⑥ 地区防災カルテ事業の実施・支援 （総務課）

地域住 が 主的・主体的に地域の防災につ

いて考え、活動できるよう、地区防災カルテを

用いた話し合いを実施し、地域防災活動の取り

組みを支援します。 

すべての学区で地区防災カルテの話し合い
を実施し、地域の防災活動を支援します。 

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。

新たに始める事業 内容を拡充する事業 

各事業の目標 

地区防災カルテ 

新規

拡充

職員による避難所確認 

「伊勢湾台風を忘れない」台本 

堤防補強工事 
拡充
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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 運動期間中に、交通安全啓発活動を

実施します。

すべての学区のふれあい給食で交通安全
啓発活動を実施します。 

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 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。

警察などの関係機関や地域の皆さんと協働して、地域に

おける防犯活動の支援や交通安全の啓発活動を行い、犯罪

や交通事故のない安心・安全なまちづくりをめざします。 

２．犯罪や交通事故のないまちづくり

ミオーをデザインした反射材 

ふれあい給食での啓発活動 

生活安全キャンペーン 

交通安全マスコット 



基本目標１ 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 （地域力推進室）

６ １ （ ）に実施される「全市  クリ

ーンキャンペーン・なごや２０１９」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 （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 （保健管理課）

犬猫の飼い主などを対象に、飼い方などに関

するマナー向上のため、愛犬パトロールなどの

キャンペーンやポスター・ちらしなどによる啓

発活動を実施します。

犬猫に関する苦情件数の減少をめざし
ます。 

地域と協働して、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

自然観察会 

愛犬パトロール 

クリーンキャンペーン 
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① 南区区 まつり （地域力推進室）

区 の皆さん相互のふれあいや交流の場と

して、南区区 まつりを開催します。抽選会、

スタンプラリー、ブース出展、模擬店など、区

 の皆さんが楽しめるイベントを実施します。

来場者の満足度９０％以上をめざします。

② 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。

参加者の満足度９０％以上をめざします。

③ 東海道謎解きウォーク （地域力推進室）

東海道沿道の見どころなどを紹介した「東海

道まち歩きの書」を使って、ウォーキングイベ

ントを開催します。

参加者の満足度９０％以上をめざします。

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 まつり」などを通じて区 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 

基本目標 

２ 

区民まつり 

こども職人工房 

ウォーキングイベント 



基本目標２ 魅力にあふれ、笑顔輝くまちづくり    

11

④ 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。

地域イベント 
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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 ミオーの図書館共通貸出券 （企画経理室）

ミオーをデザインした名古屋市図書館共通

貸出券を作成し、南図書館で、希望する新規登

録者に発行します。

発行枚数 2,000 枚をめざします。

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）

区内の保育園児による笠寺公園でのひまわ

りの種まき体験や新小学一年生などへの種の

配布、区役所周りでのひまわりの植栽や写真展

などにより、南区を区の花ひまわりでいっぱい

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の活用や積極的な情報発信

をすすめ、区のイメージアップに取り組みます。 

２．花と笑顔であふれるまちづくり

学区の運動会 

ひまわりいっぱい大作戦 

新規

南図書館 

拡充



基本目標２ 魅力にあふれ、笑顔輝くまちづくり    

13

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 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。

南区公式ウェブサイトの南区連携事業の

紹介ページの閲覧回数100回以上をめざし

ます。

http://www.city.nagoya.jp/minami/page/0000068486.html

南区連携事業の紹介ページ 

全国南区グッズ 

 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。 

学区の花の植栽 
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① 子育て家庭のつながりづくり （   ども課・保健予防課） 

＜わくわく子育てまつり＞ 

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。 

＜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。 

＜出張子育てサロンみつばちでの子育て支援講座＞

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。 

わくわく子育てまつりへの来場者数 800
人以上、参加者の満足度９８％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、  健康 帳を交付する際、

保健師など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。 

妊娠届を出されたすべての方に面接を行
います。

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

わくわく子育てまつり 

重点 

事項 

基本目標 

３ 

子育て支援講座の開催 

地域子育てサロンへの支援 

妊婦ジャケット体験 



基本目標３ 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 （保健予防課）

育児に不安のある 親を対象とした相談 

「安心ママ」や「発達に支援が必要なお子さん

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。 

参加者の満足度 90％以上をめざします。 

④ 新生児・乳児期の家庭訪問 （   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、 親の のケアや 育て 援を 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 孫育てアドバイスブック（仮称） （   ども課・保健予防課） 

祖  世代に今の育児方法やパパママとの

上手な関わり方を知ってもらい、多世代での子

育てが行えるよう、孫育てアドバイスブックを

作成し配布します。

配布冊数 1,000 冊をめざします。

⑥ 保留児童※を減らす取り組み （   ども課）

保留児童減らし隊が地域子育てサロンなど

を訪問し、相談に応じるほか、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に対応します。 
※保留児童…保育施設を利用できない子どもを言いま

す。 

保留児童減らし隊の出張相談回数２０回
以上をめざします。

保留児童減らし隊 

新規

乳児期の家庭訪問 
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⑦ 子育て困難世帯への対応と支援 （   ども課・保健予防課）

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。 

また、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

開催します。 

ミオーの夏休みの参加者数のべ３０人以上
をめざします。 

子育てを支援するネットワークについて

 南区内の子育て支援機関が相互に連携して、すべての

子育て世帯を支援します。 

 出産や育児の不安感・負担感を軽減するなど子育て世

帯が安心して子どもを養育できるよう、また、虐待など

を防 し どもが健やかに成 できる環境を整えること

ができるよう支援をしていきます。

支援に関する研修会 



基本目標３ 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 南区シニアが元気になるプロジェクト （福祉課・保健予防課） 

地域で活動している自主グループなどに介

護予防に関するグッズの貸出や、体操やウォー

キングなどの提案を行い、自立的・継続的に活

動できるよう支援します。 

利用したグループの満足度 80％以上をめ
ざします。 

② 「スマイル体操みなみ」などの普及 （保健予防課）

南区の高齢者が週１回、身近な場所で「スマ

イル体操みなみ」や「百歳体操」を行うことで

運動習慣ができ、健康寿命が延びるよう支援し

ます。 

各中学校区で体操を行う拠点を１か所以
上つくります。

③ 地域における福祉相談体制づくり （福祉課・保健予防課）

関係機関と協働して、地域住 による主体的

な話し合いを実施し、福祉に関する地域のちょ

っとした困りごとを相談できる体制づくりを

支援します。 

体制づくりの話し合いを 3 学区以上で開
催します。

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、いつまでもいきいきと、

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

福祉についての話し合い 

新規

新規

重点 

事項 

百歳体操 

スマイル体操みなみ 

拡充
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④ 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

を行います。 

「みなみシニア大集合！」の参加者の満足
度 90％以上、地域包括ケアシステムの認
知度 50％以上をめざします。

⑤ 世代を超えた地域のつながりづくり （福祉課・保健予防課） 

＜高齢者を見守る地域づくり＞ 

  委員や関係団体と連携し、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＞ 

葵ライオンズクラブ寄附の生地で、桜台高等

学校の生徒が加工したマフラーを南区在住の

高齢者に贈呈します。 

見守り活動促進映像のＱＲコードを区役
所など１０か所以上に掲示します。

⑥ 認知症になっても安心して暮らせるまちづくり（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、「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。 

みなみシニア大集合！ 

「なごや動画館まるはっちゅ ぶ」

カテゴリ：７ch 区の魅力づくり（南区） 

【全編】https://youtu.be/AIWbat6QnE8

見守り活動促進映像 

マフラー贈呈式 

オレンジリング 



基本目標３ 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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障害の手帳の所持者数 （平成 31 年 3 月 31 日現在）

手帳の区分 南区（人） 名古屋市（人） 

身    体 5,892 78,677 

愛護（知的） 1,313 17,758 

精    神 1,850 25,695 

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）

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。 

老人クラブの行事への参加者数のべ 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）

障害者差別解消法や「名古屋市障害のある人

もない人も共に生きるための障害者差別解消

推進条例」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。 

南区公式ウェブサイトなどを活用して新
たな啓発活動の機会を増やします。

グラウンドゴルフ大会 

高齢者の外出支援 

障害者差別解消推進条例チラシ 
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ひ ま わ り 横 丁 ニコニコハウス鶴里 パン・しぼり製品等 
毎週月・金曜日 

11：45 13：00 

「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。 

ぼーたん 焼き菓子・ジャム等 
隔週水曜日 

12：00 14：00 

るっくコーポレーション 縫製品・古本 
毎週木曜日 

10：00 15：00 

ｔｏ ｂｅ 刺し子製品・さをり製品等
隔週木曜日 

12：00 14：00 

お しゃん 縫製品・アクセサリー等 
隔週火曜日 

12：00 14：00 

（平成 31 年 3 月 31 日現在。販売日は変更する場合があります。） 

⑩ 地域で支えあうまちづくり事業 （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。 

イベントの参加者の満足度９０％以上を
めざします。 

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。 

区役所以外での出張販売を２回以上行な
います。

⑫ 精神障害者家族教室 （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。 

ささえあいのまちづくり事業 

障害者の作った授産製品 

精神障害者家族教室チラシ 



基本目標３ 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 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、地域づくりなどの活性化につなげるた

め、応援グッズなど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 の皆さんがいきいきといきがいを持って暮らすことがで

きるよう、文化芸術活動の機会の充実に取り組みます。 

また、生涯にわたって、気軽にスポーツを楽しめるまちづく

りをすすめます。 

３．生涯にわたり学び、 

   スポーツを楽しめるまちづくり

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に「市 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 課・福祉課・保険年 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 課窓 ）と保険年 課窓 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。

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るとともに、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むことにより、

親しまれる区役所をめざします。 

１．区役所サービスのよりいっそうの向上

基本目標 

４ 

市民課窓口番号案内 

待合ソファの整備 

フロアサービス員 



基本目標４ 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 会議） （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 をお聴きし、区 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 アンケート （企画経理室）

１８歳以上の区 を対象とした区 アンケー

トの実施により、南区の課題や区 のニーズを

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 38％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８回以上、地域の行事に参加します。 

④ SNS を活用した区のＰＲ （企画経理室）

「ミオーのＦａｃｅｂｏｏｋ」などのＳＮＳを

活用して、南区をＰＲ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。

ミオーの Facebook の「いいね！」の件数
累計 350 件以上をめざします。

よりよい区政運営のため、区 の皆さんのご意 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 

南区区民アンケート 

学区担当職員が参加する防災訓練 
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① 区役所かいぜん （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。

南区役所の全課室の職員がかいぜんＰＴ
に参加します。

② みなみカップ（業務改善への取り組み） （総務課）

区 の皆さんからいただいたご意 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 の皆さんの 切な個 情報を適正に管理

し、書類の誤交付など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 
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◆ 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活用支援 

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 

896 千円 

魅力にあふれ、 

笑顔輝くまちづくり 

南区区民まつり 

ミオーを活かした区の PR 

区の花ひまわり事業 

5,941 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」などの普及 

地域における福祉相談体制づくり 

1,992 千円 

区民に信頼され 

  親しまれる 

   区役所づくり 

区民アンケート 414 千円 

そ の 他 区政運営方針の策定 592 千円 

合     計 9,835 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 30 年度末残高 7,369 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 3,889 千円 

南区シニアが元気になるプロジェクト 1,500 千円 

令和元年度の予算・基金の概要 

基本目標

１

基本目標

２

基本目標

３

基本目標

４
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ｌｓ 

平成 30 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 30 年 7 月 13 日 7 月 31 日 

回 答 数 362 人（回答率 36.2％）

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

Ｑ.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:％）

1.1

3.3

89.2

0 20 40 60 80 100

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

10.5

24.3

58.6

0 20 40 60 80 100

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

2.3

11.0

79.6

0 20 40 60 80 100

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

2.2

9.1

82.4

0 20 40 60 80 100

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

6.6

30.4

54.7

0 20 40 60 80 100

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ａ）

区 アンケートの結果

24.0

28.4

71.3

0 20 40 60 80

高齢者支援

治安の向上

災害対策

（Ａ）力を入れる必要性を感じる。
どちらかといえば力を入れる必要性を感じる。 

（Ｂ）どちらともいえない。 

（Ｃ）力を入れる必要性を感じない。 
どちらかといえば力を入れる必要性を感じない。 

Ｑ.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:％）
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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 31 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 67,686 世帯 1,116,259 世帯 

人  口 136,831 人 2,289,598 人 

15 歳未満人口 
14,875 人 

（区人口の 10.9％） 
285,893 人 

（市人口の 12.5％） 

65 歳以上人口 
40,268 人 

（区人口の 29.4％） 
567,280 人 

（市人口の 24.8％） 

区の生活環境指標等（平成 30 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 * 5,928 人 

ひ と り 暮 ら し 高 齢 者 *7,476 人 高 齢 者 の み 世 帯 数 * 1,901 世帯 

外 国 人 人 口 比 率 3.1％ 生 活 保 護 率 * 4.0％ 

持 ち 家 比 率 53.8％ 町 内 会 推 計 加 入 率 73.6％ 

子 ど も 会 会 員 数 *5,690 人 老 人 ク ラ ブ 会 員 数 * 3,938 人 

 ＊の数値は平成 31 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

南消防署 
桜本町 24  ℡825-0119 

日本ガイシスポーツプラザ
東又兵ヱ町 5 丁目 1-16 ℡614-3111

南環境事業所 
元塩町 6 丁目 8-6 ℡614-6220

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、特殊詐

欺の被害防止と検挙 

②車上ねらい、部品ねらい、

自転車盗の被害防止と検挙 

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。

南消防署では、区 の安全

を守り、区 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 を守ります。

２地域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「自主防災組織活

動の充実強化」「自助力向

上の推進」「住宅防火対策

の推進」を行います。 

日本ガイシスポーツプラザ

は市の総合体育館として、

総合的・専門的なスポーツ

施設の役割と南区のスポー

ツセンターの役割を担って

います。健康・体力づくりに

気軽に利用していただける

よう温水プールやトレーニ

ング室、冬はスケート場を

備えています。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。 

○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。

南区社会福祉協議会
前浜通 3 丁目 10 ℡823-2035

◆南児童館は、安全・安

心な子どもたちの居場所

として、０歳から 18 歳

未満の児童とその保護者

を対象に、遊びを通じた

子どもの健やかで情操豊

かな育成及び子育て支援

を実施しています。 

南土木事務所 
荒浜町 5 丁目 10-1 ℡612-3211

南児童館 

東又兵ヱ町 3 丁目 35-1 ℡612-9795

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、地域の皆様

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。

笠寺福祉会館 

白雲町 57  ℡811-1282

◆南区社会福祉協議会は、

誰もが安心して暮らせる住

 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。

南区内の公所などの取り組み

ジィジョ 
(「防災・減災」啓発キャラクター) 

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） 

どりょくん 
（緑政土木局 

補修班イメージキャラクター） 

ボランティア養成講座

◆笠寺福祉会館は、60 歳

以上の市内在住の方を対

象に、健康の増進、教養の

向上を目的とした企画や

講座、同好会を通じ、充実

したシニアライフを楽し

んでいただけるよう取り

組んでいます。

維持作業車両 
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南図書館 
千竃通２丁目 10-2 ℡821-1732

見晴台考古資料館
見晴町 47 ℡823-3200

上下水道局港営業所
港区港明 丁 １０ １３ ℡661-5226

上下水道局山崎水処理センター
忠治二丁目 3-96 ℡691-3992

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

会などの行事を開催し、皆

さまの身近で役立つ図書館

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。 

 見晴台考古資料館は笠寺公

園にあり、弥生時代の集落

である見晴台遺跡を紹介す

る博物館です。住居跡観察

舎をはじめ、館内に展示し

ている資料の多くは、市 

参加の発掘調査で市 が掘

り出したものです。こうし

た施設は全国的にも珍し

く、地域の宝と言っても過

言ではありません。 

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。

上下水道局柴田水処理センター
元柴  町 2-40 ℡611-3443

○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。

交通局桜通線桜本町駅
桜台一丁目 101 番地先 ℡825-1255

交通局鳴尾営業所
上浜町 40  ℡611-2355

南文化小劇場 
千竈通 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

交通局桜通線鶴里駅
鯛取通 3 丁目 18-2 先 ℡825-1277

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。 

南図書館の上にある 394 席

のホールと練習室です。

2019 年 3 月 16 日リニュー

アルオープン。幅広い世代

の皆さまに楽しんでもらえ

る催し物が盛りだくさん。

詳細は毎月発行の「みなみ

あゆち通信」または劇場事

務室にお尋ねください！ 

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、利用者の皆様が

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。 

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。
ハッチー

（交通局マスコットキャラクター） 

ダイとミハル  
（見晴台のキャラクター） 
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今年度の区政運営方針の基本目標である下記の事項にも積極的に取り組んでいます。

１安心・安全で快適なまちづくり ３だれもがいきいきと健康に暮らせるまちづくり 

自助力向上推進事業の強化（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】

道路パトロールの実施（通年）【南土木事務所】 

放置自転車の撤去（通年）【南土木事務所】 

「道路ふれあい月間」路上不法物件の啓発指導（8 月）【南土木事務所】

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月上旬）【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、定期演奏会５月）【南文化小劇場】

「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】

２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】

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、 主防災訓練における住 への指導、 災予防の運動など

を っている組織です。団 は市 から、団員は団 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： 368 人 

担 当：お住まい又は勤務地、在学地近くの消防署

南区内の公所 Map 

南文化小劇場 

南消防署 

見晴台考古資料館 

南警察署 

南図書館 

笠寺福祉会館 

南区社会福祉協議会 

上下水道局 

山崎水処理センター

南土木事務所 

桜本町駅

南生涯学習センター 

南児童館 

南環境事業所 

交通局鳴尾営業所 

上下水道局 

柴田水処理センター

鶴里駅 

日本ガイシスポーツプラザ 

南保健センター 

南区役所 
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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 から委嘱されています。

地域の一員として担当区域で地
域の方の生活上の様々な相談に
応じ、その解決に向けて一緒に
考え、利用できる福祉サービス
などの情報提供や行政等の専門
機関への紹介を行うことを目的
として厚生労働大臣から委嘱さ
れています。 
  委員は児童委員を兼ね、主
任児童委員は特定の区域をもた
ずに、子どもや子育てに関する
支援を専門に担当しています。 

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 的として、市 から委
嘱されています。 

南区内の委員数 362 人 

担当 地域力推進室 

南区内の委員数

民生委員・児童委員 271 人

主任児童委員       38 人

担当 民生子ども課 

南区内の委員数 544 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 
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 

5,690 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 的として、市 から委嘱
を受けて活動しています。 

南区内の会員数 3,938 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 20 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 150 団体 

担当 福祉課・保健予防課 

構成事業所数 185 事業所 

担当 福祉課 

地域の どもたちの健やかな成 を 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、各学区 

 から届いた平成 30 年度の主な取り組みや 

 事業の内容についてご紹介します。 
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 面積・人口（平成 31 年 4 月 1 日現在 公簿人口による） 生活環境指標等（平成 30 年度 生活環境指標等による） 

＊の数値は、平成 31 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） 5,588 3,804 3,983 4,449 5,025 2,724 3,191 4,353 3,910

人口（人） 10,257 8,082 8,627 8,931 9,660 5,653 6,704 9,403 8,329

15 歳未満人口（人） 805 808 1,047 982 1,013 679 767 1,348 965

65 歳以上人口（人） 3,563 2,206 2,108 2,718 3,099 1,679 1,925 2,265 2,139

高齢化率（％） 34.7 27.3 24.4 30.4 32.1 29.7 28.7 24.1 25.7

人口密度（人/ha） 109.4 120.3 71.8 82.1 90.8 66.6 94.6 123.4 103.1

ひとり暮らし高齢者数（人）＊ 833 412 356 501 652 265 332 386 364

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）＊ 302 419 334 457 534 325 426 242 529

小学校児童数（人）＊ 352 300 421 427 405 251 323 527 377

高齢者のみ世帯数（世帯）＊ 172 103 81 137 152 73 102 127 115

町内会推計加入率（％） 78.1 82.2 87.0 84.1 66.0 78.6 77.8 70.6 72.7

老人クラブ会員数（人）＊ 325 198 231 254 346 307 - 69 -

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） 5,868 2,843 3,519 2,177 4,201 3,852 3,178 2,868 2,153

人口（人） 11,822 6,203 7,554 4,114 7,713 7,902 6,226 5,679 3,972

15 歳未満人口（人） 1,082 821 957 326 728 906 671 577 393

65 歳以上人口（人） 3,763 1,622 1,814 1,408 2,721 2,442 1,817 1,858 1,121

高齢化率（％） 31.8 26.1 24.0 34.2 35.3 30.9 29.2 32.7 28.2

人口密度（人/ha） 63.4 30.5 99.8 33.0 86.0 102.2 55.4 74.1 42.5

ひとり暮らし高齢者数（人）＊ 576 222 260 258 686 443 342 317 264

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）＊ 626 559 377 - - 100 260 200 -

小学校児童数（人）＊ 422 328 387 138 274 381 261 220 134

高齢者のみ世帯数（世帯）＊ 168 78 62 60 130 120 80 89 52

町内会推計加入率（％） 65.3 68.9 60.8 67.6 81.2 81.3 69.4 69.2 55.7

老人クラブ会員数（人）＊ 1,136 230 - - 251 83 108 272 128

学区別統計データ 
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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

【3 会議】学区定例会議・コミセン会議・福祉推進会議 

【４大事業】夏祭りとお化け屋敷・敬老祭り・運動会・
成人式 

【支え合い事業】給食すみれ会・高齢者サロン４か所・
子育てサロン・ひとり暮らしの集いネットワーク活動・
福祉リーダー会 

【小学生との交流】異世代交流・芋煮会・もちつき大会・
サンタクロース訪問 

【中学生・高校生・看護学生との交流】 

【保護司の地域活動】【トワイライト支援】 

【学区文化祭と桔梗展】 

【その他】コミセンニュース年４回発行、
あいさつ運動・ パト活動・夜間パトロー
ル・救急講習・防災研修（毎月） 

【クリーンキャンペーン（6/2）】コミセンから 2 コー
スに分かれクリーンウォーキングをしながら、途中にあ
る駅や公園などの清掃を実施しました。 

【大運動会（10/21）】好天にめぐまれ親子ふれあい大
運動会を実施しました。 

【ボランティア活動交流会（11/27）】生活支援、
日常の見守り、ふれあいサロン・給食会などの
ボランティアによる活動報告と意見交換会
を実施しました。 

【コミセン文化祭（2/22 24）】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（6/2）】豊田コミセンから忠道
公園まで、2 つのコースに分かれて学区内をクリーンウ
ォーキングをしながら清掃を実施しました。 

【盆踊り大会（7/28.29）】台風の影響で、29 日のみ豊
田小学校の体育館で盆踊りを行いました。 

【敬老会（9/17）】豊田小学校の体育館で、地域の皆さ
まの演芸で楽しみました。 

【成人の日記念式典（1/14）】新成人の門出を恩師と共

に、お祝いしました。 

【コミセンまつり（2/16.17）】豊田コミ
センにて、絵画・手工芸・盆栽・パッチワ
ークなどの作品を展示しました。 

【納涼の夕べ（8/1 8/2）】道徳公園で開催する、学区
主催の夏祭り「納涼の夕べ」は道徳学区の風物詩。生活
安全のキャンペーンも同時開催しました。 

【どまつり「どえりゃ どうとくパレード会場」（8/26）】
48 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（10/6）】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。 

コミセン文化祭 

クリーンキャンペーン 

コミセンまつり どえりゃ～どうとくパレード会場 

納涼の夕べ 

芋煮会 もちつき大会 

クリーンキャンペーン 
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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（7/27）】台風の影響で 1 日のみの開
催になりましたが、熊野三社で行われ、老いも若きも楽
しく踊りました。 

【そうめん流し大会（8/18）】呼続コミセン開館から続
く行事。年々子どもさんが増えて盛況です。 

【餅つき大会（12/27）】恒例の餅つき大会、若い方や
子ども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（2/9）】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(8/4.5)】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たのしみました。 

【運動会(10/21)】好天の下、幼児から高齢者まで多くの
皆さんが参加して、競技に応援に熱くなりました。 

【成人式(1/14)】新成人 37 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コミセンに開設した高齢者相談窓口が生活・介護相談を行います。
②さくらカフェ、おたっしゃかねサロン等が高齢者の茶の間を提供します。 
③高齢者支援ボラやご近所ボラがちょっとしたお手伝いを行います。 
④  委員が高齢者の安否確認やふれあいランチを行います。 

桜学区連絡協議会を構成する各種団体は、協力し合って地域の「高齢者福祉」
「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 交流や、交通安全・ 活安全・防災活動を っています。（詳しく
は上記よりブログにより紹介。） 

①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」が、1
歳 3 歳の子供とママの交流を進めています。 
②桜・菊住・春日野 3 学区で共同運営する、「るんるんクラブ」が春と秋
に３学区合同で子供とママの交流を行います。 

①町内近隣に「町内自主防災会」が一時集合場所を開設し、住 の安否
確認、在宅・避難の確認、救助や初期消火などを行います。 
②各世帯がタオル掲出により家族の無事を知らせ安否確認を迅速化しま
す。 
③町内が防災講習・避難訓練を実施して地域防災力の向上を図ります。 

今年度は昨年度策定した桜学区地区防災カルテの検証訓練
を行います。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）
により実施を決めた活動を推進します。 

餅つき大会 

納涼盆踊り大会 

盆踊り大会 

運動会 

さくらカフェ 

チェリークラブ 

高齢者相談窓口 

町内防災訓練 
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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

【コミセンまつり（5/20）】第 10 回を迎え、利用団体
による多彩な活動の発表会や展示が行われました。多数
の方にご来場いただき、会場は大盛況でした。 
【高齢者と子どもの自転車安全教室（6/17）】自転車シ
ミュレーション体験、南警察署や交通指導員による指
導、区役所による DVD 放映を行い、交通ルールと安全
な乗り方を学びました。 
【夏まつり（7/21）】千人以上の子どもと大人が参加し、
盆踊りや模擬店めぐりを楽しみました。 
【避難所開設運営訓練（8/26）】小学校体育館に避難所
を開設し、氷柱を立てたり、大型扇風機で風を送ったり、
冷たい飲み物を支給したりするなど、様々な暑さ対策を
講じました。夏場の避難所の熱中症対策が重要と感じま
した。 
【ウォーキング大会（10/27）】天白川の
自然を楽しみながら 3 キロ又は 5 キロの
コースを歩き、子どもと大人がふれあい、
絆を深めることができました。 
【駅伝大会（11/24）】元気いっぱいの子
どもたちの走りに、大人たちから温かい
声援が送られました。 

平成 30 年度の新規行事 

【春日野シニアげんきサロン】60 歳以上の方を中心に、

健康管理への意識を高めてもらうことを目的にコミセ

ンにて 3 か月限定（9   11 月）のお試しサロンとして

オープンしました。気軽に談笑しながらスマイル＆いき

いき百歳体操を続けることで、皆さんの心も体も爽やか

なになりました。 

【スマイル茶屋】11 月 7 日のお昼時、コミセンにて 65

歳以上の方を対象に気軽な昼食会を催しました。スタッ

フの心を込めた手作り料理で笑顔があふれる楽しいひ

と時を過ごしました。 

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 を願う、男の 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。 
【 少年育成学区 集会（7/14）】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（9/15）】子どもから高齢者までが
参加して、自転車教室や交通安全教室を実施しました。 
【避難所開設運営訓練（10/28）】自主防災の意識向上
のため、主体的な避難所の開設運営を目指して、いざと
いうときに必要になる実践的な訓練を実施しました。 
【学区福祉芸能フェスティバル（11/25）】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。 
【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
知るために行ないました。 

【クリーンキャンペーン（6/3）】地域の皆さん総出で町
がきれいになりました。 

【敬老会（9/17）】お元気なお年寄りが笑顔で星崎小学
校に集いました。 

【運動会（10/21）】子どもたちがたくさん参加してく
ださいました！大変盛り上がりました。 

【自主防災訓練（12/2）】炊き出しや仮設トイレの設置
等、実践さながらの訓練でした。 

【成人の日（1/14）】新成人が晴れやかに集いました。 

 わたしを忘れないで パンジーの花言葉

夏祭りを楽しんだ皆さん 

運動会 

駅伝大会 

鍬形まつり 避難所開設運営訓練 

スマイル茶屋 

いきいき百歳体操 



39

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

  回転灯 による、防犯パトロールの実施（防犯委員・
各町内会・各種団体）117 回/年 
  回転灯のパトロールを ると 強い。防犯への意識
が高まった。 
【クリーンキャンペーン（6/2）】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】町内会単位（5 町内）で実施。大人も子
どもも楽しみました。友達もたくさんできたよ。 
【秋祭り（10/13.14）】七所神社を氏神様とする笠東学
区の各町内会が、子どもも大人も一緒になり「ワッショ
イ」の掛け声で神輿を引いて伝統ある祭りを楽しみまし
た。伝統をひきつぎたい。  
【成人の日式典（1/14）】新成人 57 名（女性 22 名、男
性 35 名）厳粛な式典ができました。親御さん新成人と
もども喜びにあふれていた。親御さんは子どもの晴れ姿
を見て感無量の感じでした。 
※いずれの行事も地域のふれあいを中心に考えていま
す。安心・安全な町づくりをしていきたい。 

【ふれあいセンターまつり（4/22）】大生学区 70 周年
を祝う催しあふれるコミセンまつりでした。 
【クリーンキャンペーン（6/3）】学区みんなで清掃活動
をしました。 
【ふれあい盆踊り大会（8/4.5）】大人も子どもも来賓の
方々も皆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（9/17）】敬老芸能大会も開催され、
元気いっぱいの敬老会でした。 
【大生学区・大生小学校 70 周年記念式典（10/11）】
これからも地域、家庭、学校が一体となって未来を築
いていきます！ 
【ふれあい運動会（10/14）】大人も子どもも全力で競
技に参加しました。 
【安心・安全まちづくり啓蒙活動（11/25）】
防災、防犯、交通安全の講話などを通じて地
域の絆の大切さを再認識しました。 
【成人の日記念式典（1/14）】輝かしい新
成人の門出を祝いました。 

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

 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。 

健康増進と地域住 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（12/9）】235 名の参加により、避難所
運営訓練を実施した。 

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、  ・児童委員により福祉厚 事業を推進した。

【防災訓練(6/9)】仮設トイレの設置訓練、体育館での就
寝体験など避難所での生活を経験しました。 

【敬老会(9/17)】和太 や 謡などを披露して、75 歳以
上の皆さんの 寿をお祝いしました。

【運動会(10/21)】雲一つない秋晴れのもと、玉入れやリ
レーなどの競技で子どもから大人まで汗を流し、親睦を
深めました。 

【コミセンまつり(11/25)】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。 

地域防災訓練 敬老会 

防災訓練 

ふれあい盆踊り大会 ふれあい運動会 成人式 

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（6/2）】学区総出で、汗だくに
なりながら柴田本通りを中 に  清掃活動を実施し
ました。 

【敬老会（9/17）】 
ご高齢の方に大勢お集まりいただき、様々な出し物を楽
しんでいただきました。 

【地域ふれあい芸能まつり（10/28）】今年は好天に
恵まれ、秋晴れの中でちびっ子から年配の方々まで、
日ごろの練習の成果を披露し、出演者と観覧者が一体
となり会場は熱気に包まれ大賑わいでした。 

【成人の日記念式典（1/14）】清らかな空気が漂う会場
に、初々しい新成人が華やかな思い思い
の衣装で参加しました。将来を背負って
立つ若者たちの、その晴れやかな表情は
皆一様に輝いていたのが、とても印象に
残りました。式典終了後は、新成人全員が
交通安全キャンペーンに参加しました。 

【クリーンキャンペーン（6/2）】学区総出で大掃除、
「ごみ袋の量、ハンパないって！」 

【盆踊り（7/27）】たくさんの来賓で、とても楽しい時
間を過ごしました。 

【敬老会（9/17）】今年も、多くの素晴らしい踊りなど
が披露され、最後は会 の歌声で締めくくり、大いに盛
り上がりました。 

【防災訓練（9/23）】もしもの時に備えて、今年もしっ
かりと訓練しました。 

【体育大会（10/7）】老いも若きも、楽し
く参加できる体育祭。賞品にはジャガイ
モやニンジンなどもあり、目当ての食材
が手に入ったら、今夜の夕食はカレーラ
イスにしようかな？ 

【成人の日記念式典（1/14）】懐かしい顔
に出会えて、和気あいあいと大切な時間
を過ごしました。 

柴田学区 
学区の花：コスモス

【 交 通 安 全 パ レ ー ド (5/20) 、 交 通 安 全 自 転 車 教室
(11/11)】毎年恒例の交通安全行事として、春に大同大学
の吹奏楽団と学区の南側一帯をパレードしました。ま
た、秋には 親交通教室や交通指導員の の指導の下、
交通安全自転車教室を開催し、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(6/2)】町内ごとに道路や側溝
などの  清掃を い、町美意識を育みました。

【敬老会(9/17)】75 歳以上の皆さんを対象に、 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。 

【コミセンサロンまつり(11/2)】コミュニティセンター
“つどいの館『和光』”でコミセンサロンま
つりを開催し、絵画、書道、手工芸品、写
真など学区の皆さんの作品を展示し、親睦
を深めました。 

【成人式(1/14)】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。 

交通安全パレード 成人式 

成人式 敬老会 成人式 地域ふれあい芸能まつり 
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（注）電話番号 市外局番 ０５２（以下同じ）

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、ひまわり会議、 

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 

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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保健センター業務の一部の受付窓口が区役所庁舎内へ移りました 

精神・難病・障害児等福祉の福祉制度利用に

関する受付窓口が保健センターから区役所庁舎

内（福祉課の隣）へ移りました。（電話番号 823- 

9374） 

下記の業務につきましては、区役所庁舎内へ移

設した窓口にて手続をしていただくようお願いします。 

区役所と保健センターは場所が異なりますの

で、来所される際はご注意ください。 

窓口移設の対象業務 

精 神 難 病 障害児等福祉

・自立支援医療（精神通院） 

・精神障害者保健福祉手帳 

・福祉特別乗車券 

・障害福祉サービス 

・重度精神障害者タクシー料金助成制度 

・市営住宅の福祉向入居募集 

・NHK 放送受信料の減免 

・日常生活用具給付制度 

・特定医療費助成制度（指定難病） 

・愛知県特定疾患医療給付事業 

・障害福祉サービス 

・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

・スモンのはり・きゅう及びマッサージ施術事業 

・市営住宅の福祉向入居募集 

・日常生活用具給付制度 

・補装具費支給制度 

・福祉特別乗車券 

・自立支援医療（育成医療） 

・障害児通所支援サービス 

・小児慢性特定疾病医療 

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・HlV 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 



～ 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




