
栄サービスセンターにおいて、土曜日などの区役所閉庁時にも取扱い時間帯を設けて、住民票の写し
等の交付や取次ぎを行い、市民サービスの向上につとめます。
時間： 午前8:00～午後7:00（日曜日・祝休日、年末年始を除く）
場所： 栄地下街・名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口南側

取扱業務

住民票の写し、印鑑登録証明書 取次ぎ※１
－

取次ぎ※2
－

即時交付
即時交付（土曜日は取次ぎ※２）戸籍全部・個人事項証明書

午前8：00 午前9：00 午後５：00
（土曜日は午後３：00）

午後7：00

多言語通訳者の配置１

①中国語：毎週水曜日（2階保険年金課窓口）
②フィリピノ語：毎週火曜日午後（4階民生子ども課窓口）

フロアサービスの配置4

来庁者が快適かつ迅速に手続きを行えるよう、庁舎の案内や混雑時の誘導、２階
フロアでの窓口案内及び記載案内などを実施します。

窓口環境の改善2
①窓口に来庁する外国人の増加による誤交付の防止、及び個人情報保護をより強化するため、
市民課、保険年金課で連携し、名前でお呼出しする方式から、番号でお呼び出しする「番号札
システム」に刷新します。
②外国人向け広報の充実「名古屋転入ウェルカムキット」（再掲P.31）

窓口混雑予想情報の提供3
　繁忙期における窓口混雑予想などの情報を区ウェブサイトや広報なごやでお知らせします。

市民サービスの向上をすすめます施策⑭
区民の皆さまが便利で快適に要件を済ませられるよう、職員の接遇・ホスピタリティの向上や業務改善などに取り組み、
サービスの向上につとめます。

区役所窓口における対応に満足している区民の割合１ 96.7% 98.0% 100%

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

お客様に満足いただけるサービスの提供1

市民課
※１ 当日の午後１：00以降に交付　　※２ 直後の開所日の午後1：00以降に交付

さわやか市民サービス運動１

各課室等が職員全員で区民の目線に立ってサービス向上について検討し、接遇・ＣＳ（お客様満足度）向
上宣言として実践するなど、さらなる接遇の改善に取り組みます。

目標 業務改善の実施 各課１件　（㉙実績 各課で１件実施）

すみやか業務改善運動2

「市民に喜ばれる」、「スムーズに仕事ができる」、「経費を節約できる」という３つの視点から、各職場で
の自主的な運動により、業務改善に取り組みます。その改善活動を発表する「なかナカカップ」を開催
し、工夫やアイデアの共有をはかります。

ホスピタリティ向上のための業務改善等3

フロアサービスによるご案内

新

㉙実績 通訳等の実施 427件

㉙実績 フロアーサービス員の対応 67,053件

目標 平成30年4、6、10月、平成31年３月の混雑予想の提供　（㉙実績 3回）

福祉コンシェルジュ（福祉制度案内嘱託員）の配置5

高齢者・障害者福祉の関係で来庁された方に、相談内容の聞き取りや福祉制度・対応窓口の案内など
を行う福祉コンシェルジュを配置します。 ㉙実績 福祉コンシェルジュの対応 9,565件

㉙実績 職員研修の実施 ①51人 ②40人 ③10人 ④17人 計118人

㉙実績 中区情報保護委員会の実地調査 ３回、公務員倫理研修及び財務契約研修の実施

総務課、各課

企画経理室
㉙実績 取扱件数 35,420件

目標 窓口アンケートのお客様満足度で、「満足」及び「とても満足」の割合 100％
（㉙実績 98％）

区役所の保有資産を有効活用し、一層の財源確保に努め、市民サービスの向上に役立てます。

保有資産の有効活用と財源確保4

職員研修の実施3

来庁された方がスムーズに手続きや相談ができるように、職員の応対能力を高めるとともに、今後ま
すます複雑化する業務にも適切に対応できるように、職員の事務処理能力を高める研修を実施し、市
民サービスの更なる向上をめざします。
①接遇・クレーム対応研修の実施　　②認知症サポーター研修の実施
③職員レベルアップ研修の実施　　 ④タイムマネジメント研修の実施

信頼される職場風土づくり4

個人情報保護や要望等記録制度、公金の管理などを適切に執行し、不祥事防止や法令遵守につとめます。

目標 新たな独自収入財源の確保 1箇所　（㉙実績 1箇所）

市民課、保険年金課、民生子ども課、福祉課、各課

栄サービスセンターの運営2

区
政
運
営
の
取
組
み
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栄サービスセンターにおいて、土曜日などの区役所閉庁時にも取扱い時間帯を設けて、住民票の写し
等の交付や取次ぎを行い、市民サービスの向上につとめます。
時間： 午前8:00～午後7:00（日曜日・祝休日、年末年始を除く）
場所： 栄地下街・名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口南側

取扱業務

住民票の写し、印鑑登録証明書 取次ぎ※１
－

取次ぎ※2
－

即時交付
即時交付（土曜日は取次ぎ※２）戸籍全部・個人事項証明書

午前8：00 午前9：00 午後５：00
（土曜日は午後３：00）

午後7：00

多言語通訳者の配置１

①中国語：毎週水曜日（2階保険年金課窓口）
②フィリピノ語：毎週火曜日午後（4階民生子ども課窓口）

フロアサービスの配置4

来庁者が快適かつ迅速に手続きを行えるよう、庁舎の案内や混雑時の誘導、２階
フロアでの窓口案内及び記載案内などを実施します。

窓口環境の改善2
①窓口に来庁する外国人の増加による誤交付の防止、及び個人情報保護をより強化するため、
市民課、保険年金課で連携し、名前でお呼出しする方式から、番号でお呼び出しする「番号札
システム」に刷新します。
②外国人向け広報の充実「名古屋転入ウェルカムキット」（再掲P.31）

窓口混雑予想情報の提供3
　繁忙期における窓口混雑予想などの情報を区ウェブサイトや広報なごやでお知らせします。

市民サービスの向上をすすめます施策⑭
区民の皆さまが便利で快適に要件を済ませられるよう、職員の接遇・ホスピタリティの向上や業務改善などに取り組み、
サービスの向上につとめます。

区役所窓口における対応に満足している区民の割合１ 96.7% 98.0% 100%

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

お客様に満足いただけるサービスの提供1

市民課
※１ 当日の午後１：00以降に交付　　※２ 直後の開所日の午後1：00以降に交付

さわやか市民サービス運動１

各課室等が職員全員で区民の目線に立ってサービス向上について検討し、接遇・ＣＳ（お客様満足度）向
上宣言として実践するなど、さらなる接遇の改善に取り組みます。

目標 業務改善の実施 各課１件　（㉙実績 各課で１件実施）

すみやか業務改善運動2

「市民に喜ばれる」、「スムーズに仕事ができる」、「経費を節約できる」という３つの視点から、各職場で
の自主的な運動により、業務改善に取り組みます。その改善活動を発表する「なかナカカップ」を開催
し、工夫やアイデアの共有をはかります。

ホスピタリティ向上のための業務改善等3

フロアサービスによるご案内

新

㉙実績 通訳等の実施 427件

㉙実績 フロアーサービス員の対応 67,053件

目標 平成30年4、6、10月、平成31年３月の混雑予想の提供　（㉙実績 3回）

福祉コンシェルジュ（福祉制度案内嘱託員）の配置5

高齢者・障害者福祉の関係で来庁された方に、相談内容の聞き取りや福祉制度・対応窓口の案内など
を行う福祉コンシェルジュを配置します。 ㉙実績 福祉コンシェルジュの対応 9,565件

㉙実績 職員研修の実施 ①51人 ②40人 ③10人 ④17人 計118人

㉙実績 中区情報保護委員会の実地調査 ３回、公務員倫理研修及び財務契約研修の実施

総務課、各課

企画経理室
㉙実績 取扱件数 35,420件

目標 窓口アンケートのお客様満足度で、「満足」及び「とても満足」の割合 100％
（㉙実績 98％）

区役所の保有資産を有効活用し、一層の財源確保に努め、市民サービスの向上に役立てます。

保有資産の有効活用と財源確保4

職員研修の実施3

来庁された方がスムーズに手続きや相談ができるように、職員の応対能力を高めるとともに、今後ま
すます複雑化する業務にも適切に対応できるように、職員の事務処理能力を高める研修を実施し、市
民サービスの更なる向上をめざします。
①接遇・クレーム対応研修の実施　　②認知症サポーター研修の実施
③職員レベルアップ研修の実施　　 ④タイムマネジメント研修の実施

信頼される職場風土づくり4

個人情報保護や要望等記録制度、公金の管理などを適切に執行し、不祥事防止や法令遵守につとめます。

目標 新たな独自収入財源の確保 1箇所　（㉙実績 1箇所）

市民課、保険年金課、民生子ども課、福祉課、各課

栄サービスセンターの運営2
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多文化共生関連イベントの実施　（再掲 P.31）3

目標 各種団体による意見交換会の開催 3回　（㉙実績 3回）

目標 広報大使との広報活動 12回実施　（㉙実績 8回）

各種団体による意見交換会の開催１
地域で活動する各種団体等による意見交換会を開催・参画します。

コミュニティ交流会の開催2
学区における様々な課題や取組みについての情報共有・意見交換の場としてコミュニティ交流会を開催します。

地域力推進室 

地域力推進室

地域主体のまちづくりをすすめます施策⑯
地域団体による自主的な活動への支援を行うとともに、住民が主体のまちづくりの推進をはかります。また地域の特性
やニーズの把握につとめ、区民会議等を開催するなど、地域の特性に応じたまちづくりや魅力づくりをすすめます。

地域活動やボランティア活動に参加したいと考える人の割合１ 66.8％ 68.6％ 75.0％

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

町内会・自治会への側面支援１
町内会・自治会加入申込書を転入者向け冊子「ようこそ名古屋へ」とともに配布します。また、専用ポスト（区
役所2階ロビーに設置）に加入申込書を投函された方について、町内会・自治会への取次ぎを行います。

新築マンション等に関する地域への情報提供等2
マンション等の新築について該当町内会・自治会に情報提供するとともに、不動産関係事業者に対す
る協力依頼など、町内会・自治会加入への取り組みを支援します。

目標 テーマ展示「おしえて！中区博士」の更新 4回
（㉙実績 4回）

企画経理室、地域力推進室

市民への情報発信・情報公開をすすめます施策⑮
区政への関心を高め、区民の皆さまの声をより区政運営へ反映していくため、区政に関する情報をわかりやすくかつ
効果的に伝わるよう、幅広い情報発信に取り組みます。

区の情報提供に不満を感じる区民の割合１ 19.2％ 16.4％ 18.0％

区ウェブサイトアクセス件数2 約42万件 約42.5万件 60万件

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

広報・情報提供の充実1

地域力推進室、各課

広聴活動の実施2
様々な広聴活動を通して区民からの意見や要望を幅広く聴き、区民ニーズを的確に把握し、施策展開
へとつなげます。

鶴舞中央図書館

中区コーナーでの魅力発信3
鶴舞中央図書館内常設コーナーにて、行政資料の設置、イベ
ントチラシの配布、歴史・行事・スポットを紹介するテーマ展示
等を行い、中区の魅力と情報を区民に発信する場とします。

様々な広報チャンネルを活用して、幅広く情報を発信します。
①中区広報大使に委嘱したご当地アイドル「OS☆U」とともに、様々な機会や場を利用して
中区の魅力や区政のPRをすすめます。

②広報なごや、区ウェブサイトのほか、様々な広報媒体を活用した広報を実施します。また、
広報なごや中区版の見出しなどをリニューアルするなど、広報をより充実させます。
③転入者向けパンフレット「ようこそ中区へ」や「中区お役立ち情報」により、中区の施設、生
活に役立つ情報等を紹介します。
④中区区政出前トークにより、区政についての情報提供をすすめます。
⑤区役所内の多言語情報コーナーを活用し、中区のイベントなど外国人に対する情報提供
をすすめます。（再掲P.31）

中区コーナー

新

中区安心・安全・快適なまちづくり推進協議会の運営１
市民・事業者及び関係機関の協働による中区安心・安全・快適なまちづくり推進協議会を運営し、地
域住民、地域事業者、まちづくり団体等と協働して、安心・安全で快適なまちの実現に向けた取組み
を実施します。

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲P.8）2
安心・安全・快適なまちづくりへの意識向上をはかるとともに、広く区民が交流を深める場として、「安
心・安全・快適なまちづくりフェスタ」を実施します。（9月30日（日）実施予定）

地域力推進室、区内官公署

地域コミュニティの交流事業1

町内会・自治会加入促進の取組み2

地域住民、地域事業者、まちづくり団体等との協働3 区
政
運
営
の
取
組
み
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多文化共生関連イベントの実施　（再掲 P.31）3

目標 各種団体による意見交換会の開催 3回　（㉙実績 3回）

目標 広報大使との広報活動 12回実施　（㉙実績 8回）

各種団体による意見交換会の開催１
地域で活動する各種団体等による意見交換会を開催・参画します。

コミュニティ交流会の開催2
学区における様々な課題や取組みについての情報共有・意見交換の場としてコミュニティ交流会を開催します。

地域力推進室 

地域力推進室

地域主体のまちづくりをすすめます施策⑯
地域団体による自主的な活動への支援を行うとともに、住民が主体のまちづくりの推進をはかります。また地域の特性
やニーズの把握につとめ、区民会議等を開催するなど、地域の特性に応じたまちづくりや魅力づくりをすすめます。

地域活動やボランティア活動に参加したいと考える人の割合１ 66.8％ 68.6％ 75.0％

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

町内会・自治会への側面支援１
町内会・自治会加入申込書を転入者向け冊子「ようこそ名古屋へ」とともに配布します。また、専用ポスト（区
役所2階ロビーに設置）に加入申込書を投函された方について、町内会・自治会への取次ぎを行います。

新築マンション等に関する地域への情報提供等2
マンション等の新築について該当町内会・自治会に情報提供するとともに、不動産関係事業者に対す
る協力依頼など、町内会・自治会加入への取り組みを支援します。

目標 テーマ展示「おしえて！中区博士」の更新 4回
（㉙実績 4回）

企画経理室、地域力推進室

市民への情報発信・情報公開をすすめます施策⑮
区政への関心を高め、区民の皆さまの声をより区政運営へ反映していくため、区政に関する情報をわかりやすくかつ
効果的に伝わるよう、幅広い情報発信に取り組みます。

区の情報提供に不満を感じる区民の割合１ 19.2％ 16.4％ 18.0％

区ウェブサイトアクセス件数2 約42万件 約42.5万件 60万件

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

広報・情報提供の充実1

地域力推進室、各課

広聴活動の実施2
様々な広聴活動を通して区民からの意見や要望を幅広く聴き、区民ニーズを的確に把握し、施策展開
へとつなげます。

鶴舞中央図書館

中区コーナーでの魅力発信3
鶴舞中央図書館内常設コーナーにて、行政資料の設置、イベ
ントチラシの配布、歴史・行事・スポットを紹介するテーマ展示
等を行い、中区の魅力と情報を区民に発信する場とします。

様々な広報チャンネルを活用して、幅広く情報を発信します。
①中区広報大使に委嘱したご当地アイドル「OS☆U」とともに、様々な機会や場を利用して
中区の魅力や区政のPRをすすめます。

②広報なごや、区ウェブサイトのほか、様々な広報媒体を活用した広報を実施します。また、
広報なごや中区版の見出しなどをリニューアルするなど、広報をより充実させます。
③転入者向けパンフレット「ようこそ中区へ」や「中区お役立ち情報」により、中区の施設、生
活に役立つ情報等を紹介します。
④中区区政出前トークにより、区政についての情報提供をすすめます。
⑤区役所内の多言語情報コーナーを活用し、中区のイベントなど外国人に対する情報提供
をすすめます。（再掲P.31）

中区コーナー

新

中区安心・安全・快適なまちづくり推進協議会の運営１
市民・事業者及び関係機関の協働による中区安心・安全・快適なまちづくり推進協議会を運営し、地
域住民、地域事業者、まちづくり団体等と協働して、安心・安全で快適なまちの実現に向けた取組み
を実施します。

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲P.8）2
安心・安全・快適なまちづくりへの意識向上をはかるとともに、広く区民が交流を深める場として、「安
心・安全・快適なまちづくりフェスタ」を実施します。（9月30日（日）実施予定）

地域力推進室、区内官公署

地域コミュニティの交流事業1

町内会・自治会加入促進の取組み2

地域住民、地域事業者、まちづくり団体等との協働3 区
政
運
営
の
取
組
み
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内　　　　　　容 所　管　局
災害時特設公衆電話の設置 防災危機管理局

　大規模災害発生時における被災者の通信手段確保のため、主要な指定避難所である市立小中学校等
において、新たに特設公衆電話の回線を設置し、電話機を配備します。市立小中学校等376か所
＜特設公衆電話＞
　大規模災害発生時において、被災者が家族の安否確認等に利用するため、避難所等に臨時に設置さ
れる発信専用の優先電話
●緊急連絡手段として提供　　●無料で利用可能　　●停電時も利用可能　　●通信制限を受けない

コミュニティセンターの建設 市民経済局

＜平成30年度開館予定施設：中区松原学区＞
　平成28年度及び29年度からすすめている建設工事を完了し、コミュニティセンターを開館します。
　スケジュール　～平成31年2月　建設工事
　　　　　　　　　平成30年度内　完了検査、引き渡し、開館

水環境の向上（合流式下水道の改善） 上下水道局

　合流式下水道では弱い雨のときは汚水と一緒に雨水も水処理センターに送り処理を行っています
が、雨量が増加すると路面など街の汚れや汚水の一部を含んだ雨水が直接河川へ放流されます。こう
した合流式下水道の課題に対処するため、簡易処理高度化施設の導入等、合流式下水道の改善をすす
めております。
【事業名】：合流式下水道の改善（堀留水処理センター）

地下鉄駅エレベーターの整備 交通局

●地下鉄丸の内駅における鶴舞線と桜通線の改札内乗換エレベーター及び地上エレベーターの整備
をします。

●地下鉄栄駅における東山線と名城線の改札内乗換エレベーターの整備をします。

排せつケア相談支援事業 健康福祉局

　高齢者の在宅介護をしている方が排せつの介助に関する悩みや困り事について相談ができるよう、
排せつケアコールセンターを設置します。
●相談体制  専門的な知識・技術を持った看護師等を配置
●開設時間  月曜日～金曜日（祝日除く）午前10：00～午後4：00
●開設予定  平成31年1月

在宅医療体制の整備 健康福祉局

●在宅医療支援センターの運営
　各区に1か所、看護師等の専門職を配置し、在宅医療の円滑な利用等について、市民からの相談等を
受け付ける窓口を設置します。
●24時間365日対応可能な在宅医療体制の構築（平成30年7月開始）

老人クラブの活動助成 健康福祉局

　小規模な老人クラブに対する運営補助金を新設します。
（1）対　象　会員15人以上29人以下の老人クラブ　　（2）補助額　月額　2,000円

［福祉特別乗車券］難病患者への対象拡大 健康福祉局

　福祉特別乗車券制度において交付対象者に難病患者を追加することとし、障害者の社会参加を一層
促進します。
●内　　容　 福祉特別乗車券の交付対象者に、福祉医療費助成制度（障害者医療・福祉給付金）の難病

要件での受給者を追加します。
●実施時期　平成30年11月予定

中区内で実施する各局の主な事業

区　　　分
これまでの実績

事　業　数

予　算　額

決　算　額

21

10,466千円

―

20

10,434千円

10,174千円

20

10,428千円

10,012千円

平成30年度平成29年度平成28年度

地域力推進室

地域の絆づくり支援事業4
地域団体等が行う、人と人とのつながりや絆を深めるための活動を支援
します。
①事業の実施にあたって、事業費の一部を助成します。
②区ウェブサイトを活用して各地域の事業をお知らせします。

地域力推進室、各課

学区担当制による地域との連携5
学区担当職員が学区の定例会等に出席し、重要事項などについて広報・広聴活動を行います。また、
学区担当職員が主要交差点における街頭指導（交通事故死ゼロの日活動）や防災訓練、各種行事等
に参加し、積極的に地域との連携を深めます。

企画経理室

区民会議等の開催6
区民意見を集約し、区政運営に反映するため、区民会議や中
学校区懇談会、ワークショップを開催します。

中区昼間人口層調査の実施１
昼間人口が市内で最も多い中区において、区内の事業所や区内で働く人、買い物客などに、防災の
取組みや地域活動に関することなど中区政に対するニーズを把握するため、昼間人口層に対しての
アンケート調査や街頭調査を実施します。

多文化共生関連イベントの実施（中区多文化共生推進事業）　（再掲P.31）2

区の特性に応じたまちづくり事業7

企画経理室

自主的・主体的な区政運営9
地域特性に応じた取組みを行うため、区民会議や中学校区懇談会、区民アンケート等を通じて区民
ニーズを把握し、区政運営方針を定めて、自主的・主体的に区政運営に取り組みます。

㉙実績 助成17件

㉙実績 区民会議等の開催 11回 区民会議

企画経理室

区まちづくり基金の管理8
区まちづくり基金の管理により、区のまちづくりや活性化を推進します。

企画経理室、地域力推進室
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