
生涯にわたる心身両面の健康づくりを支援します施策④
健康で心豊かな生活を送る上で、生涯にわたり健康であることは重要な要素です。健康でいきいきとした生活を送る
ために、歯や口の機能を維持し、食生活や運動の実践などの生活習慣の改善に向け、区民の皆さまの意識向上に取り
組みます。

健康寿命（中区）１
男性78.96
女性83.66
（26年）

男性79.05
女性84.16
（27年）

（参考）平均寿命（中区）2
男性80.30
女性86.57
（26年）

男性80.37
女性87.03
（27年）

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

保健予防課

身近な地域に出向き、健康づくりに関する講話や健康チェックを行います。
特に、介護予防やロコモティブシンドローム予防等の教室を実施し、心身の健康づくりに関する普及
啓発を行います。

地域での健康づくりの普及啓発１

目標 地域での健康づくりの実施 全11学区　（㉙実績 11学区）

区民の健康づくり事業1

子育て中の保護者を対象とした健康教室に託児スタッフを配置し、受講者が講話や実習に集中して
参加できる体制を整えます。

子育て中の保護者が参加しやすい健康教室の実施3

目標 健康教室の実施 6回　（㉙実績 6回）

８０２０表彰対象者などへのお口の機能向上研修会の実施4
ハチマルニイマル

歯の喪失が少なく生涯を通じてよく噛むことができる人は、活動性が高く健康寿命
の延伸につながるといわれています。そこで、中区歯科医師会がおこなう８０２０表彰
式（８０歳で２０本以上自分の歯を有する人を表彰する）に協力するとともに、区民を
対象とした研修会を開催し歯の健康と健康寿命の関係について周知啓発します。

目標 口腔機能向上研修会の参加者数の増加　（㉙実績 46人）

地域力推進室、環境薬務室、区内官公署

空家対策の推進6
中区空家等対策会議を開催し、空家の適切な管理を推進するため、所有者等に対し適切な管理につとめ
るように助言・指導します。また、空家の活用方法などの情報提供やその他必要な支援を実施します。

中土木事務所

道路、公園、河川などの適切な維持管理8
道路、公園、河川など土木事務所が所管する施設の適切な維持
管理を行うとともに、区民の皆様から寄せられる通報や要望に
対して、迅速・的確な対応につとめます。

地域力推進室、民生子ども課、福祉課、環境薬務室、保健予防課、中環境事業所、中土木事務所、中消防署 、中警察署

物品等の堆積により不良な状態
となっている住居への対策

7

平成30年4月施行の「名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例」に基づき、物品等
の堆積により不良な状態となっている住居について、堆積者に対して関係機関と連携して問題解決のた
めの支援を行います。また、堆積者又は所有者に対して不良な状態を解消するために必要な措置を講ず
るよう指導します。

外国人に対する資源・ごみの出し方についての広報11

地域力推進室、保健管理課、中環境事業所、区内官公署

重

環境局作業課と連携し、日本語学校などの団体を通じて、外国人に対する資源やごみの出し方に関す
る説明会を必要に応じて開催し、正しい排出方法について周知をはかります。

引越しの多い3月下旬から４月上旬にかけて、転入者等に資源やごみの分け方・出し方を案内するた
め、区役所にごみ案内所を開設します。

ごみ案内所の開設10

目標 転入者・外国人転入者への周知 50％　（㉙実績 ４８.４％）

道路の維持管理

スポーツと健康フェアの実施2

目標 イベント参加者 350人　（㉙実績 260人）

金山総合駅構内において、健康づくりイベント「スポーツと健康フェア」
を名古屋市教育スポーツ協会と共催します。（10月３日（水）開催予定）

スポーツと健康フェア

平均寿命の
延びを

上回るよう延伸

ま
ち
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姿

2
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まちの姿 2 人を育み、誰もがいきいきと暮らせるまち



地域住民が互いに助け合い、安心して暮らせる福祉のまちづくりをすすめます施策⑥
高齢化がより一層すすみ、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が医療や介護などが必要となっても
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域全体で支える地域包括ケアの推進に取り組みます。

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

障害者が自立して安心して暮らせるよう支援します施策⑤
障害者が必要とする情報を提供するとともに、障害者に対する区民の理解を深め、障害者が地域で自立して安心して
暮らせるよう支援します。

ホームヘルプサービスを利用して
地域で生活する障害者の数１ 166人

（H28.3）
168人
（H29.3） 200人

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

福祉課

障害のある方が作られた製品（授産製品）を販売する「なかよしマー
ケット」を中区役所庁舎内で開催し、授産製品の普及・販売促進につ
とめます。

授産製品の普及・販売促進1

福祉課、区障害者基幹相談支援センター

㉙実績 参加事業所 9施設

中区障がい福祉サービスガイドブックの作成2

区障害者基幹相談支援センター、福祉課、保健予防課、区社会福祉協議会

障害のある方が自立して安心して地域生活を送れる
ように地域・福祉関係機関・障害者団体等のネットワー
クを作るなど、支援体制の充実を図り、障害に係る差
別解消、虐待防止及び人権尊重に向けた啓発活動等
を行います。

中区障がい福祉サービスガイドブックを作成し、障害福祉サービスを提供する事業所の情報を掲載す
ることによって、生活状況や希望に合わせて自主的に事業所を選択できるよう支援します。

中区障害者自立支援連絡協議会：
中区障害者基幹相談支援センターを事務局とした
障害者支援を推進する地域ネットワークです。区役
所・保健センター・区社会福祉協議会・民生委員・障
害者団体・区内相談支援事業所・区内福祉サービス
事業所・ボランティア団体等がメンバーとなってい
ます。

障害者が地域で自立した生活を送るための支援3

施策を推進する事業

高齢者のサロンなどに保健センターの専門職員や音楽療法士などの指導員が出向き、介護予防の
方法をお伝えすることで高齢者が自ら介護予防に取り組めるよう支援します。

サロン等での介護予防の促進2

目標 サロン支援の実施 20か所　（㉙実績 19か所）

高齢者をはじめとした地域住民の健康や交流を目的とするふれあい・いきい
きサロンを支援します。また、運営者のスキルアップや新たな参加者の拡大
に向けた周知・啓発を行い、サロン活動の充実をはかります。

サロン活動の充実１

高齢者が安心して生活できる支援体制の推進1

サロンをはじめ、前津福祉会館・保健センター等の介護予防や健康づくり教室等の日程をカレン
ダー形式で作成し、高齢者の交流や介護予防・健康づくりの場についての情報発信を行います。

シニアお出かけカレンダーによる情報発信3

目標 カレンダーの発行 12回　（㉙実績 12回 ）

なかよしマーケット

※児童部会は立ち上げ検討中のため昭和区の部会に参加中

支援を必要とする高齢者のちょっとした困りごとを、地域住民の支援により解決する地域支えあい事
業を拡大します。また、担い手確保のためのボランティア養成講座を開催します。

地域支えあい事業の実施4 重

サロン活動
目標 サロン活動者研修、サロン実践者の集い、

サロン交流会の開催1６回　（㉙実績 1６回）

目標 地域支えあい事業の実施 5学区　（㉙実績 4学区）
ボランティア養成講座の開催 1回（3日間）　（㉙実績 1回（3日間））
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地域住民が互いに助け合い、安心して暮らせる福祉のまちづくりをすすめます施策⑥
高齢化がより一層すすみ、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が医療や介護などが必要となっても
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域全体で支える地域包括ケアの推進に取り組みます。

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

障害者が自立して安心して暮らせるよう支援します施策⑤
障害者が必要とする情報を提供するとともに、障害者に対する区民の理解を深め、障害者が地域で自立して安心して
暮らせるよう支援します。

ホームヘルプサービスを利用して
地域で生活する障害者の数１ 166人

（H28.3）
168人
（H29.3） 200人

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

福祉課

障害のある方が作られた製品（授産製品）を販売する「なかよしマー
ケット」を中区役所庁舎内で開催し、授産製品の普及・販売促進につ
とめます。

授産製品の普及・販売促進1

福祉課、区障害者基幹相談支援センター

㉙実績 参加事業所 9施設

中区障がい福祉サービスガイドブックの作成2

区障害者基幹相談支援センター、福祉課、保健予防課、区社会福祉協議会

障害のある方が自立して安心して地域生活を送れる
ように地域・福祉関係機関・障害者団体等のネットワー
クを作るなど、支援体制の充実を図り、障害に係る差
別解消、虐待防止及び人権尊重に向けた啓発活動等
を行います。

中区障がい福祉サービスガイドブックを作成し、障害福祉サービスを提供する事業所の情報を掲載す
ることによって、生活状況や希望に合わせて自主的に事業所を選択できるよう支援します。

中区障害者自立支援連絡協議会：
中区障害者基幹相談支援センターを事務局とした
障害者支援を推進する地域ネットワークです。区役
所・保健センター・区社会福祉協議会・民生委員・障
害者団体・区内相談支援事業所・区内福祉サービス
事業所・ボランティア団体等がメンバーとなってい
ます。

障害者が地域で自立した生活を送るための支援3

施策を推進する事業

高齢者のサロンなどに保健センターの専門職員や音楽療法士などの指導員が出向き、介護予防の
方法をお伝えすることで高齢者が自ら介護予防に取り組めるよう支援します。

サロン等での介護予防の促進2

目標 サロン支援の実施 20か所　（㉙実績 19か所）

高齢者をはじめとした地域住民の健康や交流を目的とするふれあい・いきい
きサロンを支援します。また、運営者のスキルアップや新たな参加者の拡大
に向けた周知・啓発を行い、サロン活動の充実をはかります。

サロン活動の充実１

高齢者が安心して生活できる支援体制の推進1

サロンをはじめ、前津福祉会館・保健センター等の介護予防や健康づくり教室等の日程をカレン
ダー形式で作成し、高齢者の交流や介護予防・健康づくりの場についての情報発信を行います。

シニアお出かけカレンダーによる情報発信3

目標 カレンダーの発行 12回　（㉙実績 12回 ）

なかよしマーケット

※児童部会は立ち上げ検討中のため昭和区の部会に参加中

支援を必要とする高齢者のちょっとした困りごとを、地域住民の支援により解決する地域支えあい事
業を拡大します。また、担い手確保のためのボランティア養成講座を開催します。

地域支えあい事業の実施4 重

サロン活動
目標 サロン活動者研修、サロン実践者の集い、

サロン交流会の開催1６回　（㉙実績 1６回）

目標 地域支えあい事業の実施 5学区　（㉙実績 4学区）
ボランティア養成講座の開催 1回（3日間）　（㉙実績 1回（3日間））
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①認知症初期集中支援チームによる支援
認知症の早期診断・早期対応に向け、認知症の方やその家族に対する包括
的・集中的な支援を多職種チームにより行います。
②認知症家族支援事業の実施
家族サロンや家族教室、もの忘れ相談医による専門相談を実施します。

③認知症サポーターの養成等
認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方やその家族等をあたたかく見
守る認知症サポーターの養成講座の開催、及び既受講者へのフォローアップ
を実施します。また、養成講座を受講した事業所を認知症にやさしい事業所
として認定します。

④回想法リーダーの活動支援
認知症予防の手法「回想法」を実施する回想法リーダーの活動を支援します。
⑤認知症予防リーダーの養成
認知症予防に関する普及啓発活動を行う認知症予防リーダーを前津福祉会館で養成します。

認知症の方や家族等への支援と認知症予防の担い手の育成・活動支援１

目標 認知症家族支援事業の実施 34回　（㉙実績 34回）

目標 認知症サポーター養成講座の開催 60回　（㉙実績 6５ 回）

認知症の方や家族等への支援体制の充実2

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・いきいき支援センター・鶴舞中央図書館

認知症にやさしい
事業所

ノベリティグッズ

福祉課・いきいき支援センター

区民が、住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを利用しながら生活することができるように、地
域の在宅医療と介護に携わる多様な立場の方が、相互の職務の理解を深め、顔の見える関係づくりを深
めるため、多職種連携研修や交流会を実施します。また、在宅医療と介護についての普及啓発のため、区
民向け講演会を開催します。

在宅医療と介護の連携推進3

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・いきいき支援センター 

在宅医療や介護、認知症などについての
幅広い世代への普及啓発

4

民生委員によるひとり暮らし高齢者をあたたかく見守る運動と連携をはかりながら、いきいき支援セン
ターの見守り支援員による訪問活動や電話相談、区の高齢者福祉相談員による訪問活動を実施します。

高齢者に対する見守り活動の実施5

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・福祉会館・いきいき支援センター

目標 高齢者福祉相談員による訪問活動 3,800回　（㉙実績 3,860回）

高齢者はつらつ長寿推進事業のプログラムの一つとして、図書館職員による音読広場を開催します。
名作文学や地域の昔話などを、皆で一緒に声に出して読みあい、心身の活性化・地域の魅力の再発見・
楽しい交流につなげます。

音読広場の開催6

目標 音読広場の開催 4回　（㉙実績 ４回）

幅広い世代の区民に対する普及啓発2

①認知症市民講演会の実施
②はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練の実施
はいかいする認知症の方に遭遇した場合を想定した声かけ
体験をまちなかで実施します。

模擬訓練の様子

介護まつりinなか

「介護まつりinなか2018」の開催

区民に対し、高齢者の介護サービスや介護予防、在宅療養に関
する普及啓発を目的とした総合イベント「介護まつりinなか
2018」を開催します（11月11日（日）開催予定）。

重

目標 「介護まつりinなか2018」の参加者 800人
（㉙実績 656人）
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①認知症初期集中支援チームによる支援
認知症の早期診断・早期対応に向け、認知症の方やその家族に対する包括
的・集中的な支援を多職種チームにより行います。
②認知症家族支援事業の実施
家族サロンや家族教室、もの忘れ相談医による専門相談を実施します。

③認知症サポーターの養成等
認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方やその家族等をあたたかく見
守る認知症サポーターの養成講座の開催、及び既受講者へのフォローアップ
を実施します。また、養成講座を受講した事業所を認知症にやさしい事業所
として認定します。

④回想法リーダーの活動支援
認知症予防の手法「回想法」を実施する回想法リーダーの活動を支援します。
⑤認知症予防リーダーの養成
認知症予防に関する普及啓発活動を行う認知症予防リーダーを前津福祉会館で養成します。

認知症の方や家族等への支援と認知症予防の担い手の育成・活動支援１

目標 認知症家族支援事業の実施 34回　（㉙実績 34回）

目標 認知症サポーター養成講座の開催 60回　（㉙実績 6５ 回）

認知症の方や家族等への支援体制の充実2

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・いきいき支援センター・鶴舞中央図書館

認知症にやさしい
事業所

ノベリティグッズ

福祉課・いきいき支援センター

区民が、住み慣れた地域で、必要な医療や介護サービスを利用しながら生活することができるように、地
域の在宅医療と介護に携わる多様な立場の方が、相互の職務の理解を深め、顔の見える関係づくりを深
めるため、多職種連携研修や交流会を実施します。また、在宅医療と介護についての普及啓発のため、区
民向け講演会を開催します。

在宅医療と介護の連携推進3

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・いきいき支援センター 

在宅医療や介護、認知症などについての
幅広い世代への普及啓発

4

民生委員によるひとり暮らし高齢者をあたたかく見守る運動と連携をはかりながら、いきいき支援セン
ターの見守り支援員による訪問活動や電話相談、区の高齢者福祉相談員による訪問活動を実施します。

高齢者に対する見守り活動の実施5

福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・福祉会館・いきいき支援センター

目標 高齢者福祉相談員による訪問活動 3,800回　（㉙実績 3,860回）

高齢者はつらつ長寿推進事業のプログラムの一つとして、図書館職員による音読広場を開催します。
名作文学や地域の昔話などを、皆で一緒に声に出して読みあい、心身の活性化・地域の魅力の再発見・
楽しい交流につなげます。

音読広場の開催6

目標 音読広場の開催 4回　（㉙実績 ４回）

幅広い世代の区民に対する普及啓発2

①認知症市民講演会の実施
②はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練の実施
はいかいする認知症の方に遭遇した場合を想定した声かけ
体験をまちなかで実施します。

模擬訓練の様子

介護まつりinなか

「介護まつりinなか2018」の開催

区民に対し、高齢者の介護サービスや介護予防、在宅療養に関
する普及啓発を目的とした総合イベント「介護まつりinなか
2018」を開催します（11月11日（日）開催予定）。

重

目標 「介護まつりinなか2018」の参加者 800人
（㉙実績 656人）
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マグネットシート

安心して子どもを生み育てられる環境をつくります施策⑦
安心して子どもを生み育てることができるよう、子育て相談体制の充実をはかるとともに、地域全体で子育てを支援し
ていくさらなる取組みを行っていきます。また、虐待の早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもへの支援に関係機関と
連携しながら、子どもを虐待から守る取組みをすすめます。

子育てに関する相談窓口を知っている区民の割合（※）１ 60.0％ 80％

中区が子育てしやすいと思う区民の割合（※）2 66.7％ 70％

保育所等入所待機児童数3 0人
（Ｈ30.４.1時点） 0人

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

子育て相談窓口の連絡先がすぐわかるように、民生子ども課や保健セ
ンター等の連絡先を印刷した子ども医療証カバー及びマグネットシー
トを作成し、配布します。

子ども医療証カバー及びマグネットシートの配布１

目標 子ども医療証カバーの配布 1,200枚　（㉙実績 1,200枚）
マグネットシートの配布　  1,500枚　（㉙実績 1,500枚）

区内の子育て情報や子育て相談窓口、子育て支援団体等のサイトにつながるＱＲコードを掲載した
子育てマップを、なかっこ・ねっと（※）と協力して作成し、配布します。

子育てマップの配布2

目標 子育てマップの配布 4,000枚　（㉙実績 ４,000枚）

区内小児・産婦人科や歯科医院、調剤薬局と連携し、中区子育てお役立ちポスターの掲示や子育て相
談窓口カードを配架することで、身近な場所で子育て情報を得られるように支援します。

医療関係機関との連携による子育て情報の周知3

㉙実績 中区子育てお役立ちポスターの設置 187機関

子育て相談窓口の周知普及1

乳幼児健診等に来所された方が気軽に利用できるよう写真パネルなどを使い、わかりやすい情報発
信につとめます。

健診フロアにおける子育てに関する情報の発信4

※なかっこ・ねっと
民生子ども課、保健センター、区社会福祉協議会、児童館、保育園、エリア支援保育所、NPO法人等の子育て支援団体及び
主任児童委員等で構成するネットワーク

※乳幼児健診・訪問面接指導等での保護者に対するアンケート調査

民生子ども課、保健予防課、鶴舞中央図書館

主任児童委員等子育て支援者を対象とした児童虐待防止や外国人親子の支援に関する講座を開
催します。

子育て支援者向け講座の開催3

子育て支援講座の開催及び講師派遣2
子育て方法に関する講座の開催１

名古屋市子ども・子育て支援センターや中保育園エリア支援
保育所と共催で、子どもの保護者を対象とした子育て方法に
関する講座を開催します。

子育て方法に関する講座

子育て中の保護者を支援するため、子育てサロンに親子遊び
などを行う講師を派遣します。

子育てサロンへ講師の派遣4

子育てサロンへの講師派遣

民生子ども課、保健予防課 

保健センターでの1歳6か月児及び3歳児健診に来所されたお子さんや保護者を対象に、絵本の読
み聞かせを行い、絵本紹介冊子を配布します。

はじめての本との出会い事業5

目標 はじめての本との出会い事業の実施 24回　（㉙実績 25回）

57.1％

56.6％

0人
（Ｈ２9.４.1時点）

親子一緒に参加して学ぶ、食育に関する講座をなかっこ・
ねっとが開催します。

親子で参加する食育講座の開催2

親子で参加する食育講座

重
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マグネットシート

安心して子どもを生み育てられる環境をつくります施策⑦
安心して子どもを生み育てることができるよう、子育て相談体制の充実をはかるとともに、地域全体で子育てを支援し
ていくさらなる取組みを行っていきます。また、虐待の早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもへの支援に関係機関と
連携しながら、子どもを虐待から守る取組みをすすめます。

子育てに関する相談窓口を知っている区民の割合（※）１ 60.0％ 80％

中区が子育てしやすいと思う区民の割合（※）2 66.7％ 70％

保育所等入所待機児童数3 0人
（Ｈ30.４.1時点） 0人

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

子育て相談窓口の連絡先がすぐわかるように、民生子ども課や保健セ
ンター等の連絡先を印刷した子ども医療証カバー及びマグネットシー
トを作成し、配布します。

子ども医療証カバー及びマグネットシートの配布１

目標 子ども医療証カバーの配布 1,200枚　（㉙実績 1,200枚）
マグネットシートの配布　  1,500枚　（㉙実績 1,500枚）

区内の子育て情報や子育て相談窓口、子育て支援団体等のサイトにつながるＱＲコードを掲載した
子育てマップを、なかっこ・ねっと（※）と協力して作成し、配布します。

子育てマップの配布2

目標 子育てマップの配布 4,000枚　（㉙実績 ４,000枚）

区内小児・産婦人科や歯科医院、調剤薬局と連携し、中区子育てお役立ちポスターの掲示や子育て相
談窓口カードを配架することで、身近な場所で子育て情報を得られるように支援します。

医療関係機関との連携による子育て情報の周知3

㉙実績 中区子育てお役立ちポスターの設置 187機関

子育て相談窓口の周知普及1

乳幼児健診等に来所された方が気軽に利用できるよう写真パネルなどを使い、わかりやすい情報発
信につとめます。

健診フロアにおける子育てに関する情報の発信4

※なかっこ・ねっと
民生子ども課、保健センター、区社会福祉協議会、児童館、保育園、エリア支援保育所、NPO法人等の子育て支援団体及び
主任児童委員等で構成するネットワーク

※乳幼児健診・訪問面接指導等での保護者に対するアンケート調査

民生子ども課、保健予防課、鶴舞中央図書館

主任児童委員等子育て支援者を対象とした児童虐待防止や外国人親子の支援に関する講座を開
催します。

子育て支援者向け講座の開催3

子育て支援講座の開催及び講師派遣2
子育て方法に関する講座の開催１

名古屋市子ども・子育て支援センターや中保育園エリア支援
保育所と共催で、子どもの保護者を対象とした子育て方法に
関する講座を開催します。

子育て方法に関する講座

子育て中の保護者を支援するため、子育てサロンに親子遊び
などを行う講師を派遣します。

子育てサロンへ講師の派遣4

子育てサロンへの講師派遣

民生子ども課、保健予防課 

保健センターでの1歳6か月児及び3歳児健診に来所されたお子さんや保護者を対象に、絵本の読
み聞かせを行い、絵本紹介冊子を配布します。

はじめての本との出会い事業5

目標 はじめての本との出会い事業の実施 24回　（㉙実績 25回）

57.1％

56.6％

0人
（Ｈ２9.４.1時点）

親子一緒に参加して学ぶ、食育に関する講座をなかっこ・
ねっとが開催します。

親子で参加する食育講座の開催2

親子で参加する食育講座
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子育てマップの配布　（再掲 P.19）3

医療関係機関との連携による子育て情報の周知　（再掲 P.19）4

民生子ども課、中保育園

地域で親子が気軽に参加できる遊びの場や子育て交流の場を主
任児童委員や子育て支援団体等とともに提供します。

なかっこ広場・子育てサロンの開催１

目標 なかっこ広場の開催 5回　（㉙実績 5回開催）

なかっこ広場・子育てサロンの開催　（再掲 P.21）5

主任児童委員等が乳児のいる子育て家庭を訪問し、子育て情報を提供するとともに、地域における
子育て家庭の支援をすすめていきます。
また、外国人の子育て家庭向けに子育て支援施策を紹介するリーフレットを多言語で提供します。

赤ちゃん訪問事業の実施2

地域での子育て支援の推進3

民生子ども課、保健予防課

エリア支援保育所が地域の子育て支援の場の活性化をはかるとともに、支援の場へ出向けない家庭
へきめ細やかな対応を行います。
①子育てサロンへ出向き、遊びの提供や子育て相談の実施
②赤ちゃん訪問に同行し、子育て相談や子育て情報の提供
③関係機関と連携した家庭訪問による見守り

エリア支援保育所（中保育園）による子育て支援3

なかっこ・ねっと連絡会で積極的に情報共有や情報交換を行い、ネットワークの連携を推進していき
ます。

なかっこ・ねっと連絡会の開催１

目標 なかっこ・ねっと連絡会の開催 ５回　（㉙実績 ５回開催）

子育て支援ネットワークの推進4

保健予防課

妊娠中からの継続支援１

目標 子育て総合相談窓口での妊婦等の支援 面接3,500件、電話1,500件
　　　　　　　　　　　　　 （㉙実績 面接3,156件、電話1,754件 ）

目標 パクパク教室
（11か月～１歳２か月の離乳食教室）の開催 ６回
　　　　　（㉙実績 前期（５～６か月） 6回 78組、 
　　　　　　 　　後期（10～11か月） 6回 69組）

妊娠中からのサポート体制の充実5

保健予防課

パクパク教室の開催１

目標 食育講座の開催 ２回　（㉙実績 2回）

食育の推進に取り組む地域の企業や団体等と協働し、望まし
い食習慣の形成と食に関する正しい知識の普及を行うため、
食育講座を実施します。

幼稚園での食育講座

地域との連携による食育講座の開催2

望ましい食習慣の定着を図る食育の推進6

思春期セミナーを学校と連携して実施し、命の尊さについて考え、妊娠・出産に関する知識の普及や情
報の提供を行います。

思春期セミナーの実施2

㉙実績 小学校15回、中学校4回

区内の子育て情報を提供し、親子が気軽に参加できる遊びの場
や子育て交流の場として、中区子育てフェスタを開催します。

中区子育てフェスタの開催2

妊娠期からの切れ目のない支援や相談に応じます。また、妊娠
中からの子育て支援体制づくりに取り組みます。
①妊娠届を出されたすべての方に保健師等が面接を行い、必
要に応じ訪問や電話による継続的な支援を行います。
②妊娠・出産期サポーター等からすべての妊婦の方に電話を
かけます。
③区内の周産期医療機関等の関係機関と連携をはかります。

なかっこ広場

子育てフェスタ

子育て総合相談窓口

離乳期に、離乳食指導、歯科指導、個別相談を行い、離乳食
に関する不安の軽減と幼児食へのスムーズな移行を支援
します。また、保護者が安心して教室に参加できるように、
託児スタッフを配置します。

パクパク教室
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子育てマップの配布　（再掲 P.19）3

医療関係機関との連携による子育て情報の周知　（再掲 P.19）4

民生子ども課、中保育園

地域で親子が気軽に参加できる遊びの場や子育て交流の場を主
任児童委員や子育て支援団体等とともに提供します。

なかっこ広場・子育てサロンの開催１

目標 なかっこ広場の開催 5回　（㉙実績 5回開催）

なかっこ広場・子育てサロンの開催　（再掲 P.21）5

主任児童委員等が乳児のいる子育て家庭を訪問し、子育て情報を提供するとともに、地域における
子育て家庭の支援をすすめていきます。
また、外国人の子育て家庭向けに子育て支援施策を紹介するリーフレットを多言語で提供します。

赤ちゃん訪問事業の実施2

地域での子育て支援の推進3

民生子ども課、保健予防課

エリア支援保育所が地域の子育て支援の場の活性化をはかるとともに、支援の場へ出向けない家庭
へきめ細やかな対応を行います。
①子育てサロンへ出向き、遊びの提供や子育て相談の実施
②赤ちゃん訪問に同行し、子育て相談や子育て情報の提供
③関係機関と連携した家庭訪問による見守り

エリア支援保育所（中保育園）による子育て支援3

なかっこ・ねっと連絡会で積極的に情報共有や情報交換を行い、ネットワークの連携を推進していき
ます。

なかっこ・ねっと連絡会の開催１

目標 なかっこ・ねっと連絡会の開催 ５回　（㉙実績 ５回開催）

子育て支援ネットワークの推進4

保健予防課

妊娠中からの継続支援１

目標 子育て総合相談窓口での妊婦等の支援 面接3,500件、電話1,500件
　　　　　　　　　　　　　 （㉙実績 面接3,156件、電話1,754件 ）

目標 パクパク教室
（11か月～１歳２か月の離乳食教室）の開催 ６回
　　　　　（㉙実績 前期（５～６か月） 6回 78組、 
　　　　　　 　　後期（10～11か月） 6回 69組）

妊娠中からのサポート体制の充実5

保健予防課

パクパク教室の開催１

目標 食育講座の開催 ２回　（㉙実績 2回）

食育の推進に取り組む地域の企業や団体等と協働し、望まし
い食習慣の形成と食に関する正しい知識の普及を行うため、
食育講座を実施します。

幼稚園での食育講座

地域との連携による食育講座の開催2

望ましい食習慣の定着を図る食育の推進6

思春期セミナーを学校と連携して実施し、命の尊さについて考え、妊娠・出産に関する知識の普及や情
報の提供を行います。

思春期セミナーの実施2

㉙実績 小学校15回、中学校4回

区内の子育て情報を提供し、親子が気軽に参加できる遊びの場
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民生子ども課、保健予防課 

民生子ども課、保健予防課

外国人向け教室の充実１

目標 教室の参加者 50人　（ ㉙実績 31人）

目標 各子育て教室の外国人参加者 10人　（㉙実績 ６人）

0歳児・1歳児の育児教室及び子どもの事故予防教室に、参加者のニーズに応じて通訳者（英語・中国
語・フィリピノ語等）を配置し、外国人保護者にも安心して教室に参加していただき育児について学べ
る環境を整えます。

目標 新生児乳児訪問等への通訳者の同行 20人　（㉙実績 10人）

各種子育て教室への参加促進2

新生児乳児訪問等の際、ニーズに応じて通訳者（英語・中国語・フィリピノ語等）が同行し、より丁寧に
保護者の不安におこたえします。

新生児乳児訪問への通訳者の同行3

外国人の育児支援の充実7

児童虐待に関する相談を受けた場合、速やかに子どもの安全確認を行い、家庭の状況に応じて、
子育て支援サービスの紹介、生活保護やＤＶの相談を案内するなど、生活全般を総合的に支援し
ます。また、居住実態が把握できない児童の所在確認及び安全確認につとめます。

児童虐待への対応１

関係機関との連携2

児童虐待防止の取組み8

5月と11月の児童虐待防止推進月間に、オレンジリボンの周
知等、区民を対象に児童虐待防止の啓発活動（オレンジリボ
ンキャンペーン）を行います。

区民への周知・啓発3

区社会福祉協議会

子どもの孤食を防止し、子どもが安心して食事ができる機会を提供
する子ども食堂を開設する団体に対して、事業費の助成や相談など
の運営支援を行うとともに、前津児童館・福祉会館の管理を行う前津
なかよしコンソーシアム（共同事業体）の事業の一環として、夏休みと
冬休み期間に子ども食堂を実施します。

生活保護世帯、生活困窮世帯及びひとり親家庭の中学生に対す
る学習支援事業を区内3か所で実施します。

子ども食堂の開設及び運営支援9

①なごやこどもサポート中区連絡会議を中心として、関係機関と連携しながら、要保護児童等の適切
な支援に必要な情報交換や支援内容の協議等を行います。
②予期せぬ妊娠の相談窓口「なごや妊娠SOS」をポスター等で広く周知するため、区内の医療機関（産
科・小児科）及び愛知県中薬剤師会と連携します。

民生子ども課、区社会福祉協議会

中学生の学習支援事業１

㉙実績 中学生の学習支援事業の実施 ３か所

㉙実績 助成2件、相談29件

㉙実績 高校生の学習継続支援事業の実施 １か所

中学生の学習支援事業に参加し高等学校等に進学した生徒を対象に、高等学校等進学後のアフ
ターフォローとして学習継続支援事業を実施します。

高校生の学習継続支援事業2

中高生向け学習支援事業10

新

重

重

重

①日本語サロン（外国人と日本人の子育て交流）
外国人親子が日本人のサポーターと一緒に子育てに関する知識や情報をやさしい日本語で
学ぶ教室を開催します。また、教室での子育て交流を通じて、お互いがつながることにより、
新しい情報を自分で得られる環境づくりを支援します。
②マミーズサロン（外国人親子の交流）
外国人保護者を対象に、出産・育児・栄養等の講話や相談会を実施し、日本
で安心して子育てに取り組めるよう支援します（英語と中国語の通訳・託
児スタッフを配置）。また、名古屋国際センター等と連携し、参加者交流を
通し、外国人保護者同士のつながりが広がるよう支援します。

児童虐待防止キャンペーン活動
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子どもの健やかな育ちと若者の自立を支える環境をつくります施策⑧
子どもが健康で育つことができるよう地域全体で見守る活動を支援するとともに、子ども同士や地域の人とのふれあい
やスポーツ等を通してさまざまな体験をすることにより、豊かな人間性や社会性を身につけられるよう支援します。

青少年健全育成活動への参加者１ 1,741人 1,909人 2,000人

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

少年スポーツ大会の開催１

目標 少年スポーツ大会等の参加者 350人　（㉙実績 3大会463人）

青少年健全育成1

地域力推進室、区内官公署 

文化関連事業2

目標 青少年育成区民大会の参加者 200人　（㉙実績 181人）

「はたち」を迎える新成人が健やかに成長したことを祝い、
前途を励ます記念式を開催します。成人の日記念式は、公
募及び各学区からの推薦による新成人「中区成人の日記念
式実行委員」の企画・運営により実施します。

成人の日記念式（平成31年1月14日（祝・月）・中区役所ホール）5

子どもたちが安心して学び、遊ぶことができるように、青少年をサポートする団体が登下校時の
見守りや声かけをする地域の世話やき活動を推進します。

③青少年をまもる運動
青少年の非行や問題行動を未然に防ぐ、地域のよりよい環境づくりについて、市民に対する理解と
協力を目的とする啓発活動を夏季（7月1日～8月31日）、冬季（12月11日～1月10日）の期間に実
施します。

地域の世話やき活動の推進6

目標 世話やき活動（11学区）延べ人数 22,000人　（㉙実績 22,486人）

学区のPTAが中心となって行うパトロール（通学路などの危険・有害な環境の総点検活動）に協
力します。

子どもを守るPTAパトロールへの協力7

目標 子どもを守るPTAパトロール重点校への協力 3校　（㉙実績 3校）

①青少年健全育成作文の募集
青少年の体験活動や自主的な活動を進めるため、将来のこ
と、身近な人への伝えたい思いや地域に住む人とのつなが
りをテーマに、区内の小中学生から作文を募集します。（7月
～9月）
②青少年育成区民大会
青少年のための文化、芸術や地域についての学習の機会と
して開催します。
また、青少年健全育成優秀作文の表彰を実施します。あわ
せて、「明るい選挙」・「赤い羽根」の優秀作品（ポスター・書
道）を表彰・展示します。（12月）

青少年健全育成運動4

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.8）3

大　会　名

少年グラウンド･ゴルフ大会

少年ソフトテニス交歓大会

少年剣道大会

5月13日（日）

6月3日（日）

6月10日（日）

白山地域スポーツセンター

伊勢山地域スポーツセンター

中スポーツセンター

開催日 開催場所

少年グラウンド・ゴルフ大会 少年剣道大会

新①若者のための芸術発表の場づくり
区内専門学校と連携し、市民ギャラリー栄にて区制110周年記念「ナカク・デザイ
ンプロジェクト2018」を実施します。（4月17日（火）～19日（木））
②青少年のための文化事業
区内の劇場と連携・協力して、青少年が芸術に触れる機会を作り、芸術を通じた青
少年の健全育成をはかります。
③区民美術展において、「赤い羽根」の入賞作品（書道・ポスター）を展示します。

青少年育成区民大会

成人の日記念式
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誰もが意欲を持って働けるよう、就労支援をすすめます施策⑨
生活保護受給者に対して就労支援をすすめ、自立の促進をはかります。またホームレス等が自立した生活に移行できる
よう、生活相談や健康相談などの支援を行います。

求職活動を行う生活保護受給者の就労開始率１ 50.5% 41.4% 50.0%

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

目標 就労支援コーナーの利用者 200人　（㉙実績 155人）

民生子ども課

生活保護受給者等生活困窮者の早期の就労と自立のため、公共職業安定所との連携により区役所
内に設置されている就労支援コーナーを活用し、きめ細かい就労支援を行います。

就労支援に関する
自立支援プログラム推進事業　

1

民生子ども課、中土木事務所 

ホームレス等が自立した生活に移行できるように関係公所と連携し、生活や健康に関する相談のた
めの巡回訪問を実施することにより福祉施策の利用を支援します。

ホームレス等の自立支援　2

地域力推進室

レクバレー大会なごやかウォークソフトテニス交歓大会

生涯にわたる学びやスポーツを通した生きがいづくりを支援します施策⑩
区民の皆さまがスポーツや芸術などを楽しむことができるよう、スポーツ大会や文化関連事業などを開催します。また
生涯を通して学んだ知識や成果を活かせるよう、学習の機会や情報の提供につとめます。

スポーツ・文化行事への参加者・来場者１ 5,164人 4,318人 5,700人

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

地域スポーツの普及１

少年・一般向け各種スポーツ大会の開催1

大　会　名
女性レクバレー春季大会
少年グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ大会
なごやかウォーク
少年ソフトテニス交歓大会
少年剣道大会
職域剣道大会
ソフトテニス大会
OB野球区長杯争奪戦
ソフトボール大会
女性レクバレー秋季交歓大会
グラウンド・ゴルフ協会大会
バドミントン大会
ふれあいハイキング
卓球大会

4月12日（木）、17日（火）

5月13日（日）

5月20日（日）
6月3日（日）

6月10日（日）

6月16日（土）
秋季予定

10月13日（土）
11月6日（火）、15日（木）

11月11日（日）
11月18日（日）
11月25日（日）

平成31年3月2日（土）

中スポーツセンター

白山地域スポーツセンター

中区役所前～下園公園
伊勢山地域スポーツセンター

中スポーツセンター

市体育館

白山地域スポーツセンター

中スポーツセンター
白川公園
中スポーツセンター
未定
中スポーツセンター

開催日 開催場所

地域の生涯スポーツ振興のために、中区体育協会・中区スポーツ推進委員連絡会などと連携して大会
運営、講習会等に取り組みます。

㉙実績 スポーツの講習会の実施 2回

目標 各種スポーツ大会の参加者 2,700人　（㉙実績 1,960人）

スポーツ大会の開催2

区民の皆さんが気軽に参加できる、各種スポーツ大会を開催します。

日曜窓口のご案内ご利用ください
毎月1回原則第1日曜日（午前8：45～正午）に、転入・転出に関係する窓口業務を行っています。

●転入、転出、転居届の受付、転入学関係の手続き
●転出入に伴う、国民年金の住所変更・氏名変更の受付、国民健康保険の資格取得・喪失・変
更の受付、福祉医療（医療費助成）の資格取得・喪失・変更の受付など
●印鑑登録申請、戸籍の届出などの受付
●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部・個人事項証明書などの証明書の交付　等

●住基ネット関係業務（住民票の写しの広域交付など）はお取扱いできません。また、これ以外
についても一部取扱いができない業務があります。
●他の市町村や国の機関等への確認が必要となる場合は、後日あらためてお越しいただく場
合があります。

※上記実施日程は、やむを得ず変更または中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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地域力推進室

区民の皆さんの創作発表の場として、市民ギャラリー栄で中区美術展を開催します。（10月16日
（火）～18日（木））

中区美術展の開催１

外国人向け広報の充実１

多文化共生関連事業の実施2

文化関連展覧会等の開催　2

いけばな展私たちの作品展中区美術展

目標 文化関連展覧会等の出展者及び来場者 3,000人　（㉙実績 2,358人）

行事名（団体名）

ナカク・デザインプロジェクト2018（専門学校等）

春のいけばな展（華道協会）

秋のいけばな展（華道協会）

4月17日（火）～19日（木）

4月21日（土）～22日（日）

10月20日（土）～21日（日）

市民ギャラリー栄

開催期間 開催場所

文化関連事業の支援2

地域文化振興のために区内各種団体と連携し展覧会を実施します。
中区制110周年を記念して、若者を対象としたデザイン作品展を開催します。

中生涯学習センター、地域力推進室

地域力推進室

生涯学習センターが主催する講座・講演会の企画内容について、中区の魅力発信や地域課題への
対応がすすむよう生涯学習センターと連携します。
「なか・ぶんかまつり」（11月3（祝・土）･４（日））について、情報提供や関係団体の出展支援を行います。

生涯学習センターとの連携１

生涯学習の推進3

目標 主催講座について「たいへん満足」と回答した人の割合 60%　（㉙実績 52%）

人権が尊重され差別や偏見がない社会をつくります施策⑪
一人ひとりの人権が尊重され、平和で豊かな地域社会を実現できるよう、人権尊重の理念や重要性についての認識を
深め、人権啓発を推進します。

人権啓発イベント参加者１ 約1,000人 約550人 800人

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

人権尊重のまちづくり事業1
人権尊重の理念の普及と市民の人権に対する理解を深めることを目的とし、なごや人権啓発センター
（ソレイユプラザなごや）と協働し、人権尊重への理解を深めるためのフォーラムを実施します。

地域力推進室

男女平等参画推進事業2
家庭・地域における男女平等参画を進めることを目的とし、男性の家事・育児参加を促進するために父
子を対象とした料理教室を実施します。

地域力推進室

外国人との共生と交流のまちづくり事業 （P.31参照）　3

目標 多文化共生推進に関する事業への参加者 250人　（㉙実績 227人）
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