
日頃より、中区政の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

このたび、令和元年度の中区区政運営方針を策定いたしました。この運営方針では、3つのまちの姿を目指

して、それぞれ施策ごとにさまざまな事業に取り組んでまいります。

策定にあたりまして、区民会議や中学校区懇談会等で広く区民の皆さまからいただいたご意見にお応えす

べく、16の施策の中で新規・拡充事業、重点的に取り組む事業として、39の事業を掲げました。

今年度は、区民の皆さまから特に要望の高かった帰宅困難者対策をはじめとする防災・減災対策や、育児支

援の充実などに引き続き取り組んでまいります。また、区民の1割超が外国人であるという中区において、区

全体で多文化共生を推進するため、「多文化共生推進ラウンジ（仮称）」の検討等をすすめるとともに、外国人

来庁者の利便性を高める事業などに取り組んでまいります。

今後も区民の皆さまにより一層満足いただけるよう、絶えず皆さまの声に耳を傾けながら「いつまでも輝

きつづける中区をめざして」区政運営を推進してまいりますので、引き続きご支援、ご協力をよろしくお願い

いたします。

令和元年5月　　中区長　竹 内  道 夫 　

中区民の皆さまへ

※平成31年4月中区役所屋上より撮影※平成31年4月中区役所屋上より撮影

「中」の文字をデザイン化し、飛翔する鳥の姿と縦横に走るストリートをイメージ

させて、発展する中区を表現したものです。

区のシンボルマーク
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まちの姿1　安心・安全に暮らせるまち

事　　　項 内　　　容 ページ

施策①　防災・減災対策をすすめるとともに、地域防災力の向上を支援します

地域防災力の向上

新重 指定避難所開設運営訓練の実施等 3

新 地区防災カルテを活用した防災活動の推進 3

拡 帰宅困難者対策の推進 3

新 市民及び事業所の自助力向上の促進 4

拡 健康危機管理講座の実施 4

防災関係機関の災害対応能力の向上 新拡重 区本部の機能強化 5

施策②　犯罪や交通事故のない地域づくりにつとめます

生活安全の推進
拡 安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施 7

拡 公用車へのドライブレコーダーの設置 7

交通安全の推進
重 子どもと高齢者の交通事故防止対策 7

重 交差点での交通事故防止対策 7

施策③　衛生的で快適な環境の確保につとめます

環境美化の推進

重 犬猫による迷惑防止 10

新 燃料電池自動車の導入、普及啓発 11

拡 空家対策の推進 11

まちの姿2　人を育み、誰もがいきいきと暮らせるまち

事　　　項 内　　　容 ページ

施策④　生涯にわたる心身両面の健康づくりを支援します

区民の健康づくり事業 重 子育て中の保護者が参加しやすい健康教室の実施 12

施策⑤　障害者が自立して安心して暮らせるよう支援します

中区障がい福祉サービスガイドブックの
作成

重
障害福祉サービス提供事業所を自主的に選択できる
よう支援

13

区政運営方針は、地域の課題や要望を踏まえて行政サービスや区民生活の向上をはかるため、この1年間
に中区が主体的に取り組む事業をまとめ、区民の皆さまにお示しするものです。平成20年度から策定を開始
し、今回で12回目となります。
中区では平成27年度区政運営方針から「名古屋市総合計画2018」にあわせ施策を分類し、施策ごとに目

標と各事業を掲げました。区政運営方針の長期目標である「いつまでも輝きつづける中区をめざして」、区政
運営に取り組んでいきます。

■区政運営方針とは

■マークの見方

令和元年度に新規で行う事業や取組み 対象や範囲など拡充する事業や取組み

区役所が独自に取り組む事業として、
自主的・主体的な区政運営予算で行うもの

は　じ　め　に

16の施策一覧及び令和元年度に新規・拡充する主な取組み

重点的に行う事業や取組み重

拡

予算

新

1



施策⑥　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

高齢者が安心して生活できる支援体制の
推進

拡 地域支えあい事業の実施 15

認知症の方や家族等への支援体制の充実 重 「認知症にやさしいまち大須」プロジェクトの実施 16

高齢者自ら、健康づくりに取り組むこと
ができる地域づくりの推進

新拡 高齢者自ら、健康づくりを目指すための風土づくりの推進 17

介護や在宅療養、認知症などについての
幅広い世代への普及啓発

重 「介護まつり㏌なか2019」の開催 18

施策⑦　安心して子どもを生み育てられる環境をつくります

子育て支援講座の開催及び講師派遣 重 子育て方法に関する講座の開催 20

地域での子育て支援の推進 拡 赤ちゃん訪問事業の実施 21

外国人の育児支援の充実

重 外国人親子の交流 22

新 出張による育児・健康相談 22

重 各種子育て教室やなかっこ広場等への参加促進 22

重 新生児乳児訪問への通訳者の同行 23

中高生への支援 拡 相談支援事業 24

子ども医療費助成制度 拡 子ども医療費の助成対象者の拡大 24

施策⑧　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

青少年健全育成 重 青少年健全育成運動 26

施策⑨　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⑩　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

少年・一般向け各種スポーツ大会の開催 重 地域スポーツの普及 28

施策⑪　人権が尊重され差別や偏見がない社会をつくります

外国人との共生と交流のまちづくり事業 重 多様な外国人向け広報の実施、多文化共生関連事業の実施 30

まちの姿3　魅力と活力にあふれるまち

事　　　項 内　　　容 ページ

施策⑫　多文化共生をすすめます

外国人との共生と交流のまちづくり事業
新重 多様な外国人向け広報の実施 31

新拡 多文化共生関連事業の実施 31

施策⑬　歴史・文化に根ざした魅力を大切にします

区の魅力発信 新 中区の歴史を題材とした紙芝居の動画作成 33

区政運営の取組み

事　　　項 内　　　容 ページ

施策⑭　市民サービスの向上をすすめます

お客様に満足いただけるサービスの提供

拡 増加する外国人区民への対応 34

新拡 フロアサービスの配置 34

拡 窓口混雑予想情報の提供 35

施策⑮　市民への情報発信・情報公開をすすめます

広報・情報提供の充実 重 さまざまな広報チャンネルを活用し、幅広く情報を発信 37

施策⑯　地域主体のまちづくりをすすめます

自主的・主体的な区政運営
新 区政運営方針概要版（やさしい日本語版）の作成 39

新 区将来ビジョンの策定 39
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