
今 月 の 特 集
子どもの権利相談室「なごもっか」

市長インタビュー 「日本1子どもを応援するマチ ナゴヤ」 など

ぜひ読んでね！

↓子どもの権利相談室「なごもっか」（東区）の皆さん

子どもたちの権利を守ります子どもたちの権利を守ります

052 - 953 -7584 午前8：00～午後9：00
年中無休

よくある質問をウェブサイトで公開しています。

052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp
名古屋おしえてダイヤル

市政に関する

お問い合わせは 名古屋おしえてダイヤル

新型コロナウイルス

感染症について

■同感染症について不安のある方は、以下の相談窓口にご連絡ください。

　厚生労働省電話相談窓口　　　0120-565653（午前9:00～午後9:00）

■同感染症の感染が疑われる方は､帰国者･接触者相談センター（保健センター）にご相談ください｡

　（月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）

　千種区☎753-1982　東区☎934-1218　　北区☎917-6552　　西区☎523-4618

　中村区☎481-2295　中区☎265-2262　　昭和区☎735-3964　瑞穂区☎837-3264

　熱田区☎683-9683　中川区☎363-4463　港区☎651-6537　　南区☎614-2814

　守山区☎796-4623　緑区☎891-3623　　名東区☎778-3114　天白区☎807-3917

　※月曜～金曜日の午後5：30～翌午前9：00、土曜・日曜日・祝休日の午前9：00～翌午前9：00は中保健センター☎241-3612

　※午後8：00～翌午前9：00は、緊急の相談に対応するオンコール体制となります。

■最新情報は市ウェブサイト（www.city.nagoya.jp）をご覧ください｡

こちらからも
ご確認いただけます↓

新型コロナウイルス感染症の影響により各ページに記載のある行事などは中止となる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。

※今後の状況により変更と

　なる場合があります。

令和2年（2020年） 4月号

広報なごやは毎月10日までにお配りしています。　　　　　配布／区役所総務課

記事の内容（開催日・申込期限など）が原則、毎月11日以降のものを掲載しています。

広報なごや点字版・声の広報なごやをご希望の方はご連絡ください。

編集・発行／名古屋市市長室広報課  ☎052-972-3134 FAX052-972-4126

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　　  www.city.nagoya.jp

●人口／2,327,440人

●世帯／1,119,872世帯

●面積／326.50km2

（令和2年3月1日現在）
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子どもの権利相談室子どもの権利相談室

子どもたちの権利を守ります

なごもっかなごもっか
「なごもっか」は子どもの権利を守るための相談室です。子どもが自分の意見を言えるように耳を傾け、

共に考え、子どもの意見を尊重した解決を目指します。

子ども青少年局子ども未来企画室分室　☎ 211-8071　FAX 211-8072問合

子どもの
権利ってなに?

「なごもっか」について

相談するには？

秘密は守ります

18歳未満(または
高校在学中)の方

対
象

フリーダイヤル

無料

※子どもの権利に関わることであれば、
　大人も相談できます。

電話で ファクス･郵便で 会って

例えば、こんなときは

「なごもっか」へ

「なごもっか」は
こんなことをしています「なごもっか」は困っている子どもの声に耳を傾け、

その権利を守るところです。悩みや困り事がある

時は何でも相談してください。まず、子どもの話

を聴き、子どもが自分で決めることを大切にしな

がら、子どもにとって一番良いこと（最善の利益）

は何かを一緒に考えます。

本人の同意がなければ、親・学校・その他「なご

もっか」以外の人には相談内容を伝えません。

子どもには、自分に関わることについての意

見や気持ちをきいてもらう権利があります

（意見表明権）

●学校に行きたくない　●仲間に入れない

●話を聴いてくれない　●叩かれる　

●ご飯を食べられない時がある　

●ゆっくりする時間が欲しい　

●このルールおかしくない?　

●みんなと違うことはだめなの?

★他のどの機関からも独立した子どもの

権利擁護委員が、子どもや保護者など

からの相談･申し立てなどについて、子

どもの権利の回復を図ります。

★必要があれば、他の機関などに対し、

対応や制度の改善を求めます。

★地域において子ども自身や大人が子ど

もの権利について学べるよう、研修や

講演などを行います。

があることがうたわれています。

☎0120-874-994
は な し き く よ

月曜･火曜･金曜日の午前11:00～午後7:00､

木曜日の午前11:00～午後8:00､土曜日の午前11:00～午後5:00

※いずれも受け付けは閉所の30分前まで

相談日時

FAX

水曜･日曜日･祝休日休所日

〒461-0005 東区東桜一丁目13-3 NHK名古屋放送センタービル6階場所

地下鉄東山線･名城線「栄」駅4番出口 徒歩3分アクセス

子ども専用

大人用電話番号 ☎ 211-8640

211-8072

名古屋市　なごもっか 検索

❶安全に安心して生きる権利 ❷一人一人が尊重される権利

❸のびのびと豊かに育つ権利 ❹主体的に参加する権利

その他、悩みや心配事など、

どんなことでも相談できます。

なごや子どもの権利条例
マスコットキャラクターなごっち

人権は、大人だけのものではありません。全ての子どもは生まれながらにして一人一人かけがえのない存在として大切に

される「権利」があります。どんなに小さな子どもでも自分の気持ちがあり、それが大切にされることで自分の人生を切り

ひらいていくことができます。「なごや子どもの権利条例」（※）では、子どもたちに、

※令和2年4月､｢なごや子ども条例｣を｢なごや子どもの権利条例｣に改正しました｡

名
鉄
瀬
戸
線

名
鉄
瀬
戸
線

日本1子どもを応援するマチ ナゴヤ

↑「なごもっか」のPRカードを持つ谷口由希子さん(左)と
　河村市長(市役所本庁舎市長室にて)

いね」

学校や家の人に知られたくないことでも、秘密は

絶対に守られるよ。場所はNHK名古屋放送セン

タービルの中。電話は0120-874-994。ナゴヤは

日本1子どもを応援するマチだよ。

が発揮されるかどうかは周りの環境しだい。子ども

の権利が侵害されないための仕組み作りを社会の

中でしていく必要があります」

Q.子どもたちから相談受けるときに大切にしとる

ことはどうだね?

谷口さん「秘密を守ること。最も大事。そうでない

と子どもとの信頼が作れません」

Q.「なごもっか」が特に力を入れていきたい取り

組みは?

谷口さん「大きな目標としては、子どもの権利を

守る文化や社会を作っていきたい。そのために子ど

もの最善の利益を確保するための方策を、大人と

子どもで、子どもの権利というのを真ん中にして一

緒に考えていきたい」

Q.ナゴヤの子どもさんたちへのメッセージをどうぞ

谷口さん「子どもさん、子どもに関わる大人の人

も、悩みがあったら、まず『なごもっか』に話してくださ

まず自己紹介してちょう。河村たかしからインタ

ビュー。

「市立大学大学院准教授、谷口由希子です。5

人いる『子どもの権利擁護委員』の1人。必ず子ど

もの味方になりますよ」

Q.ところで、子どもの権利といってもどえりゃあ難

しい。わかりやすく説明してくれんきゃあ?

谷口さん「子どもに話すときには、権利というの

は『当然できること』『してもらえるはずのこと』という

言葉を使っています」

Q.ほんだけど、具体的にはどんなことかね?

谷口さん「大人と子どもというのは全く別の人格

を持っていますし、それぞれに基本的な人権がある

わけなので、従え従う･教える教えられるという関係

でもないんです。子どもは本来自分で育つ力という

のを持っていて、どの子どももみんなかけがえのない

存在として大切に育まれる権利があります。その力

は な し き く よ

 ２
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４/1（水）か ら の 変 更 の お 知 ら せ

スポーツ市民局ができます！
本市では、スポーツ部門と市民部門を統合し、

「スポーツ市民局」を新たに設置します。

スポーツ
市民局

人権が尊重され、誰もがいきいきと安心・安全に暮らせるまちづくりを進めます

市民部門

●スポーツの振興やスポーツによる

都市ブランドの向上
スポーツ推進

スポーツ部門

●区政運営や地域振興、

市民活動の促進
地域振興

●交通安全や防犯、消費生活

●広聴や市政情報の提供、男女平等参画

の推進

市民生活

●人権施策の総合的な推進、同和

問題（部落差別）解消の推進
人権施策推進

消費生活相談の電話番号が一本化されます

新型コロナウイルス感染症について新型コロナウイルス感染症について

区役所の福祉窓口が変わり、以下の通り新しくなります

スポーツ市民局消費生活課　☎ 222-9679　FAX 222-9678問合市内在住か在勤（学）の方対象

区役所福祉課問合

教育委員会指導室　

☎ 972-3232　FAX 972-4177

問合

スポーツ市民局消費生活課　

☎ 222-9679　FAX 222-9678

問合

厚生労働省電話相談窓口、帰国者・接触者相談センターは表紙をご参照ください問合

月曜～金曜日(祝休日を除く)の

午前9:00～午後5:00

日時

●敬老手帳・敬老パス・高齢者の生活支援

●介護保険制度の利用

　（要介護認定･保険料･給付）

●地域包括ケアシステム

弁護士による若者の消費者トラブルに関

する面接相談（電話による相談後に予約）

若者向け法律相談

契約者が18～29歳のトラブル　対象

月曜～金曜日 午後1:30～4:00面接実施日

高齢者福祉・介護保険制度利用
に関する窓口

日常生活での予防法

●身体障害者手帳･愛護手帳･精神障害者保健福祉手帳

●自立支援医療（更生医療･精神通院･育成医療）

●特定医療費助成制度（指定難病）・小児慢性特定疾病医療

●障害福祉サービス など

障害・難病等の福祉制度利用に関する窓口

☎222-9671
く ろー な い

※日曜日・祝休日は消費者ホットライン ☎１８８ をご利用ください。
い や や

福祉課高齢福祉係 福祉課障害福祉係

全てこの電話番号で
相談できます

開設

スポーツ市民局総務課　☎ 972-4402　FAX 972-4108

経済局総務課　☎ 972-2403　FAX 972-4137

問合■スポーツ市民局の設置に合わせて、産業の振興や商店街、中央卸売

市場などの経済部門を担当する「経済局」を設置します。

月曜～土曜日（祝休日を除く） 

午前9:00～午後4:15

3月まで保健センター保健予防課・

保健センター分室で受け付けてい

た精神障害・難病・障害児などに係

る福祉業務は、区役所福祉課・支所

区民福祉課で受け付けています。

新型コロナウイルス感染症が、市内で発生し感染者が増え

続けています。国や県、市が発信する正確な情報に基づ

き、冷静な行動を心掛け、予防を徹底しましょう。

3つの条件がそろう場所
では、集団発生のリスク
が高くなります。このよう
な場所を避けましょう。

発熱など、風邪の症状がみられるときは、会社などは休んでください。

次のような症状がある方は、帰国者・接触者相談センター(表紙参照)

にご相談ください。

●風邪の症状や約37.5度以上の発熱が4日以上続く方（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

　　高齢者や基礎

疾患のある方は重

症化しやすい可能

性があります。

人混みへの外出を

控えましょう。

※高齢者や基礎疾患などのある方は、上の状態が2日程度続く場合

咳やくしゃみをするときは、マスクをしていない場合、

ハンカチや袖などで鼻･口を覆いましょう。

不特定多数の人が触るものを触った手で、目・鼻・口

を触るのはやめましょう。こまめに手を洗いましょう。

新学期の対応については、各学校（園）よ

り「なごやっ子あんしんメール」で連絡、ま

たは各学校（園）ホームページでお知らせ

します。

●食料品や生活必需品が本当に必要

な方に届くよう、デマに惑わされず

落ち着いた購買活動をお願いしま

す。

●「マスクを無料送付する」や「金の相

場が上がることは間違いない」といっ

た怪しいメールが届いても、反応しな

いようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する情報

は市ウェブサイトで提供しています。

■飛沫感染を防ぎましょう
ひ まつ

そのまま
くしゃみ

腕で鼻と
口を覆って
くしゃみ

スイッチ つり革
ドアノブ

感染したかもと思ったら…

換気の悪い

密閉空間
多数が集まる

密集場所

間近で会話や
発声をする

密接場面

■接触感染を防ぎましょう

市立学校・幼稚園の対応について

経営相談

☎ 735-0808　FAX 735-2065
名古屋市新事業支援センター

経済局中小企業振興課

月曜～金曜日(祝休日を除く)の

午前9:00～正午・午後1:00～4:00

日時

金融相談

☎ 735-2000　FAX 735-2104

事業者の皆さんの相談窓口

消費者としてご注意ください

●部屋を分けましょう
●換気をしましょう
●マスクをつけましょう
●こまめに手を洗いましょう

●感染者のお世話はできるだけ限られた方で
●手で触れる共有部分を消毒しましょう
●汚れたシーツ・衣服などを洗濯しましょう
●ゴミは密閉して捨てましょう

家族に感染が疑われる場合

集団発生を防ぐために

消費生活相談
金融商品・高齢者
悪質商法110番

架空請求
ホットダイヤル

サラ金・多重債務
特別相談

無料

！

 ３
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藤が丘
駅前
藤が丘
駅前

バスターミナルバスターミナル

藤が丘駅南藤が丘駅南 藤が丘駅東藤が丘駅東

駐
車
場
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車
場

藤
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駅

藤
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中央郵便局北中央郵便局北

泥江町泥江町

名
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速
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桜通桜通

錦通錦通

広小路通広小路通

名

古

屋

駅

名

古

屋

駅

西柳町西柳町

柳橋柳橋下広井町下広井町

ささしまライブ24東ささしまライブ24東

笹島笹島太閤一丁目太閤一丁目

太閤
通口
太閤
通口

錦通本町錦通本町

桜通大津桜通大津 桜通久屋東桜通久屋東

愛知芸術文化
センター
愛知芸術文化
センター

若宮大通若宮大通

桜通桜通

桜通
久屋西
桜通
久屋西

東新町東新町
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広小路本町広小路本町

矢場町矢場町 若宮大通
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若宮大通
久屋
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国
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19
号

国
道
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金山新橋南金山新橋南

金山橋南金山橋南

日本特殊陶業
市民会館前
日本特殊陶業
市民会館前

日本特殊陶業
市民会館北
日本特殊陶業
市民会館北

日本特殊陶業
市民会館
日本特殊陶業
市民会館

金山金山

金山南ビル金山南ビル

アスナル金山アスナル金山

バスターミナルバスターミナル

金山総合駅

金山総合駅

環境局作業課　☎ 972-2385　FAX 972-4133問合

なごや生物多様性センター　☎ 831-8104　FAX 839-1695問合

名古屋には路上禁煙地区があります!名古屋には路上禁煙地区があります!

サクラを枯らすサクラを枯らす 外国産カミキリ が勢力を拡大中！が勢力を拡大中！

被害を見つけたら直ちに通報をお願いします被害を見つけたら直ちに通報をお願いします

市民の皆さんへのお願い

観
察
の
手
順

喫煙マナーを
守りましょう!

人混みでの喫煙は、周囲の人にとってやけどや衣服を焦がす恐れなどがあり、とても危険な行為です。名古屋市では

「名古屋駅」･「栄」･「金山」･「藤が丘」を路上禁煙地区に指定しています。区域内では火のついたたばこを持つことも禁止されています。

公共の場所が市民の皆さんにとって安全で快適な場所であるために、ご協力をお願いします。

昨年6月、市内で初めて特定外来生

物「クビアカツヤカミキリ」が見つか

りました。繁殖力が非常に強く、幼

虫が幹の内部を食い荒らして枯ら

してしまいます。桜並木や果樹園が深刻な被害を

受けている都市もあり、厳重な警戒が必要です。

以下の手順で身の周りの樹木を観察し、被害を見つけたらす

ぐにご連絡ください。寄生された樹木は比較的簡単に見分け

られます。皆さんの力でサクラなどの樹木を守りましょう!

●歩きたばこは大変危険です。路上禁煙地区以外でも、

　歩行中や自転車の乗車中に喫煙しないようにしましょう。

●吸い殻入れを携帯し、吸い殻を捨てないようにしましょう。

路上禁煙 検索市ウェブサイト

クビアカツヤカミキリ 検索市ウェブサイト

違反者は過料

2,000円

専任の職員が区域内を

パトロールしています！

①サクラ･ウメ･モモ･スモモの4種類の樹木で、根元か

ら高さ2mくらいまでの幹や枝の表面を見る

　※被害はこの4種に集中しています

②幼虫が出すフラス(木くずとフンの混合物)がないか

確認

　※幼虫は木の中に潜み、穴を開けてフラスを出します

③フラスを見つけたら木の種類と場所をなごや生物多

様性センターに連絡

！

フ ラ ス の 特 徴

樹皮の内側に
潜む幼虫

被害樹木の皮を剥いだ様子
幼虫の食べた跡がまだら模様に見える

成虫
（6～8月に発生）

路上禁煙地区

●生木特有の明るい黄土色やオレンジ色

●樹液で固まり挽き肉状になっている場合もある

●粒子はゴマを薄切りにしたような形

なま き

5mm

■補助金額（耐震改修工事に対する補助）非木造住宅の

耐震改修助成 が

拡充されます

住宅都市局耐震化支援室　☎ 972-2921　FAX 972-4179問合

●耐震診断の結果「安全な構造でない」と診断された住宅

●昭和56年5月以前に着工した非木造住宅（マンション※、戸建住宅、長屋・

共同住宅）

　※3階（地階を除く）以上、延べ面積1,000㎡以上、耐火･準耐火建築物で

ある共同住宅

●住宅以外の用途が延べ面積の1/2未満

■補助対象（以下の全ての要件を満たす住宅）

●耐震改修費用の1/3　　●50万円×住戸数

●延べ面積×50,200円×1/3

●耐震改修費用の23％　　●60万円

●延べ面積×34,100円×23％

●耐震改修費用の23％　　●30万円×住戸数

●延べ面積×34,100円×23％

種別

マンション

戸建住宅

長屋・共同住宅

拡充後の補助金額（いずれか低い金額）

下線部：補助対象経費の単価　太字：補助率

○工事を2段階に分けて行う段階的改修の助成もあります。

建物　耐震対策 検索市ウェブサイト

16面下参照16面下参照

16面下参照16面下参照

お花見が
できなく
なるかも!?

 ４



住宅確保要配慮者専用賃貸住宅

所有者向けの募集･説明会

高齢者･障害者･子育て世帯など住ま
い探しに困っている方に入居者を限
定する同住宅について､改修費･家
賃･家賃債務保証料の一部を補助

市内の賃貸住宅の所有者など｡
選考で20戸程度
5/7(木)～6/5(金)

★説明会
4/28(火)午後2:00～3:30
市役所西庁舎12階西12C会議室
80人程度　　  4/23(木)まで

市ウェブサイト
住宅都市局住宅企画課
☎972-2772 FAX972-4172

対象

日時

場所

人数 受付

受付

案内

問合

無料

市営住宅 入居者の先着順募集

一般募集で応募のなかった住宅が対象
市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除く)
で収入要件などを満たす方｡先着
5/11(月)午後2:00～
4/27(月)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付

案内
配布

公害認定患者の転地療養

医師･看護師などによる健康管理･療
養指導など

5/27(水)～2泊3日(5食付き)
かんぽの宿知多美浜(知多郡美
浜町)
県内在住で緑色の公害医療手帳
2･3級､級外の方｡選考で40人
4/30(木)まで
保健センター保健予防課･環境
局公害保健課
☎972-2688 FAX972-4156

場所

対象

日程

受付

無料

案内
配布

風しん①抗体検査②予防接種の実

施

対象の方には4～5月に無料クーポ
ン券を送付します｡検査の結果､抗体
が基準値未満と判断された方は､予
防接種も無料で受けられます｡

①健診機関(特定健診または事
業所健診)②指定医療機関
市内在住で､昭和37年4月2日～
昭和47年4月1日生まれの男性
と､昭和47年4月2日～昭和54
年4月1日生まれで昨年度同検
査を受けていないか同検査で抗
体が基準値未満であったが予防
接種を受けていない男性
健康福祉局感染症対策室
☎972-2631 FAX972-4203

場所

対象

問合

無料

DV被害者のためのサポートグループ

事業 参加者の募集

同じ悩みを持つ人と体験や感情の共
有･情報交換をすることで､精神的な
回復や自立を目指す

4月～来年3月(8月を除く)の原
則､第1金曜･第3土曜日､午前
10:30～午後0:30
配偶者からの暴力被害を受けた
経験のある方など｡選考で各10
人程度
随時
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

日時

対象

問合

受付

無料

認知症高齢者グループホーム居住

費の助成

月額2万円を上限に居住費(家賃･光
熱水費)を助成

市民税非課税世帯､本人の前年
の年金収入(障害･遺族年金など
の非課税年金を含む)と合計所
得金額の合計が80万円以下(生
活保護受給者などは除く)､預貯
金などが一定額以下などの要件
を満たす方
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

無料

私立幼稚園で2歳児の一時預かり

を実施しています

仕事･介護などで保育が必要な場合､
幼稚園を利用できます｡

城北幼稚園(北区川中町)･同朋
幼稚園(中村区稲葉地町)･慶和
幼稚園(港区港栄四丁目)･しら
さぎ幼稚園(港区宝神五丁目)･
道徳和光幼稚園(南区道徳北
町)･みどり幼稚園(南区呼続五
丁目)･むらくも幼稚園(名東区
大針三丁目)
市内在住で保育の必要性がある
と認定を受けた2歳児
各園･子ども青少年局保育企画
室☎972-2524 FAX972-4146

施設

対象

問合

国民健康保険料の均等割額の減額を

受けるには所得の申告が必要です

前年中の世帯の所得が一定金額以下
の場合､申告により保険料の均等割
額が減額されます｡ただし､確定申告
書や市県民税の申告書を提出された
方、勤務先で年末調整を受けた方､令
和2年3月31日現在満19歳未満で所
得のない方は､申告の必要はありま
せん｡詳しくは6月(年金からの天引
きを行う｢特別徴収｣の世帯は7月)
に送付する案内をご覧ください｡

前年中の世帯の所得が33万円＋
(52万円×被保険者数)以下の方
区役所保険年金課･支所区民福
祉課

対象

問合

区役所･支所へ各種届け出をされ

る方へのお願い

厚生労働省の人口動態調査のため､
令和2年度中に出生･死亡･死産のた
め届け出をされる方､婚姻･離婚の届
け出をされる方は､職業(死亡届につ
いては産業も)もご記入いただくよ
うご協力をお願いします｡

健康福祉局監査課
☎972-2597 FAX972-4150

問合

春の交通安全市民運動(4/6～15)

★横断歩道などで歩行者などを見か
けたら必ず止まるよう｢歩行者保
護｣を実践しましょう｡

★新入学児童･園児のいる家庭では､
通学(園)路などを一緒に歩き､信
号の意味と見方､横断の仕方など
を教えましょう｡

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823

問合

ひとり親家庭向け 自立支援給付金

①自立支援教育訓練給付金…資格や
技術を習得するための指定講座の
受講料の一部を助成

②高等職業訓練促進給付金…看護師
など1年以上の修学が必要な国家
資格の修学期間中に一定額を支
給｡別途入学準備金などの貸し付
けあり

市内在住の20歳未満の子ども
を扶養するひとり親家庭の親
で､所得要件などを満たす方
①随時(受講開始前に相談必要)
②4月･10月｡4月分から受給希
望の方は4/30(木)までに事前
相談･申請が必要
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

対象

受付

問合

国民健康保険料の口座振替日が変

わります

4月振替分から毎月末日(金融機関
の休業日の場合は翌営業日)に変更
します｡口座振替登録済みの方は手
続き不要です｡

市ウェブサイト
健康福祉局保険年金課
☎972-2569 FAX972-4148

問合

案内

国民年金の学生納付特例制度

所得が一定以下の学生は､申請し承
認されると保険料の支払いが猶予さ
れ､その期間の保険料は就職後に支
払うことができます｡承認された期
間は老齢基礎年金を受給する資格期
間に算入され､障害・遺族年金の保障
もあります｡3月まで同制度を利用
し､4月以降も引き続き利用を希望
する方は､改めて申請が必要です｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

特別児童扶養手当･障害児福祉手

当･福祉手当(経過措置)･特別障害

者手当の支給月額の変更(4月分～)

★特別児童扶養手当…1級52,500円､
2級34,970円

★障害児福祉手当･福祉手当(経
過措置)…1号28,530円､2号
21,280円､3号16,030円､4号
14,880円､5-1号13,030円､5-2号
14,530円

★特別障害者手当…1種39,200円､
2種33,400円､3種32,350円

区役所福祉課･支所区民福祉課問合

認知症相談支援センターが移転し

ました(4/1～)

★移転先…昭和区阿由知通3-19昭
和区役所6階
☎734-7079 FAX734-7199

移転に伴い､同センターが実施して
いる｢認知症コールセンター｣の電話
番号も下記の番号に変わりました｡
　☎734-7089

健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367

問合

児童扶養手当支給月額の変更(4月

分～)

★全部支給の場合…1人目43,160
円､2人目は10,190円､3人目以降
は6,110円

★一部支給の場合…1人目10,180～
43 ,150円､2人目5,100～
10,180円､3人目以降3,060～
6,100円
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

問合

生活・福祉

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

2020/4月

〈往信用裏面〉〈返信用表面〉

63

63

〈返信用裏面〉〈往信用表面〉

※記載の休所日の他に、施設などにより休みの場合があります。

■市電子申請サービスでの申し込みは…
　https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
　右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
　お書きください。

■市ウェブサイトのアドレスは…
　http://www.city.nagoya.jp

■市役所への郵便物は…
　郵便番号（〒460-8508）と局・課名のみで
　届きます。

■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
　などでの案内は…
　日にちの記載がない場合は原則、4月1日(水)
　からです。

新型コロナウイルス感染症の影響について
掲載されているイベントや行事などについては､中止や内容変更となる場合がありますので、予めご了承ください｡

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか､市ウェブサイトをご覧ください。

■広報なごや4月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　4月11日(土)以降のものを掲載しています｡

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

2020/5月

○印は区役所・支所、市税事務所・出張所の日曜窓口の実施日：午前8：45～正午
(4/5は午後2:00まで)｡取扱業務は転入・転出届の受け付けや各種証明書の交付な
ど。詳しくは区役所・支所、市税事務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584

（おかけ間違いにご注意ください）

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

  広報なごや　令和2年４月号　●5



久屋大通庭園フラリエ

フラリエみらい花フェスタ

庭に関する講座･コンテスト･体験教
室などで花と緑を体感

4/16(木)～19(日)午前9:00～
午後5:00
入場無料

★作家のいとうせいこうさんなどに
よるトークショー

4/16(木)午前11:00～正午･
午後1:30～2:30
不要

同園(中区大須四丁目)
☎243-0511 FAX243-0512

申込

問合

日時

日時

料金

テレビ放送
●面下参照16

無料

とだがわこどもまつり

劇団かかし座による手影絵
ショー･スタンプラリー･工作体験など

5/3(日･祝)～5(火･祝)午前
1 0 : 0 0 ～ 午 後 3 : 3 0 ( 手 影 絵
ショーは各日午前11 :00～
11:50･午後2:30～3:20)
とだがわこどもランド(港区春
田野一丁目)
無料(期間中は駐車場有料)
不要(手影絵ショーは当日先着
各300人｡開演の各1時間前か
ら整理券配布)
同所☎304-1500(月曜日､ただ
し祝休日の場合は翌平日休み)
FAX304-1501

申込

問合

日時

場所

料金

テレビ放送
●面下参照16

伏見!春のうきうきスタンプラ

リー

伏見周辺の5つの施設(市科学館･市
美術館･消費生活センター･エコパル
なごや･ソレイユプラザなごや)でス
タンプを集め､ソレイユプラザなご
やでゴール!3つ以上集めた方には景
品をプレゼント!

4/25(土)～5/24(日)
※休館日は施設ごとに異なる
不要
ソレイユプラザなごや(中区栄
一丁目)☎684-7017(月曜日､
ただし祝休日の場合は翌平日休
み) FAX684-7018

申込

問合

日程

無料

名古屋港水族館のお知らせ

★新展示コーナー｢エコ･アクアリウ
ム～海の未来を考えよう!～｣…私
たちの生活と海洋環境の関わりに
ついて紹介

★ゴールデンウイークの営業…期間
中は午後5:00から夜間入館券(通
常の2割引き)販売､午後8:00まで
開館延長｡午後7:00からイルカの
ナイトパフォーマンス開催

4/29(水･祝)～5/6(水･休)
入館料必要
同館(港区港町)
☎654-7080(月曜日休み､ただし
4/6･5/4は開館) FAX654-7001

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

料金

問合

日程

徳川園の催し

★紅茶茶会
4/12(日)午前10:00～正午･
午後1:00～3:00
当日先着各150人

★ハープ演奏会
4/26(日)午後1:30～2:30

★ちびっこ集まれ､
忍者サムライ修行
…講師指導による
チャンバラ体験

5/5(火･祝)午前11:00～正
午･午後2:00～3:00(各15分
前から整理券配布)
当日先着各30人

入園料必要(茶会は別途一席
500円)
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日休み) FAX937-3847

料金

問合

日時

日時

日時

人数

人数

農業センターd
で ら

elaふぁーむ

ゴールデンウィークフェア

野菜の収穫体験､羊の毛
刈り体験など

5/4(月･祝)～6(水･休)
午前9:00～午後4:30
入園無料(期間中は
駐車場有料)
同センター(天白区天白町)
☎801-5221(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み) 
FAX801-5222

問合

日時

料金

ふるさとふれあいウォーキング

歩かまい稲武

稲武どんぐり工房(豊田市)発着の約
7kmのコース｡稲武地区の町並みや
川沿いを歩く

5/17(日)午前9:30～11:00集合
名古屋市･豊田市･岐阜県中津川
市に在住か在勤(学)の方
1,000円(現地で使えるクーポ
ン券500円含む)
不要

★送迎バス…①地下鉄｢本郷｣駅②日
本ガイシスポーツプラザ発着

①抽選で80人②先着40人
2,500円(参加料･クーポン券
を含む)
①5/7(木)必着
②4/13(月)午前10:00～

区役所情報コーナー･
①スポーツ市民局スポーツ振興
室☎972-3262 FAX972-4417
②日本ガイシ スポーツプラザ
☎614-3111 FAX614-3120

申込

人数

料金

受付

日時

対象

料金

案内
配布

東谷山フルーツパーク

展示会｢マンゴウパネル展｣

4/18(土)～26(日)の開園日､午
前9:00～午後4:30
同所(守山区大字上志段味)
☎736-3344(月曜日休み)
FAX736-2660

問合

日時

無料

3農業公園連携講座｢夏の親子収穫

体験 食の公園めぐり｣

全3回の連続講座
★新タマネギのピザ作り

5/24(日)午後1:30～3:30
農業文化園･戸田川緑地

★ウメジャム作り
6/6(土)午後1:30～3:30
東谷山フルーツパーク(守山
区大字上志段味)

★センターの牛乳でアイスクリーム
を作ろう

7/5(日)午後1:30～3:30
農業センターdelaふぁーむ
(天白区天白町)

小学生と保護者(1組4人まで)｡
抽選で12組
1組3千円
電子申請か往復はがきで戸田川
緑地管理センター(〒455-0873
港区春田野二丁目3204)
☎302-5321(月曜日休み)
FAX303-6116
4/20(月)消印有効

場所

場所

場所

対象

料金

申込

受付

日時

日時

日時

｢なゴーヤ隊｣新規隊員の募集

緑のカーテン作りに取り組む方に
ゴーヤなどの種をプレゼント

市内在住か在勤(学)で収穫後に
種を市に寄

き ふ

附していただける
方｡200人程度
5/29(金)まで
区役所情報コーナー･図書館･環
境局低炭素都市推進課
☎972-2692 FAX972-4134

対象

受付

無料

案内
配布

生ごみリサイクル講座

段ボールを使った生ごみ堆
た い

肥
ひ

化講座
★基礎編…①4/30(木)午後1:30～

3:00②5/21(木)③5/30(土)午前
10:30～正午

★経験者向け…④6/18(木)午後
1:30～3:00

①④エコパルなごや(中区栄一丁
目)②農業センターd

で ら

elaふぁーむ
(天白区天白町)③守山生涯学習
センター(守山区守山三丁目)
市内在住の方｡抽選で各20人
往復はがきかEメール(希望日も
記入)で環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
　a2297@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
①4/17(金)②5/7(木)
③5/15(金)④6/4(木)必着

受付

対象

申込

場所

無料

エコパルなごやの催し

①マンスリー企画展示｢なごや環境
大学前期共育講座･イベントの紹
介｣

4/30(木)までの開館日､午前
9:30～午後5:00

②自然木を使ったぶたカエルづくり
5/24(日)午前11:20～11:50･
午後1:30～2:00
3～12歳の方(小学3年生以下
は保護者同伴)｡先着各25人
500円

①不要②4/11(土)午前9:00～
電話･ファクス･Eメール(希望
時間も記入)で同所(中区栄一丁
目)☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

申込

日時

日時

対象

料金

無料

野鳥観察館 愛鳥週間の催し

①野鳥のおはなし
5/5(火･祝)午後1:30～2:30
20人程度

②藤前干潟の野鳥観察会
5/6(水･休)午前10:00～正午
30人程度

③野鳥ミニ講座｢鳥のミニリースを
作ろう!｣

5/6(水･休)午後1:00～3:00
500円

③不要①②電話･ファクス･E
メールで同館(港区野跡四丁
目)☎･FAX381-0160(月曜･
第3水曜日休み)　 nagoya.
kansatukan@car.ocn.ne.jp
①②5/4(月･祝)まで受付

申込

日時

日時

日時

人数

人数

料金

無料

無料

南リサイクルプラザの講座

★いすの布の張り替え
①5/9(土)②6/6(土)③7/4(土)
午前9:15～正午

★不用布を使った布ぞうりづくり
④5/10(日)午後1:00～3:00

★誰でも簡単!包丁とぎ
⑤6/14(日)午後1:00～3:00

★間伐材を削ってマイ箸
は し

づくり
⑥7/12(日)午後1:00～3:00

同所(南区元塩町)
市内在住の方｡抽選で①～③5
人④～⑥10人
はがき(1通1人1講座まで｡希望
番号も記入)で環境局減量推進
室☎972-2398 FAX972-4133
①④4/24(金)②5/22(金)
③6/19(金)⑤5/29(金)
⑥6/26(金)必着

受付

対象

申込

場所

日時

日時

日時

日時

無料

財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

レジャー 自然・環境

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

なごやグリーンウェイブ

苗木の配布

植樹などを通して生物多様性を考え

る活動として､｢世界フェアトレード

デーなごや｣の会場で苗木を配布

5/9(土)午前10:00～

名城公園t
ト ナ リ ノ

onarino(北区名城一

丁目)周辺

当日先着300人

環境局環境企画課

☎972-2698 FAX972-4134

問合

人数

場所

日時

無料

集まれ!愛岐の里山たいけん隊

～春の里山にいこう!～

愛岐処分場の見

学や田植え体験

など

5/24(日)

午前8:20～

午後4:30

愛岐処分場(岐阜県多治見市)｡

集合は伏見ライフプラザ(中区

栄一丁目)

小学4年～中学2年生｡抽選で

30人

1,500円

4/30(木)必着

なごや環境大学実行委員会(エ

コパルなごや内)

☎･FAX223-1223(月曜日休み)

問合

対象

料金

受付

場所

日時

なごや生きもの報告会&
アンド

講演会

～調査から見えた今のなごや～

5/10(日)午後1:00～4:30

名城大学天白キャンパス共通講

義棟東H302講義室(天白区塩

釜口一丁目)

当日先着150人

なごや生物多様性センター

☎831-8104 FAX839-1695

問合

人数

場所

日時

無料

住宅の低炭素化促進補助金

①太陽光発電設備

②Z
ゼ ッ チ

EH(ネット･ゼロ･エネルギー･

ハウス)…年間で消費するエネル

ギー量が太陽光発電などで創るエ

ネルギー量以下となる住宅

③蓄電システム

④H
ヘ ム ス

EMS(ホーム･エネルギー･マネ

ジメント･システム)…家庭のエネ

ルギー使用量などを見える化し､

家電などを自動制御するシステム

⑤家庭用燃料電池システム

市内の住宅に①～⑤を導入する

方(要件あり)

4/20(月)～

4/13(月)～市ウェブサイト･区

役所情報コーナー･環境局低炭

素都市推進課

☎972-2696 FAX972-4134

対象

受付

案内
配布

収穫体験参加者の募集

★春夏野菜の部

5/30(土)～6/21(日)

①中川区中島新町農

園②港区西茶屋農園

★ウメの部

5/30(土)･31(日)

③天白区池場農園

市内在住か在勤(学)の方｡抽選

で①80組②③20組

1組①②4,000円③1,500円

往復はがき(各部1組1通まで･春

夏野菜の部は第2希望まで農園

名も記入)で緑政土木局都市農業

課☎972-4071 FAX972-4141

4/20(月)消印有効

場所

場所

対象

料金

申込

受付

日程

日程

平和公園くらしの森 里山体験講座

①稲作コース

5/17(日)･31(日)･6/21(日)

午前9:30～正午､10/17(土)･

11/7(土)午後1:30～3:30

(雨天の場合順延)､12/5(土)

午後0:30～2:30の全6回

②畑作コース

5/24(日)･7/12(日)･10/25(日)

の全3回､午前10:00～正午

同所(千種区東明町)

小学生以上の方(小学生は保護

者同伴)｡抽選で①40人②60人

①小中学生千円･高校生以上2

千円②千円

電子申請か往復はがき(1通5人

まで｡年齢･希望コースも記入)

で東山総合公園(〒464-0804

千種区東山元町3-70)

☎782-2111(月曜日休み)

FAX782-2140

4/15(水)必着

場所

対象

料金

申込

受付

日時

日時

名城公園 花植えイベント｢ひまわり

いっぱい大作戦｣参加者の募集

5/16(土)･8/1(土)･10/3(土)の

全3回､午前10:00～11:30

同園｢花の山｣

花壇(北区名

城一丁目)

抽選で120人

程度

電子申請か往復はがきで同園フ

ラワープラザ(〒462-0846北

区名城一丁目2-25)

☎913-0087(月曜･第3水曜日

休み) FAX913-9379

4/24(金)必着

場所

人数

申込

受付

日時

無料

｢楽しみながら稲作体験しよう｣

田んぼアート 参加者の募集

葉の色が異な

る 古 代 米 を

使って田んぼ

に絵を描く

5/10(日)･7/5(日)･10/11(日)･

12/13(日)の全4回､午前10:00～

正午ごろ(作業により異なる)

港区西茶屋三丁目

市内在住か在勤の方｡抽選で

100口(1組5口､1口5人まで)

1口5千円(収穫米などの代金を

含む)

往復はがき(希望口数も記入)で

緑政土木局都市農業課

☎972-4071 FAX972-4141

4/20(月)消印有効

場所

対象

料金

申込

受付

日時

農業センター　d
で ら

elaふぁーむ

〒468-0021天白区天白町大字平針字

黒石2872-3 ☎801-5221(月曜日休み)

★養鶏体験教室…5/24(日)午前

10:00～正午｡市内在住の小学

4～6年生｡5人｡500円

緑化施設の催し

申し込みは4/20(月)まで(消印有効)

に電子申請・往復はがき(1通で1人1

講座まで｡催し名･希望日時と対象が

中学生以下の講座は学年も記入)で

各施設へ｡抽選

※この他にもさまざまな講座があります｡詳しくは区役所情報コーナー･地下鉄駅･生涯学習セン

ターなどで配布の｢行こうよ公園｣か同ホームページをご覧ください。
こちらからアクセス

緑化センター

〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168

☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)

★こだわった野菜づくり(講座)…

5/9(土)午後1:30～4:00｡32人｡

無料

庄内緑地グリーンプラザ

〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527

☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)

★ ド ラ イ フ ラ ワ ー 教 室 ｢ ラ ベ ン

ダーのリースづくり｣…5/9(土)

午後1:30～3:30｡30人｡2,000円

環境局作業課☎972-2394 FAX972-4133問合

ごみは決められた日の朝に出す

※ごみ全体を隠さず、生ごみだけを隠してください。

生ごみは新聞紙や紙袋などで隠す

●ごみがネットからはみ出している
●ネットをかぶせているが横に隙間がある

●ごみ全体をすき間ができないようにしっか
りと覆う

●ネットの端をごみの下に巻き込むようにする
※網目が細かく、重しが付いたのものを使うと、より効果的です。

ごみ袋を防鳥ネットでしっかり覆う

カラスによる被害を防止するために

カラスがごみを荒らすのは、生ごみを食べるた
めです。特に、4～7月はカラスの繁殖期です。
ごみの出し方を工夫して、被害を防ぎましょう。

収集日当日の朝、午前8:00(中区は午前7:00)までに出しましょう。
※前日の夜に出すと、収集前にカラスに荒らされる危険があります。

｢安心安全な水を飲むには浄水器が必要｣｢インターネット回線を変えると
通信料が安くなる｣｢就職活動･社会人には新聞が必須!｣などと､入学･転勤･
転居などで新生活を始めた人を狙う悪質な訪問販売が増加する時期です｡

被害に遭わないために､インターホンやドア越しで応対し､不要な契約はきっ
ぱりと断りましょう｡契約した場合でも契約書を受け取ってから8日間はクー
リング･オフできます｡困ったときは消費生活センターに相談しましょう｡

新生活を始める方へ ~訪問販売にご注意!~

消費生活センター相談ダイヤル(祝休日を除く)
☎222-9671(月曜～土曜日 午前9:00～午後4:15) FAX222-9678

問合

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

地域連携セミナー｢在宅医療の賢

い活用法～終末期を自宅で過ごす

ためには～｣

7/11(土)午後1:00～3:00
市立大学桜山キャンパス看護学
部棟3階308講義室(瑞穂区瑞
穂町)
先着100人　　　500円
4/11(土)午前9:00～
同大学看護学部看護実践研究セ
ンター☎･FAX853-8042

問合

日時

場所

受付

人数 料金

港防災センター

市防災表彰受賞団体展示

市が進める防災施策への貢献･功労
により表彰された個人･団体の取り
組みを紹介

4/16(木)～7/12(日)の開館日､
午前9:30～午後4:30
同センター(港区港明一丁目)
☎651-1100(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第3水曜日
休み) FAX651-6220

問合

日時

無料

クリエイターズショップ･ループ

公募で選出した､市内で創業を目指
すクリエイターの商品を販売

4/17(金)～来年3/21(日)午前
11:00～午後8:00
同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

問合

日時

イーブルなごやの催し

★主催講座(前期)…男女平等参画と
女性教育に関する全14講座

5～10月
抽選で各20～50人(託児要
予約)
無料～5千円(託児は別途料
金必要)
4/21(火)必着

★法律セミナー｢離婚の手続きと基
礎知識｣

5/12(火)午後1:30～3:30
50人程度(託児要予約)
無料(託児は有料)
ホームページ･電話か直接､同
所
5/11(月)まで(託児は5/5ま
で)

同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

問合

HP

日程

日時

人数

人数

料金

料金

受付

申込

受付

高齢者就業支援センター 講座

①ミニ講座 &
アンド

就業体験講習｢介護の
仕事を知りましょう｣

< 学 び 編 > 5 / 1 2 ( 火 ) 午 前
10:00～午後0:30<実技編>
5/12(火)午後1:30～4:00

②就業にも役立つパソ
コン(基礎)

<ワード>
5/18(月)～
6/1(月)の月曜･
水曜･金曜日の全7回､午前
10:00～正午
<エクセル> 5/18(月)～
6/3(水)の月曜･水曜･金曜日
の全8回､午後1:30～3:30

市内在住で55歳以上の方(②は
パソコンの基礎知識をお持ちの
方)｡抽選で①各30人②各20人
②ワード11,800円･エクセル
13,300円
4/20(月)まで
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

料金

受付

日時

日時

対象

問合

無料

少年少女発明クラブ

｢科学ものづくりアイデア道場｣

ワークショップを通じて､日常生活
を便利にするアイデアを具体化

6/6(土)･7/11(土)の全2回､午
後1:30～4:00
ブラザーミュージアム(瑞穂区
塩入町)･トヨタ産業技術記念館
(西区則武新町四丁目)
小学5年～中学生｡抽選で20人
千円　　　4/30(木)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･経済局次世代産業振
興課
☎972-2419 FAX972-4135

料金 受付

対象

場所

日時

案内
配布

子育て支援員(地域型保育)研修

地域型保育事業所で働くための知
識･技術を習得する全7日間の研修
★講義

6/10(水)･11(木)･15(月)･
17(水)･22(月)午前9:30～午
後4:00
総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)

★見学実習
6/18(木)･19(金)午前9:00～
午後4:00
市内公立保育所

研修後市内の事業所で同支援員
として就労意欲のある方｡抽選
で55人程度
テキスト代など実費負担あり
4/6(月)～21(火)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･民生子ども課､子ども
青少年局保育運営課 
☎972-4646 FAX972-4116

料金

受付

対象

場所

場所

日時

日時

案内
配布

大学連携講座 名古屋市民大学

最先端の大学研究成果や歴史などを
テーマとした13講座･講演会

5～9月　　　市内各所
抽選で各20～860人
無料～2,400円
4/22(水)必着
区役所情報コーナー･生涯学習
センター･教育委員会生涯学習
課分室(東区泉一丁目)
☎950-5031 FAX950-5041

料金

受付

人数

場所日程

案内
配布

市科学館の催し

①プラネタリウム一般投影 4月｢未
来の星空｣

4/24(金)までの開館日
当日先着各回最大345人

②市民観望会｢月と金星をみる会｣
5/1(金)午後6:15～8:30
抽選で250人(中学生以下は
保護者同伴)

③プラネタリウム夜間投影｢宇宙ス
テーションの夜｣

5/26(火)午後6:30～7:30
高校生以上の方｡抽選で350人

①大人800円､高校･大学生500
円､中学生以下無料②高校生以
上700円･中学生以下300円③
700円
①不要②③往復はがき(③1通5
人まで)で同館(〒460-0008中
区栄二丁目17-1)
☎201-4486(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第3金曜日
休み) FAX203-0788
②4/16(木)③5/13(水)必着

料金

申込

受付

対象

人数

人数

日程

日時

日時

なごやナースキャリアサポートセ

ンター ナース復職研修会

①講義
4/22(水)･5/27(水)･6/22(月)･
26(金)･8/24(月)午前10:00～
午後3:00

②技術練習
4/23(木)･24(金)･5/28(木)･
29(金)･6/23(火)･7/21(火)･
8/25(火)･26(水)午前10:00～
午後3:00

③見学実習
6/24(水)･25(木)午前9:30～
午後4:30

復職を目指す(准)看護師･保健
師･助産師のいずれかの免許取
得者｡①～③各15人程度｡①②
託児あり(6/22･26を除く)
電話かEメールで同センター(東
区葵一丁目)☎936-4883 
FAX979-4560
　a9364882@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp
開催日の①②前日(託児は8日
前)③2週間前まで

受付

日時

日時

日時

対象

申込

無料

愛知教育大学連携講座

｢親子で学ぼう!｣

生活に欠かせない｢水｣や身近な｢愛
知の魅力｣について親子で学ぶ

6/6(土)･7/18(土)の全2回､午
後1:30～3:00
イーブルなごや(中区大井町)
小学生と保護者｡抽選で60人
電子申請か往復はがき(学年･保
護者の年代も記入)で教育委員
会生涯学習課分室(〒460-0001
東区泉一丁目1-4)
☎950-5031 FAX950-5041
5/13(水)必着受付

日時

場所

対象

申込

無料

市民活動推進センター

NPO講座～法人設立編～

4/24(金)･6/3(水)午後2:00～
4:00
市民活動推進センター(中区栄
三丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各10人
500円
4/11(土)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールで市民活動推進
センター☎228-8039(月曜日
休み) FAX228-8073
　npo@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp

日時

場所

対象

料金

申込

創業セミナー

先輩創業者の経験談や創業に役立つ
支援情報など

5/12(火)午後2:00～5:00
名古屋ビジネスインキュベータ
白金(昭和区福江二丁目)
先着60人
4/14(火)午前9:00～
名古屋産業振興公社
☎883-8711 FAX882-0566

日時

場所

人数

受付

問合

無料

親子中央卸売市場教室

｢親子で梅加工体験｣

5/30(土)午後1:00～3:00
市内在住の小学3～6年生と保
護者(2人1組)｡抽選で20組
往復はがき(学校名･学年も記
入)で同市場本場(〒456-0072
熱田区川並町2-22)
☎671-1185 FAX671-1184
5/15(金)必着受付

日時

対象

申込

無料

児童虐待防止キャンペーン

児童虐待防止のための啓発物の配布
など｡アンケートにご協力いただい
た方先着300人に名古屋グランパス
とのコラボグッズなどをプレゼント

5/5(火･祝)午前10:00～午後
3:00
とだがわこどもランド エント
ランスホール(港区春田野一丁
目)
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3979 FAX972-4438

問合

日時

場所

無料

教養・実用

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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名古屋城

刀剣展-尾張に伝わる刀剣-

歴史的･美術史的に重要な刀剣8点
を展示

5/1(金)～14(木)午前9:30～午
後5：00(5/14は午後1:00まで)
同所本丸御殿孔雀之間(中区本
丸)
名古屋城観覧料必要
同所☎231-1700 FAX201-3646

日時

料金

場所

問合

にっぽん城まつり

f
フィーチャリング

eat.出張!お城E
エ キ ス ポ

XPO i
イ ン

n 愛知

①愛知にゆかりのある城の魅力紹介
や日本酒を提供するコーナー②城の
専門家などによる全8講演

5/2(土)～4(月･祝)午前9:00～
午後5:00(②は講演により異な
る)
吹上ホール(千種区吹上二丁目)
①第一ファッション展示場②メ
インホール
①一般1,000円(会場での購入
は300円増｡日本酒提供は20
歳以上､別途1,500円必要)･高
校生以下無料②800～1,800
円(講演により異なる)｡いずれ
もチケットはチケットぴあ･
ローソンチケット･イープラス
などで販売中
同実行委員会☎243-8600
(観光文化交流局観光推進課
☎972-2425 FAX972-4200)

日時

料金

場所

問合

揚輝荘の催し

【北園】
①春を楽しむ会 i

イ ン

n 揚輝荘…野外ス
テージイベント･お茶会･模擬店など

4/12(日)午前9:30～午後4:30
②キッズキッズフェスティバルin 

Y
ヨ ウ キ ソ ウ

OKISO
…子どものダンスショーなど

5/2(土)～5(火･祝)午前11:00～
正午･午後1:30～2:30

【南園聴
ちょうしょうかく

松閣】
③金管楽器の華やかな音色｢トリオ

クーナ･春のうららかコンサート｣
4/19(日)午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00

③当日先着各50人
①入場無料③入館料必要
不要
同所(千種区法王町)☎759-4450
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX759-4451

日時

日時

日時

料金

人数

申込

問合

無料

国際留学生会館

留学生による外国語･外国文化紹介

講座

★フランス語初級会話
5/18(月)～6/22(月)の月曜
日の全6回､午後6:30～7:45

★英語初級会話…全て英語で進行
5/20(水)～6/24(水)の水曜
日の全6回､午後6:30～7:45

高校生以上の方｡各40人程度
3千円
ホームページか封書(希望講座
も記入｡切手を貼った返信用封
筒同封)で同館(〒455-0015港
区港栄二丁目2-29)
☎654-3511 FAX654-3510
4/11(土)～5/7(木)必着
nic-nagoya.or.jp

日時

日時

対象

料金

受付

HP

申込

ロサンゼルス交歓高校生

派遣生徒の募集

姉 妹 都 市 の ア メ
リカ･ロサンゼル
ス 市 を 訪 問 し ､
ホームステイや体
験入学をする

7/21(火)～
8/4(火)
市内在住かつ在学の高校1･2年
生で､令和3年度にロサンゼル
ス交歓高校生の体験入学を引き
受け可能な在籍校が推薦し､同
時期にホームステイを引き受け
ることが可能な方｡選考で4人
4/13(月)～5/11(月)必着
4/13(月)～市ウェブサイト
観光文化交流局国際交流課
☎972-3063 FAX972-4200

日程

対象

受付

案内

問合

市博物館常設展企画展示

｢新発見 高蔵遺跡｣･｢狐の嫁入り｣･

｢河
か

水
す い

車
し ゃ

の龍神唐
か ら

子
こ

｣

5/24(日)まで
の開館日､午
前9:30～午
後5:00(入場
は午後4:30
まで)
常設展観覧料必要

★はくぶつかん講座｢高蔵遺跡の歴
史と最新の調査成果｣

4/25(土)午前10:00～11:00
当日先着100人

同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第4火曜日
休み) FAX853-3636

日時

料金

日時

人数

問合

無料

土偶､熱田区高蔵遺跡出土､
市教育委員会蔵

春の市役所本庁舎

ガイドツアー

国の重要文化
財である市役
所本庁舎内の
一般公開され
ていない場所
を中心に紹介｡
階段での昇降あり

5/24(日)･30(土)午前10:00～
11:30･午後1:00～2:30
同所(中区三の丸三丁目)
抽選で各60人
電子申請か往復はがき(1通5人
まで｡重複申し込み不可｡希望日
時も記入)で総務局総務課
☎972-2106 FAX972-4111
4/24(金)消印有効

日時

申込

受付

人数

場所

無料

文化のみち橦
し ゅ も く

木館の催し

①なごや折り紙建築展…名古屋の有
名な建物のペーパークラフト作品
を展示

4/24(金)～5/6(水･休)の
開館日､午前10:00～午後
5:00(5/6は午後3:00まで)

②建物を紙工作!ワークショップ
5/5(火･祝)午前11:00～正
午･午後2:00～3:00
小学生以上の方(小学生は保
護者同伴)｡先着各10人

入館料必要
①不要②4/11(土)午前10:00～
電話で同館(東区橦木町)
☎939-2850(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX939-2851

日時

日時

対象

申込

料金

昨年度の展示作品

文化のみち二葉館の催し

★深ぼり講座｢白壁･主
ち か ら

税･橦
し ゅ も く

木地区 
住人と共同作業のまちづくり｣

4/25(土)午後1：30～3：00
愛知建築士会前地域貢献活動
委員長の牛田信彦さん

★広がり講座｢名古屋城下町碁盤割
の資産を活かして都心の魅力をど
う高めるのか｣

5/2(土)午後1:30～3:00
名古屋学院大学教授の
井澤知

と も か ず

旦さん
先着各20人
300円(別途入館料必要)
4/11(土)午前10:00～電話で
同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

講師

講師

日時

申込

料金

人数

市民の｢第九｣コンサート

合唱団員の募集

11/29(日)に日本特殊陶業市民会館
(中区金山一丁目)で開催する同コン
サートに出演｡練習は6～11月に週
1回､市内で実施

練習に参加できる18歳以上の
方｡抽選でソプラノ･アルト各
130人､テノール･バス各70人
1万6千円
4/30(木)消印有効
区役所情報コーナー･図書館･
同実行委員会(中区栄二丁目)
☎203-8044(月曜･金曜日の午
後1:00～4:50)
観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128

対象

料金

受付

問合

案内
配布

オペレッタ｢伯爵令嬢マリツァ｣

出演者オーディション

6/27(土)･28(日)
(公演は来年2/19～21)
アクテノン(中村区稲葉地町)
15歳以上の方｡選考で35人程度
6/11(木)消印有効
4/15(水)～図書館･文化小劇
場･市文化振興事業団(中区栄三
丁目)
☎249-9385 FAX249-9386

日程

対象

場所

受付

要項
配布

市民芸術祭 参加公演の募集

10･11月に市内で開催する同祭に
参加｡経費の一部(上限5万円)を助成
する他､優秀公演を表彰

市内を中心に芸術活動を行う個
人･団体｡選考で20公演
5/7(木)消印有効
図書館･文化小劇場･市文化振興
事業団(中区栄三丁目)
☎249-9385
FAX249-9386

対象

受付

要項
配布

体感!しだみ古墳群ミュージアムの

催し

★しだみゅー歴史シンポジウム｢尾
張氏新たな路

み ち

を開く｣
4/19(日)午後1:00～4:30
県立大学守山キャンパス講義
棟6階講義室(守山区大字上
志段味)
当日先着200人　　　500円

★講演会｢断
だ ん

夫
ぷ

山
さ ん

古墳と尾張氏｣
4/26(日)午後1:30～3:00
同ミュージアム(守山区大字
上志段味)
当日先着100人　　　500円

★しだみゅー春まつり…勾玉作り
などの古代体験プログラム･ス
テージ･古墳ガイドツアーなど

5/3(日･祝)午前9:00～午後
5:00
同ミュージアム
入場無料　　　不要

同ミュージアム
☎739-0520(月曜日休み)
FAX739-0524

日時

日時

日時

場所

場所

場所

人数

問合

料金

人数 料金

料金 申込

市 民 半 額 鑑 賞 会
通常料金の半額で公演を楽しめます(金額は半額後の料金)｡
チケット取扱料(1枚300円)･払込手数料･郵送料は別途必要

場所

人数

申込

受付

御園座(中区栄一丁目)
抽選で各100人(⑦～⑩･⑫･⑬は各50人)
往復はがき(❺面右上の記入例参照｡①～⑬の希望番号1つ･車い
す席希望の有無も記入｡1通2人まで｡1つの番号に1通のみ応募
可)で市文化振興事業団(〒460-0008中区栄三丁目18-1ナディ
アパーク8階)☎249-9387 FAX249-9386
4/17(金)消印有効

細川たかし

特別公演

①7/11(土)②7/15(水)
③7/16(木)④7/18(土)
⑤7/21(火)

午後4:00～7:30
(①④は午前11:00～
午後2:30)

7,000円
A席2階

森進一

コンサート
⑥8/3(月) 午後4:30～6:30

4,500円
A席2階

夏休み!

吉本新喜劇 &
アンド

バラエティ公演

⑦8/11(火)⑧8/12(水)
⑨8/13(木)⑩8/14(金)

午後4:00～7:30
(⑦は午後3:00～
6:30)

3,500円
A席2階

ブロードウェイ

ミュージカル

｢ピーターパン｣

⑪8/25(火) 午後4:30～8:00
4,250円
A席2階

ミュージカル

｢D
ダ デ ィ ー

ADDY L
ロ ン グ

ONG 

L
レ ッ グ ズ

EGS｣～足なが

おじさんより～

⑫9/19(土) 午後6:00～9:00
5,500円
A席2階

⑬9/20(日) 午後5:00～8:00

文化・芸術

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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｢子どものまち～なごや☆子ども
C
シ テ ィ

ity～｣子ども実行委員の募集 
子どもだけの疑似的な｢まち｣でさ
まざまな社会体験ができる｢子ども
のまち｣(8/29～31に日本ガイシ
フォーラムで開催)の企画･運営を行
う｡活動は6月から6回程度

市内在住か在学の小学5年～高
校生(保護者の同意が必要)｡抽
選で50人
電子申請か往復はがき(学校名･
学年･保護者氏名も記入)で子ど
も青少年局青少年家庭課
☎972-2521 FAX972-4439
5/7(木)消印有効受付

申込

対象

ねんりんピック岐阜
市選手団選考会

①マラソン(3km)
5/10(日)午後3:00～
瑞穂陸上競技場(瑞穂区山下
通)

②囲碁
5/12(火)午前10:00～
日本棋

き

院
い ん

中部総本部(東区橦
木町)

③ペタンク(トリプルス)
5/16(土)午前8:30～
若宮大通公園ミニスポーツ広
場(中区千代田一丁目)

④将棋
5/17(日)午前9:30～
高齢者就業支援センター(昭
和区御器所通)
不要

⑤テニス(ダブルス)
5/18(月)午前9:00～
名城庭球場(北区名城一丁目)

⑥卓球(ラージボール)
5/24(日)午前9:30～
天白スポーツセンター(天白
区植田三丁目)

昭和36年4月1日以前生まれの
方｡昨年の大会と同一種目での
参加不可
①2,000円②男性2,000円･女
性1,500円③1チーム3,000円
④⑥1,000円
①4/17(金)②5/1(金)
③4/16(木)⑤5/10(日)
⑥4/30(木)必着
健康福祉局高齢福祉課
☎972-2542 FAX955-3367

対象

料金

受付

問合

日時

日時

日時

日時

日時

日時

場所

場所

場所

場所

場所

場所

申込

無料

なごやマスターズ水泳大会
5/24(日)午前10:00～
日本ガイシアリーナ(南区東又
兵ヱ町)
30歳以上の方｡抽選で800人
1種目1,400円､2種目2,400円
4/23(木)必着
区役所情報コーナー･市スポーツ
施設･教育スポーツ協会(南区東
又兵ヱ町)
☎614-7504 FAX614-7149

日時

対象

場所

料金

案内
配布

受付

小児気管支ぜんそく患者への
ネブライザー(吸入器)の貸し出し

1年間(最長5年まで延長可)
吸入治療が必要な市内在住の
15歳未満の同患者で､保護者が
6/5(金)午後､市役所で行う説
明会に出席できる方｡選考で60
人
無料(機器の維持･管理費用は自
己負担)
電子申請･はがき･ファクス(患
者のふりがな･生年月日､保護者
名も記入)で環境局公害保健課
☎972-2688 FAX972-4156
4/15(水)必着(申し込み後､5/7
までに主治医意見書の提出必要)

期間

対象

料金

申込

受付

案内
配布

障害者スポーツセンターの
催し

★東海障害者卓球大会(一般卓球)
< 団 体 戦 > 6 / 1 3 ( 土 ) 午 前
10:00～午後5:00
< 個 人 戦 > 6 / 1 4 ( 日 ) 午 前
9:15～午後5:00
同センター
13歳以上で身体障害者･愛護
(療育)･精神障害者保健福祉の
いずれかの手帳をお持ちの方

★市障害者スポーツ大会(アーチェ
リー)

6/14(日)午前10:00～正午
猪高緑地アーチェリー場(名
東区猪高町)
市内在住の中学生以上で身
体 障 害 者 手 帳 を お 持 ち の
アーチェリー経験者

4/29(水･祝)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター(名東区勢子坊二丁
目)☎703-6633(水曜日･祝休
日の翌平日休み)
FAX704-8370

受付

日時

日時

場所

場所

対象

対象

無料

青年選挙ボランティアの募集
選挙や政治に関するイベント･講座
などを企画･運営する｡企画会議を月
1回(平日夜間)開催

市内在住か在勤(学)の高校生～
25歳の方
電話･ファクス･Eメール(ふりが
な･生年月日･職業か学年も記
入)で市選挙管理委員会
☎972-3316 FAX972-4180
　a3316@senkyokanri.city.
nagoya.lg.jp
随時

対象

申込

受付

市職員(第1類･免許資格職)
採用試験

6/28(日)
来年4月
平成2年4月2日～平成11年4月
1日生まれの方など
4/30(木)～5/18(月)
4/28(火)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･人事委員会
任用課
☎972-3308 FAX972-4182

試験

採用
対象

受付

要項
配布

テレビ放送
●面下参照16

会計年度任用職員(子育て支援訪問
員)の募集

乳幼児家庭を訪問し､保護者や子ど
もの健康支援を行う

5月下旬
7月～来年3月
保健センター(中村･昭和･瑞穂･
中川･南･緑･名東･天白区)
保健師か助産師の資格取得者｡
選考で8人
5/8(金)必着
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-2629
FAX972-4419

試験

期間

対象

勤務

受付

要項
配布

会計年度任用職員(保育所整備推進
員)の募集

保育所などの整備に係る物件情報の収
集や保育事業者などとの調整を行う

5/11(月)　　　6月～来年3月
子ども青少年局保育企画室
一級または二級建築士の資格か
建築物の設計･施工管理などの
実務経験のある方｡選考で1人
4/20(月)消印有効
市ウェブサイト･子ども青少年局
保育企画室
☎972-3184 FAX972-4146

試験 期間

対象

勤務

受付

要項
配布

①市バス運転士②地下鉄駅務員の
募集

①5/16(土)②5/24(日)
①10月､来年1月または来年3
月②来年1月
①昭和50年4月2日以降生まれ
の大型第二種免許取得者②平成
2年4月2日～平成14年4月1日
生まれで､泊まり勤務が可能な
方｡いずれも視力など身体的要
件あり｡選考で①45人②30人
4/28(火)消印有効
地下鉄｢名古屋｣･｢栄｣･｢金山｣･
｢伏見｣駅の駅長室､市バス営業
所､交通局人事課
☎972-3823
FAX972-3934

試験
採用

対象

受付

要項
配布

保健所運営協議会委員の募集
年1回の審議会に出席｡謝礼あり

令和2年6月～令和4年5月
市内在住の20歳以上で地域保健
に関する活動を行っている方｡
選考で2人
4/20(月)消印有効
市ウェブサイト･健康福祉局保
健医療課
☎972-2624 FAX972-4154

期間

対象

受付

要項
配布

なごや観光ルートバス｢メーグル｣
ガイドボランティアの募集

車内で観光案内を行う
5/19(火)か20(水)
10月～来年3月(更新あり)
市内在住か在勤(学)で令和2年
10月1日現在20～64歳の方｡
選考で20人程度
4/30(木)必着
区役所情報コーナー･支所､市内
観光案内所､名古屋観光コンベ
ンションビューロー
☎202-1677 FAX231-0922

受付

対象

期間

試験

要項
配布

要項
配布

名古屋まちなみデザインセレク
ションの募集

魅力的な風景やまちなみを発掘･発信･
共有するため､物件･写真などを募集
★まちなみデザイン賞…良好なまち

なみの形成に寄与している建築物
や活動などを表彰

★まちなみデザイン20選…一般投稿
写真などの中から市民投票で選出

4/20(月)～6/5(金)
市ウェブサイト･住宅都市局都
市景観室
☎972-2732 FAX972-4485

受付

市職員(学芸)の募集
今年度から年齢要件を緩和

6/28(日)
来年4月
昭和36年4月2日～平成11年4
月1日生まれなどの要件を満た
す方｡選考で若干人
4/28(火)～5/18(月)必着
4/28(火)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･教育委員会
総務課
☎972-3208 FAX972-4175

試験

採用
対象

受付

要項
配布

会計年度任用職員(ひとり親家庭応
援専門員)の募集

5/16(土)　　　7月～来年3月
区役所
社会福祉士･臨床心理士･産業カ
ウンセラーの資格取得者など｡
選考で若干人
4/21(火)必着
区役所情報コーナー･子ども青
少年局子ども未来企画室
☎972-2522 FAX972-4204

試験 期間

勤務

対象

受付

要項
配布

小学校での新たな運動･文化活動
における指導者の募集

小学校の部活動に替わる新たな運
動･文化活動の指導者として､9月か
ら活動していただける方を募集

スポーツや音楽(合唱･楽器演奏
など)の経験があり､火曜～金曜
日の午後3:00～6:00に児童の
指導ができる方
随時
教育委員会生涯学習課
☎972-3265 FAX972-4178

対象

受付

問合

市技能功労者表彰 個人推薦の募集
市内在住の令和2年11月23日
現在60歳以上､主に中小企業で
働き同一職種に30年以上従事
している､優れた技能を持ち他
の技能者の模範と認められるな
どの要件を満たす方
6/19(金)必着
経済局労働企画室
☎972-3146 FAX972-4129

問合

受付

対象

災害応急用協力井戸の募集
災害時に井戸の水を生活用水(飲用
を除く)として地域の方に提供して
いただける家庭用井戸を募集｡指定
された井戸は｢あなたの街の地震ハ
ザードマップ｣におおよその位置を
掲載

市保健所環境薬務課(健康福祉局
内)☎972-2644 FAX972-4153

問合

犬･猫の①避妊去勢手術費用②マ
イクロチップ装着費用の補助

補助券(有効期間14日)を交付｡事前
に市指定動物病院で日程調整が必要

保健センター･動物愛護セン
ター(千種区平和公園二丁目)｡
②は保健センターのみ
市内在住で犬･猫を飼っている
方(犬は登録が必要) 
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

問合

場所

対象

要項
配布

国際交流･多文化共生推進活動に
助成

4月～来年3月に実施する日本語教
室･外国人との交流･外国文化紹介イ
ベントなどの事業に助成｡対象経費
の2分の1(国外での実施は3分の1)
以内で10万円(姉妹友好都市･パート
ナー都市関連事業は20万円)まで

市内で1年以上国際交流活動を
行っている団体｡選考
4/30(木)必着
市ウェブサイト･観光文化交流
局国際交流課
☎972-3062 FAX972-4200

受付

対象

市からのお知らせ

職員などの募集

スポーツ・健康

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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①中部国際空港②県営名古屋空港へ

は公共交通機関をご利用ください

ゴールデンウイークの長期休暇時
は､駐車場が満車になり駐車できな
い場合があります｡

①中部国際空港(常滑市)
☎0569-38-7830
②県営名古屋空港(西春日井郡
豊山町)☎0568-29-1600
FAX0568-29-1782
(総務局空港対策室
☎972-2224 FAX972-4112)

問合

5/5(火･祝)～11(月)は児童福祉週

間です

令和2年度は｢やさしさに つつまれ
そだつ やさしいこころ｣の標語のも
とに､全ての児童が幸福な生活を送
れるよう､名古屋市を含め全国各地
でさまざまな運動が展開されていま
す｡子どもの健やかな成長について
考えましょう｡

子ども青少年局企画経理課
☎972-3081 FAX972-4437

問合

分譲マンション管理組合の活動実

態に関する調査にご協力ください

管理規約の有無や修繕工事の実施状
況などを調査｡4～10月に①調査員
による訪問調査や②郵送によるアン
ケート調査を実施します｡

市内の①築30年以上の分譲マ
ンションの一部の管理組合理事
長､②①以外の全ての分譲マン
ション管理組合理事長
住宅都市局住宅企画課
☎972-2960 FAX972-4172

問合

対象

名古屋市納税お知らせセンター

市の業務委託先から電話で未納市税
についてお知らせしています(夜間､
土曜･日曜･祝休日も実施)｡

市民税･県民税(普通徴収)､固定
資産税･都市計画税､軽自動車税
を納期限までに納付していない
方
財政局収納対策課
☎972-2357 FAX972-4123

問合

対象

親
お や が く

学推進協力企業の募集

子どもにとって親はどうあるべきか
を考え､子どもと共に親として成長
する楽しさなどを学ぶ｢親学｣の推進
にご理解･ご協力いただける企業や
団体を募集｡登録企業･団体には､講
師の派遣など支援制度あり

市ウェブサイト
教育委員会生涯学習課
☎972-3253 FAX972-4178

問合

案内

地域まちづくり①活動助成②コン

サルタント活用助成

①活動費用の一部②まちづくり構想
の策定や事業化の検討をする上でコ
ンサルタントに委託する費用の一部
を助成

地域まちづくり活動団体(要件
あり)｡選考で①4部門で計6団
体程度②2部門で計3団体程度
4/6(月)～24(金)
4/6(月)～市ウェブサイト･区役
所情報コーナー･住宅都市局ま
ちづくり企画課
☎972-2938 FAX972-4162

対象

受付

要項
配布

上下水道料金のお支払いは便利な

口座振替･クレジットカード払いで

ホームページ
上下水道局お客さま
受付センター
☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959
FAX872-1296

案内

問合

↑ホームページ
はこちら

市バスのダイヤ改正

運行経路の変更をはじめとした市バ
スのダイヤを4/1(水)から改正

ホームページ
市バス･地下鉄テレホンセン
ター☎522-0111
FAX951-3344
www.kotsu.city.nagoya.jp

案内

問合

HP

街頭犯罪抑止環境整備事業補助金

★防犯カメラの設置…1台につき対
象経費の3分の2以内(上限14万
円)｡1団体5台まで(学区連絡協議
会は1団体10台まで)

★防犯灯のLED化…10ワットLED
灯の現物給付と工事費など(1灯
あたり上限5千円)､またはLED灯
の購入費･工事費など(1灯あたり
上限1万円)｡1団体10灯まで(うち
現物給付以外は3灯まで)

学区連絡協議会･町内会など
6/30(火)まで
区役所地域力推進室･スポーツ
市民局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823

対象

受付

問合

古い木造住宅の除却費用を助成し

ます!

対象建物の｢除却費用｣か｢延床面積
×9,600円/㎡｣のうち､低い額の3
分の1(上限40万円)を助成

米野地区(中村区)､御
み

剱
つるぎ

地区(昭
和区･瑞穂区)､下之一色地区(中
川区)､笠寺地区(南区)にあり､
昭和56年5月31日以前に着工
した､居住用として使用してい
る木造住宅｡解体工事契約前の
相談･申請必要
来年1/29(金)まで
住宅都市局市街地整備課
☎972-2759 FAX972-4163

対象

受付

問合

その蛍光灯安定器､PCB(ポリ塩化ビ

フェニル)は含まれていませんか?

昭和52年(1977
年)までに建て
られた事業用の
建物には､有害
物質であるPCB
が使用されてい
る蛍光灯安定器が設置されている
可能性があります｡保有している場
合は､届け出を行い、処理期限(来年
3/31)までに適正に処理してくだ
さい｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2392 FAX972-4132

問合

安定器

閲覧
･

配布

①なごやか地域福祉2020②名古

屋市成年後見制度利用促進計画(令

和2～6年度)の策定

①市の地域福祉の目指すべき方向性
と方策を示すための計画②成年後見
制度の利用促進に関する施策の基本
的な計画を策定

4/24(金)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･市民情報セ
ンター(市役所西庁舎1階)
健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2548 FAX955-3367

問合

都市計画の決定･変更

①都市計画用途地域･高度利用地
区･地区計画(牛島南地区･大井町地
区･徳重駅周辺地区･錦二丁目7番地
区)の変更､地区計画(平針黒石第二
地区)の決定②都市計画道路(九重町
線･百船町線)の追加､都市計画道路
(以下の路線の一部区間)の変更
※名古屋高速新洲崎ジャンクション

出入口･黄金出入口の追加､名古屋
駅前広場の変更関連

いずれも概要を市ウェブサイトに掲載
①住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164
②住宅都市局街路計画課
☎972-2723 FAX972-4164

縦覧
・

問合

区 路線
中村 ･ 中 ･ 中川 高速 1 号線

中村 ･ 中川 高速 3 号線
中村 広井町線 ･ 桜通線
中川 岩井町線

建築物などの定期報告制度

有資格者による建築物･建築設備な
どの調査･検査結果を定期的に市に
報告しなければなりません｡

建築基準法令で指定された特定
建築物の所有者･管理者
10/30(金)まで､または6/1(月)～
12/28(月)まで(用途により異
なる｡報告の際は事前予約必要)
市ウェブサイト
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2923 FAX972-4159

問合

案内

対象

受付

中小企業向けの情報

★市商工業団体振興補助金の制度説
明会…4/21(火)午前10:00～伏
見ライフプラザ10階消費者研修
室(中区栄一丁目)｡無料

★スタートアップ企業支援補助金…
市内で創業する方か､市内に本社
などを有する創業後5年以内の中
小企業へ対象経費の3分の1以内
(上限100万円)を補助｡受け付け
は5/8(金)まで

経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

問合

第二斎場をご利用ください

お住まいの地域に関係なく利用でき
ます｡休場日は施設見学可(事前予約
必要)

同所(港区東茶屋三丁目)
☎303-0606 FAX304-8875

問合

吹付けアスベスト対策補助制度

★分析調査費…15万円まで
★除去などの改修費…3分の2まで

(上限120万円)
市内にある建築物(解体時を除
く)｡契約前の相談･申請必要
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2935 FAX972-4159

対象

問合

トラック･バスの買い替え補助

環境性能の良い車へ買い替える場合
に補助｡1台10～50万円

幼稚園･福祉施設･中小企業など
来年3/1(月)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･環境局大気環境対策
課☎972-2682 FAX972-4155

対象

受付

案内
配布

納付をお忘れなく
固定資産税･都市計画税 第1期分

納期限は4月30日(木)

納税は便利な口座振替で
詳しくは納付書をご覧ください｡

精神障害者家族

ピア相談

市精神障害者家族会連合会(緑区鳴子町)
☎842-8878 FAX846-5576

電話相談は火曜･土曜日の午前10:00～午後3:00(祝休日休み)｡面接相談
(予約制)は木曜日の午前10：00～午後3：00｡精神障害者の家族が同じよ
うな経験を生かして対応｡対象は市内在住の精神障害者の家族

医療安全相談
健康福祉局保健医療課

☎972-2634 FAX972-4154

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～正午･午後1:00～5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡医療に関する疑問や不安などの相談

無 料 相 談 窓 口 案 内

食の安全相談 市｢よい食｣ダイヤル☎961-4149

月曜～金曜日の午前8:45～午後5:15(祝休日休み)｡食の安全･安心に関す
る疑問･相談に食品衛生監視員が対応｡対象は市内在住･在勤(学)か市内の
食品関連施設を利用する方
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局食品衛生課955-6225

仕事･家計･

住まいなど

生活全般に

関する相談

仕事･暮らし自立サポートセンター

①名駅(中村区名駅南一丁目)☎446-7333 FAX446-7555

　　 sigoto.kurasi@support-nagoya.jp
②大曽根(北区大曽根四丁目)☎508-9611 FAX508-9612

　　 shigoto.kurashi@oozone.jp
③金山(熱田区新尾頭二丁目)☎684-8131 FAX684-8132

　　 kanayama@support-nagoya.jp

月曜～金曜日と①第2･3②第1･5③第4土曜日の午前9:00～午後5:00(祝
休日休み｡①火曜日②木曜日③金曜日は午後8:00まで)｡対象は市内在住
で生活にお困りの方(生活保護受給者を除く)

呼吸器

なんでも相談

南保健センター(南区東又兵ヱ町)
☎614-2879 FAX614-2818

4/21(火)･5/19(火)･6/16(火)｡事前に予約した上で､開催日の午後1:15～
1:45に受け付け手続きが必要｡専門医による長引く咳や息切れなど呼吸器
に関する面接相談と肺機能検査など｡対象は市内在住で15歳以上の方

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和2年4月号　●11



42

●動物取扱業の登録／名古屋市　　事業所：名古屋市東山総合公園（千種区東山元町３―７０）　種別：展示　登録番号：０７０１０２７　登録日：平成１９年６月１日　有効期限：令和４年５月３１日　動物取扱責任者：黒邉　雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団　事業所：名古屋港水族館（港区港町１―３）　種別：展示　登録番号：０６１１０２５　登録日：平成１８年９月１９日　有効期限：令和３年９月１８日　動物取扱責任者：阿久根　雄一郎

●発行日／令和２年４月１日●部数／１，１０７，３4０部●配布／区役所総務課（全戸配布・無料）●印刷／中日高速オフセット印刷㈱ 広報なごやは、再生紙（古紙パルプ配合率7５％以上、白色度70％）を使用しています。

  

  

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and 
the Nagoya International Center.
●The City of Nagoya website ： www.city.nagoya.jp/en　　●Nagoya International Center ： ☎052-581-0100  website ： www.nic-nagoya.or.jp
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93.7MHz

市政広報テレビ･ラジオ番組
テレビ番組 （字幕放送あり） 各番組　 で、放送終了後に番組を視聴できます。HP

ナゴヤでしょ!
中京テレビ4ch 6ch日曜日 午後5：25～5：30（再放送/火曜日 午前1：29～1：35）

おもてなし隊なごや
メ～テレ 火曜日 午後6：56～7：00（再放送/金曜日 午前0：48～0：53､土曜日 午前5：17～5：20）

市政情報を分かりやすくお伝えします。

HP www.ctv.co.jp/nagoyade

ラジオ番組 各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト ラジオ広報 各番組　HP で、放送終了後に番組を配信しています。

月曜･金曜日 午前10：00ごろ～

名古屋市だより
火曜･木曜日 午前11：28ごろ～
水曜日 午前8：17ごろ～　 金曜日 午後4：24ごろ～

hicbc.com/radio/nagoyaHP

名古屋市広報課

フェイスブック
www.facebook.com/nagoyakoho

月曜日は「BRUNCH STYLE」内､金曜日は「FRIDAY MUSIC PUZZLE」内で放送

CBCラジオ

市長室広報課　☎ 972-3134　FAX 972-4126問合

※都合により放送内容や放送日時が

　変更になることがあります。

火曜･木曜日は「つボイノリオの聞けば聞くほど」内、水曜日は「多田しげおの気分爽快!!

～朝からP･O･N」内、金曜日は「ドラ魂キング」内で放送

4/5

4/12

4/19

4/26

5/3

5/10

路上での喫煙ルール

町内会･自治会に加入しましょう

サクラを枯らす外来カミキリ

市職員採用

海外との都市間交流

衣類･布類のリサイクル

4/7

4/14

4/21

4/28

5/5

久屋大通庭園フラリエ

市科学館特別展｢マンモス展

～その『生命』の過去と未来～｣

とだがわこどもランド

鶴舞公園

庄内緑地

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2020/

施設や行催事などを紹介します。

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!

放
送
予
定

放
送
予
定

zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/HP

※5/4の放送は5/7の午前10:16ごろ～

4/25土～6/28日

名作「不思議の国のアリス」が、英国の作家ルイス・キャロル（1832-1898）によって世に

送り出されてから150年余り。物語は170もの言語に翻訳され、発行部数は約1億部の

世界的ベストセラーとなっています。少女アリスが迷い込む不思議な世界、次々に登場す

るキャラクターと奇想天外なストーリーは、今も多くの人々を魅了してやみません。本展

は、日本初公開作品も含め、物語の誕生秘話から、影響を受けた現代作品までを紹介し、

アリスの不思議な魅力の秘密を探っていきます。

不思議の国の

アリス展

開館時間 午前9:30～午後5:00（入場は午後4:30まで）

アクセス 地下鉄桜通線｢桜山｣駅4番出口 徒歩5分

同館（瑞穂区瑞穂通1-27-1）　☎ 853-2655　FAX 853-3636問合

www.museum.city.nagoya.jpHP

月曜日･第4火曜日･5/7（木）。ただし5/4（月・祝）は開館。休館日

一般1,400円､高校･大学生1,000円（学生証持参）､小中学生600円観覧料

アルフォンス・ミュシャ　《舞踏―連作〈四芸術〉より》
1898年　カラーリトグラフ　ミュシャ財団蔵　
©Mucha Trust 2020

アルフォンス・ミュシャ（1860-1939）の作品は、

「線の魔術」ともいえる曲線美を特徴とし、多く

の人に親しまれています。本展ではミュシャの作

品群の他、影響を受けた日本のマンガ家やアー

ティストの作品を含め約250点を展示します。

開館時間 午前9:30～午後5:00（金曜日は午後8:00まで｡入場はいずれも閉館の30分前まで）

アクセス 地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅5番出口 徒歩8分

同館（中区栄二丁目17-25）　☎ 212-0001　FAX 212-0005問合

art-museum.city.nagoya.jpHP

月曜日･5/7（木）｡ただし5/4（月･祝）は開館休館日

一般1,500円､高校･大学生1,000円（学生証持参）､中学生以下無料観覧料

ルイス・キャロル／画：ジョン・テニエル《切手ケース》（部分）　
Lewis Carroll,The Wonderland postage stamp case.
The Rosenbach,Philadelphia

みんなのミュシャ
ミュシャからマンガへ―線の魔術

市美術館特別展

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館している場合があります。

　最新の情報については､ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

※展示替えのため4/24（金）まで休館していますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開幕が延期と

　なる場合もあります。最新の情報については､ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

4/18土～6/14日

市博物館
特別展

⓰


