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問合 区役所企画経理室　☎753-1932　FAX753-1924

令和2年度

千種区区政運営方針あじさいプラン2020
「区将来ビジョン」に基づき、令和2年度に区役所が主体的に

取り組む事業を「区政運営方針」にまとめました。

地域で支え合い、

安心・安全に暮らせるまち
施策１

施策2

地域防災力の向上をはかります

犯罪や交通事故のない安心・安全な地域づくりを進めます

ちくさ子ども防災キャンプ 交通安全教室

安心して子育てができるまち

施策3

施策4

安心して子育てができるよう子育て家庭を応援します

子どもが健やかに成長できる環境づくりを進めます

ミニ子育て広場 親子クッキング教室

誰もがいきいきと健康で
安心して暮らせるまち

施策5

施策6

施策7

高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援します

生涯にわたって心身ともに健康に暮らせるよう支援します

障害に対する理解を深め、障害のある人の自立と社会参加

を支援します

高齢者サロン 介護予防事業

魅力と活力にあふれ、

誰もがまちの魅力を語れるまち

施策8

施策9

まちの魅力発信を積極的に進めます

文化芸術活動やスポーツを通じてまちの活力を向上させます

千種区民まつり いけばな展

快適な都市環境と感じるまち

施策10

施策11

きれいで気持ちよく暮らせる環境をつくります

身近な自然にふれる機会をつくります

ペットの飼い主マナーパトロール 自然観察会 わかもの向けの選挙啓発 多文化共生に向けた取り組み

「千種区将来ビジョン」「あじさいプラン

2020」は区役所1階情報コーナー・あじ

さいひろばなどで配布しています。

区ウェブサイトからもご覧いただけます。

基本目標

施策12 区民ニーズの把握

区民サービスの向上施策13

千種区

将来ビジョン

あじさい

プラン2020

「区将来ビジョン」とは、区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざすべき区の姿を明らかにし、

その実現に向けた中長期の取り組みを体系化したものです。

千種区将来ビジョン 令和2年度～
令和5年度（ ）を策定しました

信頼される区役所づくり

千
種
区
公
式
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
「
名
古
屋
市
千
種
区
役
所
」
で
各
種
情
報
を
配
信
中
！

★原則、6/11(木)～7/10(金)の記事を掲載しています。

★費用の掲載のないものは、無料です。
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母乳相談（☎753－1983）　6／18（木）は中止します。

相談・教室 日程・受付時間 対象・定員（先着順）・内容 申込・問合

親子
むし歯予防
教室

７／９（木）
午前９：00～10：00

０歳から就学前の乳幼児と保護者30組
歯科検診・歯科相談・栄養相談、
フッ素塗布（希望者のみ720円）
生活保護世帯のみ減免制度あり（要証明）
※ 歯ブラシ・タオル・母子健康手帳持参

予約制
☎753－1975

ニュー
ファミリー
セミナー

７／２（木）午後
７／17（金）午前

の２日間

受講時におおむね５～８カ月の妊婦とその家
族24人
１日目：赤ちゃんを迎えるために、育児体験な
ど／２日目：食生活、歯の健康、食品の衛生

予約制
☎753－1975

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

6／19（金）
７／３（金）

午後１：45～２：45

市内在住で15歳未満の方
アレルギー専門医による診察・相談・指導

（保健・栄養）

予約制
☎753－1975

　市内指定医療機関で実施しています。接種

の際は、医師によく相談しましょう。

各種予防接種

区分 日程 対象生年月日

３・４
か月児

6／16（火） Ｒ１．12．９～１．12．18

6／23（火） Ｒ１．12．19～１．12．28

７／７（火） Ｒ１．12．29～２．１．８

【受付時間】
第２子以降　午後１：00～１：30
第１子　　　午後１：30～２：00

１歳６
か月児

＜７月以降再開予定＞
　再開する際には、区ウェブサイトで
お知らせするとともに、対象者の方に
別途個別にお知らせします。

　また、お子さんの発育・発達や育児
などについて、心配なことや相談など
がありましたら、子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支援センター）まで
お問い合わせください。

３歳児

相談・検査 日程・受付時間・対象・定員・内容など 申込・問合

こころの
健康相談日

毎週金曜日（第３金曜日は除く）午後１：30～２：30
不眠など心の健康に関する相談

予約制
☎753－1981

うつ病
家族相談日

第３金曜日午後１：30～２：30
うつ病の方を抱えた家族の相談

夜間・昼間
エイズ検査

当面の間、中止します。
再開時期については、市ウェブサイトなどで
お知らせします。

☎753－1982
梅毒検査

乳がん検診
（問診・乳エッ
クス線検査）

※いずれの相談・検査も祝休日は除く

ふたご・みつごの会　6／25（木）は中止します。

問合　保健看護担当（☎753－1983）

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）（☎757－7033）

　月～金曜日（祝休日は除く）　電話 午前８：45～午後５：15　面接 午前９：00～午後４：30

　毎日の子育てで大変な思いをしているお母さん、お父さん。

子育てをしていると「体重が増えない」、「泣いてばかりいる」、「落ち着きがない」など小さな

気がかりや不安が出てくるものです。ひとりで悩まないで「子育て総合相談窓口（子育て世

代包括支援センター）」にお電話ください。子育てについてのさまざまな悩みや不安に対し

て、保健師などが専用電話にてご相談に応じます。

２歳前後の心のそだち講座（予約制）

　２歳前後には「自我が育つ」といわれますが、親にとっ

ては悩みの多い時期。この時期のお子さまの発達や関わ

り方を学び、子育てのヒントを見つけませんか？

日時　７／16（木）午前９：45～11：30　

受付　午前９：30～９：45

対象　 区内在住の１歳11カ月～２歳５カ月

　　　（平成30年２月～８月生まれ）のお子さんと保護者

定員　15組（先着順）

内容　親子ふれあい遊び、公認心理師講話「２歳児の心の

　　　そだち」、交流会

申込　6／16（火）午前９：00より電話で

問合　保健看護担当（☎753－1983）

　新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、各種教室など

が中止になる場合がありま

す。詳しくは、各担当部署へお

問い合わせください。

こまめに手を洗いましょう

　外出後、調理・食事前後、トイレ前後

など、こまめに石けんおよび流水で手

を洗いましょう。洗った後は、清潔な

乾いたタオルなどで水分をしっかり

拭き取りましょう。

　アルコール手指消毒剤使用時は、

乾燥するまでしっかり擦り込んでく

ださい。

　洗っていない手で、目や鼻・口など

を触らないようにしてください。

　マスクは鼻と口を覆うように、

隙間なく正しく装着しましょう。

　マスクの表面には触れないで

ください。マスクを外す際には、

ゴムやひもをつまんで外しま

しょう。

　マスク装着前後は、必ず石け

んおよび流水で手を洗いましょ

う。アルコール手指消毒剤でも

構いません。

　マスクがない時などに咳や

くしゃみが出そうになったら、

ティッシュや上着・服の袖など

で鼻と口をしっかり覆ってく

ださい。絶対に手のひらで鼻と

口を押さえないでください。

　鼻と口を覆ったティッシュ

はすぐごみ箱へ捨て、その後

しっかり石けんおよび流水で

手を洗いましょう。

家庭内での新型コロナウイルスはじめ感染症対策として、お願いしたいポイント

　換気を毎時2回以上、数分間程度

窓を全開するなどして行いましょう。

　空気の流れを作るため、複数の窓

がある場合二方向の壁の窓を開け

るか、窓が一つしかない場合は、ド

アを開けるなどしましょう。

マスクをつけましょう 咳
せき

エチケット 換気をしましょう

十分な栄養と休養を
取りましょう

救急医療情報センター

千種区休日急病診療所（内科・小児科）

　今池五丁目4-15

北歯科保健医療センター

　北区平手町1-1(クオリティライフ21城北内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎263-1133
・・・・・・・・・・・・・　☎733-1191

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎915-8844

〒464-0841 覚王山通8-37保健センター ☎753-1951

●場所指定のないものは保健センターで実施します。

●駐車場に限りがありますので、

　公共交通機関をご利用ください。

●費用の記載の無いものは無料です。

本市が実施するがん検診などで、右の①～⑥の方は

無料です。当日証明するものをご持参ください。

①70歳以上

②生活保護世帯

③市民税非課税世帯

④市医療費助成制度受給者

⑤市福祉給付金受給者

⑥中国残留邦人等支援給付受給者

※詳しくは

お問い合わせ

ください。

感染症対策等担当 ☎753-1982

保健感染症係 ☎753-1975
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不法就労・不法滞在防止にご協力を！

≪事業主の皆さんへお願い≫

◆ 外国人を雇用する場合は、適法に働くこと

ができる外国人であるかどうかについて、

旅券、在留カード、就労資格証明書（希望

する外国人に交付される）などを、コピー

ではなく実物で確認し、在留資格、在留期

間をチェックしてください。

◆ 留学生などについては資格外活動の許可の

有無、また、許可された活動内容も確認し

てください。

◆ 在留カードには就労制限の有無や資格外活

動許可について明記されていることから、

雇用の際はこれらの欄も確認してくださ

い。外国人を雇用する際、当該外国人が不

法就労者となることを知らなかったとして

も、在留カードの未確認などの過失があれ

ば処罰の対象となります。

認知症市民講座

法律相談

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

区役所での面接による法律相談を４/19（日）

から中止しておりますが、５/18（月）より当面

の間、電話による法律相談（予約制）を実施し

ております。詳細については

市ウェブサイトまたは名古屋

おしえてダイヤルよりご確認

ください。

申込　名古屋おしえてダイヤル（☎953-7584）

①認知症予防のための運動療法と音楽療法

日時　７／９（木）午後１：30～３：00

場所　区役所講堂（２階）

講師　日本福祉大学　荒深裕規さん

　　　音楽療法士　山田広美さん

※申込不要、当日自由参加

主催　認知症地域連携の会

　　　地域包括ケア推進会議　ほか

▶①②ともに

問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

交通指導員を募集します

勤務内容　 小学校の登下校指導、交通安全教

室、啓発活動など

採用区分　上野・東山・星ケ丘・宮根学区

　　　　　（各１人）　※９月採用

勤務時間　 午前７：00～午後５：00の間であら

かじめ指定する時間

申込　 電話連絡の上、受験申込書を持参。

　　　６／18（木）必着。詳細は下記問い合わせ先へ。

問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

千種区女性会チャリティーバザー

　中止のお知らせ

　例年６月中旬に区役所講堂で開催しており

ました、千種区女性会主催の「チャリティー

バザー（環境バザー）」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、中止いたします。

問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

千種区を明るくする運動推進大会

　中止のお知らせ

　例年７月上旬に区役所講堂で開催しており

ました「千種区を明るくする運動推進大会」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、中止いたします。あわせて実施予定の記

念講演も中止となります。

問合　千種区を明るくする運動推進委員会

　　　総務課（☎753－1813・℻762－5044）

６月は分別マナーアップ推進月間です！　きちんと分別された資源は、リサイクルさ

れ、さまざまなものに生まれ変わります。大

切な資源を有効利用するため、マークを目印

に分別してください。

　分別が不十分な場合は、収集していたもの

でも分別し直していただくことがあります。

★分別方法や収集日に悩んだら、

　資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」を

　ご利用ください！

【アプリの特徴】

・分別方法を簡単検索！

・収集日をアラームでお知らせ！

※アプリ利用料は無料ですが、

　通信料はご負担ください。

※対応言語： 日本語・英語・中国語・ハング

ル・ポルトガル語・スペイン

語・フィリピノ語・ベトナム

語・ネパール語

★ モバイルバッテリーや小型充電式電池は収

集できません。お近くの回収拠点または環

境事業所へお持込ください。

※ アルカリ・マンガン乾電池は不燃ごみ、リ

チウム電池は発火性危険物で出してくださ

い。

対象となる充電式電池は

右記のスリーアローマーク

がついています。

　栄市税事務所の窓口は、NHK名古屋放送

センタービル８階にあります。８階にお越し

いただくには、「６－13」と表示された低層階

用エレベーターをご利用ください。

　なお、当ビル内には無料の駐車場はありま

せんので、お越しの際は公共交通機関をご利

用ください。

※ 地下鉄「栄」駅東改札口直結のオアシス21

を北東へ進むと、連絡通路があります。

※ 障がいのある方などには駐車場をご案内し

ますので、お問い合わせください。

　以上の点に留意し、就労が認められていな

い外国人を決して雇わないようにしてくださ

い。

　不明な点がありましたら、最寄りの警察署

または名古屋出入国在留管理局（☎559－2150）

にお問い合わせください。

★在留カードとは

　中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格

の変更許可、在留期間の更新許可など、在留

にかかる許可に伴って交付されるものです。

在留カードには偽変造防止のためのICチッ

プが搭載されており、カード面に記載された

事項の全部または一部が記録されます。

季節の行事やお花

の写真をはじめ、

たくさんの魅力あ

ふれる風景を紹介

しているよ♪一度

のぞいてみてね！

★ 可燃ごみに混ざっていませんか？

　プラマーク・紙マークがついてい

　たら資源です！

 ▶プラスチック製容器包装へ

 ▶紙製容器包装へ

名古屋市上下水道局　　検索

こあらっちレポート　
「こあらっち写真館」のご紹介　区ウェブサイトでは、千種区の風景・魅力あるスポットなどをこあらっちが写真で紹介

しています。千種区の魅力を写真でお楽しみください。

　問合　区役所地域力推進室（☎753－1824・℻753－1924）

（トレー類、ボトル類、袋類、パック類など）

（空き箱、紙袋、包装紙、内側にアルミ箔が

貼られているパックなど）

②休講のお知らせ

　６／11（木）に予定しておりました認知症市

民講座は、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、休講いたします。

区民ソフトバレーボール大会

　中止のお知らせ

　６／21（日）に生涯学習センターで開催予定

として、広報なごや５月号14面で募集のご案

内をしておりました「区民ソフトバレーボー

ル大会」につきましては、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、中止いたします。

問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

ウェブサイトは

こちらから

小型充電式電池 検索

名古屋市　さんあ～る 検索

大雨に備えて側溝清掃にご協力を

　雨の多いこの時期に、側溝にごみや土砂が

たまると、雨水があふれて道路が水浸しに

なったり、家屋へ浸水したりする原因となり

ます。ご自宅の前の側溝の点検や清掃にご協

力をお願いします。

166,056
88,332

（令和２年５月１日現在）

6／7、7／5



１さいのお誕生日会

日時　６／25（木）午前10：30～11：30

対象・定員　 １歳のお誕生日を迎えた幼児と

保護者（４・５・６月生まれ）

　　　　　　1６組（先着順）

内容　 親子のふれあい遊び、

　　　読み聞かせ、

　　　育児相談など

わらべうた

日時　６／2６（金）午前10：30～11：10

対象・定員　４～８カ月の乳児と保護者12組

内容　 親子でゆったりわらべうたのふれあい

遊びをしましょう。

申込　６／12（金）午前10：30から電話可（先着順）

　　　※１人で１組分のみ申込可

七夕飾りをつくろう

日時　７／４（土）午前10：30～正午

対象　幼児と保護者、小～高校生

内容　笹かざりを自由に作ります。

音と絵本のお話会

日時　７／７（火）午前10：30～11：15

対象・定員　乳幼児と保護者1６組（先着順）

おしゃべりカフェ

日時　７／９（木）午前10：00～11：30

対象　３～８カ月の乳児と保護者

内容　 お母さん同士のおしゃべり

　　　の時間♪保育士による子育

　　　ての情報提供もあります。

※終了後、同じ部屋でランチができます。

　（参加自由・ランチは各自持参・午後１：00まで）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業が中止になる場合があります。

詳しくは各施設へお問い合わせください。

ふれあい体操

日時　６／1６（火）午前10：30～11：30

対象・定員　歩ける１歳児～未就園児と保護者1６組

内容　 親子でスキンシップしながらの体操と

最後はママメインのエアロビクス！

申込　６／11（木）午前10：30から電話可（先着順）

ベビーマッサージ

日時　６／20（土）①午前10：00～10：45

　　　　　　　　②午前11：00～11：45

対象・定員　３～10カ月の乳児と保護者

　　　　　　各回６組

申込　６／13（土）午前10：30から（電話可）

※先着順、初めての方優先

持物　 バスタオル１・２枚、飲み物（湯冷ま

しなど）、簡単な着替えと愛用玩具（必

要な方のみ）

パパと運動あそび

日時　６／21（日）午前10：30～11：30

対象・定員　６カ月～未就学児と保護者

　　　　　　1６組（先着順）

内容　 親子で体をつかったふれあい遊びをし

ます。

持物　 親子とも水分補給ができるもの、軽い

運動ができる服装

あかちゃんとリトミック

日時　６／23（火）①午前10：10～10：50

　　　　　　　　②午前11：00～11：40

対象・定員　①ねんねの０歳児

　　　　　　②ハイハイの０歳児

　　　　　　※各1６組（先着順）

①昭和の散歩道

日時　６／1６（火）午後２：15～３：00

内容　 昭和時代にタイムスリップし当時の出来事

や流行歌で思い出に花を咲かせませんか。

定員　20人（※申込不要、当日先着順）

②健康相談

日時・講師

●６／2６（金）午後１：30～２：30

　安藤内科クリニック（内科・小児科・胃腸科）

　院長　安藤忠男さん

●７／10（金）午後１：30～２：30

　 本山腎泌尿器科ゆうクリニック（泌尿器科・

女性泌尿器科）院長　伊藤裕一さん

▶①②ともに

対象　市内在住で６0歳以上の方

　　　（福祉会館の利用証が必要） ▶１人８冊まで借りられます。

　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

６／24（水）午後　覚王山日泰寺

　　2６（金）午後　千代が丘団地（集会所前）

　　30（火）午後　仲田公園

７／２（木）午前　高牟神社

　　　　　　　　（南鳥居の横）

　　７（火）午前　千種小学校（東通用門）

　　８（水）午前　千代田橋小学校（西通用門）

　　９（木）午前　名古屋商業高校（グラウンド南西角）

　　10（金）午前　春岡二丁目（天理教名京大教会内）

展示会

テーマ 期間

初夏の野生蘭展 ６／９（火）～６／14（日）

時間 午前９：00～午後４：45（最終日は午後４：00）　※休園日は除く

場所 植物園植物会館前

費用 無料（※別途入園料が必要です）

～魂を揺さぶる音色～

　朱ノヲト「篠笛ヒーリングコンサート」

日時　６／20（土）午後５：30（午後５：00開場）

場所　聴松閣多目的ホール

内容　 篠笛奏者の四恩緋とユニット「朱ノヲ

ト」を迎え、幻想的な魂揺さぶる篠笛

サウンドをお届けします。

費用　1,800円（入館料･ワンドリンク含む）

認知症の人を介護する家族支援事業

名古屋市上下水道局　検索

漏水の修繕はお早めに

　「蛇口から水がポタポタ落ちている」という

ことはありませんか。放っておくと思わぬ量

になり、料金が高額になる

ことがあります。漏水に気

付いたら早めに修繕をお願

いします。

　　　　≪修繕のお申し込み先≫

　●集合住宅の方

　　管理会社または住宅管理者

　●一戸建て住宅の方

　　①最寄りの市指定水道工事店

　　

　　②修繕センター（☎0120－227-285）

水難事故を防ぐために

　蒸し暑さを感じる季節を迎え、海や川など

の自然に触れあう機会がある反面、自然なら

ではの危険が潜んでいます。水遊びが禁止さ

れている場所では絶対に遊ばないようにしま

しょう。

　また、水遊びをする際、保護

者の方は子どもを一人で遊ばせ

ず、目を離さないようにして事

故を未然に防ぎましょう。

前期主催講座・事業中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

令和２年度前期の講座・事業

は全て中止いたします。

　詳細はウェブサイトなどで

お知らせしますので、ご確認

ください。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

６月の行事は中止いたします。

　今回はおすすめの児童書を３冊紹介します。

● 『ぼくのきょうりゅうかんさつ日記』（恐竜）

作・絵　長崎真悟　監修　真鍋真

出版社　中信出版日本

紹介　 タイムマシンで恐竜の世界に行き、絵

日記を描くというお話から、恐竜のこ

とが学べる本。

● 『がっこうかっぱのおひっこし』（物語）

作　山本悦子　絵　市居みか

出版社　童心社

紹介　 友だちの輪に入れない主人公が小さな

かっぱと出会ったことがきっかけで、

友だちと打ち解けていくお話。

●『古墳のなぞがわかる本』（歴史）

監修　河野正訓　出版社　岩崎書店

紹介　 権力者のお墓として作られた古墳には

謎がいっぱい。「志段味古墳群」も紹介

されています。

事業名／会場
東部いきいき
支援センター

西部いきいき
支援センター

家族サロン
６／17（水）

午後１：30～
　３：30

６／15（月）
午後１：30～

　３：30

医師による
個別専門

相談

６／1６（火）
午後２：00～

　３：30

６／2６（金）
午後２：00～

　３：30

定員３人 定員３人

認知症
サポーター
養成講座

６／10（水）
午後２：00～

　３：30

※申込はご都合のよいセンターへ
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