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※新型コロナウイルス感染症の影響により内容変更または中止となる場合があります。

「北区子育てあんしんカード」の配布を開始しました！「北区子育てあんしんカード」の配布を開始しました！

北区役所民生子ども課（☎917-6513・FAX917-6512）問 合

北区役所企画経理室（☎917-6428・FAX914-5752）問 合

休日や夜間にお子さんが急な病気になった時、子育ての悩みがある時、すぐに相談先や連絡先はわかりますか？

そんな時のために「北区子育てあんしんカード」を作成しました。北区役所１階保険年金課保険係と楠支所１階区

民福祉課保険係の窓口で、「子ども医療証」をお渡しする際に一緒にお配りしています。ぜひ、ご活用ください。

「コスモスビジョン」を策定しました。「コスモスビジョン」を策定しました。

令和２～５（2020～2023）年度 北区将来ビジョン

笑顔が満開！のまちキャッチフレーズ

北区将来ビジョンとは？
北区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざすべき区の将来像の実現に向けた

令和２～５（2020～2023）年度までの施策や事業の目的、方向性を示したもの

です。このビジョンの方向性に基づき毎年度の具体的な取り組みを実施します。

毎年度
策定します

令和

２～５年度の

中長期計画

です

本冊子は

北区役所、

楠支所などで

配布しています。

スマートフォンは

こちらから▶名古屋市北区将来ビジョン

パソコンから▼

コスモスビジョン（北区将来ビジョン）

北区がめざす3つの将来像を示しています

コスモスビジョン（令和２年度取組み事業一覧）

今年度の主な取組みをまとめています

魅力と誇りに満ち、

笑顔いっぱいの未来に！

～Let’s smile～

誰もがいきいきと健康で、

いつも笑顔で暮らせるまちに！

～Keep on smiling～

安心・安全・快適で

笑顔がいっぱいのまちに！

～Protect your smile～

●黒川友禅流し

●黒川の桜保全プロジェクト

●北区ジャズの街プロジェクト KITA JAZZ！

●名古屋城脱出！隠密ロゲイニング大会

●北区区民まつり・楠フェスタ　など

●東海豪雨20年事業

●防災ピクニック

●キタク大作戦

●防犯キャンペーン・防犯パトロール

●花いっぱい運動　など

●親子支援講座の開催

●子育てに役立つ情報の提供

●子ども会活動の活性化支援

●北区まるっとすまいる大作戦

●高齢者「あんしんしーる」の作成

●楠支所管内での

　授産製品販売

●出張健康相談

など

KITA JAZZ！

地域包括ケアみらい図

キタク大作戦
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区まちづくり基金

東海豪雨２０年事業
北区に大きな被害をもたらした東海豪雨から

令和２年で２０年を迎えました。

北区では東海豪雨２０年を機に、

これまでの水害の歴史を振り返り、

水害対策の現状やいざという時

の「自助」「共助」を考えるための

事業を実施します。

令和２年度の取組みよりピックアップ

区にゆかりのある方や区民の想いを区の

まちづくりや活性化に活かします。

令和元年度には14件、185,256円の

ご寄附をいただきました。

これまでに寄せられた寄附金は、防災や

子育て支援、魅力あるまちづくりなど、

北区役所が実施するさまざまな取り組み

に活用されています。

New！

概要版を
全戸配布します！

北区マスコット

キャラクター

「キタッコ」
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◆乳幼児の健康診査（所要時間は約２時間）

【北保健センター実施分】楠分室を除く学区の方

【楠分室実施分】味鋺・西味鋺・楠・如意・楠西学区の方

健診名 実施日 受付時間など

３（４）カ月児

６／16（火）
対象者へは

個別通知し

ます。　　
６／30（火）

１歳

６カ月児

実施日未定のため、対象者へは

個別通知します。　　　　　　

３歳児

※整理番号札は、正午に設置します。

① 対象者へは個別通知します。

②感染症拡大防止の観点により、１歳６カ月・

　３歳児健康診査時の希望者へのフッ素塗布

　は、ただいま中止しています。

③受付時間を早めて開始する場合があります。

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

事業名・連絡先 実施日 受付 会場 対象･内容など

ファミリー教室（２日間コース）

【予約制】☎917－6553

①７／６（月）

②７／13（月）

午後１：15

　～１：30

北保健

センター

対象　妊婦とその家族

内容　①助産師の話、沐浴体験など

　　　②管理栄養士・歯科衛生士の話など

持物　母子健康手帳、筆記具、テキスト

母乳相談

【予約制】

北保健センター　☎917－6554

楠分室　☎902－6501

６／19（金）
午前９：00

　～11：00

北保健

センター
対象　母乳育児や卒乳で困っている方

内容　助産師による相談

持物　母子健康手帳、タオル
６／25（木）

午前９：15

　～10：30
楠分室

育児相談

※個別相談のみ【予約制】

☎902－6501

６／11（木）

７／９（木）

午前９：15

　～10：30

※個別相談は

午前10：00まで
楠分室

対象　乳幼児とその保護者 10組

内容　育児・栄養・歯科の個別相談

　　　子の身長・体重測定

　　　（計測のみは予約不要）

持物　母子健康手帳

健康なんでも相談

【予約制】☎902－6501

６／11（木）

７／９（木）

午前９：15

　～10：30

保健師・管理栄養士・歯科衛生士による

個別健康相談

モグカミ離乳食教室

【予約制】☎917－6553
６／25（木）

午前10：00

　～10：15

北保健

センター

中止となりました。

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572

６／24、

７／１・８（水）
午前 心の健康に関する相談

うつ病家族相談

【予約制】☎917－6572
６／17（水） 午前

うつ病に関する悩みを抱える方の

ご家族のための相談

ＨＩＶ（エイズ）検査☆

梅毒検査☆

クラミジア検査

☎917－6552

６／25（木）
午後１：30

　～２：30

匿名可　原則無料

（HIV検査結果証明書が必要な方は有料、

 匿名不可）

結果通知は原則１週間後

☆正確な結果を得るために感染の機会から３カ月を経過してから受けてください。

自己負担金免除制度 ＝次の方は、無料です。

①70歳以上の方

　（昭和26年３月31日までに生まれた方）

② 生活保護世帯の方（証明書原本又は介護保険料

　納入通知書（第１段階のもの）の写しが必要）

③市民税非課税世帯の方（事前にお問い合わせ

　ください。　企画管理係☎917－6543）

④名古屋市医療費助成制度受給者（医療証が必要）

⑤名古屋市福祉給付金受給者（資格者証が必要）

⑥中国残留邦人等に対する支援給付受給者　

　（本人確認証の写しが必要）

実施日　月～金曜日（祝日は除く）

時　間　電話　午前８：45～午後５：15

　　　　面接　午前９：00～午後４：30

場　所　北保健センター保健予防課　

　　　　（⑲番窓口）（☎910－6815＜専用電話＞）

北区子育て総合相談窓口
（子育て世代包括支援センター）

妊娠中のことや子育てについて

気になることがあれば、

お気軽にご相談ください。

名古屋市のがん検診は市内の

協力医療機関において

500円で受診できます

自己負担金免除制度 あり

◆各種予防接種は市内の指定医療機関で

　実施しています

○お子さまの予防接種（定期・任意）

○高齢者肺炎球菌予防接種（定期・任意）

○風しん（定期・任意）

○帯状疱疹予防接種（任意）

接種の際は、医師に相談しましょう。

詳しくは、下記問合先にご確認ください。

市ウェブサイトにも掲載しています。

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

市ウェブサイトの

トップページから

検索予防接種

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は

こ
ち
ら
か
ら
↓

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆パクパク幼児食教室（予約制）

子どもの食事量が少ない、好き

嫌いが多い、食事中に落ち着き

がないなどのお悩みをお持ち

の保護者の方向けの教室です。

日時　７／10（金）午前10：15～11：30

　　　（受付　午前10：00～10：15）

場所　北保健センター　栄養指導室

対象　平成30年７月生～平成31年１月生の子

　　　とその保護者 10組

内容　簡単な調理実習と試食

持物　エプロン（保護者）、三角巾、

　　　お手拭きタオル

申込　６／12（金）午前９：00～先着順（電話可）

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

◆蚊の退治は幼虫から

蚊を減らすには、幼虫（ボウフラ）

を発生させないことが大切

です。ボウフラは、たまり水

の中で、10日～２週間かけ

て成虫になるため、週に

１回は家の周りを点検し、

たまり水を無くしましょう。

また、成虫は草むらなどに潜み、

近づく人を吸血します。草刈を

行い、風通しを良くしましょう。

外出するときは、肌の露出の少ない服装を心が

け、必要に応じて虫よけ剤を使用しましょう。

【問合】中保健センター環境薬務室（☎265－2256）

◆新型コロナウイルス感染症について

〈咳エチケットを守りましょう〉

○マスクを着用する（口・鼻を覆う）

○ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う

○袖で口・鼻を覆う

×何もせずに咳やくしゃみをする

×咳やくしゃみを手でおさえる

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。やむを得ず外出する場

合には、このような場所を避けましょう。

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

〈不要不急の外出を控えましょう〉

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

健診名 実施日 受付時間など

３（４）カ月児 ７／７（火）

対象者へは

個別通知し

ます。　　

１歳

６カ月児
実施日未定のため、対象者へは

個別通知します。　　　　　　

３歳児

〈正しくマスクを着用しましょう〉

①鼻と口の両方を確実に覆う

②ゴムひもを耳にかける

③隙間がないよう鼻まで覆う

〈正しい手の洗い方を実施しましょう〉

①流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、

　手のひらをよくこする

②手の甲をのばすようにこする

③指先・爪の間を念入りにこする

④指の間を洗う

⑤親指と手のひらをねじり洗いする

⑥手首も忘れずに洗う

※

記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、あらかじめご了承ください。

最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について
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◆おはなし会

日時　７／１（水）

　　　午後３：30～４：00

対象　幼児・小学生とその保護者

内容　絵本の読み聞かせなど

◆ストーリー・テリング（語り）のおはなし会

日時　７／４（土）午前11：00～11：30

対象　５歳以上

各問合先にご確認ください。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

ベビーサイン体験会③ ７／10（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳半の

赤ちゃんと保護者
15組30人 600円

☆６／24（水）
必着

エアロダンス ７／７（火） 午前10：45～11：45

一般
各50人

各回300円

開催日時
の20分前～
窓口にて
先着順

エアロビクス ７／2・９（木） 午前10：45～11：45

ヨガ&フィットネス ７／６（月） 午後７：00～８：00 40人

朝ヨガ ７／６（月） 午前９：30～10：30 一般

各30人 各回400円

骨盤エクササイズ ７／６（月） 午前10：45～11：45

一般女性フラダンス（プルメリア） ７／７（火） 午後０：40～１：40

フラダンス（ハイビスカス） ７／７（火） 午後１：50～2：50

キッズダンス ７／７（火） 午後７：00～８：00 小学生

ファイティングエクササイズ ７／１・８（水） 午前10：45～11：45 一般

ベリーダンス ７／2・９（木） 午後１：30～2：30 一般女性

ズンバ ７／2・９（木） 午後７：00～８：00 一般

※一般は15歳以上（中学生除く）　※☆印の申込は、市電子申請サービス・往復はがき（５面参照）。各催しの必要事項は全員の性別と年齢。〒462－0021成願寺１－６－12

北スポーツセンターまで。はがき１枚につき１人（１組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。

◆大曽根住宅

日時　７／９（木）午後2：00～３：30
内容　どなたでも無料で本が借りられる動く

　　　図書館。１人８冊まで借りられます。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

初級エアロビクスⅠ
７／2・９（木）

午後６：45～７：45

中学生
以上

30人
各回300円

★当日午後６：30～

ボディーケア・ピラティスⅠ 午後８：00～９：00 40人 ★当日午後７：40～

かんたんエアロ＆トレーニング

７／６（月）

午後2：10～３：10 20人

400円

当日午後１：50～

からだスッキリ！骨盤調整ヨガ 午後３：20～４：20 20人 当日午後３：00～

ZUMBA（ズンバ） 午後６：30～７：30 30人 当日午後６：00～

おやすみリラックスヨガ 午後７：45～８：45 30人 当日午後７：15～

パーソナルトレーニング

Ⅰ 午後４：30～５：30 １人 6,500円

受講日の2週間前までに
窓口にて

Ⅱ 午後５：30～６：30 １人 6,500円

ペア 午後７：50～８：50 2人１組
2人で
11,000円

記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、あらかじめご了承ください。

最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

◆イベント中止のお知らせ

７月10日までの開催予定のイベントはすべて

中止します。それ以降のイベントの開催可否

は、随時お知らせします。ご理解のほど、よろ

しくお願いします。

◆おはなし会

日時　７／2（木）午後４：00～４：30

対象　幼児・小学生とその保護者

内容　絵本の読み聞かせなど

◆ちいさい子のおはなし会

日時　７／９（木）午前11：00～11：30

対象　乳児・幼児とその保護者

内容　わらべうた、絵本の読み聞かせなど

６月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

６月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

※すべて災害補償制度あり　※申込が当日のものは、すべて先着順　※申込に★印は、先着10人に限り、2講座同時申込可

◆セミリニューアル改修工事期間中の移転のお知らせ

令和2年７月から令和３年３月末までセミリ

ニューアル改修工事を行います。工事期間中

は、施設内は立ち入り禁止となりますが、一部

の事業に関しては継続して実施するため下記

の場所に移転します。詳細は児童館ウェブサイ

トや「じどうかんだより」などで

お知らせします。

【移転先】

〒462－0813　山田町４丁目84

６月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

◆イベント中止のお知らせ

７月10日までの開催予定のイベントはすべて中止

します。ご理解のほど、よろしくお願いします。

６月に開催予定のイベントはすべて中止します。ご理解のほど、よろしくお願いします。

６月に開催予定のイベントはすべて中止します。ご理解のほど、よろしくお願いします。
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　詳しい情報は一般社団法人JBRC

　ウェブサイトにて

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分

日時　６／22、７／13（月）午後１：00～４：00

申込　名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）

　　　開催日の１週間前から電話で申し込み

◆行政相談（予約不要）

日時　６／17（水）午後１：30～３：30

【問合】北区役所地域力推進室（☎917－6432）

◆人権相談（予約不要）

日時　６／17（水）午後１：30～３：30

【問合】北区役所総務課庶務係（☎917－6416）

◆行政書士による相続・許認可手続

　無料相談（予約優先）

日時　６／24（水）午前10：00～正午

　　　　　　　 午後１：00～４：00

【問合】愛知県行政書士会西北支部（☎982－7827）

※上記◆の場所は全て北区役所３階相談室

◆認知症高齢者を介護する家族支援事業

対象　区内在住の認知症高齢者を介護する家族

※６月の認知症家族教室は中止します

申込先
北区東部いきいき
支援センター

北区西部いきいき
支援センター

対象学区
六郷、六郷北、飯田、
宮前、名北、辻、杉村、
東志賀、城北

大杉、清水、金城、
光城、川中、味鋺、
西味鋺、楠、如意、楠西

医師の
専門相談

（予約制
３人まで）

６／17（水）
午後２：00～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

６／24（水）
午後２：00～３：30
北区在宅サービス
センター研修室

家族
サロン
（介護の
悩み相談）

６／18（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

６／24（水）
午後１：30～３：30
場所　同上

◆乗入れブロックは置かないで！

乗入れブロックや鉄板を道路に置くと、バイ

クや自転車の転倒事故の原因となり大変危険

です。車両が歩道を横断して車庫や駐車場に

出入りする場合は、歩道の舗装を補強し車道

の縁石を切り下げる乗入れ施設の設置工事を

行ってください。なお、乗入れ施設の設置工事

は道路工事施工承認の手続きが必要です。

（工事費用は自己負担となります。）

◆お近くの地下式給水栓・仮設給水栓を

　ご確認ください！

災害時に万が一断水した場合、下記の施設で

飲料水を確保できます。

【地下式給水栓】

市内全ての市立小・中学校に設置しています。

避難された地域の皆さまが自ら操作できます。

使用する際に必要な器具は、各施設などに保管

してあります。

◆危険物安全週間は６月７日（日）～13日（土）

　「訓練で　確かな信頼　積み重ね」

　（令和２年度推進標語）

消防署では危険物を保有している事業所を対象

に、立ち入り検査や講習会、消防訓練を実施し危

険物の安全管理の徹底を呼びかけています。

危険物というとあまり馴染みがないかも知れ

ませんが、実は皆さまのご家庭にも多くの危

険物があることはご存じでしょうか。

灯油や天ぷら油だけでなく、殺虫剤や防水ス

プレーにも危険物が含まれているものがあり

ます。これらの製品は日常生活になくてはな

らないものですが、使用方法を誤ると思わぬ

事故につながります。

使用する際は今一度

商品に記載されている

注意事項を確認しましょう。

◆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、分別をし直し

ていただくこともあります。ご不明な点などがあれば環境事業所にお気軽にお尋ねください。

〈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！〉

「プラマーク・紙マーク」を見つけたら、正しくリサイクル！

★トレー類・ボトル類・袋類・パック類などのプラスチック製の容器や包装は、プラスチック製容器包装へ

★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の紙製の容器や包装は、紙製容器包装へ

◆栄市税事務所へお越しの皆さまへ

栄市税事務所は、ＮＨＫ名古屋放送センター

ビル８階にあります。お越しの際は「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、無料の駐車場はありませんので、公共交

通機関をご利用ください。地下鉄栄駅東改札

からオアシス21を北東へ進むと連絡通路があ

ります。

※障がいが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。

【問合】栄市税事務所管理課（☎959－3300）

〈モバイルバッテリーや小型充電式電池は回収拠点へ〉

北区では昨年度収集車の火災が12件発生し、うち４件はモバイルバッテリーや小型充電式電

池が原因でした。これらは破壊時に発火することがあるため、収集車や処理施設にとって大変

危険な物です。下記のスリーアローマークがついている充電式電池は、

収集には出さず、お近くの回収拠点または

環境事業所にお持ちください。

回収拠点は、一般社団法人ＪＢＲＣウェブサイトで検索できます。

※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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

検索小型充電式電池
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【仮設給水栓】

災害時、上下水道局職員または近くの市指定

水道工事店協同組合加盟の工事店が、区内

12カ所に仮設給水栓を設置します。

〈設置場所〉

①北区役所

②楠支所　

③名城公園

④水分橋緑地

⑤すずらん公園

⑥光城小学校

⑦川中小学校

⑧辻小学校

⑨楠西小学校

⑩守山水処理センター

⑪志賀公園

⑫楠公園

詳しい情報は市上下水道局

ウェブサイトをご覧ください。▶

◆注意！特殊詐欺が多発！

最近報告されたケースをご紹介します。

【ケース１】　還付金がある、キャッシュカード

が古くて使えず交換の必要があるなどと言葉

巧みに暗証番号を聞き出し、電話している人物

とは違う人物が自宅までキャッシュカードを

取りに来る。

【ケース２】　一度架空請求などの電話をかけ、

後日、捜査機関を名乗り自宅を訪れ、キャッシュ

カードが犯罪に使われている、カードと暗証番号

が必要などと巧みに誘導し、キャッシュカードと

暗証番号を入手する。

記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、あらかじめご了承ください。

最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

犯人は、電話を切らせず

警察などに相談させる

時間を与えません。

さまざまな手口であなたの

財産を狙っています。還付金がある、カードの

交換が必要と言われたり、暗証番号を尋ねら

れたりしたら特殊詐欺です。多くの被害者は

一人暮らしの高齢者です。離れて生活してい

るご家族の方は、特殊詐欺の現状を話し、注意

喚起をお願いします。

【問合】北警察署生活安全課（☎981－0110）


