
令和元年度

天白区 区政運営方針

「区の花マーガレット」「区の花マーガレット」

「竹の径」「竹の径」

概要版

「桜の道」「桜の道」

区のプロフィール天白区内イベントカレンダー

164,270人（平成31年4月1日現在） 全16区中6位

22.8 ％（平成31年3月1日現在)

市高齢化率 25.0％
（人口に占める65歳以上人口の割合）

人　口

21.58平方キロメートル 全16区中５位面　積

区のシンボルマーク・木・花

44.7 歳（平成31年3月1日現在) 
市平均年齢 45.6歳

平均年齢

高齢化率

シンボルマーク マーガレットキンモクセイ

頭は天白区の地元野菜「くりあじかぼ

ちゃ」、体は「八事五寸にんじん」をモ

チーフにしています。胸元には「八事の

蝶々」をつけています。「八事の蝶々」は

明治から昭和の始めにかけて寺社の

門前等、八事地域で作成・販売されて

いた竹と和紙を用いた郷土玩具です。

性　別：どちらでもない

誕生日：平成26年7月16日（このデザインに決まった日）

血液型：ビタミンA型 かぼちゃとにんじんにはビタミンAがいっぱい！！

性　格：明るく、元気いっぱい、好奇心旺盛

掲載内容は、「令和元年度天白区区政運営方針」

から事業を抜粋したものです。

詳しくは、下記HPにてご覧ください。

天白区区政部企画経理室（区役所3階35番窓口）

〒468－8510

名古屋市天白区島田二丁目201番地

電話：052（807）3953　FAX:052（801）0826

メールアドレス：a8073951@tempaku.city.nagoya.lg.jp

http://www.city.nagoya.jp/tempaku
または 名古屋市 天白区区政運営方針

※このパンフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

区制年表

かぼっちを紹介します！

年月日

明治39年4月30日
平針村・植田村・島野村・弥富村（中根を除く）
を合併し、天白村と改称

大正9年10月1日 第1回国勢調査　天白村　人口5,249人

昭和30年4月5日

昭和50年2月1日

天白村が名古屋市に合併し、昭和区に編入
昭和区役所天白支所設置

昭和56年5月1日 人口10万人突破

昭和60年2月1日 区制10周年、区シンボルマークが決まる

平成元年6月1日
区の木（キンモクセイ）・花（マーガレット）・
唄（てんぱく音頭）が決まる

平成26年7月16日 区マスコットキャラクター　かぼっち　誕生

平成27年2月1日 区制40周年

昭和区から分区独立、天白区誕生（人口87,931人）

出来事

区政運営方針に対するご意見・ご提案をお寄せください。

※開催日、場所等は変更になる場合があります。直前の「広報なごや」をご覧いただくか、
　担当部署にお問い合わせください。

総合水防訓練
日にち：5月26日（日）　場所：八事東小学校
問合せ：総務課 807-3812

5月

9月

総合防災訓練
日にち：9月1日（日）　場所：山根小学校
問合せ：総務課　807-3812

生涯学習センターまつり
日にち：9月28日（土）、29日（日）　場所：生涯学習センター
問合せ：生涯学習センター　802-1161

地産地消スタンプラリー
日にち：7月～9月　問合せ：総務課　807-3921

福祉会館・児童館共催夏まつり
日にち：7月20日（土）　場所：福祉会館・児童館
問合せ：福祉会館　802-2351 
 児 童 館　805-4129

男女平等参画推進事業

チェコからの贈り物 ～Music for you～
日にち：7月25日（木）　場所：児童館
問合せ：地域力推進室　807-3827  

7月

8月
天白おやこ子育て広場
日にち：8月6日（火）　場所：スポーツセンター
問合せ：民生子ども課　807-3891

10月

秋の華道展
日にち：10月6日（日）　場所：区役所講堂
問合せ：地域力推進室　807-3825

天白区美術展
日にち：10月18日（金）～20日（日）　場所：区役所講堂
問合せ：地域力推進室　807-3825

区民まつり
日にち：10月27日（日）　場所：天白公園
問合せ：地域力推進室　807-3827

てんぱく音楽祭
日にち：10月27日（日）　場所：天白公園
問合せ：地域力推進室　807-3825

3月
なごやかウォーク
日にち：3月1日（日）
場　所：農業センター周辺コース
問合せ：地域力推進室　807-3825

天白おやこ子育て広場
日にち:2月13日（木）　場所：スポーツセンター
問合せ：民生子ども課　807-3891

しだれ梅まつり
日にち:2月29日（土）～3月22日（日）
※開花状況で変更の可能性あり
場　所：農業センター
問合せ：農業センター　801-5221

2月

12月

てんぱく親子スポーツフェスタ
日にち：12月1日（日）　場所：スポーツセンター
地域力推進室　807-3925

農産物品評会・農業まつり
日にち：12月7日（土）　場所：区役所講堂等
問合せ：総務課　807-3921

農業センターまつり
日にち：11月2日（土）～4日（月・振休）　場所：農業センター
問合せ：農業センター　801-5221

子育て講演会
日にち：11月2日（土）　場所：区役所講堂
問合せ：民生子ども課　807-3891

史跡散策ウオーキング
日にち：11月9日（土）
問合せ：地域力推進室　807-3827

福祉と映画の集い
（障害をテーマとした映画と演奏会）

日にち：11月16日（土）　場所：区役所講堂
問合せ：福祉課　807-3883

みんなの元気フェスタinてんぱく
1日目：11月23日（土・祝）区役所講堂
2日目：11月24日（日）区役所講堂・保健センター2階
問合せ：福祉課　807-3895

11月

区役所の日曜窓口

日 に ち：令和元年 6月2日、7月7日、8月4日、9月8日、10月6日、

 11月１0日、12月1日

 令和2年 1月12日、2月2日、3月1日、3月22日、3月29日

時　　間：8時45分～12時

 8時45分～14時（3月29日のみ）

取扱業務：転入、転出に関する届出や証明等

6月
環境デーなごや2019 地域行事in天白区・環境バザー
日にち：6月1日（土）　場所：区役所講堂
地域環境行事in天白区：天白環境事業所 833-4031
南区公害対策室（天白区担当）823-9422
環境バザー：地域力推進室 807-3825



取り組み
❶

取り組み
❷ 取り組み

❸

基本目標
天白区の豊かな自然と地域の絆を活かし、区民の皆さまとともに、ぬくも

りとやすらぎ、そして魅力に満ちた、誰からも愛されるまちをつくります。令和元年度の主な取り組み令和元年度の主な取り組み

安心して暮らせるまち安心して暮らせるまち
災害や犯罪、交通事故に対する

不安を感じることなく暮らせる

まちをめざします。

災害や犯罪、交通事故に対する

不安を感じることなく暮らせる

まちをめざします。

災害対策区本部の強化

土砂災害危険箇所等防災パトロール

・大規模災害時に区役所が被災

した場合を想定して本部機能

の確保策について検討

・防災関係公所（署）と災害対策・

地域防災について連携強化

地域の自主防犯

活動の推進

まち歩き（防犯パトロール講習会）

・地域の皆さんとともにまち歩

きをし、交通安全、防犯、防

災などの課題について実地に

検証

交通安全啓発

活動の推進

自転車安全利用促進キャンペーン

・行政・地域・学校等が連携し

自転車の安全利用を促進

地域防災力の強化

中学生向けの防災学習

・助け合いの仕組みづくりの推進

・災害発生時に適切な対応がとれ

るよう、災害時要配慮者対応

訓練を実施

・各世帯を訪問し、防災診断を行

うことで防災に対する意識を

高める取り組みを１学区でモ

デル実施

・防災への認識を深め、災害時に

地域での役割を果たせるよう中学生向けの防災学習を実施

魅力に満ちた
愛着のもてるまち
魅力に満ちた
愛着のもてるまち
「自然」「歴史」「文化」を通じて魅力にあふれ、誰もが

住み続けたくなる愛着のもてるまちをめざします。

「自然」「歴史」「文化」を通じて魅力にあふれ、誰もが

住み続けたくなる愛着のもてるまちをめざします。

天白の「農」を楽しむ
プロジェクト

セイロン瓜

・特産野菜を学び、育て、味わうことを

通じて天白の「農」を楽しむ講座を開催

・農家自らが販売したり模擬店を出店

する「農業まつり」を開催

区の魅力発信
・「天白ガイドボランティア歴遊会」と協働で、区内の史跡を巡

る「史跡散策ウォーキング」を実施

町を美しくする
活動の推進

天白区クリーンウオーキング2018

・地域住民・企業・学生ボラン

ティア総ぐるみで植田南学

区において「天白区クリーン

ウォーキング」を開催

地域活動・
市民活動への支援
・30周年記念となる区民ま

つりを区民とともに企画・

実施して区の魅力を発信
まつり天白2018

区民に信頼される区役所づくり
・大学と連携し住民登録などの留学生に必要な手続きをワンス

トップで実施

・めざすべき区の姿の実現に向けた中長期の取り組みを体系化し

た区の将来ビジョンを策定

親子スポーツフェスタ

文化・スポーツの推進
・各種スポーツ団体等ととも

に、親子で参加できるスポー

ツ体験イベントを開催

・区民まつりと連携して音楽

祭を開催し、幅広い世代の

区民に対して音楽に触れる

機会を提供

すこやかにいきいきと暮らせるまちすこやかにいきいきと暮らせるまち
子どもがすこやかに育ち、高齢者・障害者をはじめ

誰もがいきいきと暮らせるまちをめざします。

子どもがすこやかに育ち、高齢者・障害者をはじめ

誰もがいきいきと暮らせるまちをめざします。

・新規及び昨年より拡充した事業を中心に掲載しています。

児童虐待の防止

オレンジリボンキャンペーン

・児童虐待防止推進月間

である5月と11月に啓

発活動を実施

おやこ子育て広場

関係機関との連携による子育て支援
・地域のボランティアに

よるひとり親家庭等の

小学生の学習サポート

と見守りを支援

・親子が地域で仲間づく

りができる交流の機会

を提供

・ボランティア団体等と

連携し、区内の子育て

情報の提供と親子同士

の交流を促進

マーガレットマルシェ

障害者自立支援活動の推進
・毎日、区役所で授産製

品を展示・販売する場

を提供

・障害者の作品展「顔の

見えるアート展」を開催

青少年すこやかポスター

青少年健全育成

キャンペーン
・学区・学校などと連携して街頭

等で青少年に対する見守り、声

がけ、非行防止等の啓発活動を

実施

みんなの元気フェスタinてんぱく2018

高齢者が地域で安心して

暮らすための支援

・地域包括ケアシステム

の構築を推進

・健康や介護など様々

な情報を提供するとと

もに、専門職種間の交

流を促進

認知症高齢者支援

認知症カフェ

・認知症本人やご家族、

地域住民など誰もが気

軽に集い、情報交換がで

きる拠点の設置を促進

・区職員全員が認知症

サポーター養成講座を

受講

ブックスタート事業

妊娠期からの子育て支援
・母子健康手帳発行時に

すべての妊婦の方を対

象に面接し、安心して

出産・育児に臨めるよ

う支援

・3か月児健診の機会を

活用して、絵本の読み

聞かせの実演とプレゼント


