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「あじさいプラン」とは、区将来ビジョンに基づき区役所が主体的に
実施する取り組みの具体的な内容などを、年度ごとにまとめたものです。

あじさいプラン2022 千種区将来ビジョン

基本
目標
「住みたいまち  住みやすいまち  千種区」

～暮らしやすさを実感できるまちをめざして～

めざすまちの姿

信頼される区役所づくり

1　地域で支え合い、安心・安全に暮らせるまち
2　安心して子育てができるまち
3　誰もがいきいきと健康で安心して暮らせるまち
4　魅力と活力にあふれ、誰もがまちの魅力を
　  語れるまち
5　快適な都市環境と感じるまち

区のマスコット
キャラクター
こあらっち

区の花　アジサイ 区の木　ハナミズキ

千種区役所のご案内
代表番号 千種区役所  052-762-3111　　千種保健センター  052-753-1951
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総務課

企画経理室

地域力推進室

市民課

民生子ども課

福祉課

保険年金課

講堂・庁舎管理　防災　住居表示　自動車臨時運行許可　忘れ物　各種選挙　統計調査

区政運営の企画・総合調整　区まちづくり基金

税務証明　市民税申告　原動機付自転車標識交付

公害規制に関する届出・指導　公害に関する相談　環境教育

戸籍の相談　戸籍　住民票　印鑑登録　外国人住民　マイナンバーカード　小中学校の就学

児童福祉　保育園　児童手当　民生委員・児童委員　女性相談　子ども家庭支援　生活保護

国民年金　国民健康保険料の納付　国民健康保険　後期高齢者医療　医療費助成

保健環境委員　医療施設等の届出　飲食店の営業許可　犬の登録

安心・安全で快適なまちづくり　交通安全　区政協力委員　区民まつり　広報なごや
スポーツ・文化活動　青少年健全育成　成人式　スポーツ推進委員

敬老手帳　敬老パス　介護保険給付　高齢者の生活支援　老人ホームなどの案内
要介護認定　介護保険料　介護保険被保険者証　障害者手帳　難病　障害各種手当・減免

理容・美容所・クリーニング所の届出　旅館・公衆浴場・興行場の営業許可
ネズミ・昆虫等の相談　改葬許可の申請　薬局等の申請・届出

歯科・栄養・心の相談　乳幼児健診　医療給付　感染症対策　予防接種　
がん検診等健康づくり　地域の健康相談　母子健康手帳　子育て相談

保健管理課

環境薬務室

保健予防課

栄市税事務所
（千種区税務窓口）

名東区公害対策室
（北東部公害対策担当）

概要版

信頼される区役所づくり

窓口環境の整備
　ロビーに生け花の展示をしておもてなしの心で皆さまをお迎えするとともに、結婚
お祝いカードの贈呈やおくやみコーナーの設置など、窓口対応の充実をはかります。
　また、福祉コンシェルジュをはじめとした各フロアサービスによる案内や、窓口での
外国語通訳など、円滑に手続きができるようお手伝いをします。

総務課はじめ各課

留学生とつくる「日本の生活ルール紹介動画」
　外国人が千種区での生活に困ることがないよう、留学生を中心とした外国人との交流会で意見を
聞きながら、当事者とともに、千種区での生活について必要な制度を紹介する動画を作成して、ＳＮＳ
等で周知します。

地域力推進室

千種区役所
庁舎の改築
に関する
今後の予定

〔新庁舎の予定〕 〔新庁舎建設中の仮設庁舎の予定〕
●改築場所：現千種区役所所在地
●建設予定施設：区役所、保健センター、土木事務所等
●建設スケジュール：
令和元～4年度　基本設計等
令和5～6年度　実施設計・解体工事
令和7～9年度　建設工事

●場所：千種区星が丘山手103番地
●仮移転予定施設：区役所、保健センター
●仮設庁舎での業務開始時期：令和5年1月（予定）

発行・編集
〒464-8644　千種区覚王山通8丁目37番地 
TEL052-753-1932　FAX052-753-1924

千種区役所企画経理室



魅力と活力にあふれ、誰もがまちの魅力を語れるまち4

令和4年度に千種区役所が取り組む主な事業
新型コロナウイルス
感染症の影響

　感染症の拡大を防ぐため、事業の実施に際しては、手指消毒・換気・身体的距離確保などの感染
防止策を徹底します。また、SNS等を活用した新たな方法も用いて各事業の実施に努めてまいり
ますが、状況に応じてやむを得ず変更または中止する場合がありますのでご了承ください。

風水害・地震に備えた防災訓練
　大規模災害に備え、地域と防災関係機関が協力・連携して総合水防訓練・
総合防災訓練を実施します。また、関係機関が実施する災害時医療救護所訓練
や災害ボランティアセンター設置・運営訓練にも協力し、災害対応力の強化に
取り組みます。

特殊詐欺被害
防止啓発動画

総務課・消防署

ちくさ子ども防災キャンプ
　区内の小学校4～6年生を対象に、地域での防災・減災に関する将来の担い
手のすそ野を広げるため、より実践的な内容を盛り込んだ宿泊型の訓練を開催
します。

総務課

防犯活動の推進
　犯罪被害を防ぐため、青色回転灯装備車によるパトロールを実施するととも
に、地域や警察と協働して防犯活動を推進します。特に、近年多発している特殊
詐欺の被害防止に向け、高齢者を対象とした講話や、無人ＡＴＭ付近等での
防犯キャンペーンを行うほか、様 な々媒体を活用した広報活動を行います。

地域力推進室・警察署

エンゼル訪問（赤ちゃん訪問）
　主任児童委員などが、生後3～6か月の赤ちゃん（第1子）のいる家庭と、
市外から転入した生後6か月～1歳未満の赤ちゃん（第1子）のいる家庭を訪問
します。

子育て応援
ガイド

かんたん！
おいしい！
離乳食レシピ

民生子ども課

民生子ども課外国人の子育て支援
　やさしい日本語と4ヶ国語による「子育て応援ガイド」の配布や、TV通訳機能
が付いた「タブレット端末」を活用した家庭訪問などを通して、外国人の子育て
を応援する取り組みを実施します。

乳幼児期の食事づくりの支援（子育て応援レシピ集の作成）
　子育ての困りごととして多い離乳食などに関する情報をまとめたレシピ集を
学生と連携して作成し、保健センターにおける3か月児健康診査にて配布すると
ともに、区公式ウェブサイトに掲載する等の取り組みにより乳幼児期の食事
づくりを支援します。

保健予防課・民生子ども課

地域包括ケアシステムの推進
　高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けられるよう、「医療・介護・
認知症施策・介護予防・生活支援・住まい」の各サービスを一体的に提供することで、
地域で支え合う仕組みづくりを進めています。

福祉課・保健予防課・東部及び西部いきいき支援センター

千種区版エンディングノート「私の想いをつないで帳」の普及・啓発
　千種区医師会等とともに作成した「私の想いをつないで帳」の普及のため、配布
方法の拡大を図り、これからの時間の使い方などを家族や身近な方と考える機会と
なる講座を充実していきます。

福祉課

啓発事業の実施及びヘルプマークの普及
　障害や障害のある人への理解を深めるため、障害者自立支援連絡協議会※
と連携して「障がい福祉フェスタ」を開催するなど、障害に関する情報の広報・
啓発に努めます。また、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている
人が、周囲に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」
の配布場所を拡大するなど普及・啓発に努めます。

福祉課

千種つるかめセミナー

　高齢者が地域で活動・参加できる場を見つけ、介
護状態やフレイル※を予防するため、栄養や口腔ケ
ア、健康的な身体づくりなどをテーマに、運動や音楽
療法などを通じて楽しく学ぶセミナーを開催します。

保健予防課

千種区名所案内 ～新旧共存！good balance～
　区内魅力スポットのオリジナルスタンプ（スマートフォンアプリ用電子スタンプも
導入）を使用したスタンプラリーや、SNSを活用したフォトコンテストなど、区内の魅力
スポットを区内外に向けて紹介し、新たな区の魅力を知ってもらうとともに、より多く
の方に訪れてもらうための事業を実施します。

快適な都市環境と感じるまち5

地域力推進室

地域力推進室文化芸術活動の振興
　区民が文化や芸術に親しめるよう「いけばな展」「美術展」「俳句・川柳コンクール」
を開催し、千種区により愛着を深めてもらうとともに、様 な々世代が文化芸術に触れる
機会や発表の場を設け、区民の文化活動の促進や活力あるまちづくりにつなげます。

① つるクラス
　食と口腔ケアを通じてフレイル※予防を学ぶ
「かめクッキング」と、調理を通じて実践的な介護
予防を学ぶとともに高齢男性であっても食生活
を楽しめるよう「男性クッキング」を開催します。

② かめクラス

※フレイル：高齢期の「衰弱」、「虚弱」、「脆弱（ぜいじゃく）」などに代わる新しい名称で、加齢に伴い、気力や体力など心身の活力が
低下した状態のこと。

※障害者自立支援連絡協議会：障害者支援に携わる事業所・障害者基幹相談支援センター・行政などにより構成され、障害のある人
やその家族を支援することを目的として設置。

千種区名所案内

地域包括
ケアシステム
ガイドブック
〔千種区版〕

クリーンキャンペーン
　全市一斉に行われる「クリーンキャンペーン・なごや」にあわせ、区内全域で道路
や公園の清掃活動を区民の皆さまと実施し、ゴミの投げ捨て防止を通行人に呼びか
けます。

地域力推進室・環境事業所

花の名所公園の情報の発信
　茶屋ケ坂公園のアジサイや千種公園のユリなど花の開花状況をウェブサイトで
発信するなど、より親しみ、楽しんでいただける公園となるよう努めます。

土木事務所

地域で支え合い、安心・安全に暮らせるまち1

誰もがいきいきと健康で安心して暮らせるまち3

安心して子育てができるまち2

ヘルプマーク ヘルプカード

いけばな展
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発信するなど、より親しみ、楽しんでいただける公園となるよう努めます。

土木事務所

地域で支え合い、安心・安全に暮らせるまち1

誰もがいきいきと健康で安心して暮らせるまち3

安心して子育てができるまち2

ヘルプマーク ヘルプカード

いけばな展



あじさいプラン2022
令和4年度 千種区区政運営方針

千種区名所案内 フォトコンテスト　令和3年度入賞作品　撮影者： @10asrmmc14様　撮影場所：東山動植物園

「あじさいプラン」とは、区将来ビジョンに基づき区役所が主体的に
実施する取り組みの具体的な内容などを、年度ごとにまとめたものです。

あじさいプラン2022 千種区将来ビジョン

基本
目標
「住みたいまち  住みやすいまち  千種区」

～暮らしやすさを実感できるまちをめざして～

めざすまちの姿

信頼される区役所づくり

1　地域で支え合い、安心・安全に暮らせるまち
2　安心して子育てができるまち
3　誰もがいきいきと健康で安心して暮らせるまち
4　魅力と活力にあふれ、誰もがまちの魅力を
　  語れるまち
5　快適な都市環境と感じるまち

区のマスコット
キャラクター
こあらっち

区の花　アジサイ 区の木　ハナミズキ

千種区役所のご案内
代表番号 千種区役所  052-762-3111　　千種保健センター  052-753-1951

組織 主な業務内容

区
役
所

保
健
セ
ン
タ
ー

総務課

企画経理室

地域力推進室

市民課

民生子ども課

福祉課

保険年金課

講堂・庁舎管理　防災　住居表示　自動車臨時運行許可　忘れ物　各種選挙　統計調査

区政運営の企画・総合調整　区まちづくり基金

税務証明　市民税申告　原動機付自転車標識交付

公害規制に関する届出・指導　公害に関する相談　環境教育

戸籍の相談　戸籍　住民票　印鑑登録　外国人住民　マイナンバーカード　小中学校の就学

児童福祉　保育園　児童手当　民生委員・児童委員　女性相談　子ども家庭支援　生活保護

国民年金　国民健康保険料の納付　国民健康保険　後期高齢者医療　医療費助成

保健環境委員　医療施設等の届出　飲食店の営業許可　犬の登録

安心・安全で快適なまちづくり　交通安全　区政協力委員　区民まつり　広報なごや
スポーツ・文化活動　青少年健全育成　成人式　スポーツ推進委員

敬老手帳　敬老パス　介護保険給付　高齢者の生活支援　老人ホームなどの案内
要介護認定　介護保険料　介護保険被保険者証　障害者手帳　難病　障害各種手当・減免

理容・美容所・クリーニング所の届出　旅館・公衆浴場・興行場の営業許可
ネズミ・昆虫等の相談　改葬許可の申請　薬局等の申請・届出

歯科・栄養・心の相談　乳幼児健診　医療給付　感染症対策　予防接種　
がん検診等健康づくり　地域の健康相談　母子健康手帳　子育て相談

保健管理課

環境薬務室

保健予防課

栄市税事務所
（千種区税務窓口）

名東区公害対策室
（北東部公害対策担当）

概要版

信頼される区役所づくり

窓口環境の整備
　ロビーに生け花の展示をしておもてなしの心で皆さまをお迎えするとともに、結婚
お祝いカードの贈呈やおくやみコーナーの設置など、窓口対応の充実をはかります。
　また、福祉コンシェルジュをはじめとした各フロアサービスによる案内や、窓口での
外国語通訳など、円滑に手続きができるようお手伝いをします。

総務課はじめ各課

留学生とつくる「日本の生活ルール紹介動画」
　外国人が千種区での生活に困ることがないよう、留学生を中心とした外国人との交流会で意見を
聞きながら、当事者とともに、千種区での生活について必要な制度を紹介する動画を作成して、ＳＮＳ
等で周知します。

地域力推進室

千種区役所
庁舎の改築
に関する
今後の予定

〔新庁舎の予定〕 〔新庁舎建設中の仮設庁舎の予定〕
●改築場所：現千種区役所所在地
●建設予定施設：区役所、保健センター、土木事務所等
●建設スケジュール：
令和元～4年度　基本設計等
令和5～6年度　実施設計・解体工事
令和7～9年度　建設工事

●場所：千種区星が丘山手103番地
●仮移転予定施設：区役所、保健センター
●仮設庁舎での業務開始時期：令和5年1月（予定）

発行・編集
〒464-8644　千種区覚王山通8丁目37番地 
TEL052-753-1932　FAX052-753-1924

千種区役所企画経理室


