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『つながるまち、ひろがるまち名東』

未来につながる 子育てしやすいまち

ひとの輪がひろがる 助けあいのまち

地域がつながる 安心・安全なまち

きれいがひろがる 快適な環境のまち

笑顔がひろがる 魅力と交流のまち

名東区区政運営方針
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基本理念

名東区がめざす5つの将来像

3
月

区民会議
会場：区役所講堂

1日
（火）

1
月

60歳の門出を祝う会～還暦式～
会場：名東文化小劇場

30日
（日）

2
月

ウェルカム名東フェスタ
会場：名東文化小劇場

めいとう福祉まつり
会場：名東スポーツセンター

6日
（日）

27日
（日）

7
月

親子で昆虫観察会
会場：猪高緑地

未定

将来像4

8
月

●エコフェスタ名東2021
●エコアクションin名東
会場：区役所講堂・会議室

6日
（金）

27日
（金）

6
月 ジュニアスポーツクラブ運営委員会

オンライン開催

わがまち名東フェスティバル
ファミリーコンサート
会場：上社レクリエーションルーム

26日
（土）

区防災総合訓練
会場：香流小学校9

月

5日
（日）

10
月

14日
（木）

23日
（土）

認知症市民講演会
会場：名東文化小劇場

29日
（水）

令和3年度

地域包括ケア区民のつどい
会場：名東文化小劇場

謎解きでときめけ！高針縁結び
会場：蓮教寺

将来像5

将来像2

将来像3

11
月

A・A（安心安全）ひろば
会場：前山小学校

●新型コロナウイルス感染症の影響により、
　掲載されているイベントや行事などについては、
　中止となる場合があります。

6日
（土）

12
月

子ども青少年育成区民のつどい
オンライン開催

11日
（土）

千種区・名東区家族ジョギング・
ウオーキング大会
会場：平和公園メタセコイア広場

23日
（火・祝）

将来像5

将来像1

障害者自立支援講演会
会場：区役所講堂

未定

将来像2

将来像2

将来像5

名東区役所　　　  773-1111（代表）
名東保健センター　778-3104（代表）

区の花ナデシコ

蓮教寺

牧野が池緑地

香流川

令
和
３
年

午前8時45分～正午　※4月4日、3月27日は午後2時まで延長時間

令
和
４
年



●子育て支援情報を集約した「名東区子育てマップ」を発行するとともに、
　区内各所で親子の遊びの広場や育児相談ができる「子育てミニ広場」を開催します。
●子育て当事者の困りごとなどを把握する「パパママの生の声を聴こう！」の実施ほか、
　平日に働くパパやママが参加できるよう子育て講座を日曜日にオンラインで開催します。

将来像1 未来につながる 子育てしやすいまち

ひとの輪がひろがる 助けあいのまち

地域がつながる 安心・安全なまち

親しまれ信頼される 区役所をめざして

笑顔がひろがる 魅力と交流のまち

きれいがひろがる 快適な環境のまち

将来像2

将来像3

将来像4

将来像5

地域で安心して子育てができる環境づくりを進めます

●地域包括ケアを推進し、在宅医療と介護サービスの連携についての理解を深めるため、
　区民向け講演会「地域包括ケア区民のつどい」を開催します。
●認知症医療や予防に関する正しい知識を普及するため「認知症市民講演会」を開催するとともに、
　認知症の方やその家族を支援する「認知症サポーターの拡大」に取り組みます。
●障害の有無に関わらず、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指し「障害者自立支援講演会」や
「めいとう福祉まつり」を開催します。

高齢者や障害者など誰もが地域で安心して暮らせるよう支援します

●災害時に住民一人ひとりが自らの命を守り、住民同士の助け合いを進めるよう「総合防災訓練」を
　はじめ各種訓練・講習・講座を実施します。
●戸別訪問により家具転倒防止対策などを周知する「あなたの家庭の防災アシスト事業」を実施し、
　防災力の向上を進めます。
●『子どものあんしん・あんぜんを考える』をテーマに参加型の啓発イベント「A・Aひろば」を開催します。
●高齢者などの支援が必要な方々に対して、地域と行政が一体となり日ごろの見守りと災害時の支援を
行う「めいとう総合見守り支援事業」を推進します。

災害に備え、「自助」「共助」「公助」の役割を意識し、迅速かつ的確な対応が行える災害に強いまちづくりを進めます

●交通安全啓発キャンペーンや青色回転灯付き自動車によるパトロールなど意識の
　向上に努め、交通事故のない安全なまちづくりを推進します。
●防犯の日キャンンペーンや小中学生を対象とした防犯学習講座の実施など区民
一人ひとりの防犯意識の高揚を推進し、地域防犯力の向上につとめます。

●ひとり暮らし高齢者など支援が必要な方の見守りネットワークの強化を推進します。
●医療情報や緊急連絡先等を記録し、携帯・保管する「SOSあんしんカード・ポット」の普及につとめ
　ます。

●「60歳の門出を祝う会～還暦式～」をきっかけに、元気な高齢者の社会参加・活躍を支援します。

子どもや青少年が地域で健やかに成長できる環境づくりを進めます

子どもを虐待から守るまちづくりを進めます
●健診などの機会がない未就園児の安全確認・安全確保に取り組みます。
●児童虐待について啓発するとともに、SNSを活用し児童虐待対応ダイヤル「１８９」の周知を行います。

　「絵本でつながる親子の時間」
　子育ての不安感や負担感・孤立感を軽減するため、絵本の読み聞かせや体験活動を通して、
　親と親をつなぐ仲間との出会いの場、親と子のふれあいの場を作ります。
●地域で子どもたちが健全に育つ環境づくりを進めるため、区内での青少年健全育成の
　取組事例発表や講演会などを実施する「子ども青少年育成区民のつどい」を開催します。

絵本でつながる親子の時間

　「ウェルカム名東転入者応援事業第4弾（ウェルカム名東フェスタ）」
　転入した子育て世代を中心に、区への愛着を高めてもらうため区の魅力を紹介する演劇を上演する
　とともに若い世代のダンスや音楽演奏の発表の機会を設け、子どもたちの芸術活動を促進します。
●若者世代に蓮教寺（区内初の国登録有形文化財）や周辺地域の歴史と魅力に触れていただき、
　参加者の交流を図る「メイトウ魅力発信3事業～歴史的資源～謎解きでときめけ！高針縁結び」を
　開催します。
●地域の盆踊り、運動会、敬老会、成人式などのイベントが一層盛り上がり、活性化するよう
　イベントサポーターを派遣する「地域イベント盛り上げ支援」を実施します。

まちの魅力資源を活かし、にぎわいと交流のあるまちづくりを進めます

●スポーツに親しみ、スポーツを通した交流ができるよう「ジョギング・ウオーキング大会」をはじめ
　多彩なスポーツ大会・教室を開催します。
●子育て中の親子向けの「わがまち名東フェスティバルファミリーコンサート」をはじめ、
　子どもから高齢者まで全ての世代が文化・芸術活動に参加できる環境づくりを進めます。

生涯を通してスポーツや文化・芸術活動に親しむまちづくりを進めます

●より正確・迅速・丁寧なサービスを提供します。

お客様に満足いただけるサービスを提供します

●「区民会議」、「区民アンケート」などを通して、
　区民意見をお聴きし、区民の声を区政に反映します。

区民のニーズを的確に把握し、区政に反映します

●「広報なごや」、区の広報媒体「メイトウ情報チャンネル」などを活用し、よりわかりやすい情報の発信につとめます。

区民の立場に立ち、よりわかりやすい情報発信・情報提供を進めます

●学区・団体などとの地域づくりを進め、地域コミュニティ活動を活性化します。
区民が主体となり、多様な協働・連携を進めるまちづくりに取り組みます

避難所運営訓練

名東区防犯の日キャンペーン

●緑地を訪れ、緑地に親しむきっかけとなるよう親子で昆虫観察会、フォトコンテストの開催など
　緑地の魅力を発信する「メイトウ魅力発信3事業～緑地～」を実施します。
●区の花「ナデシコ」を地域ごとに植え育てる活動を通じて、
　コミュニティの活性化と美しい街並みづくりを推進する「なでしこKADAN」を実施します。

●地域の清掃活動団体の活動を支援するとともに、路上禁煙の街頭キャンペーンの実施など快適に
　暮らせるまちづくりを進めます。
●ペットの飼主等に対し、ペットマナーを遵守することを宣言し、他の模範となるよう活動してもらう
　「おさんぽマイスター宣言」を実施します。

身近な自然に親しむ環境をつくります

快適な生活環境づくりを進めます

次世代につなぐ環境に配慮した暮らしを推進します

地域ぐるみで共に助けあい、互いに尊重し認めあい、共生できるまちづくりを進めます

いくつになっても健康で生きがいを持って暮らし、地域で活躍できるよう支援します

犯罪や交通事故がなく、安心で安全な地域づくりを進めます

子育てミニ広場（ベビーダンス）

外来種の除去（スイレン抜根）

認知症市民講演会

地域包括ケア区民のつどい

　「エコアクションin名東」
　自然環境を守る行動の実践につなげるため、SDGsへの理解を深めるイベントのほか、
　外来種の除去・生き物調査など体験型イベントを実施します。
●環境活動団体と連携し、楽しみながら環境問題を考えるイベント「エコフェスタ名東2021」を開催します。

親子で昆虫観察会

わがまち名東フェスティバルファミリーコンサート
撮影：市川陽子さん（名東ボランティアカメラマン）

ウェルカム名東転入者応援事業

区民の声を区政に反映（学生ミーティング）区民会議

は、区民の皆さまとともに、区の特性に応じたまちづくりに取り組むための事業です。


