
区のあり方
基本方針

瑞穂区
将来ビジョン

瑞穂区区政運営方針

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

将来像Ⅰ  み りょくと活力のあふれるまち
将来像Ⅱ  ず っと笑顔が生まれるまち
将来像Ⅲ  ほ のぼのと安心して安全に暮らせるまち
将来像Ⅳ  の びのびとすこやかに育つまち
将来像Ⅴ  き もちに寄り添いやさしいまち

瑞穂区将来ビジョン

　瑞穂区区政運営方針は、地域の課題や要望を踏まえて行政サービスや区民生活の向上をはかる
ため、瑞穂区将来ビジョンに基づき区役所や関係する機関が重点的に実施する取り組みなどをまとめ
たものです。
　瑞穂区将来ビジョンとは、名古屋市が策定した「区のあり方基本方針」(平成29年3月策定)に基づき、
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、令和2年度から令和5年度までを計画期間としています。
　瑞穂区では、皆さまとともに瑞穂の樹（みずほのき）を育み、暮らしやすく魅力あふれるまちをめ
ざし取り組んでまいります。

各年度の重点的な
取り組みを

明確にしたもの

区の役割の拡充、住民自治
の強化を趣旨とする地方自
治法の改正が行われ、これ
までの区役所改革の取り組
みを踏まえつつ、10年後の
地域社会をみすえて、区役
所の果たす役割・方向性を
示すもの

基本理念 暮らしやすく魅力あふれるまち
～みんなではぐくむ　　　　 ～　　　　 瑞穂の樹

いっしょに楽しもう！ さくら✿スポーツフェスタ
岐阜県瑞穂市との交流
発見、瑞穂のものヂカラ！

事 項 執行額（千円）
2,556
1,149
72

いっしょに楽しもう！
さくら✿スポーツフェスタ

事 項 予算額（千円）

3,000

方針１ 瑞穂区ブランドを活かしたまちづくり
方針２ 地域でのふれあいや交流を深めるまちづくり
方針３ 災害に強いまちづくり
方針４ 安心して安全に暮らせるまちづくり
方針５ きれいで快適なまちづくり
方針６ 子育てを楽しむことができるまちづくり
方針７ 健康でいきいきと共に支え合うまちづくり
方針８ 区民サービスの向上

区 分 予算額（千円）
832
5,170
297
90
0

1,131
506
1,501

区 分 執行額（千円）

令和 3 年度　自主的・主体的な
区政運営にかかる予算について
令和 3 年度　自主的・主体的な
区政運営にかかる予算について

　区民ニーズをより的確に把握し、地域の特性に応じた施策を実施す
るため、区役所が自主性・主体性を発揮し区政運営方針に掲げた取り
組みを行うための予算として計上しています。

　令和2年度の執行内容は下記のとおりです。

令和 2 年度　自主的・主体的な
区政運営にかかる予算の執行状況について

令和 2年度　区の特性に応じたまちづくり
事業にかかる予算の執行状況について

瑞穂区役所企画経理室
〒467-8531　名古屋市瑞穂区瑞穂通 3丁目 32番地

E-mail　a8529241@mizuho.city.nagoya.lg.jp
電話　052-852-9242　FAX　052-851-3317 

区政運営方針の詳しい内容は、瑞穂区公式ウェブサイト
（https://www.city.nagoya.jp/mizuho/）でご覧いただけます。

区の
シンボル
マーク

区の
マスコット
キャラクター
みずほっぺ

生まれた日：2月11日
チャームポイント：可愛いほっぺ
性格：明るく元気いっぱい
趣味：瑞穂区を散歩すること

連絡先（電話番号）一覧
瑞穂区役所(代表) 
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
瑞穂保健センター(代表) 
健康安全課 
保健予防課
瑞穂警察署 
瑞穂消防署 
瑞穂環境事業所 
瑞穂土木事務所 
上下水道局瑞穂営業所 
瑞穂区社会福祉協議会 
瑞穂生涯学習センター 
南区公害対策室

841-1521
852-9212
852-9242
852-9302
852-9312
852-9382
852-9394
852-9324
837-3241
837-3243
837-3267
842-0110
852-0119
882-5300
831-6161
841-7146
841-4063
871-2255
823-9422

瑞穂
区役所

瑞穂保健
センター

区内公所
（署）等

令和 2 年度予算の執行状況について令和 3 年度予算について

区役所の日曜窓口
令和3年 6月6日、7月4日、8月1日、
9月12日、10月3日、11月7日、12月5日、
令和4年 1月9日、2月6日、3月6日、
3月20日、3月27日
8時45分～ 12時
8時45分～ 14時（3月27日のみ）
転入、転出に関する届出や証明等

日にち

時　間

取扱業務

区の木・
区の花
サクラ

令和3年度 概要版

瑞穂区区政運営方針

瑞穂区区政運営方針
ページはこちら

方針１ 瑞穂区ブランドを活かしたまちづくり
方針２ 地域でのふれあいや交流を深めるまちづくり
方針３ 災害に強いまちづくり
方針４ 安心して安全に暮らせるまちづくり
方針５ きれいで快適なまちづくり
方針６ 子育てを楽しむことができるまちづくり
方針７ 健康でいきいきと共に支え合うまちづくり
方針８ 区民サービスの向上

502
198
182
151
16
758
419
1,232

令和 3年度　区の特性に応じた
まちづくり事業にかかる予算について
令和 3年度　区の特性に応じた

まちづくり事業にかかる予算について



●町内会・自治会活動への加入促進の支援
●みずほ生涯学習センターまつり
●福祉ボランティア活動の推進
●ヤングサポーターみずほの活動の支援
●　　  外国人区民との
　　 　 コミュニティ形成支援
●瑞穂区民まつり2021
●瑞穂区民まつりサテライト会場でのおばけやしきの実施
●自主学習グループへの支援
●音楽による地域のにぎわいづくり事業
●なごや学マイスター講座

●サクラのまち瑞穂づくり　　●山崎川のライトアップ
●いっしょに楽しもう！さくら✿スポーツフェスタ
●瑞穂区ジョギングパトロール
●発見、瑞穂のものヂカラ！
●市立大学との連携による
　魅力発信事業
●　　  地域の魅力に親しむ事業　　
●岐阜県瑞穂市との交流
●名古屋市立大学・越原学園・
　瀬木学園との連携
●なごや学講座

瑞穂区ブランドを活かしたまちづくり方針1 地域でのふれあいや交流を深めるまちづくり方針2 災害に強いまちづくり
安心して安全に暮らせるまちづくり
きれいで快適なまちづくり

方針3
方針4
方針5

●ぼうさいカフェ
●各家庭の防災力向上に向けた取り組み
●防災に係る自助力、共助力の促進
●指定避難所運営リーダーの養成
●指定緊急避難場所及び指定避難所の
　開設状況の発信
●地区防災カルテを活用した防災活動の推進
●災害応急対策図上訓練の実施
●防災をテーマとした講座
●山崎川堤防の耐震化
●交通安全・生活安全の推進
●【再掲】いっしょに楽しもう！さくら✿スポーツフェスタ
●交通安全施設の設置・維持管理
●河川の清掃活動
●公園愛護会・街路樹愛護会・川を美しくする会の支援
●歩道のバリアフリー化の推進
●街路灯パートナー・まごころ遊具等の普及
●住宅用火災警報器の設置及び作動確認の推進
●クリーンキャンペーンの実施
●新瑞橋クリーン作戦の推進
●ごみの分別推進
●３Ｒ行動の促進
●なごやか収集の実施
●山崎川の水辺の生き物観察教室などの環境学習の機会づくり
●愛犬クイズラリー山崎川
●犬や猫の適正な飼い方の啓発推進

●安心して子育てができる環境の整備
●　　  子育てしやすいまちづくりの推進
●　　  児童虐待のないまちづくりの推進
●　　  多様な保育ニーズに応じた情報等
　　　  提供事業の推進
●児童館事業の実施
●【再掲】いっしょに楽しもう！
　さくら✿スポーツフェスタ

　　　　　　　　　　　　　　
●フロアサービスの実施　
●ICT等を活用した応対・便利な窓口サービスの案内
●門出のお祝い　●窓口サービスの充実・接遇の向上・人材の育成
●区行政の推進　●広報の充実　●瑞穂土木だよりの発行　　
●地域懇談会等の実施　　　　　●明るい選挙の推進運動

●地域包括ケアの推進
●　　  みずほフェスタ'21 ～つながる医療・介護・福祉の輪～
●みずほっぺあんしん情報ツールの作製配付
●障害を理解し、お互いに助け合う地域づくりの推進
●【再掲】いっしょに楽しもう！さくら✿スポーツフェスタ
●ご近所での見守り・支えあい活動の推進
●老人クラブへの支援
●おでかけ応援ボランティア活動の実施
●福祉会館事業の実施
●みずほ体操の普及と健康ささえ隊の活動支援
●健康づくり事業・介護予防事業の実施
●医療情報カードの配付

ず っと笑顔が生まれるまち

の びのびとすこやかに育つまち き もちに寄り添いやさしいまち

ほ のぼのと安心して安全に
                      暮らせるまち

瑞穂区将来ビジョンに掲げる ５つの将来像 (                 )や、その実現に向けた  ８つの方針  に基づき、
令和３年度区政運営方針として実施する  取り組み  を掲げています。

み りょくと活力のあふれるまち

令和３年度の取り組み 令和３年度の取り組み

令和３年度の取り組み令和３年度の取り組み

令和３年度の取り組み

令和３年度の取り組み

子育てを楽しむことができるまちづくり方針6 健康でいきいきと共に支え合うまちづくり方針7

新型コロナウイルス感染症への対応について

区民サービスの向上方針8

将来像Ⅰ

将来像Ⅳ

将来像Ⅱ

将来像Ⅴ

将来像Ⅲ

新規

新規

拡充拡充
拡充
拡充

区政運営の取り組み

　取り組みの実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じたうえで実施いたし
ます。また、感染症の動向や「市が主催する催事(イベント等)に係るガイドライン」を踏まえ、取り組
み内容の規模の縮小やオンラインでの開催、中止・延期等となる場合があります。

　区政運営方針に掲げている主な取り組み以外にも、区役所では様々な取り組みを行っており、
今後も区民の生命と健康を守るため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け
取り組んでまいります。

みずほフェスタ（作品展）

災害応急対策図上訓練

保育案内
　　冊子▶
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