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犬の飼主の皆さまへ   
　暑い夏は、特に以下のことにご留意ください。
○屋外で飼育…犬が熱中症にならないよう、直
射日光が当たらない風通しの良い涼しい場所で
飼い、いつでもきれいな水が飲めるようにする。
○屋内で飼育…犬の鳴き声が近隣に響き、苦情
の原因となることもあるので、窓を開ける際は
気を付ける。
問合　食品衛生・動物愛護等担当
　　　☎052－651－6486

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

プレママセミナー【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6509
分室☎052－302－8161

①６／23（水）
13：10～13：20

南陽分室
パパ・ママになる方
①�赤ちゃんのお風呂の入れ方、パパの妊婦体験、
交流など
②�口腔ケア、母子で元気になる食事
　（試食はありません）

②７／１（木） 港保健
センター

母乳相談【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

６／28（月） 13：15～14：00 南陽分室
妊娠中・授乳中の方、卒乳したい方
妊娠中の乳房の手入れ、授乳・卒乳相談

７／９（金） 13：00～15：15 港保健
センター

もぐもぐ離乳食教室
【予約制】
☎052－651－6509

６／23（水） ９：45～10：00 港保健
センター

離乳食が２回食の子（おおむね７～８か月児）
とその保護者。離乳食と歯の話、個別相談など
（試食はありません）�

定員　６組（先着順）　申込６／11（金）～

歯っぴー教室【予約制】
☎052－651－6509

６／17（木）

13：30～14：30

港保健
センター １～３歳児（初めて参加する保護者で希望者は

歯科検診あり）。歯科検診、フッ化物塗布
料金　720円免７／８（木） 南陽分室

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R３.２.15～R３.２.28
R３.３.１～R３.３.15

６／29（火）
７／６（火）

受付時間 第 　 １ 　 子=13：00～13：15
第 ２ 子 以 降=13：00～13：30

１歳６か月児
R１.９.６～R１.９.19
R１.９.20～R１.10.７
R１.10.８～R１.10.25

６／23（水）
６／30（水）
７／７（水）

３歳児
H30.３.10～H30.３.23
H30.３.24～H30.４.８
H30.４.９～H30.４.25

６／11（金）
６／18（金）
７／２（金）

受付時間 第 　 １ 　 子=13：30～14：00
第 ２ 子 以 降=13：00～13：30

▼乳幼児の健康診査　
【港保健センター】南陽分室対象学区を除く方

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方

※�実施日の10日前までに通知が届かない方は、
保健感染症係までお申し出ください。

※１歳６か月児および３歳児は、希望者にフッ
　化物塗布（料金720円免）を実施します。おつ
　りのないようお願いします。
問合　保健感染症係　☎052－651－6509

対象児の生年月日 実施日
３・４か月児 R３.２.１～R３.２.28 ６／15（火）

受付時間 第 １ 子=13：30～13：45
第 ２ 子 以 降=13：30～14：00

１歳６か月児 R１.８.30～R１.10.９ ６／16（水）

３歳児 H30.３.12～H30.４.18
H30.４.19～H30.６.３

６／25（金）
７／９（金）

受付時間 第 １ 子=13：50～14：10
第 ２ 子 以 降=13：30～13：50

※上表　のついた事業に参加される方は、母子健康手帳をご持参ください。
《感染症対策について》 付き添いは原則保護者の方お一人にしてください。当日来所される保護者の方は、
マスクの着用にご協力ください。当日来所される方の体温測定を行います。受講されるお子様と同居のご家
族などが体調不良の場合は、保健センターにご連絡のうえ、参加を見合わせてください。

オンラインでも参加できます！
　オンラインミーティングアプリ「Webex 　                         
Meetings」でも教室に参加できます。パソコ
ン・スマートフォンなどでご参加ください。
※定員は15組（先着順）
※市電子申請サービス（❻面くらしのガイド
　参照）から申し込み

▼はじめての歯みがき教室【予約制】
　そろそろ歯みがきを始めてみようかなと
お考えの方、お気軽にご参加ください。
日時　７／14（水）午前10時～（10分前～受付）
場所　港保健センター
対象　令和２年5月～９月生まれの子
　　　とその保護者
定員　5組（先着順）
申込　６／28（月）～７／12（月）に右記へ 問合　保健感染症係　☎052－651－6509

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

こころの健康相談【予約制】
☎052－651－6509

毎週火曜日
（第３を除く） 15：30～

港保健
センター

こころの健康などに関する相談

うつ病家族相談【予約制】
☎052－651－6509 第３火曜日 15：30～ うつ病の疑いのある方の家族

なんでも相談【予約制】
☎052－302－8161 要相談 ９：30～11：30 南陽分室 電話・面接で子育て・健康づくりの相談

一 般 の 方

免 は生活保護世帯減免あり…港区役所・南陽支所発行の保護受給証明書をご持参ください。
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★予約開始
　6月18日（金）午前9時～
★予約方法　
　「予約サイト」または「なごや新型コロナウイルス
ワクチンコールセンター」にて受け付けます。
★区役所・支所での接種予約はできません。

　●7月分　港区のワクチン集団接種会場

※クーポン券を受け取った後でないと予約できません。　※予約開始日は,集団接種会場と個別接種医療機関ではそれぞれ異なります。
※5月18日時点の予定です。日程や会場が変更または中止となる場合があります。コールセンターまたは市ウェブサイトでご確認ください。

なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎050－3135－2252　時間　午前９時～午後5時30分（平日のみ）

▼高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種について 【事前予約制】

※港区役所は講堂、南陽交流プラザは体育室で実施します。（港区役所講堂は２階に
　ありますが、エレベーターを利用することができます。）

　●港区の個別接種医療機関　医療機関での接種を希望する方は、各医療機関へ直接ご予約ください。

＜接種対象者＞�市内に住民票のある方で、接種を希望する昭和32年４月１日以前に生まれた方

医療機関名 場　所
あおなみクリニック 正徳町１－10

江崎医院 名港１－18－10

岡田整形外科内科 名四町185

岡本医院本院 船頭場２－1235
介護老人保健施設トリトン 西倉町１－14

クリニックおかだ 幸町２－25

医療機関名 場　所
小島内科クリニック 宝神３－2314
児玉クリニック 新茶屋１－1313

さかいクリニック 幸町２－39－１

汐止クリニック 野跡４－６－９

堂満医院 七反野２－2302

永井医院 名港１－20－10

医療機関名 場　所
ながしま内科 秋葉２－７－１
南陽病院 小賀須３－1101

はしもと内科クリニック 入場１－502

服部内科・小児科医院 多加良浦町5－１－１

坂野クリニック 七反野１－901
みなと医療生協当知診療所 小碓２－284

医療機関名 場　所
みなと医療生協宝神生協診療所 宝神３－2107－２
よこやまクリニック 小碓２－60

臨港病院 名港２－９－43

（時間は、予約時にご確認ください。）
場　所 日　程 時間帯

港区役所
７／１（木）・３（土）・７（水）・８（木）・10（土）・14（水）・15（木）・
17（土）・21（水）・22（木）・24（土）・28（水）・29（木）・31（土） 午後

７／４（日）・11（日）・18（日）・25（日） 午前・午後

南陽交流プラザ
７／３（土）・10（土）・17（土）・24（土）・31（土） 午後

７／４（日）・11（日）・18（日）・25（日） 午前・午後

予約サイト▶
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▼水道管の水漏れにご注意ください
　ほんの少しの水漏れで
も、長期間では思わぬ水
量になり、料金が高額に
なります。お早めの修理
をお願いします。
　修理のお申し込みは、
市指定給水装置工事事業者へ直接ご依頼いた
だくか、下記へ
問合　市指定水道工事店協同組合修繕センター
　　　☎0120－227285
　　　上下水道局お客さま受付センター
　　　☎052－884－5959
　　　上下水道局港営業所
　　　☎052－661－5226  ℻052－651－2269

▼６月は分別マナーアップ推進月間
　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！
※分別が多少不十分で収集していたものでも、
　マナーアップ推進月間中は分別をし直してい
　ただくことがあります。
◆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！

◆モバイルバッテリーや小型充電式電池は
　　収集できません！！

　お近くの回収拠点または港環境事業所にお持
ち込みください。

※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。
◆分別方法や収集日に悩んだら…
　資源・ごみ分別アプリ 「さんあ～る」を

　ご利用ください！　
　分別方法を簡単検索！資源・ごみの
収集日をアラームでお知らせする
機能が付いています。
　日本語・英語・中国語・ハングル・
ポルトガル語・スペイン語・フィリピノ語・ベ
トナム語・ネパール語に対応しています。
※アプリ利用料無料（通信料はかかります）

問合　港環境事業所　
　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

マークが
目印！

回収拠点は以下で検索

←対象となる充電式電池には

　
このマークがついています。

小型充電式電池

分別アプリ　さんあ～る

プラスチック製容器包装へ

紙製容器包装へ

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

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

▼西部介護者教室 楽らく介護のすすめ
～心と体の健康講座～

●「家族のための介護技術」

※１回のみの参加可
※午後３時30分まで介護の個別相談会を実施
※8／28（土）終了後、プラザおしゃべりサロン
　（交流会）を開催
場所　ウインクあいち（中村区名駅四丁目4－38）
定員　各回20人（先着順）
申込　６／23（水）午前10時～、窓口・
　　　電話もしくはFAX・郵送（住
　　　所・氏名・電話番号を記入）
　　　にて下記または へ
問合　なごや福祉用具プラザ
　　　（〒466－0015昭和区御器所通３－12－１）
　　　☎052－851－0051　℻052－851－0056

▼想いを生かす「区まちづくり基金」
　区民の皆さまや区にゆかりのある皆さま
の、区のまちづくりへの想いを生かすための
基金です。令和元年度までの寄附金は、令和２
年度の「港区役所いきいき高齢者
プロジェクト」に活用しました。
　基金の趣旨をご理解いただき、
ぜひご協力をお願いします。
問合　港区役所企画経理室
　　　☎052－654－9672　℻052－651－6179

▼社会福祉協議会 賛助会員募集
　地域福祉・在宅福祉の充実のための活動を、
資金面から支えていただく賛助会員を募集し
ています。ご協力をお待ちしています。
　個人　　　一口1,000円
　法人・団体　一口5,000円 
　※賛助会費は、税法上の控除の対象となる
　　　　　場合があります。詳細は、下記へ
　　　　　問合　港区社会福祉協議会
　　　　　　　　☎052－651－0305 
　　　　　　　　℻052－661－2940

▼認知症サポーター養成講座
日時　６／23（水）午前10時30分～正午、午後
　　　１時30分～３時
場所　ららぽーと名古屋みなとアクルス
対象　認知症に関心のある方
申込　事前に下記へ
問合　港区西部いきいき支援センター　
　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

　　

▼稲永スポーツセンターのお知らせ
●月曜日レッスンタイム

　対象　中学生以上
　費用　１回につき350円
　申込　①午前９時～②午前10時～先着順
●NGUラブリッジ名古屋サッカー広場
　　女子サッカーチームの選手たちとサッ
　カーを親子で楽しもう！
　日時　７／11（日）午後６時～７時
　場所　港サッカー場
　対象　小学生とその保護者
　定員　25組（定員を超えた場合は抽選）
　費用　１組200円
　申込　～６／30（水）市電子申請サービス
　　　　（❻面くらしのガイド参照）から
問合　稲永スポーツセンター 
　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

教室名 日　時 定員
①ザ・スロー
　リンパドレナージュ ６／14（月）

　・28（月）

９：15～
10：15 各

30人②バランス
　コーディネーション

10：30～
11：30

▼水の事故に遭遇したら
　万が一、水の事故に遭遇したら、
皆さまが着衣のまま入水して救助
を行うことは大変困難です。そこで今回は、入
水せず救助する１つの方法を紹介します。
　水を少し入れた２リットルのペットボトル
を、溺れている人に投げてください。
　落ち着いて顎の下に入れることで、十分な
浮力が得られ呼吸することができます。併せ
て、すぐに119番通報をしてください。
問合　港消防署
　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

港防災センター
　ソナ・エルの防災やってる？
　豪雨などによる水害が発生し
やすい時期。天気予報で「天気が
急変する恐れ」「大気の状態が不安定」
などの表現が出てきたら要注意！小まめに
情報を取り入れよう。
問合　港防災センター
　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

▼南陽プールのお知らせ
●レッスンタイム

　対象　中学生を除く15歳以上の方
　費用　１回につき300円
　申込　開始15分前～先着順
●フライデー卓球教室
　日時　７／２（金）～11／19（金）第１・３金曜日、
　　　　全10回、午後６時～７時30分
　対象　中学生を除く15歳以上の方
　定員　12人（抽選）
　費用　5,200円
　申込　６／20（日）必着。往復はがき（教室名・
　　　　住所・氏名・ふりがな・学年・性別・電話
　　　　番号）で下記へ、または市電子申請サー
　　　　ビス（❻面くらしのガイド参照）から
問合　南陽プール（〒455－0855藤前四丁目701）
　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員
姿勢改善
エクササイズ ６／15～７／６

毎週火曜日

９：15～
10：15

各25人エアロビクス 10：30～
11：30

体幹ストレッチ ６／15～29
毎週火曜日

13：15～
14：15

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業

※対象・定員・申込など詳細は下記へ
問合　①港区東部いきいき支援センター
　　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167
　　　②港区西部いきいき支援センター　
　　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

▼パソコン相談室
日時　６／18（金）、７／２（金）
　　　午前10時～正午
内容　ITボランティアが
　　　パソコン操作につい
　　　て相談に応じます。
問合　港生涯学習センター
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

簡単アクセス

日　時 内　容

７／30（金）

13：30
～

15：00

起き上がりと移乗の基本

8／７（土） らくらく外出術～車椅子操作と移乗
の基本を学ぼう～

8／20（金） 杖、歩行器、車椅子の選び方・使い方

8／28（土） フレイル予防体操～転倒からの骨折
を防ぎましょう～

事業名　
場所 ①港区在宅サー

   ビスセンター
②港区西部いきいき
　支援センター

認知症の
家族サロン

６／17（木）、
　　７／8（木）
13：30～15：30

６／22（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

６／17（木）
13：45～15：15

認知症の
家族教室

７／8（木）
13：30～15：30
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▼フリーマーケットぷらす
日時　6／19（土）
　　　午前10時～正午
内容　食品を除く子ども・マタニティ用品の
　　　販売と幼児向けのゲーム
費用　10円（1ゲーム）
※来場者が10組を超えた場合は人数制限をす
　る場合があります。
※未就学児は保護者同伴
問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼ふれあいお楽しみ会	
日時　8／8（日）
　　　午後1時30分～３時
定員　100人（先着順）
内容　津軽三味線の演奏・民謡など
費用　1,000円
申込　6／11（金）～直接来館
問合　南陽地区会館　☎・℻052－301－6670

簡単アクセス

▼水であそぼう！
日時　7／8（木）・15（木）午前10時～11時
対象　未就園児とその保護者
定員　10組（先着順）
内容　テラスの小さなプールで
　　　水鉄砲などの水遊びをします。
申込　6／24（木）～下記へ
問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼オンライントークイベント
　「積乱雲と友達になって、

上手に付き合おう！」
　オンライン形式、Zoomウェビナーを使用
して開催！
日時　7／24（土）午後2時～３時30分
対象　小学生以上
定員　100人（応募者多数の場合抽選）
内容　積乱雲について（積乱雲の一生、雲や竜
　　　巻、集中豪雨など）のお話をします。
申込　7／1（木）～16（金） から
問合　港防災センター
　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

▼おはなし会

申込　①6／15（火）午前９時30分～下記へ（先
　　　着順）②開始10分前～先着順
問合　港図書館　　
        ☎052－651－9249　℻052－651－9250
　　　南陽図書館　
　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼自動車図書館	巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

日　時 場　所

6月

12 土 14：00～16：00 当知住宅

15 火 13：45～14：45 明徳小学校南

17 木 13：40～14：40 東築地学区防災センター

24 木 10：00～11：00 高木コミセン

26 土 13：45～14：45 宝神荘

26 土 15：00～16：00 新稲永荘

7月
３ 土 10：00～11：00 正保公園

7 水 10：00～11：00 新泰明荘

対象 日　時 場　所 定員

乳幼児

②6／24（木）、
　7／8（木）　

11：00
～
11：20

南陽図書館 ４組

①7／7（水）・14（水）
28（水） 港図書館 6組

①7／21（水） らら
スタジオ 6組

幼児・
小学生 ②6／19（土）

11：00
～
11：20

港図書館 6組

南陽図書館 ４組

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●富貴蘭と松葉蘭展
　期間　6／25（金）～27（日）
●斑入り植物とコケ玉展
　期間　7／10（土）・11（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●アジサイに魅せられて

～紫陽花のある暮らし～
　　アジサイの品種展示とアジサイを使って
　飾る身近でおしゃれなインテリアの方法を
　紹介！
　期間　6／22（火）～7／25（日）
●かかしコンテスト
　　たんぼの楽校（連続講座）参加の親子グ
　ループが作る「かかし」のコンテスト！
　期間　6／22（火）～8／29（日）
●野菜マルシェ
　　地元農家が朝採れトウモロコシ
　など新鮮な農産物を販売！
　日時　7／３（土）午前９時30分～雨天決行
　※野菜がなくなり次第終了。エコバッグを
　　ご持参ください。
問合　戸田川緑地管理センター
　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

　今年も雨の季節を迎えます。側
溝や水路にごみがたまっていた
り、雨水枡

ます
の上に物が置かれてい

たりすると、雨水の排水が妨げられ、道路の冠
水や家屋への浸水を引き起こす原因となりま
す。日ごろか
ら雨水枡

ます
の

上にたまっ
たごみや落
ち葉の清掃
にご協力を
お願いしま
す。
問合　港土木事務所　
　　　☎052-661-1581　℻052-661-9154

「大雨に備えて」

▼港福祉会館の催し
●ロコモフレイル
　　体操で体力・身体構造の維持向上！
　日時　7／5（月）午後2時～
　定員　15人（先着順）
　申込　6／21（月）午前９時～電話で下記へ
●気功フレイル
　　ツボ療法、棒気功などで免疫力UP！
　日時　7／6（火）午後2時～
　定員　15人（先着順）
　申込　6／22（火）午前９時～電話で下記へ
●健康講話「肺結核について」
　日時　7／7（水）午後2時～
　定員　15人（先着順）
　内容　肺の感染についての専門医による講話
　申込　6／23（水）午前９時～電話で下記へ
●音楽で心も体もリフレッシュ
　　楽器を使い音楽でリフレッシュ！
　日時　7／21（水）午後1時～
　定員　15人（先着順）
　申込　7／7（水）午前９時～電話で下記へ
●リーダー養成講座
　日時　8～９月指定金曜日（全5回）
　　　　午後1時30分～
　定員　5人（先着順）
　内容　認知症を理解しサポートする知識と
　　　　技術を身に付けます。
　申込　6／11（金）～7／20（火）下記へ
対象　市内在住の60歳以上の方
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼とだがわこどもランドの催し
●親子紙すき体験

バナナではがきをつくろう
　日時　6／12（土）・13（日）
　　　　①午前10時～11時30分
　　　　　　　　②午後1時30分～３時
　対象　小・中学生
　定員　各16人（先着順）
　内容　バナナの茎のチップを使って、世界
　　　　で1枚のはがきを作ります。
　費用　100円
●魔法使い見習いの塩をまいて絵をかこう　
　　水彩絵の具で描いた絵に塩をまくと、模
　様ができます。不思議なアートを楽しもう！
　日時　6／20（日）
　　　　①午前10時～11時30分、
　　　　②午後1時30分～３時
　対象　４歳～小学2年生
　定員　各12人（先着順）
申込　各回開始30分前～整理券を配布
問合　とだがわこどもランド
　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼どんぶらこっこのおはなし会
日時　6／25（金）
　　　午前11時～11時20分
対象　乳幼児とその保護者
定員　6組（先着順）
内容　ボランティアグループ「どんぶらこっ
　　　こ」によるおはなし会です。
申込　6／11（金）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館 
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250
　　

■マスクの着用と熱中症予防
■気温・湿度が高い日や時間帯に、マスクを　
　着用しての外出や運動は要注意です。
■屋外など、人との距離が十分にとれる場　
　所では、一時的にマスクを外しましょう。
■マスク着用下では熱がこもりやすいため、
　日傘や帽子を利用し、小まめな水分補給　
　を心掛けましょう。
■体調がすぐれない日は無理をせず、自宅　
　で静養しましょう。
問合　港保健センター
　　　☎052－651－6509　℻052－651－5144　

港消防署　戸別訪問のお知らせ
　港消防署の職員が中心となって、家庭での防災対策の推進を目的　　　　　　　　　
として、各家庭を戸別訪問します。
　戸別訪問では、家庭で実施している防災対策のヒアリングや、防災　　　　　　　　　
用品の配付（各世帯1つ、無償）を行います。この訪問をきっかけに、　　　　　　　　　
家庭内での防災への取り組みを支援し、地域防災力の向上を目指し　　　　　　　　　
ます。
実施学区　中川・港西・稲永・南陽学区
実施日　中川学区：6／5（土）～25（金）
　　　　南陽学区：6／26（土）～7／16（金）
　　　　※港西・稲永学区は7・8月に実施

※訪問の際は、マスク・フェイスシールドの着用など感染拡大防止対策を徹底します。
問合　港消防署
　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

雨水枡
ます
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NEW!
みなとデザイン

プロジェクト

令和3年度  港区区政運営方針を策定しました！

皆さまから
　  寄せられた意見を 実現 します！
皆さまから
　  寄せられた意見を 実現 します！

「信頼」と「安心」を高め、暮らしやすいまちづくり「信頼」と「安心」を高め、暮らしやすいまちづくり「信頼」と「安心」を高め、暮らしやすいまちづくり「信頼」と「安心」を高め、暮らしやすいまちづくり

◀港区の花
　ハイビスカス

概要版リーフレットを配布しています！

港区役所 ・ 南陽支所 ・ 港保健センター  ほか

掲載内容は、一部抜粋したものです。詳しくは、港区ウェブ
サイト（面上段参照）にてご確認ください。
▶市ウェブサイトから 港区区政運営方針

港区役所企画経理室　　052-654-9672　　052-651-6179　　 a6549673@minato.city.nagoya.lg.jpee問合

区政の重点的な目標や
その実現に向けた取組事項を

お示しするものです。

区政運営方針とは

安心・安全で快適なまちづくり

●犯罪のないまちづくり
●交通事故のないまちづくり
●快適なまちづくり

魅力あふれる
まちづくり

●魅力向上・魅力発信
●スポーツ・文化・社会教育活動の推進
●地域コミュニティの支援

住民に身近な

行政サービスづくり

●区民サービスの改善・拡充
●外国人住民への窓口サービスの充実
●総合行政の推進

●妊娠期からの切れ目ない子育て支援
●子どもを虐待から守る地域社会づくり
●高齢者が安心して暮らし続けられる地域社会づくり
●障害者が自立して安心して暮らせる地域社会づくり

●新型コロナウイルス感染症
の影響で、今後の避難所の
あり方も変わると思う。

●災害時にも安心して暮らし
たい。

● 情 報 更 新 が 遅いと
今どきのママ・パパは
見てくれないと思う。

●区のイメージアップに　
力を入れた方がよい。

●子どもは学校で交通安全
教室を受けるが、大人
にも交通安全の大切さ
を呼びかけられないか。

●港区の素晴らしいところを
もっとアピールしてほしい。

●区民自身が港区のことを魅
力的だと感じられたらよい。

●ポルトガル語以外
の通訳もできた方
がよい。

●困っているときに
相談に乗ってくれ
るような総合受付
が欲しい（外国人
の方の意見）。

新型コロナウイルス
感染症にも対応した

避難所運営訓練や職員向け　  
防災研修、総合防災

　訓練を支援・実施します。

SNSを活用して、
子育てサロンや

イベントの開催情報
などの子育て情報を

随時発信します。

2022年の藤前干
潟ラムサール条約
登 録 2 0周 年に向
けて、藤前干潟に
臨む稲永公園内や
その周辺にコース
を設定し、環境学
習ができる案内表
示の設置を行いま
す。

ポルトガル語だけで
なく、フィリピノ語
に対応した窓口案
内や生活相談がで
きる総合受付を設
置します。各言語の
詳しい日程は港区
ウェブサイトでご確
認ください。

NEW!
SNSを活用した
子育て情報の

提供
●災害対応力の向上
●地域課題に応じた主体的な防災活動の支援
●自助力向上の促進と防災意識の啓発

災害に備えた
まちづくり

子育て支援と健康福祉の
　　　　　　　　　　　　　　　まちづくり

NEW!
外国人に対する
窓口サービスの

充実

ラムサール条約
登録湿地

藤前干潟
プロムナード

事業

「防犯」「交通安全」「まちを
美しく」という意識の向上を
目的に、県立惟信高等学校に

「安心・安全で快適なまち」を
イメージできるデザインを考案
してもらい、あおなみ線駅階段
を利用して啓発・広報します。

Pick Up！

災害
対応力の

向上

Pick Up！ Pick Up！

Pick Up！Pick Up！

©野鳥観察館©野鳥観察館

6 月号 編集／港区役所
〒455－8520
港明一丁目12番20号
☎052－651－3251（代）
FAX052－651－6179

区の人口 142,720人 世 帯 数 64,516世帯 （令和3年5月1日現在）
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