
安心して
暮らせるまち

魅力に満ちた
愛着のもてるまち

すこやかにいきいきと
暮らせるまち

施策1

施策7 施策8

施策2

●区の災害対策本部の機能を補完する南部活動拠点の

　機能拡充・実行力向上

大規模災害により区役所

庁舎が被災した場合に豊田

工業大学の校舎に設置する

南部活動拠点に通信機器の

整備を行うとともに、地域

団体や大学とも連携した訓

練を行います。

●中学生向け防災学習の実施

より早い段階から防災へ

の認識を深め、災害時に地

域の一員として行動できる

よう区内全７中学校で防災

学習を行います。

●青色防犯パトロール活動の支援

地域団体が行う青色防犯

パトロール車両による活動

を支援します。

●特殊詐欺防止対策の実施

●交通事故発生状況に

　応じた交通事故対策の実施

毎月の「交通事故死ゼロ

の日」に、地域の方や警察署

と連携して、街頭で交通安

全啓発活動に取り組みます。

●細口池公園の改修

令和 3・4 年度の 2 か年で

改修工事を実施します。障害

の有無に関係なく誰もが楽

しめるインクルーシブ（※）

な公園づくりを行います。
※インクルーシブ：みんなといっしょに

●史跡散策路の紹介

●てんぱく親子スポーツフェスタの開催

●区のマスコットキャラ

　クター「かぼっち」等を

　デザインしたオリジナル

　出生届・婚姻届の作成

●市民活動団体との連携

区の伝統文化等を継承す

る団体や、区内に残された

自然をフィールドに活動す

る団体と連携し、動画配信

等を通じて区の特性に応じ

た地域の活力向上を図ります。

●ペットのマナー良くし隊

　キャンペーンの実施

地域の方と協働し、犬を

散歩させる飼い主に対して

フン放置防止等の啓発を行

います。

●ブックスタート事業の実施

３か月児健診の機会

を活用して、読み聞か

せの実演及び絵本のプ

レゼントを行い、赤ちゃ

んとのふれあいの大切

さを伝え、家庭で絵本

を楽しむきっかけをつ

くります。

●子どもに対する地域の取り組み支援

様々な理由で勉強が遅れがちな環境にある子どもに地域

団体が主体となって学習の場や居場所を提供します。

●子育て支援活動の推進〈支援者との協働事業〉

保護者のみなさまが安心して子育てが

できるよう、行政機関と民間団体が協働

して、天白区や周辺の子育て情報を掲載

した「子ども・子育てお役立ち便利帳」

を発行します。

●青少年健全育成キャンペーン事業の実施

商業施設に対し、青少年の深夜利用等を抑制するよう声

がけの依頼等をします。

●障害者の社会参加の促進

障害のある方が、区

役所職員とともに区役

所敷地内で「くりあじか

ぼちゃ・八事五寸にんじ

ん」を栽培し、地元農産

物の普及に協力します。

授産製品を展示、販売

する「マーガレットマル

シェ」を区役所１階で毎

日開設するとともに、イ

ベント等において授産製

品を展示、販売する「出

張マーガレットマルシェ」

の活動を支援します。

●豊かな自然を活かした

　コロナ禍における

　高齢者健康づくり

高齢者のみなさまに

毎日楽しく体を動かし

ていただくため、区内

の豊かな自然を活かし

た散歩道「天白プロム

ナード」を設定し、リーフレットやドローンによる空撮

映像を使った動画で、散歩道とその魅力を紹介します。

●「認知症の人にやさしい店や

　事業所」の理解促進事業

認知症を正しく理解し、認知症

の人に対してもやさしく対応して

いる店・事業所を登録店として募

ります。登録店を地域の方に知っ

てもらうことで、認知症の人や家

族が安心して生活できる天白区を

目指します。

●新型コロナウイルスワクチンの接種

区役所講堂、保健センター、小学校体育館を会場とす

る集団接種及び地域の医療機関における個別接種等で、

区民のみなさまへのワクチン接種を実施します。

●区役所、保健センター等における

　感染拡大防止の取り組み

●地域、区民への感染拡大防止に

　ついての情報提供

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。

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。

「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。

災害への備えを強力に進めます。 犯罪のないまちづくりを進めます。

施策3 交通事故のないまちづくりを進めます。

天白区の魅力を発信します。 地域と連携してまちづくりを進めます。

天白区災害対策本部図上訓練

青色防犯パトロール活動

ブックスタート事業

地元農産物の栽培

天白プロムナード

子ども・子育てお役立ち便利帳

マーガレットマルシェ

中学校での防災学習 交通事故死ゼロの日の街頭活動

魅力発信動画

ペットのマナー良くし隊
オリジナル出生届

細口池公園

施策4

施策5

施策6

妊娠期から切れ目なく子育てを支援します。

障害者が安心して暮らせるよう支援します。

高齢者がいきいきと暮らせるよう支援します。

施策9 快適な生活環境づくりを進めます。

新型コロナウイルス感染症への対応について

●新規及び昨年度より拡充した事業を中心に掲載しています。 ●新型コロナウイルス感染症の影響により、事業によっては中止等となる場合があります。

「やさしいお店」ステッカー



概要版

T e n p a k u  w a r d  a d m i n i s t r a t i o n

m a n a g e m e n t  p o l i c y

令和3年度

天白区区政運営方針とは

令和 2 ～ 5 年度の中長期の取り組みを体系化した「天白区将来ビジョン」
（※）の取り組みを推進するため、天白区がこの１年間に重点的に取り組む
事業を区民のみなさまにお知らせするものです。

※天白区将来ビジョンは区ウェブサイトでご覧いただけます▶

区のプロフィール天白区内イベントカレンダー

164,400 人（令和3年4月1日現在） 

全16 区中5 位
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

45.4 歳（令和3年3月1日現在)

市平均年齢 46.1歳
平均年齢

23.4％（令和3年3月1日現在)

市高齢化率 25.2％
（人口に占める65歳以上人口の割合）

高齢化率

シンボルマーク マーガレットキンモクセイ

掲載内容は、「令和3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、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

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

頭は天白区の特産野菜「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：7月16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

天白区マスコットキャラクター「かぼっち」を紹介します！

年月日

平針村・植田村・島野村・弥富村を合併し、
天白村と改称

第1回国勢調査　天白村　人口 5,249 人

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

人口 10 万人突破

区制 10 周年、区シンボルマークが決まる

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

区マスコットキャラクター　かぼっち　誕生

4月30日

10月  1日

4月 5日

2月  1日

5月  1日

2月  1日

6月  1日

7月16日

2月  1日

明治39年

大 正9 年

昭和30年

昭和50年

昭和56年

昭和60年

平成元年

平成26年

平成27年 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。

かぼっちがYouTuberになって、

天白区の魅力を紹介する

「かぼっちゅーぶ」公開中。

名古屋市公式「まるはっちゅーぶ」より

ご覧ください▼

3月

2月

9月

10月

11月

区役所の日曜窓口

日にち：  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

時　間： 8 時 45 分～ 12 時

 8 時 45 分～ 14 時（3 月 27 日のみ）

取扱業務： 転入、転出に関する届出や証明等

1月

 ※開催日、場所等は変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止や内容変更となる場合があります。最新の情報は区ウェブサイト等をご覧
いただくか、担当部署にお問い合わせください。

12月
総合防災訓練
日にち：9 月 5 日（日）
場　所：しまだ小学校
問合せ：総務課　1807-3812

秋の華道展
日にち：10 月 3 日（日）　
場　所：区役所講堂
問合せ：地域力推進室　1807-3825

シネマでみる・ふくし
（障害をテーマとした映画と演奏会）

日にち：11 月 6 日（土）　
場　所：文化小劇場
問合せ：福祉課　1807-3883

農業センターまつり
日にち：11 月 6 日（土）～7 日（日）　
場　所：農業センター
問合せ：農業センター　1801-5221

史跡散策ウオーキング
日にち：11 月 13 日（土）
問合せ：地域力推進室　1807-3827

子育て講演会
日にち：11 月 23 日（火・祝）　
場　所：区役所講堂
問合せ：民生子ども課　1807-3891

なごやかウォーク
日にち：3 月 6 日（日）
場　所：農業センター周辺コース
問合せ：地域力推進室　1807-3825

しだれ梅まつり
日にち：2 月 19 日（土）～ 3 月 13 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　1801-5221

てんぱく親子スポーツフェスタ
日にち：12 月 5 日（日）
場　所：スポーツセンター
問合せ：地域力推進室　1807-3825

てんぱく音楽祭
日にち：1 月 28 日（金）～29 日（土）
場　所：文化小劇場
問合せ：地域力推進室　1807-3825


