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【表 紙 について】 
（尾 張 名 所 図 会 ）名 古 屋 のまちの変 化 を紹 介 するために、「名 古 屋 都 市 センター」で、
江 戸 時 代 に描 かれた「尾 張 名 所 図 会 」の原 本 を一 部 加 工 、着 色 したものです。 

この絵 には宮 の渡 し（七 里 の渡 し）が描 かれています。東 海 道 のうち宮 ・桑 名 間 は
唯 一 の海 上 路 でした。宮 の渡 しは、尾 張 藩 の海 の玄 関 として栄 えました。寛 永 2 年
（1625 年 ）に常 夜 燈 が建 てられ船 の出 入 りの目 印 としました。 

現 在 では「宮 の渡 し公 園 」として整 備 されています。公 園 には、「常 夜 燈 」、「時 の鐘 」
が復 元 され、昔 をしのばせています。 
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ごあいさつ 

 

 

区民の皆さま、こんにちは。熱田区長の宮木でございます。

日頃から、熱田区政の推進にご理解とご協力をいただき、あ

りがとうございます。 

 熱田区が実施する主な取組みを明らかにした「平成２６年

度熱田区区政運営方針」を策定いたしました。 

 区政運営方針では、長期的な視点に立ち、 

① 安心・安全で快適なまち 

② 区民一人ひとりが「生きがい」や「あったかさ」を感じ

られるまち 

③ 歴史的資産、文化的風土を活かした「にぎわい・交流」のあるまち 

④ 皆さまに信頼されるあったか区役所 

を４つの柱として、さまざまな施策に取り組んでまいります。 

 昨年度実施しました区民アンケートや学区懇談会、タウンミーティングなどにおき

ましては、防犯対策や防災対策の強化の必要性をはじめ、多岐にわたって、多くのご

意見をいただいております。関係公所（署）と連携し、地域の皆さまとの協働のもと、

安心・安全で快適に暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

 また、高齢化が進むなか、高齢者単身世帯数は、今後ますます増加すると予想され

ます。ひとり暮らしの高齢者や障害者の方を日常的に見守り、災害時には助け合う「地

域での支え合いネットワークづくり」を進めてまいります。 

 さらに、区内には熱田神宮をはじめ断夫山古墳や白鳥古墳、また、宮の渡し公園な

ど歴史的文化遺産が重層的に存在しております。受け継いだ地域の資産である歴史や

文化を今に伝え、かつ、熱田区の魅力を積極的に発信する取組みを進めてまいります。 

今後も、区民の皆さまにより身近で信頼される「あったか区役所」を目指し努めて

まいります。ご意見などがございましたら、お寄せいただければ幸いでございます。

よろしくお願いいたします。 

平成２６年 5 月 熱田区長 宮木 哲也 
 

 

 

 

 

 

 

区長のメッセージは、熱田区ホームページの「区長の部屋」でご覧いただけます。

 

 熱田区 検索 
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１．区政運営方針について 

 現在、市が策定作業を進めている「名古屋市次期総合計画」は、名古屋市基本構想

のもと、多様化・複雑化する市政の課題に的確に対応し、市民ニーズに応えていくた

め、長期的展望に立ったまちづくりを明確化するものです。 

 この「熱田区区政運営方針」は、いわば「名古屋市次期総合計画」の区版に相当す

るものとして、熱田区における区政の重点的な目標や具体的な取組みを明らかにする

ものです。「名古屋市次期総合計画」の方向性を意識し、長期的な展望を加え概ね 5

年後を見据えた計画としています。 

住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田 

「名古屋市次期総合計画（案）」に掲げるように、本市を取り巻く潮流としては、

構造的な問題である少子化・高齢化の問題や南海トラフ巨大地震や豪雨災害への不安

の高まりをまず掲げることができます。 

それらへの対策として、地域のコミュニティを活かして、地域で支えあうことので

きる、安心・安全なまちづくりの実現が求められています。そして、それを実効性の

あるものとするためには、その支え手として期待される生産年齢人口の呼び込みが重

要な柱に位置付けられます。 

このような潮流のなかでは、「名古屋市次期総合計画（案）」の重点戦略にあるよう

に子育て世代に選ばれるまちをつくることが重要であり、「住みたくなるまち」とし

て選ばれるまちになることが必要になります。 

また、熱田区は、熱田神宮をはじめ断夫山古墳や白鳥古墳、江戸時代に街道一の賑

わいをみせたといわれる宿場の面影を残す七里の渡し船着き場跡（宮の渡し公園内）

など、数多くの歴史的・文化的資産が重層的に存在する「歴史・文化の香り漂うまち」

です。 

これらの地域の資産である歴史や文化を発掘・発信し、「訪れたいまち」にし、さ

らには、訪れていただいた人たちを、「住みたくなるまち」へとつなげていく、ふれ

あい、おもてなし、交流のまち、自分たちの誇れるまちとしての「あったか熱田」の

実現を区政運営方針の最終目標「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田」

として掲げて区政運営に取り組んでまいります。 

さらに、この目標を実現していくための手法としての、地域の魅力を高める地域ブ

ランド戦略（「熱田ブランド戦略（仮称）」(*)）に取り組み、熱田区の魅力を高め、

発信します。 

また、熱田区は、平成29年度に区制80周年を迎えます。区制80周年に向けての

各種取組みの検討を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）「熱田ブランド戦略（仮称）」について 

「熱田ブランド戦略（仮称）」とは、熱田区の受け継いだ地域の資産である歴史や文化

を発見・開発し、発信することにより、熱田区のイメージをより高めていくものです。 

それにより、区内外の方に、熱田区に「行ってみたい」、「住んでみたい」、「住み続け

たい」と思っていただくような、熱田区を活力や魅力のあふれるまちにしていきます。

平成２６年度は、「熱田ブランド戦略」について、調査･研究などを実施します。 
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２．現状と課題 

「名古屋市次期総合計画（案）」では、まちづくりの方針として、「名古屋の強みを

活かし、名古屋だからこそできる、未来につながる持続可能なまちづくりをすすめて

いきます。」としています。その中で、名古屋の強みとして、①鉄道・高速道路・空

港・港の広域的な交流ネットワークの中心、②空間的・時間的なゆとりのある便利で

快適な住みやすいまち、など４項目をあげていますが、この２つの項目は、熱田区に

も当てはまる強みであると考えています。 

 交通の結節点である金山総合駅を例にすると、平成 39 年に開業予定のリニア中央

新幹線の通る名古屋駅までは、乗車時間が約 4 分、名古屋駅前地区と並ぶ主要な商業

集積地である栄までは約７分、グローバル化の進展により重要性の増す中部国際空港

までは、最短で約 24 分の位置にあり、時間的なゆとりがもてる便利なまちといえま

す。 

また、愛知県の知多地域、三河地域、並びに岐阜県の東濃地域からもＪＲや名鉄で

アクセスが容易であり、「名古屋大都市圏」の交通結節点として発展が今後も期待で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、うるおいを与えてくれる水辺空間である堀川が区の中央を流れ、悠久の歴

史を誇る熱田神宮の杜や数々の公園などが空間的ゆとりを生む快適なまちといえ、リ

ニア中央新幹線の開業によって、首都圏が身近な存在になることから、人口過密の首

都圏との対比効果により、より一層、この地域の住みやすさが輝きを増すことが考え

られます。 

これらの基礎的な立地条件に加え、熱田区の現状と課題としては、次のようなもの

があげられます。 

約 7 分

名古屋 

中部国際空港 

東京 栄

約 4 分 

約 24 分 

リニア中央新幹線 約 40分

熱 田 区

大阪 東濃地域 

三河地域 知多地域 
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（１）区の特徴 

①面積・人口・世帯数 

 

 

面積は２番目に小さく、人口・世帯は一番少ない区です。 

 ②人口推移 

  

 

 

 

 

 

 

（２）少子化・高齢化の進行 

①65 歳以上、15 歳未満割合の推移（市と比較） 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

②熱田区の世帯数の推移と一世帯あたりの人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③熱田区の高齢夫婦のみ世帯数・高齢単身世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 歳以上の割合は、全市平均

を上回り、15 歳未満の割合は、

全市平均を下回っています。 

熱田区の人口は、ほぼ横ばい

で推移しています。 

今後は、市、熱田区ともに減少

が予想されています。 

世帯数は、増加しています

が、一世帯あたりの人員は減

少しています。 

高齢夫婦のみ世帯数、高齢単

身世帯数とも増加しています。

高齢単身世帯の増加数が多く

なっています。 

％

面積（単位：k㎡）
1 2 3

東区 熱田区 中区 全市
7.70 8.13 9.38 326.43

（平成25年10月1日現在）

人口（単位：人）
1 2 3

熱田区 東区 中区 全市
64,824 74,825 81,233 2,271,380

（平成25年10月1日現在）

世帯数（単位：世帯）
1 2 3

熱田区 東区 瑞穂区 全市
30,382 39,267 47,959 1,034,154

（平成25年10月1日現在）

65歳以上人口比（％）
1 2 3 4

南区 中村区 北区 熱田区
27.2 26.2 26.0 25.1

（平成25年10月1日現在）

15歳未満人口比（％）
1 2 3 4

中区 中村区 熱田区 東区
7.6 9.8 10.7 10.9

（平成25年10月1日現在）

世帯

人

（国勢調査結果より）

（市推計人口より）

（国勢調査結果より

但し、平成25年は市推計人口）

（国勢調査結果より

但し、平成25年は市推計人口）

（参考）

全市（平成25年）

　2.20人
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（３）歴史と文化のまち 

①熱田区の主な歴史的・文化遺産、施設など 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

（４）区内の犯罪・交通事故の状況（熱田警察署 刑法犯交通事故発生状況 各年 1～12 月） 

①熱田区の刑法犯認知件数の推移      ②熱田区の犯罪発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

③交通事故の状況 

 

 

 

 

（５）南海トラフの巨大地震に対する備え 

 ①熱田区における浸水予想範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

断夫山古墳 

白鳥古墳 

熱田神宮 

宮の渡し公園 

白鳥庭園 

国際会議場 

熱田神宮をはじめ断夫山古墳や

白鳥古墳、また、七里の渡し船着

き場跡（宮の渡し公園内）など、数

多くの歴史的・文化遺産が重層的

に存在する「歴史・文化の香り漂う

まち」です。 

刑法犯認知件数は、減少を続けていましたが、平成 25 年には増加となりました。 

侵入盗が 129 件（昨年比 65.4％増）と大幅に増加しています。また、自転車盗が依然多発しています。

人身事故件数は減少していますが、物損事

故件数は増加しました。 

 

南海トラフの巨大地震発生時の最大震

度は、区内で６強と予想されています。 

 また、区西部で津波による浸水被害の

発生が予想されています。 

 

浸水範囲（あらゆる可能性を考慮した最大クラス）

*1000年に一度かそれよりも発生確率は低い

（南海トラフで起こりうる最大規模）

高座結
たかくらむすび

御子
み こ

神社 

件

                     （消防局 南海トラフ巨大地震の想定について) 

件

死亡 重傷 軽傷 合計

平成24年 1 19 537 557 1,796

平成25年 1 19 504 524 1,870

前年比 0 0 ▲ 33 ▲ 33 74

物損事故
件数

人　身　事　故　件　数
熱田区

東海道道標 
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（6）区民アンケート結果 

平成 25 年度熱田区区民アンケート実施結果（抜粋）より 

区民の皆さまのお考えやご意見を生かした区政運営を行っていくために「平成 25 年度

熱田区区民アンケート」を実施しました。 

① 概要 

調査の対象 区内居住の20歳以上の男女1,200人 調査対象抽出方法 無作為抽出法 

調査期間 平成 25 年 8 月 1 日～31 日 回収数 419 人（34.9％） 

② 区民アンケート内容 

 力を入れて欲しい課題 

1) 安心・安全で快適なまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 区民一人ひとりが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち 

 

 

 

 

 

 

  

 

3) 歴史的資産、文化的風土を活かした「にぎわい・交流」のあるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 皆さまに信頼されるあったか区役所 

 

 

 

 

 

○「治安の向上（防犯対策）」の割合が最も高く、次いで「防災対策（風水害や地震などの災害に対

する備え）」となっています。 

○前回調査（平成 22 年度）と比較すると、「防災対策」の割合が増えています。 

○「高齢者の支援」が 54.7％で最も高く、次いで「子育て支援」が 45.6％となっています。 

○前回調査（平成 22 年度）と比較しても、ほぼ同様の結果となっています。 

○「熱田の歴史・文化を体験できる事業の推進（あつたの魅力向上・発信）」が最も高く、次いで「住

民のふれあいや交流の活発化（区民まつりなど）」となっています。 

○「お客さまの目線に立った接遇の一層の向上」が 66.6％と最も高くなっています。 

％

％

％
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３．区政運営の４つの柱と主な取組内容 
 

 

安全に、不安なく暮らすことは最も優先されるべきことであり、区民の誰もが安心・安全で快

適に暮らせるまちの実現をめざします。 

安全を脅かすものとして火災、犯罪や交通事故などがあります。火災、犯罪や交通事故対策は、

未然の防止が重要であり、熱田区としては、地域の皆さまや警察署、消防署をはじめとした区内

公所（署）と連携した啓発活動などのソフト対策を中心に取り組みます。 

また、東海豪雨などの過去の大災害を教訓にした備えや、発生が懸念されている南海トラフ巨

大地震への対策が必要です。名古屋市消防局が発表した「南海トラフ巨大地震の被害想定につい

て」によると、区の西部を中心に津波による浸水が予想されており、地域の特性をとらえた対策

が必要になります。 

地域の皆さまや消防署をはじめとした区内公所（署）と連携し、区民一人ひとりの自助力を高 

め、地域においては助け合いなどの防災機能を充実させ、地域防災力の向上に取り組みます。 

熱田区独自の取組みである「地域での支え合いネットワークづくり」を支援し、普段からご近

所同士で支え合うコミュニティを醸成することで、災害時における「助け合いの仕組みづくり」

へと発展させていきます。 

さらに、「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」の制定に伴い、防災、防犯、衛生、景観

などの観点から取組みを実施し、区民の皆さまの生命、身体、財産を保護するとともに、その生

活環境の保全を図り、より快適な都市環境の中で気持ちよく暮らせるまちづくりを推進します。 

 区民の誰もが安心・安全で快適に暮らせるまちの実現をめざします。 

① 安心して暮らせるまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 1 

総合的な啓

発事業 

<重点> 

区役所、警察署、消防署などの関係各署が地域に出向き、防犯、

交通安全、防災、食の備えをテーマとする安心安全フェスタを開催

します。 

まちづくり推進室

保健予防課 

警察署生活安全課

警察署交通課 

消防署 

【目標】「安心安全フェスタ」を開催します。 

取組 2 

防犯対策 

「平成26年度名古屋市犯罪抑止対策熱田区版」を策定し、区の犯罪

実態に即した防犯キャンペーンなどを警察署と連携して実施します。 

住宅侵入盗、自転車盗、車上・部品ねらいに重点を置いた啓発活

動を実施します。 

まちづくり推進室

警察署生活安全課

【目標】防犯キャンペーン・パトロール等：４0 回 

防犯講話等：10 回 

取組 3 

放置自転車

対策 

駅周辺における放置自転車を減らすために、地域住民との協働で

自転車マナーキャンペーンを実施します。 

金山、神宮西、神宮前、伝馬町、六番町、日比野の各駅周辺に自

転車などを駐輪しようとする人に、駐輪マナーを守るよう指導し、

放置自転車の減少をめざします。 

まちづくり推進室

土木事務所 

【目標】交通事故死ゼロの日を中心に、自転車マナーキャンペーン

を年間 15 回実施 

（１）安心・安全で快適なまち 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 4 

交通安全 

対策 

警察や地域と連携して、交通安全キャンペーンや交通安全教室な

どを実施することにより、交通事故防止に努めます。 

 

 

 

【交通安全キャンペーン】 

 

まちづくり推進室

警察署交通課 

【目標】交通安全キャンペーンの実施：30 回以上 

児童・生徒を対象とする交通安全教室等の開催:10 回以上 

高齢者を対象とする交通安全教室等の開催：20 回以上 

取組 5 

防火対策・

焼死者ゼロ

対策 

①焼死者ゼロをめざし、住宅用火災警報器の設置促進を図るととも

に維持管理方法の啓発を行うなど住宅防火を推進します。 

②春・秋の火災予防運動の実施や、各種行事、イベントへ積極的に

参加することにより、火災予防広報活動を展開するとともにより

効果的な啓発を実施します。 

③放火火災の発生を防止するため、１学区を選定し、学区で実施され

る各種キャンペーンにおいて地域と協働して啓発を実施します。 

消防署 

まちづくり推進室

【目標】①26 年度は船方学区を選定し、重点的に啓発します。 

学区連絡協議会での啓発、組回覧による啓発：各 2 回 

船方小学校・日比野中学校全校生徒を通じた啓発：各１回 

②防火講習会・火災予防イベントの開催：10 回 

     事業所との合同消防訓練：3 回 

火災予防広報文掲示：区内 5 か所 

③学区行事、キャンペーンでの広報：12 回 

 

② 地域防災力の向上 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 6 

地域防災力

のパワーア

ップ事業 

<重点> 

①災害発生時の避難所運営を円滑にするため、平成 25 年度から平

成 27 年度にかけ、各学区の避難所で地域の方を対象とした避難

所開設・運営訓練を実施します。 

区役所職員も事前に研修を行い、訓練に参加します。 

②消防職員が地域のイベントや職場、学校などに出向き、家庭や職

場などにおける防災対策の講習を実施し、自助力向上の促進を図

ります。 

③自主防災組織の活動を促進するため、各種講習の実施、自主防災

訓練の実施の働きかけや支援を強化します。<拡充> 

総務課 

 

 

 

消防署 

【目標】①平成 26 年度は、白鳥学区と千年学区で、全避難所を対

象として避難所開設・運営訓練を実施します。 

    ②講習実施人数：延べ 6,000 人 

    ③自主防災訓練実施回数：45 回 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 7 

助け合いの

仕組みづく

りの推進 

<重点> 

①「地域での支え合いネットワークづくり」を支援し、普段からご

近所同士で支え合うコミュニティを醸成することで、災害時にお

ける「助け合いの仕組みづくり」へと発展させていきます。（11

ページ参照） 

②災害時の実効性を高めるため、「助け合いの仕組みづくり」（「地

域での支え合いネットワークづくり」を含む）を結成した町内会

などに対して、安否確認訓練の実施などの支援を行います。 

総務課 

消防署 

【目標】①「地域での支え合いネットワークづくり」について、学区

連絡協議会など地域の皆さまが集まる場において説明を

行い、より多くの人に取組内容を周知します。（4 学区） 

②設置済の町内会のうち 1 町内会以上で訓練を実施 

取組 8 

地域防災の

推進 

<重点> 

①名古屋市が新たに公表した被害想定に基づき津波による浸水が

予想される地域（千年、船方、野立、大宝学区）を対象として、

「まずは高台へ」という避難方法の周知に取り組みます。 

②様々な事情により津波による浸水が及ぶまでに高台避難ができ

ないと見込まれる方々を対象とした緊急的な一時避難所である

津波避難ビルについて、地域の皆さまと協働して確保に取り組み

ます。 

 

③大規模災害時に、地域住民に一時避難場所や救助活動用資機材な

どを提供する「地域防災協力事業所」を積極的に拡大するため、

区内事業所関係者に対しての周知及び新たに区内に建設される

新社屋に対して協力の呼びかけを実施します。 

④災害時において必要とする生活用水（飲料用を除く）の需要に対応す

るため、区民（個人、法人）からのボランティア・社会貢献としての

井戸水の提供を働きかけます。（災害応急用（協力）井戸）<拡充> 

（熱田保健所及び港保健所（南西部公害対策担当）との共同事業） 

総務課 

 

 

 

 

【津波避難ビル

表示シール】 

消防署 

 

 

 

生活環境課 

 

 

 

 

 

【「災害応急用協力

井戸」のプレート】 

【目標】①具体的な避難場所、経路の検討を進め、防災訓練など様々

な機会をとらえて「大津波警報が発令されたら、まずは

高台に避難する」ことを広報・周知します。 

②津波避難ビルの所要数を、地域の状況を勘案して見積も 

り、その確保に努めます。 

③地域防災協力事業所の拡大：5 事業所 

④現在指定井戸 11 施設の 2 倍増 

取組 9 

災害ボラン

ティア団体

との連携・

活動の推進 

①災害ボランティア活動への理解を深めるとともに、活動への参加

を促進するため、区内のボランティア団体と連携して講演会の実

施や積極的なＰＲを行います。 

②水防訓練・防災訓練の際に災害ボランティアセンターの設置・運

営訓練などを区内のボランティア団体と連携して実施します。 

総務課 

社会福祉協議会

【目標】①講演会等：1 回以上開催 

災害ボランティア活動の PR：2 回以上実施 

    ②災害ボランティアセンターの設置・運営訓練等：2 回実施 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 10 

水防訓練・

防災訓練の

実施 

地域の皆さまと行政機関が一体となり、津波避難ビルへの避難訓

練、避難所運営訓練や各種防災講習などを実施します。 

①水防訓練（5月 25 日、会場：旗屋小学校） 

②防災訓練（8月 31 日、会場：日比野中学校南校舎） 

 

 

 

【水防訓練】                【防災訓練】 

 

総務課 

消防署 

土木事務所 

その他行政機関

【目標】①参加者数：200 人以上 

②参加者数：600 人以上 

 

③ 青少年健全育成の推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 11 

青少年健全

育成の推進 

①「いじめ・問題行動等防止対策連絡会議」などを活用して学校と

地域、行政機関が情報を共有し、地域において見守りや声かけを

行うなど、子どもの問題行動を未然に防ぐ活動を推進します。 

②青少年を守る運動の一環として親子ふれあい映画会などを開催

し、あわせて講話などによる啓発を行います。 

③子どもの体力向上や親子・地域のふれあいを目的として、小学生

対象の学区対抗ドッジボール大会を開催します。 

④地域で子どもの健やかな育成を図るため、子ども会フェスティバ

ル、年少リーダー講習会など子ども会活動を支援します。 

⑤命の大切さや性に関する正しい知識を身につけることを目的と

して、熱田区内の全小学校、中学校で思春期セミナーを開催しま

す。<拡充> 

 

 

【学区対抗ドッジボール大会】 

 

まちづくり推進室

 

 

 

 

 

 

民生子ども課 

 

保健予防課 

【目標】②映画会等延べ参加者数：750 人 

③区内全学区から出場 

④年少リーダー講習会延べ参加者数：210 人 

⑤熱田区内の全小学校、中学校での思春期セミナーの開催 

 

  



 

④ 快適なまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 12 

町を美しく

する運動の

推進 

①環境デーなごやなどを通じて、学区連絡協議会をはじめ地域の皆

さまと協働して清掃活動を実施します。 

②空地などの適切な管理に向けて、市民の声をお聞きしながら、所

有者・管理者に対し啓発や指導を行います。 

まちづくり推進室 

【目標】②空地をきれいにする運動期間中の清掃率：90％以上 

取組 13 

ペットの適

正な飼い方

の普及啓発 

①狂犬病予防注射会場で犬の飼い方、しつけ教室などの実践的な指

導を行います。 

②大規模公園を中心に定期的に巡回し、飼い主に対して実地に適正

な飼い方の普及啓発を行います。 

③区民まつり会場で来場者に対して、犬猫の適正な飼い方の啓発を

行います(なかよしペット事業)。また、猫の首輪作りを通じて、

飼い猫の適正な飼い方を啓発します。 

 

 

【猫の首輪】           【なかよしペット事業】 

 

生活環境課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【目標】②③保健委員など住民の方々と協働した事業を増やします。 

②定期的な巡回指導等：12 回以上 

③区民まつりでのなかよしペット事業参加者数：300 人 

 

 

地域住民相互の助け合いによる

平成 24年度から 3つの取組みを一体化し、地域の皆さまとの話し合いを進めています。 

平成 26年度は、学区連絡協議会など地域の皆さまが集まる場において説明を行い、より多く

の人に取組内容を周知します。（4学区） 

助け合いの仕組みづくり 
～災害時の安否確認や 

救出など～ 
取組 7 

ふれあい 
ネットワーク活動 

～高齢者や障害者の見守りや 
ちょっとした手助け～ 

取組 14 

孤立死防止地域支援 
ネットワーク活動 
～高齢者を見守り 
孤立死を防止～ 

取組 20 

ひとり暮らしの高齢者や

障害者など、地域の手助

けを必要とされている

方々 
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一人ひとりが社会の一員としての自覚を持ち、社会と結びつき支えあいながら、生きがいを持

って生活できることは大切なことです。 

また、社会にとって、子どもは次の世代を担っていくかけがえのない存在です。子どもが健や

かに成長し、子どもを安心して生み育てることができるよう子育てを支援していく取組みを進め

ます。 

さらに、高齢者や障害者などすべての人が住みなれた地域社会の中で互いに支えあい、心身と

もに健やかに安定した生活を送れることが必要です。 

今後ますます増える高齢者には、健康寿命を長く保ち、元気にいきいきと暮らすことができる 

取組みや認知症への対策を進めるとともに、熱田区独自の取組みである「地域での支え合いネ 

ットワークづくり」を支援し、高齢者や障害者の見守りや手助けを行う地域づくりを推進します。 

子どもから高齢者まで地域の人々が、交流と支え合いを通じて、「生きがい」や「あったかさ」

を感じられ、いきいきと暮らせるまちづくりを進めます。 

 

① 地域福祉の推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 14 

地域福祉の

拠点づくり 

<重点> 

①高齢者・障害者・子育て中の親子などが集まり、地域住民ととも

に楽しく過ごす「ふれあい・いきいきサロン」の開設を支援しま

す。 

②「地域での支え合いネットワークづくり」を支援します。（11 ペ

ージ参照） 

また、高齢者や障害者の見守りやちょっとした手助けを地域で行

う「ふれあいネットワーク活動」実施学区への支援を引き続き行

います。 

社会福祉協議会

【目標】①開設支援：2 か所（合計 24→26 か所） 

②「地域での支え合いネットワークづくり」について、学

区連絡協議会など地域の皆さまが集まる場において説明

を行い、より多くの人に取組内容を周知します。（4 学区） 

取組 15 

福祉フェス

タの開催 

①障害者との交流や福祉の啓発をめざす「あったかあつた・福祉フ

ェスタ」を開催します。 

②名古屋学院大学の学生との協働により「あったかミニミニ福祉フ

ェスタ」を開催します。 

 

 

【あったかあつた・福祉フェスタ】 

 

社会福祉協議会

【目標】①来場者数：1,800 人以上 

②来場者数：200 人以上 

  

（２）区⺠⼀⼈ひとりが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち 
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② 子育て支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 16 

子育て支援

に係る情報

の発信 

<重点> 

①子育て交流会などの情報を掲載した「あつた子育てカレンダー」

を毎月発行し、社会福祉協議会のホームページにも掲載します。 

 

②第 1子が誕生した家庭に、児童委員が「赤ちゃん訪問事業」を実

施し、子育て情報を提供します。 

③出生届を提出された新生児・乳児のいる全家庭を対象に保健師・

助産師による家庭訪問を実施し、安心して育児に取り組めるよう

に子育ての相談に応じるとともに予防接種などの情報を提供し

ます。 

④保育所の空き状況や保育環境の紹介、待機児童へのアフターフォ

ローなどの保育所入所情報のほか、子ども・子育て支援新制度の

情報提供など、区民の皆さまにきめ細やかな情報を提供します。 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

民生子ども課 

 

保健予防課 

 

 

 

民生子ども課 

 

【目標】①「あつた子育てカレンダー」年 12 回発行 

②訪問率：95％（転出者・区不在者を除く） 

③出生届を提出された新生児・乳児のいる全家庭を対象に

保健師・助産師による家庭訪問を実施します。 

④平成27 年4 月1 日現在の保育所入所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ) 

取組 17 

子育ての仲

間づくりの

推進 

①子育てをする親同士の交流を図るため「あつた区子育て交流会

（あつたっ子ひろば）」を開催し、地域の交流会への参加を促し

ます。 

②親同士の子育てに関する仲間づくりや、育児の不安や悩みを教室の

中で解消し、孤立しない育児を進めることを目的に、育児環境の共通

する子育てに関する各種教室を開催します。 

・「子育てサロンあつたっ子」 

生後 4ヵ月から1歳未満の第1子を持つ親と初妊婦を対象とし

た教室（年 90 回開催） 

・「カンガルークラブ」 

育児に対して不安を感じている母親を対象とした教室（年 12

回開催） 

・「いちごクラブ」 

若年の母親と妊婦を対象とした教室（年 4回開催） 

・「チェリー・きっず・クラブ」 

多胎児の親と妊婦を対象とした教室（年 6回開催） 

 

 

【あつた区子育て交流会（あつたっ子ひろば）】 

 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

保健予防課 

 

【目標】①あつた区子育て交流会の参加者が、その後地域の交流会

に参加を希望する割合：90％以上 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 18 

児童虐待の

防止 

①民生・児童委員や保育園、学校、警察などの関係機関との定期会

合のほか、必要な都度情報交換を行い、援護が必要な家庭の早期

発見に努めます。 

②区内における虐待通告に関し、家庭訪問などを行い実情把握に努

めるほか、必要に応じ関係機関による支援チームを編成し、虐待

につながらないよう個々のケースに応じて的確に対応します。 

③子育て中の親を対象に、子育てに対する問題解決のスキルを学ん

で親としての自信を高め、養育力の向上を図る「親力アップ講座」

を内容をより充実して開催します。<拡充> 

民生子ども課 

保健予防課 

西部児童相談所

警察署生活安全課

 

【目標】①区サポート連絡会議 年 2 回開催（7 月・2 月） 

赤ちゃん訪問事業取組 16 の未訪問家庭：全家庭の状況

を把握 

    ②必要に応じ、児童虐待サポートチーム会議を開催します。 

③参加者の達成度・満足度：80％以上 

 

③ 高齢者への支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 19 

高齢者の健

康づくり・

仲間づくり

の推進 

①高齢者が住みなれた地域でいつまでも元気に過ごせるように、年間

を通じて介護予防教室を開催します。高齢者向きの転倒予防の体操

や音楽療法などの内容で介護予防に努めます。 

②「熱田いきいき体力測定会」を開催し、体力を把握する機会を提

供します。その結果を踏まえて、健康維持のためのアドバイスや

老人クラブ主催のウォーキング大会への参加を勧めます。 

③老人クラブの事業を共催します。老人クラブ活動・行事のＰＲを

積極的に行い、高齢者の仲間づくりを支援します。 

 

 

【熱田いきいき体力測定会】 

 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】①5 会場で、各月 1 回（8 月を除く）開催します。 

年度の前半と後半に「基本チェックリスト」による確認

を実施し生活機能を把握します。 

その結果、生活機能が維持できた人の割合：85％以上 

②参加者のうち、老人クラブ主催ウォーキング大会へ参加

を希望する人の割合：85％以上 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 20 

地域におけ

る高齢者支

援の推進 

<重点> 

①「地域での支え合いネットワークづくり」を支援します。（11 ペ

ージ参照）また、「孤立死防止地域支援ネットワーク活動」実施

学区への支援を引き続き行います。 

 いきいき支援センターと連携し、孤立しがちな高齢者の見守り支

援に努めます。 

②高齢者虐待を防ぐため、高齢者虐待通報・相談の窓口の周知に努

めます。また、虐待ケースに関して、関係機関が定例会議で情報

の共有や対応の検討を行います。緊急を要する場合にはケース会

議を開き、介護保険サービスの活用や施設への入所など必要な支

援を行います。 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

 

【目標】①「地域での支え合いネットワークづくり」について、学区

連絡協議会など地域の皆さまが集まる場において説明を

行い、より多くの人に取組内容を周知します。（4 学区） 

②全学区対象に関係者等へのＰＲを実施します。 

取組 21 

緊急時あん

しんキット

の配付 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 75 歳以上の高齢者のみ世帯 

を対象に「緊急時あんしんキット」(*)を引き続き配付します。 

配付対象以外の方のために、区ホームページで「あんしん情報シ

ート」などを印刷し、牛乳パックなどの身近な空容器を使って「緊

急時あんしんキット」を作成できるよう紹介します。 

＊持病や緊急連絡先など救急搬送されるときに必要な情報をカプセルに入れて冷

蔵庫などに保管し、救急時に備えるもの。 

 

福祉課 

社会福祉協議会

【緊急時あんし 

んキット】 

【目標】「ひとり暮らし高齢者をあたたかく見守る運動」新規対象 

者全員へのキット配付 

取組 22 

認知症対策 

①認知症の方とその家族を地域で支えていくために、認知症サポー

ターを養成します。また区民を対象とした講演会を開催します。 

②認知症予防の一助として、福祉会館職員により各学区で出張回想

法(*)を実施します。また、「回想法まつり（仮称）」でパネル展

示を行うほか、福祉会館のホームページで回想法を紹介します。

<新規> 

＊昔懐かしい生活用具などを用いて、かつて自分が経験したことを楽しみながら語

り合うことにより、脳を活性化させ、気持ちを元気にする心理的アプローチ。 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

 

【目標】①認知症講演会：参加者数３５０人 

    ②出張回想法実施数：7 回 
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④ 障害者への支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 23 

障害者支援

の推進 

①障害者自立支援協議会(*)のメンバーが「あったかあつた・福祉フ

ェスタ」、「防災訓練」などの機会を活用して福祉体験などを実施す

るほか、地域における障害理解を深めるための活動を実施します。 

②授産施設や授産製品について知っていただくため、障害者支援コ

ーナーでの展示や区ホームページへの掲載を引き続き行うとと

もに、授産製品の販売を支援します。 

③障害者虐待を防止するため、障害者虐待通報・相談の窓口の周知

に努めます。障害者虐待防止連絡会を定期的に開催し、関係機関

が情報を共有します。緊急時にはケース会議を開き、施設への入

所など必要な支援を実施します。 

④障害者自立支援協議会(*)との協働で、災害時に障害者の安心安

全を確保するために必要な情報について検討し、障害者団体、障

害者福祉事業所や防災ボランティアなど多くの方の意見を取り

入れたガイドブックを作成します。<新規> 

＊障害者団体や区役所、社会福祉協議会などで構成され、障害者が安心して生

活できる地域づくりを目指すネットワーク 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】①②年間を通じて啓発や支援を行います。 

    ③全学区対象に関係者等への PR を実施します。 

    ④災害時に備えて障害者が活用できるガイドブックを作成し

ます。 

 

⑤ 区民の健康づくり 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 24 

区民の健康

づくり 

 

①区内の商業施設などの地域住民の集まる場所や機会を活かして、

健康相談や健康チェックを行います。<拡充> 

②乳がんの自己触診による早期発見法など、乳がんの正しい知識普

及のための教室を開催します。また、胃がん・大腸がん、乳がん

の休日検診を実施します。 

③就学前の乳幼児とその保護者を対象に「歯と口の 1日健康センタ

ー」、80 歳以上で自分の歯が 20 本以上ある高齢者を表彰する

「8020 表彰式」を開催します。 

 

 

【出張健康相談】 

 

保健予防課 

 

【目標】①出張健康相談の開催（年４回） 

 

  



 

17 

 

 

 

熱田区には、悠久の歴史を誇る熱田神宮があります。また、東海地方 大の前方後円墳といわ 

れている断夫山古墳のほか、白鳥古墳や弥生時代の高蔵貝塚など多くの遺跡があります。多くの

寺院仏閣もあり、俗に「熱田百ヶ寺」ともいわれています。さらに、宮宿は、江戸時代に街道一

の賑わいをみせたといわれる東海道五十三次 41 番目の宿場で、宮宿から桑名へ渡る海路の面影

を残す七里の渡し船着き場跡（宮の渡し公園内）など、数多くの歴史的・文化的資産が重層的に

存在する「歴史・文化の香り漂うまち」です。 

熱田神宮をはじめ白鳥庭園や国内 大級のコンベンション施設である国際会議場など、毎年多

くの方が熱田区を訪れます。 

このような特色を活かし、区内の歴史的・文化的資産の価値を広め、熱田区の魅力を紹介する

事業を進めるとともに、区内を訪れる方々が様々な名所・旧跡などを巡り、交流を深めることの

できる取組みを進めます。 

また、地域に対する愛着心を高め、心の豊かさやぬくもりが感じられるまちづくりをめざし、

区民相互のふれあいと交流を図る取組みを実施します。 

受け継いだ歴史と文化を活かしながら、熱田区の魅力や文化を発掘・発信することで多様な

人々の交流を促し、歴史的資産、文化的風土など地域の特性を活かしながら、魅力ある「にぎわ

い・交流」のあるまちづくりを進めます。 

 

① あつたの魅力向上・魅力発信 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 25 

地域の魅力

を活かした

にぎわいま

ちづくりの

推進 

<重点> 

①ＮＰＯ団体、大学、市の関係部局と連携して、熱田のにぎわいづ

くりの一環となる催しを実施します。 

②歴史資産など区の魅力を広く発信するため尾張名所図会などを

活用した事業を行います。 

③市民グループと連携して堀川の清掃活動を実施します。また、区

民の堀川への関心を高めるため、清掃後に、宮の渡しからの乗船

体験を実施します。 

まちづくり推進室

 

【目標】①関係機関と連携した「あったか！あつた魅力発見市」の開催 

熱田ぐるりんウォーキングの開催 参加人数：150 人 

③堀川一斉清掃と子ども乗船体験 参加人数：350 人 

取組 26 

街道のつな

がり事業 

<重点> 

①熱田区の魅力を広く発信するため、街道でつながる桑名や木曽地

域などから特産品などを販売するブースなどを誘致し、「街道宿

場市」を開催します。 

②街道やそれにまつわる熱田区の魅力を広く知っていただく機会

として、街道に関する講演会を行います。 

 

 

【街道宿場市】 

 

まちづくり推進室

住宅都市局 

【目標】①街道宿場市への出展数：7 団体 

②講演会参加者数：150 人 

（３）歴史的資産、⽂化的風⼟を活かした「にぎわい・交流」のあるまち 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 27 

歴史資料の

整理と展示 

「熱田区歴史資料ボランティア」により、所蔵する歴史資料の調

査研究を行うほか、分類・整理・保管と展示を行います。 

区民まつりなど各種イベントへの参加を行いながら、歴史資料展

示コーナーの展示替えを行います。また、所蔵する歴史資料をデジ

タル映像化して保存します。 

 

 

【熱田区歴史資料展示コーナー】 

 

まちづくり推進室

【目標】歴史資料展示コーナー：展示替え２回 

所蔵する歴史資料のデジタル映像化 

取組 28 

市民文化の

発信 

区民まつり「文化祭」として、区民書道展・美術展、秋季花道展、

区民芸能オンステージを実施します。 

 

 

【区民書道展】 

 

まちづくり推進室

【目標】文化祭の来場者数合計：2,300 人以上 

 

② にぎわい・交流の推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 29 

区民まつり 

地域への愛着心を高め、心の豊かさとぬくもりが感じられるまち

づくりをめざし、区民相互のふれあいと交流の場として「にぎわい

秋まつり」を開催します。 

 

 

【区民まつり（にぎわい秋まつり）】 

 

まちづくり推進室

【目標】にぎわい秋まつりの来場者数：15,000 人以上 

 

③ 人材育成 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 30 

まちづくり

人材育成 

熱田のまちづくりの担い手となる人材を育成するための講座・事

業を開催・実施します。 

生涯学習センター

まちづくり推進室

【目標】歴史資料室ボランティア養成講座 講座受講者数:20 人 
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区政をとりまく情勢の変化に的確に対応し、区民の方々の期待に応えていくために、職員一人

ひとりが高い意欲を持ち、主体的に能力の向上に努め、お客さまの立場に立った接遇や業務改善

の推進を通して、市民サービスの向上に努めます。 

また、区民の方々に対してわかりやすい情報を積極的に提供し、多様な区民の方々の意見を区

政に反映する機会を設けることにより、区民の方々の参画を促し、区民の方々との相互理解のも

とで区政を推進していきます。 

皆さまにより身近で信頼されるあったか区役所をめざします。 

 

① 市民サービスの向上 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 31 

お客さまの

立場に立っ

た接遇 

①区役所に勤務する全ての職員は、来庁されるお客さまに、積極的

にあいさつや声かけをします。 

②接遇は、身だしなみやあいさつという基礎だけでなく、様々な事

例に臨機応変な対応が求められます。そのため、区役所職員を対

象に、ニーズの高い研修を外部講師により実施します。 

③市民満足度（ＣＳ）をアップさせるため、各課が職場ごとの特色

（ニーズ）に応じて研修を実施します。 

区役所全課 

【目標】お客さまのニーズに的確に対応したお客さま満足度の高い

接遇に引き続き取り組みます。 

窓口アンケート（11 月実施予定）のお客さま満足度で、

「満足」及び「とても満足」の割合：98％以上 

取組 32 

業務改善の

推進 

①業務改善に積極的に取り組み、より質の高い行政サービスの提供

をめざします。 

②業務リスクマネジメントに積極的に取り組みます。 

区役所全課 

【目標】①業務改善を各課で１つ以上掲げ、取り組みます。 

 

② 区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 33 

区民ニーズ

の把握 

<重点> 

①区政への反映を目的として、区政について区民の皆さまからのご

意見をいただく区民アンケートを実施します。また、他の区民ニ

ーズ把握方法についても検討します。 

②広く区民の意見を募り、区政や市政に反映させていくため、学区

懇談会を開催します。 

 

 

【学区懇談会】 

 

企画経理室 

 

 

まちづくり推進室

【目標】①区民アンケートの回収数の増加をめざします。 

（25 年度 419 人） 

    ②学区懇談会：2 回開催 

（４）皆さまに信頼されるあったか区役所 
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③ 区民への情報提供 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 34 

積極的な 

情報発信 

①熱田区公式ツイッターを利用して区民に情報提供を行います。 

②熱田区ホームページ内「あつたかわら版」の内容の充実や即時性

の向上を図ります。 

③区役所 1階のモニター機器などを活用して、来庁者の皆さまに身

近な情報や防災、まち歩きなどの情報をお知らせします。 

④情報を受け取られる区民の方の情報リテラシー(*)の向上を目的

として、地域の情報化を推進する取組みを実施します。<拡充> 

＊情報リテラシーとは、情報機器やＩＴネットワークを活用して、情報デー

タを管理し、活用する能力のことです。 

企画経理室 

まちづくり推進室

 

 

【熱田区ツイッター】

 

 

 

 

【目標】①ツイッターのフォロワー数：300 人 

    ②区ホームページのアクセス数（トップページ）：90,000 件 

 

 

その他、「皆さまに信頼されるあったか区役所」の実現に向けて以下の取組みを行います。 

取組項目 取組内容 担当課 

信頼される

職場風土づ

くり 

①個人情報保護、公金管理などについて各課で研修を実施し、不祥

事防止・法令順守を徹底します。 

②肩書きや所属を越えて自由に意見交換をするオフサイトミーテ

ィングを実施します。 

区役所全課 

環境への 

配慮 

①冷暖房温度の設定は、夏季 28℃以上・冬季 19℃以下とします。 

②昼休み時間中の消灯及び定時退庁を定めるなど残業時間を減ら

し、照明の点灯時間を削減します。 

③電子決裁や電子メールの活用、資料の両面印刷の徹底などによ

り、用紙類の使用量を削減します。 

区役所全課 

自主財源の

確保 

区役所庁舎の環境改善や業務の効率化に活用するため、広告料収

入などの区役所自主財源を確保します。 

企画経理室 
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４．区内公所（署）の取組み 

公所（署） 取組項目・内容 

熱田消防署 

救命率の向上～区民と行政による救命連携～ 

① 昨年度に引き続き消防署で定期救命講習を開催します。（本年度は

年 4 回普通救命講習を予定）さらに、受講を促進するため区役所な

どと協力し開催告知の広報を強化します。 

② 署員の効率的な運用により、地域などからの依頼に基づき消防職

員・消防団員が出向し救命講習を実施します。また、地域の応急手

当普及員に対し訓練資器材の貸出を行います。 

③ 予防課や消防課が行う防火指導、調査などを利用し、特にＡＥＤを

保有する事業所に対し、応急手当普及員の養成、ＡＥＤ取扱、救命

講習参加などを説示することで積極的に応急手当の重要性を啓発し

ていきます。 

④ 上記講習指導や各種行事などを活用し、救急車適正利用の必要性を

積極的にＰＲしていきます。 

防火対策・焼死者ゼロ対策 取組 5（再掲） 

地域防災力のパワーアップ事業 取組 6②③（再掲） 

地域防災の推進 取組 8③（再掲） 

熱田土木事務所 

江川線の整備（緑政土木局江川線整備事務所） 

平成 25 年度は、熱田区において、江川線のほぼ全箇所で、電線類の

地中化・歩道整備・車道舗装などの工事を順次、行いました。日比野北

交差点～六番北交差点において、上記工事が完了しました。 

江川線では、電線類の地中化や歩道のカラー舗装化、植栽の設置など

を通じて、歩行者や自転車利用者が快適に安心して通行できる歩道を整

備します。また、車道の舗装を低騒音舗装に打換えていくなどの環境対

策を行います。 

御田
み た

人道橋の整備（緑政土木局道路建設課） 

平成 25 年度までに踏切直近の下部工工事が完了し、大津通から踏切

間の道路を使って、橋桁を架設するための架設設備の設置を行っていま

す。今年度は、架設設備の設置完了後に橋桁を組立て、夜間に橋桁を移

動させて、線路上空に架設します。（架設工法：送り出し工法） 
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公所（署） 取組項目・内容 

熱田環境事業所 

ていねいで確実なごみ・資源の収集 

ごみ・資源収集委託事業者と一体となって、ていねいで確実なごみと

資源の収集に取り組みます。 

ごみ・資源の分別の推進 

市民からの問い合わせについて、分かりやすい説明に努めます。また、

ごみ資源分別マナーアップキャンペーンなどを通じて、ごみ・資源の分

別について普及啓発・周知に努めます。 

不法投棄及びごみの散乱の防止 

不法投棄については、随時パトロールを実施するとともに、地域及び

警察と連携を図り、不法行為の予防措置及び、違反者への指導などを行

い、発生の抑制を図ります。 

 また、カラスなどによるごみの散乱を防止するため、随時パトロール

や区民からの情報により、発生地域を把握するとともに、ネットの使用

などによる防止策について広く、分かりやすく周知します。 

古紙持去り防止の普及啓発 

随時パトロールを実施するとともに、条例の周知、指定認定団体の登

録の推進を図り、地域・関係機関と協力して、古紙の持ち去り防止に努

めます。 

上下水道局 
中川営業所 

防災意識の啓発 

① 商業施設などで、市民の皆さまの防災意識の向上を目的としたイベ

ントを 6月 24 日(火)に開催する予定です。なお、平成 26 年度より

ＰＲ効果を高めるために、市内を 4ブロックに各々分けて来館者の

多い大型商業施設で集中的に実施することになり、西部ブロック

（熱田・中川・港・南）は、イオンモール熱田とイオンモール名古

屋みなとでブロック内の営業所及び管路センター共同で実施しま

す。区役所・消防署・港防災センターにもご協力いただく予定です。

② 災害の備えとして家庭などでの飲料水の備蓄の促進を図るため、災

害用備蓄飲料水「名水」を販売します。 

熱田図書館 

地域の関係機関との連携による事業の推進 

図書館の新たな役割として、本の貸し出しだけではなく、市民や地域

の関係機関とさまざまな分野でネットワークを構築し、連携した事業を

展開して地域の生涯学習活動を支援していきます。 

① 児童関係 （学校・保健所・その他） 

② 子ども図書館大使の実施 

③ 小学校ブックホスピタルの実施 

④ 区内関係機関との連携事業の実施 
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公所（署） 取組項目・内容 

熱田区校⻑会 
（熱田区内の小・
中・特別支援学校
の校⻑で構成） 

心の教育の充実 

いじめ防止対策推進法に基づき、関係機関との連携を一層重視して、

いじめ防止、いじめ問題などの解決に向けて取り組みます。 

地域との連携強化 

「自助」｢共助｣｢公助｣の理念のもと、関係機関と連携して防災教育の

充実、避難所運営などの問題解決に取り組みます。 

学区、地域との連携を一層密にし、児童生徒の心身の健全な成長を図

ります。 

いきいき支援 
センター 

（社会福祉協議会） 

いきいき支援センターは、高齢者の皆さまが、いつまでも住みなれた

地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・介護などさまざまな面か

ら支える身近な相談窓口です。また、日比野に分室も設置しています。

高齢者なんでも相談所の開設 

生活の中でのお困りのことや、ご心配なことのご相談に応じます。 

介護予防支援事業の実施 

介護予防事業などのご紹介や、要支援 1・2 と認定された方の介護保

険サービス利用のご相談に応じます。 

認知症高齢者を介護する家族の支援 

知識や介護方法を学ぶ「家族教室」や情報交換などをおこなう「家族

サロン」のほか、「もの忘れ相談医の専門相談」や「認知症サポーター

養成講座」を実施します。 

高齢者の見守り支援 取組 20①（再掲） 

交通局名城線 
東部駅務区 

（熱田区内では、伝
⾺町駅、神宮⻄駅、
⻄⾼蔵駅を管轄） 

親しまれる地下鉄をめざして 

今後とも、駅務員などの研修を継続して実施し、ますます便利でお得

なマナカのご案内に万全を期すよう努めます。 

地下鉄駅の駅長室及び券売機コーナーにおいて配布している「災害時

避難案内チラシ」は、順次、全ての地下鉄駅のものを作成し、それぞれ

の駅で配布する予定です。 

交通局 
鳴尾営業所 

（熱田区内では、熱
田巡回系統などの
バス路線を運⾏） 

信頼される市バスをめざして 

① 安全最優先を徹底し、ルール・手順を確実に守ります。 

② お客様目線に徹した親切で丁寧な対応に心がけます。 

③ 区民まつりなどに参加することにより市バスのＰＲに努めます。 
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公所（署） 取組項目・内容 

熱田文化小劇場 

区民が芸術文化に触れることのできる機会の充実 

① 音楽向けホールの特徴を生かしたコンサートなどの実施に加え、熱

田区の歴史文化を紹介する事業も充実させます。（熱田神戸節の体

験講座など） 

② 引き続き小学校での音楽鑑賞会を実施し、子どもたちが生の音楽に

触れる機会を増やします。ピアノの仕組みなど子どもたちがより深

く音楽に興味を持ってもらえる学習講座も引き続き開催します。 

財政局 
⾦⼭市税事務所 

区民満足度の高い窓口サービスの提供 

① 税務証明の発行をはじめとする窓口事務の正確な運営のため、定期

的な職員研修を実施するほか、金山市税事務所のウェブページによ

る時宜に応じた情報提供の充実を図ります。 

② 個人市民税の申告時期や納税通知書発付時、固定資産税の縦覧時期

などに応じて区役所（税務窓口）内に会場を設置するとともに、担

当職員を派遣し窓口対応の充実を図ります。 

熱田生涯学習 
センター 

地域の生涯学習の振興 

講座・事業などの学習機会の提供や、施設の運営を通して、人材づく

り・まちづくりの拠点としての機能を発揮していきます。 

① 学習機会の提供 

現代的課題（人権、環境、男女共同参画、少子高齢化、防災、国

際理解、障害者、情報化）や、なごや学、親学・青少年育成など、

人材づくり・まちづくりの観点に立った各種講座や事業を開催実施

するほか、教えたい市民が学びたい市民に学習機会を提供する地域

の皆さまとの協働企画講座「なごやか市民教室」などを開催します。

② 生涯学習情報の収集・提供 

講座案内や各種事業チラシ、ホームページ、センター施設などを

活用し、生涯学習に関する情報を提供するほか、自主グループの活

動紹介を行います。 

③ 学習相談、自主グループ活動の奨励・支援 

地域の皆さまにきめ細やかな学習相談を実施するとともに、自主

グループづくりのための相談や運営の支援などを行います。また学

習成果の発表の場、交流の場として、「熱田生涯学習まつり」を開催

します。 

④ 皆さまに親しまれ、愛着の持てる施設運営 

施設のご利用や事業などについて、利用者の皆さまのご意見、ご

要望の把握に努めるとともに、関係機関・施設と連携を図りつつ、

地域に密着した社会教育施設として、皆さまに親しまれ、愛着の持

てる施設運営を行います。 

まちづくり人材育成と活用 取組 30（再掲） 
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５．平成 25 年度区政運営方針の取組結果（概要） 
 

（１）全体の状況 

平成 25年度熱田区区政運営方針では、「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか

熱田」をめざして全 33 項目の取組みを掲げました。これらの取組項目の達成度は下表

のとおりです。 

  評 価 基 準 取組項目の数 

Ａ評価  100％達成（達成） ２２ 

Ｂ評価   80％以上（ほぼ達成）   ５ 

Ｃ評価   60％以上（努力が必要）   ４ 

Ｄ評価   60％未満（相当努力が必要）   ２ 

合  計 ３３ 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）各項目の取組結果 

  
＊平成 25 年度区政運営方針の取組結果の詳細については、区役所情報コーナーなどで配布して

います。また、区ホームページ（http://www.city.nagoya.jp/atsuta/）でもご覧いただけます。 

取組 1 安心安全出前講座 Ａ 取組 8 耐震留具の設置 Ｄ

9 組取Ｂ策対犯防2 組取 災害ボランティア団体との連携・活動の推進 Ａ

取組 3 放置自転車対策 Ｂ 取組10 水防訓練・防災訓練の実施 Ａ

Ａ進推の成育全健年少青11組取Ａ策対全安通交4 組取

取組 5 津波避難ビル指定等推進事業の実施 Ｄ 取組12 町を美しくする運動の推進 Ａ

取組 6 地域防災力のパワーアップ事業 Ａ 取組13 ペットの適正な飼い方の普及啓発 Ａ

取組 7 助け合いの仕組みづくりの推進 Ｃ

取組14 地域福祉の拠点づくり Ｃ 取組19 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 Ｂ

取組15 福祉フェスタの開催 Ａ 取組20 地域における高齢者支援の推進 Ｃ

取組16 子育て支援に係る情報の発信 Ｂ 取組21 緊急時あんしんキットの配付 Ａ

Ａ進推の援支者害障22組取Ａ進推のりくづ間仲のて育子71組取

Ａ催開の会流交け向者・児害障32組取Ａ止防の待虐童児81組取

取組24 地域の魅力を活かしたにぎわいまちづくりの推進 Ａ 取組27 市民文化の発信 Ａ

取組25 街道のつながり事業 Ａ 取組28 区民まつり Ａ

取組26 歴史資料の整理と展示 Ａ 取組29 まちづくり人材育成と活用 Ａ

取組30 お客さまの目線に立った接遇の一層の向上 Ｂ 取組32 区民ニーズの把握 Ａ

取組31 業務改善の推進 Ａ 取組33 積極的な情報発信 Ｃ

歴史的資産、文化的風土を活かした「にぎわい・交流」のあるまち

安心・安全で快適なまち

区民一人ひとりが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち

皆さまに信頼されるあったか区役所

平成 25 年度区政運営方針の取組結果は、Ｃ（努力が必要）及びＤ（相当努力が必要）と評

価した項目が、約 2 割を占め、厳しい結果となりました。 

今回、Ｃ（努力が必要）及びＤ（相当努力が必要）と評価した項目については、目標に達しな

かった原因を分析し、手法を検討するなどにより、平成26年度も引き続き目標達成に向け努力

してまいります。 

 さらに、今回Ａ（達成）及びＢ（ほぼ達成）と評価した項目についても、区民の皆さまにご満足

いただけるよう、継続的に取り組んでいくことが必要であると考えています。 
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６．区⻑の裁量が発揮できる予算 

 

（１）平成２６年度予算の概要 
 区民の皆さまに最も身近な窓口である区役所が、区長の裁量を発揮し、区民ニーズ

や地域課題の解決に迅速・的確に対応することができるよう、平成２６年度に

9,005,000 円の予算を計上しております。この１年間の取組計画は以下のとおりです。 

区   分 
予算額 

（千円） 
事   項 

安心・安全で快適なまち 517 

安心安全出前講座 215

地域での支え合いネットワークづくり 44

親子ふれあい映画会 105

学区対抗子どもドッジボール大会 53

なかよしペット事業 100

区民一人ひとりが「生きが

い」や「あったかさ」を感じら

れるまち 

568 

「あつた区子育て交流会」の開催及び「あつ

た子育てカレンダー」の発行 
55

「子育てを応援する親力アップ講座」の開催 208

「熱田いきいき体力測定会」の開催 42

回想法を活用した認知症予防の推進 63

障害者向け災害対策ガイドブックの作成 200

歴史的資産、文化的風土を

活かした「にぎわい・交流」

のあるまち 

6,707 

熱田の魅力再発見事業 370

街道のつながり事業 1,030

熱田区に関する歴史的資料の掘り起こしと

展示 
358

区民まつり 4,500

熱田ぐるりんウォーキング 191

あつた堀川一斉清掃と子ども乗船体験 258

皆さまに信頼されるあったか

区役所 
1,213 

接遇研修の実施 434

区民ニーズの把握 437

区政運営方針の策定 342

合 計 9,005 

※上記以外にも自動販売機の設置などにより確保した自主財源を有効に活用します。 
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（２）平成２５年度予算の執行状況 

平成２５年度は、区長の裁量が発揮できる予算として、9,005,000 円を予算化し、

以下の事項に支出しました。 
事項 主な内容 決算額（円）

地域防災力のパワーアップ 災害に関する講演と避難所開設・運営訓練を実施 517,138

区災害対策本部員防災力

向上事業 

区役所職員などに対して、避難所運営訓練などを

実施 
608,590

地域での支え合いネットワ

ークづくり 
地域で支え合う活動を行うネットワークづくりの支援 25,229

親子ふれあい映画会 
青少年を守る運動の一環として親子ふれあい映画

会を開催 
26,250

学区対抗子どもドッジボー

ル大会 

親子・地域のふれあいを目的としてドッジボール大

会を開催 
53,000

なかよしペット事業 犬猫の適正な飼い方の啓発 63,932

「あつた区子育て交流会」及

び「あつた子育てカレンダー」 

子育てする親同士の交流を図るための「あつた区子

育て交流会」の開催など 
42,000

子育てを応援する親力アッ

プ講座 

子育てに対する問題解決のスキルを学ぶ「親力アッ

プ講座」の開催 
110,529

熱田いきいき体力測定会 
シニア向けの体力測定会を行い、体力維持のアドバ

イスを実施 
40,570

緊急時あんしんキット配付

事業 

高齢者が救急搬送される際、持病やかかりつけ医な

どを救急隊員に的確に伝えられるように「緊急時あ

んしんキット」を配付 

35,700

障害児・者向け交流会 障害児・者向けの交流会を実施 50,847

街道のつながり事業 街道や歴史資産を活かしたイベントを開催 745,950

熱田の魅力の再発見・情報

発信 

熱田の魅力の再発見や掘り起こし、情報発信を実

施 
594,488

熱田区に関する歴史的資料

の掘り起こしと展示 

熱田区に関する歴史的資料を分類・整理し「熱田区

歴史資料展示コーナー」で展示 
434,143

熱田区区民まつり 
区民相互のふれあいと交流の場として、区民まつり

を開催 
4,358,904

熱田ぐるりんウォーキング 
市民との協働により、区内の歴史的資産を巡り熱田

区の魅力を発信するイベントを開催 
185,820

あつた堀川一斉清掃と子ど

も乗船体験 

堀川の清掃活動を行い、清掃に参加した小中学生

を対象に乗船体験を実施 
256,230

接遇研修の実施 接遇能力の向上を図るため接遇研修を実施 199,500

区民アンケート 熱田区区民アンケートを実施 339,790

区政運営方針の策定 平成２５年度の区政運営方針本編・概要版を作成 310,978

合  計 8,999,588
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【参考】 

区内で実施予定の主な事業 
区政運営方針に掲げた事項のほか、区内で実施予定の主な事業は以下のとおりです。 

 

項目 所管 事業内容 

ＥＳＤに関

するユネス

コ世界会議

の開催支援 

環境局 

環境企画課 

 

１ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議 

日 程：平成 26 年 11 月 10 日（月）～12 日（水)  

（閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合） 

     ※ 11 月 13 日（木）には、国内関係者によるフォローア

ップ会合を開催予定 

場 所：名古屋国際会議場（熱田区)  

主 催：ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）、日本政府  

参加者：国内外の閣僚、政府関係者など約 1,000 人を含む数千人

規模の参加を想定 

内 容：「国連ＥＳＤの 10 年」の活動を振り返り、2014 年以降の

方策について議論を行う。  

２ あいち・なごやのＥＳＤ交流・発信の場（仮称） 

（ＥＳＤユネスコ世界会議併催イベント） 

【白鳥地区】  

日 程：平成 26 年 11 月 10 月（月）～12 日（水）（予定） 

 場 所：白鳥公園（名古屋国際会議場南側）（熱田区） 

主 催：ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会 

内 容：ＥＳＤユネスコ世界会議の開催にあわせ、ＥＳＤに関わ

    るさまざまな分野で活動する団体が集い、交流し、発信

するための場を設ける。 

     （ステージイベント・発表やブース出展などを実施） 

３ ＥＳＤ子ども会議 

日 時：平成 26 年夏ごろ～11 月 

場 所：愛知県内、名古屋国際会議場（熱田区）など 

主 催：ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会 

内 容：ＥＳＤユネスコ世界会議開催にあわせて、未来を担う子

どもたちが、持続可能な社会について話し合い、その成

果を提言として取りまとめ、世界に向けて発信をするこ

とを目的とした子ども会議を開催する。 

     （エクスカーション、グループディスカッション、全体

会議などを実施） 

江川線の整

備 

（再掲） 

緑政土木局 

江川線整備

事務所 

熱田土木事

務所 

電線類の地中化や歩道のカラー舗装化、植栽の設置などを通じて、

歩行者や自転車利用者が快適に安心して通行できる歩道を整備しま

す。また、車道の舗装を低騒音舗装に打換えていくなどの環境対策

を行います。 

御田
み た

人道橋

の整備 

（再掲） 

緑政土木局 

道路建設課 

熱田土木事

務所 

「開かずの踏切」であるＪＲ東海道本線御田踏切と名鉄名古屋本線

神宮前 1 号踏切に立体横断施設を整備することにより、歩行者及び

自転車の安全性・利便性の向上を図ります。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区政へのご意見やご提案、 

「こんな熱田区にしたい」など、 

皆さまのご意見をお寄せください。 

 

 

 

 

熱田区役所企画経理室 

〒456-8501 名古屋市熱田区神宮三丁目 1番 15 号 

TEL：０５２－６８３－９６８８ 

FAX：０５２－６８２－１４９６ 

E-mail：a6839686@atsuta.city.nagoya.lg.jp 

http://www.city.nagoya.jp/atsuta/ 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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