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平成 26 年度熱⽥区区政運営⽅針の取組結果 
 

１．全体の状況 

平成 26 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 34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。 
 

  ☆☆☆ 
(概ね 8 割以上)

☆☆ 
(概ね 5 割以上)

☆ 

（5割未満） 
－ 

（未実施）

安⼼・安全で快適なまち １２ １ ０ ０ 

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 １１ ０ ０ ０ 

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 ５ １ ０ ０ 

皆さまに信頼されるあったか区役所 ３ １ ０ ０ 

計 ３１ 3 ０ ０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  「達成度」の評価は、以下の基準による事業担当課の自己評価を踏まえ、

区長以下区役所全体で内部評価を行った後、区政協力委員協議会など外部

の皆さまからもご意見をお伺いして決定しました。 

☆☆☆：概ね 8割以上   ☆☆：概ね 5割以上 

 ☆：5割未満      －：未実施

区政運営の 4 つの視点 

達成度  

 平成 26 年度区政運営方針の取組結果は、☆☆☆（概ね 8 割以上）と評価した項目

が 31 項目、☆☆（概ね 5割以上）と評価した項目が 3項目という結果になりました。

今回、☆☆と評価した項目については、手法を検討するなどにより、平成 27 年度

も引き続き努力してまいります。 

 さらに、☆☆☆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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２．各項目の取組結果 

 

（１）安心・安全で快適なまち 

 安心して暮らせるまちづくりの推進などをめざし、13 項目の取組みを掲げました。 

 

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 

取組 1 

総 合 的 な 啓

発事業 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

「安心・安全フェスタ」を開催し

ます。 

11 月 1 日に沢上中学校において

開催（参加者数：約 90 人） 
☆☆☆ 

コメント 
企画や広報面等で事業を見直し、今後はより多くの方に参加して

いただけるよう工夫します。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

防犯キャンペーン・パトロール

等：40 回 

防犯講話等：10 回 

防犯キャンペーン・パトロール

等：40 回 
防犯講話等：23 回 
刑法犯認知件数：1,063 件（前年
比 227 件減） 

☆☆☆ 

コメント 
引き続き警察署や地域の皆さまと連携して、防犯のための啓発活

動に取り組みます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

自転車マナーキャンペーン：16

回実施 

 

☆☆☆ 

コメント 
今後も地域の皆さま、関係公所（署）と協力して、放置自転車対

策を実施していきます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

交通安全キャンペーンの実施:38回 

児童・生徒を対象とする交通安全

教室等の開催:13 回 

高齢者を対象とする交通安全教

室等の開催:25 回 

人身事故発生件数 484 件（前年比

40 件減） 

☆☆☆ 

コメント 
 引き続き、警察署や地域の皆さまと連携して、交通事故防止のた

めの啓発活動に取り組みます。 
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取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①26 年度は船方学区を選定し、

重点的に啓発しました。 

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：12 回 

事業所との合同消防訓練：3回 

火災予防広報文の掲示：区内 5

か所 

③学区行事、キャンペーンでの広

報：15 回 

☆☆☆ 

コメント 

①26 年度は小中学校全校生徒を対象に啓発することで、生徒を通じ

た家族単位の周知ができたため、組回覧も含めてより多くの方へ

の啓発ができました。 

②火災予防という地道な広報、啓発活動を継続することが、火災及

び焼死者発生の抑止に繋がるため、区民のニーズに合わせて、よ

り効果的な方法で実施していきます。 

③26 年度は白鳥学区を重点学区として、放火火災の発生防止に向け

地域と協働して啓発活動を実施しました。地域ぐるみで熱心に取

り組んでいただき、26 年中は白鳥学区において放火火災の発生は

「0件」でした。 
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②地域防災力の向上 

取組項目 取組内容 

取組 6 

地域防災力の

パワーアップ

事業 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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

①白鳥学区：11 月 22 日実施 

 千年学区：11 月 29 日実施 

 

 

②講習実施人数：延べ 8,140 人 

③自主防災訓練実施回数：46 回

（参加者数：延べ 2,268 人） 

☆☆☆ 

コメント 

①白鳥学区及び千年学区の 11 箇所の避難所において避難所運営訓

練を実施しました。この訓練を通じて、「自助」「共助」の重要性

や避難所運営について考えていただく契機となりました。 

②地域防災力の向上には、自分の命を守り、共助につなげていくこ

とが重要です。学校での防災講習では、初期消火や応急手当、搬

送法の講習も実施しています。 

③26 年度は、自主防災訓練が実施されていない共同住宅にも訓練の

実施に向け働きかけを実施しました。実際の訓練を通じて、各自

主防災組織が課題を発見し、防災対策を考える契機となりました。

取組 7 

助け合いの仕

組みづくりの

推進 

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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①4学区の学区連絡協議会等にお

いて取組内容を説明しました。 

新たに白鳥学区の１町内会に

おいて、助け合いの仕組みづ

くりに取り組むこととなりま

した。 

②白鳥学区の町内会：5 月実施 

 船方学区の町内会：8 月実施 

☆☆☆ 

コメント 
引き続き、「助け合いの仕組みづくり」とともに「地域での支え合

いネットワークづくり」を推進していきます。 
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取組項目 取組内容 

取組 8 

地 域 防 災 の

推進 

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）（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） 

【目標】 【結果】 【達成度】

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

①11月29日に千年学区で実施し

た避難所開設・運営訓練におい

て、津波避難ビルの周知と、津

波避難の方法についての説明

を行いました。 

②要支援者とその補助者の数を

低限の所要数として見積も

りました。 

所要数：9,904 人 

津波避難ビル収容人数： 

27,628 人 

収容率：278.9% 

 津波避難ビルの確保：新規 2件 

③3事業所と地域の学区が大規

模災害時の支援協力に関する

覚書を締結しました。 

④指定井戸：17 施設 

☆☆ 

コメント 

①②今後も、津波避難ビルの周知と指定確保に努めていきます。 

③南海トラフ巨大地震を想定し、地域貢献を模索している事業所が

増加している傾向にあるので、このタイミングを逃さないよう地

域防災協力事業所制度の周知に努め、協力いただける事業所を増

やしていきます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①講演会等：2回開催（1月、3月） 

 災害ボランティア活動の PR：7

回実施 

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 

☆☆☆ 

コメント 

災害ボランティアの役割は非常に重要であり、今後も地域の方に

対しボランティア活動の PR を行うとともに、災害ボランティアの育

成支援を実施します。 
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取組項目 取組内容 

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） 

【目標】 【結果】 【達成度】

①参加者数：200 人以上 

②参加者数：600 人以上 

①参加者数：約 330 人 

②参加者数：約 800 人 
☆☆☆ 

コメント 

平成 27 年度についても、地域の皆さまのご意見を参考にし、地域

の方が自ら進んで参加いただきえるような訓練のあり方や、より実

践的で効果的な訓練を地域・企業・行政が一体となって検討し、実

施します。 

 

③青少年健全育成の推進 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

②親子ふれあい映画会参加者数 

7 月開催：210 人 

3 月開催：200 人 

 マジックショー参加者数 

12 月開催：500 人 

③区内全学区から出場(1月開催) 

④年少リーダー講習会延べ参加

者数：199 人 

⑤区内の全小中学校にて実施 

☆☆☆ 

コメント 

映画会やマジックショーでは、子どもに分かりやすく不審者への

対応策について講話を行いました。親子が楽しくふれあいながら情

報を共有することで効果的な啓発ができました。 

また、学区対抗ドッジボール大会を開催し、親子のふれあいの機

会を増やすことができました。 

引き続き、子ども会活動を支援することで、地域における子ども

の健やかな育成に努めます。 

思春期セミナーを引き続き全小中学校で実施し、啓発に取り組み

ます。 
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④快適なまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

②空地をきれいにする運動期間

中の清掃率：90％以上 

②空地をきれいにする運動期間

中の清掃率：96.0% 
☆☆☆ 

コメント 
清掃依頼や勧告により、ほとんどの空地について所有者により清

掃が行われました。今後も、適切な指導を続けていきます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

②定期的な巡回指導等：12回実施

(うち４回は保健委員と協働) 

③なかよしペット事業参加者数 

  区民まつり(保健委員と協

働)：300 人 

安心・安全フェスタ：50 人 

☆☆☆ 

コメント 

地域との協働という点では、前年度と比較して大きく前進しまし

た。今後はより活動を地域に浸透させるとともに、ペットとの同行

避難についてより多くの区民に周知を図っていきます。 

 

（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 

 子育て支援や高齢者・障害者の支援など、11 項目の取組みを掲げました。 
 
①地域福祉の推進 

取組項目 取組内容 

取組 14 

地域福祉の拠

点づくり 

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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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） 

①開設支援：4か所 

 

②4学区の学区連絡協議会等にお

いて取組内容を説明しました。 ☆☆☆ 

コメント 
引き続き「ふれあい・いきいきサロン」の開設・「地域での支えあ

いネットワークづくり」に向けての情報収集と地域への働きかけを
行っていきます。 
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取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①来場者数：1,800 人以上 

 

②来場者数：200 人以上 

①10 月 26 日開催 

来場者数：1,880 人 

②3 月 8 日開催（「ワクワクおや

こ春まつり」に名称変更） 

来場者数：700 人 

☆☆☆ 

コメント 
交流や啓発の場として多くの方にご参加いただきました。 
27年度も実行委員会で新企画等を検討するとともに引き続き開催

し、交流を図っていきます。 

 

②子育て支援 

取組項目 取組内容 

取組 16 

子 育 て 支 援

に 係 る 情 報

の発信 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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) 

①「あつた子育てカレンダー」：

毎月発行 

社会福祉協議会ホームペー

ジ：毎月更新 

②訪問率：96.9％（転出者・区不

在者を除く） 

③新生児・乳児家庭訪問実施率：

99.6％ 

 

 

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) 

☆☆☆ 

コメント 

①②④地域における母子の孤立化を防ぐために、子育て情報の提供

や赤ちゃん訪問を今後も重点的に取り組みます。 

③出生届を提出された方ほぼ全員の方に、新生児・乳児訪問ができ

ました。 
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取組項目 取組内容 

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） 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①5月16日開催（参加者数：262名） 

その後地域の交流会に参加を

希望する割合：93.8％ 

☆☆☆ 

コメント 

①母子で出掛けられる場所を提供することは、地域における母子の

孤立化を防ぐために有効であることから、今後も交流会を継続し

ていきます。 

②参加することで仲間づくりができ、育児の参考になるような教室

づくりをめざします。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①区サポート連絡会議：年 2回開

催（7月・2月） 

赤ちゃん訪問事業の未訪問家

庭：全家庭の状況を確認 

②児童虐待サポートチーム会

議：2回開催 

毎月の実務者会議で関係機関

と必要な情報を共有し、ケー

スの対応方針について話し合

いました。 

③参加者の達成度・満足度：100％ 

☆☆☆ 

コメント 

今後も関係機関と密に連携しながら、虐待の恐れのあるケースへ

の対応に努めます。 

また、虐待の早期発見及び発生予防のために、啓発運動や親支援

講座の内容拡充に努めます。 
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③高齢者への支援 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①各会場 11 回実施 

生活機能が維持できた人の

割合：85.8％ 

運動機能項目の維持・改善者：

88.8％ 

 

 

②8 月 29 日開催（参加者数：102

名） 

老人クラブ主催のウォーキン

グ大会へ参加を希望する人の

割合：73.5％ 

☆☆☆ 

コメント 

①高齢者が住み慣れた地域で、身体機能を維持しながらいきいきと

生活できるように介護予防に努めます。 

②体力測定会は好評を得ているので、継続して開催できるようにし

ていきます。 

取組 20 

地域における

高齢者支援の

推進 

①「地域での支え合いネットワークづくり」を支援します。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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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Ｐ

Ｒを実施します。 

①4学区の学区連絡協議会等にお

いて取組内容を説明しました。 

11 月 12 日「大宝学区地域支援

ネットワーク運営協議会」開

催 

12 月 15 日「千年学区地域支援

ネットワーク運営協議会」開

催 

②12 月の民児協正副会長連絡会

に高齢者虐待防止啓発チラシ、

障害者虐待防止啓発チラシを

配付し、全民生委員に通報・相

談窓口の周知をしました。 

☆☆☆ 

コメント 
「地域支援ネットワーク運営協議会設置要綱」の設置の趣旨を「孤

立死防止」から「孤立防止」に変更しました。 
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取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

「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 

対象者のうち配布を希望される

方全員に配布 ☆☆☆ 

コメント 

より多くの対象者にあんしんキットを届けるよう努めるととも

に、配付対象者ではない高齢者にもあんしんキットの利点や作成方

法を周知し、利用促進を図ります。 

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。 

＊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。

【目標】 【結果】 【達成度】

①認知症講演会：参加者数 350 人

 

 

 

②出張回想法実施数：7 回 

①認知症講演会（2 回開催）：参

加者数合計 600 人 

 認知症サポーターの養成：約

950 人 

②出張回想法実施数：5 回 

3 月 1 日に「回想法まつり in

ナゴヤ」においてパネル展示 

ホームページで回想法を紹介 

☆☆☆ 

コメント 

①今後も、認知症の方やご家族が住みやすい地域をめざして、認知

症サポーターを増やします。 

②引き続き福祉会館から「回想法」を積極的に発信し、地域の認知

症予防の一助とします。 

 

  



12 

④障害者への支援 

取組項目 取組内容 

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。 

＊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 

【目標】 【結果】 【達成度】

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。 

①障害者自立支援協議会が「あっ

たかあつた・福祉フェスタ」や

「防災訓練」で、車いす体験等

の福祉体験や、障害の説明等、

啓発活動を実施しました。 

②引き続き授産製品を障害者支

援コーナーで展示し、区ホーム

ページで掲載するとともに区

役所庁舎内での授産製品販売

を 1月から試行実施しました。 

③12 月の民児協正副会長連絡会

で障害者虐待について周知す

るとともに、定期的（6 月、9

月、12 月、3 月）に障害者虐待

防止連絡会議を開催しました。 

④障害者自立支援協議会防災部

会で、緊急時に支援者に提示で

きる、携帯用ヘルプカード（支

援に必要な情報を簡潔に記載

するもの）を作成しました。 

☆☆☆ 

コメント 
目標は達成できましたが、地域での障害についての理解を深める

ためにさらに内容を充実するよう努めます。 
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⑤区民の健康づくり 

取組項目 取組内容 

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。 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

①出張健康相談の開催（年４回） ①出張健康相談の開催：4回 

ルネサンス名古屋熱田（6 月

20 日） 

利用者数：41 人 

区民まつり会場（10月12日） 

利用者数：130 人 

熱田福祉会館（10 月 17 日） 

利用者数：27 人 

イオンタウン熱田千年（2 月

10 日） 

利用者数：11 人 

☆☆☆ 

コメント 

平成 25 年度からの健康なごやプラン 21（第 2次）の目的である

健康寿命の延伸をめざして、出張健康相談をはじめ区民の健康づく

りへの意識を高める取組みを継続します。 

 

（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 

 あつたの魅力向上・魅力発信などをめざして、6項目の取組みを掲げました。 

 

①あつたの魅力向上・魅力発信 

取組項目 取組内容 

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 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①「あったか！あつた魅力発見市

2014」：11 月 23 日開催（参加

者数：延べ 20,148 人） 

熱田ぐるりんウォーキングの

開催(3 月 22 日) 

参加人数：167 人 

③堀川一斉清掃と子ども乗船体

験（9月 20 日開催） 

参加人数:367 人 

☆☆☆ 

コメント 

次年度以降は、熱田ブランド戦略とも連携し、熱田の魅力を発信・

発見し、区民が歴史を感じられ、訪れたくなるまち熱田区をめざし

ていきます。 
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取組項目 取組内容 

取組 26 

街道のつなが

り事業 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①街道宿場市への出展数： 7団体

 

②講演会参加者数：150 人 

①出展数：区外7団体、区内2団体 

②座談会･映画会｢映画から考え

る熱田のまち･街道｣の開催( 6

月 18 日) 

参加者数：約 220 人 

☆☆☆ 

コメント 
事業開始から 4年が経過し､他事業や他の団体との連携で目的を

達成できるよう検討していきます。 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

歴史資料展示コーナー：展示替え

2 回（4月、10 月） 

所蔵する歴史資料のデジタル映

像化の作業を進めていきました。 

☆☆☆ 

コメント 

歴史資料展示コーナーの展示替えを予定通り実施しました。アン

ケート結果によると、概ね好評でした。もっと多くの人に見ていた

だけるようイベントでのチラシ配布やホームページなどでも情報発

信していきます。 

 また、展示替え作業と並行して、歴史資料の分類整理、デジタル

映像化を進めていきます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

文化祭の来場者数合計：2,300 人

以上 

文化祭の来場者数合計：1,900 人 

（書道展・美術展 500 人、秋季花

道展 450 人、区民芸能オンステー

ジ 950 人） 

☆☆☆ 

コメント 

 文化祭主催関係団体による各会員等への出品、参加への働きかけ

などの調整を進めること及び広報活動に工夫をこらすことにより、

文化祭への来場者を増やすよう努めていきます。 

 

②にぎわい・交流の推進 

取組項目 取組内容 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

にぎわい秋まつりの来場者数：

15,000 人以上 

来場者数：19,000 人 ☆☆☆ 

コメント 
これからも区民にとって、行って良かった、参加して良かったと

思える「区民まつり」にしていきます。 
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③人材育成 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

歴史資料室ボランティア養成講

座 講座受講者数：20 人 

前期主催講座「熱田歴史資料室マ
イスターになりませんか？」受講
者数：13 人 
講座終了後、「熱田区歴史資料室
ボランティア」に 2 人入会 

☆☆ 

コメント 

熱田区は他区と比較して、マイスターのグループ数も多く、活発

に活動しています。熱田区のさらなる活性化につながるよう、講座

や事業の実施を通して、まちづくりの担い手となる人材の育成を図

っていきます。 

 

（４）皆さまに信頼されるあったか区役所 

 市民サービスの向上などをめざして、4項目の取組みを掲げました。 

 

①市民サービスの向上 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

窓口アンケート（11 月実施）の

お客さま満足度で、「満足」及び

「とても満足」の割合：97.7％ 

☆☆☆ 

コメント 
今後も市民の方々の満足度アップをめざし、日々の業務における

接遇向上に取り組みます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①業務改善を各課で１つ以上掲

げ、取り組みます。 

課毎に業務改善に取り組み、10
件の業務改善を行いました。 
10 月以降、来年度に向けて新た
に 12 件の業務改善に取り組んで
います。 
係長級職員を対象にコーチング
研修を実施しました。 

☆☆☆ 

コメント 次年度以降も引き続き、業務改善に努めていきます。 
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②区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 

取組 33 

区 民 ニ ー ズ

の把握 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①区民アンケート 8 月実施

（1,200 人の区民の皆さまを

対象） 

回収数：407 人 

②船方学区懇談会：9月 24日開催 

野立学区懇談会：1月 23日開催 

☆☆ 

コメント 
今後もより多くの方からご意見をお伺いし、区民ニーズを把握す

るよう努めます。 

 

③区民への情報提供 

取組項目 取組内容 

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。 

＊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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①ツイッターのフォロワー数：

455 人 

②区ホームページのアクセス数

（トップページ）：83,320 件 

☆☆☆ 

コメント 
潜在的需要に応えることができるよう、一層の充実に努めていき

ます。 

 


