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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 には法 持 寺 ・白 鳥 陵 が描 かれています。法 持 寺 は、曹 洞 宗 の寺 院 で、山 号
は白 鳥 山 （はくちょうざん）です。弘 法 大 師 が自 刻 の地 蔵 菩 薩 像 を本 尊 として小 堂 を
建 立 したのが始 まりとされています。 

白 鳥 陵 （白 鳥 古 墳 ）は、全 長 約 74 メートルの前 方 後 円 墳 で、6 世 紀 初 め頃 の築 造
です。古 くは日 本 武 尊 の墓 と伝 えられていましたが、現 在 では尾 張 氏 の墓 と考 えられ
ています。入 口 に本 居 宣 長 の歌 碑 があります。 
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※白鳥庭園、神宮東公園

などで見られます。 
※沢上交差点、神宮東公園

などで見られます。 

ご あ い さ つ 

 

 

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 

 

区民の皆さま、こんにちは。本年 4 月に熱田区長に新たに就任いたしました浅井と

申します。 

日ごろより区政の各般にわたりまして、ご理解とご協力をいただき厚くお礼を申し

上げます。 

 熱田区が実施する主な取組みを明らかにした「平成２７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、 

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。 

 熱田区は、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

的文化遺産が数多く存在する「歴史・文化の香り漂うまち」です。その一方で、発生

が懸念されている南海トラフ巨大地震に対する備えや、確実に進みつつある少子化・

高齢化に対する対応などの課題もあります。 

 これらの課題に対して、さまざまな団体の皆さまや区民の皆さまと協働して取り組

んでいきたいと思います。 

区役所の仕事は、地域の皆さまの力に支えられていると感じています。また、そう

した地域の力を活性化することをお手伝いするのが区役所の大切な役割のひとつで

あると考えています。 

今後も、区民の皆さまにより身近で信頼される「住みたくなるまち 訪れたいまち 

あったか熱田」をめざ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２７年 5 月 熱田区長 浅井 愼次 
 
 

 

            熱田区の花              熱田区の木 

 

            ハナショウブ             クロガネモチ 
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１．区政運営方針について 

 平成 26 年 10 月に策定されました「名古屋市総合計画 2018」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「名古屋市総合計画 2018」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。「名古屋市総合計画 2018」の方向性を意識し、長期的な展望を加え、

平成 30 年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 

「名古屋市総合計画 2018」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、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、「名古屋市総合計画 2018」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。 

また、平成29年度に迎える区制80周年に向けての各種取組みの検討を行い、準備

を進めてまいります。 

 

 

 

 



２．熱田区の現状

（１）熱田区の基本情報

①面積・人口・世帯数

②人口推移

③熱田区の世帯数と一世帯あたりの人員の推移

（２）安心・安全で快適なまち

①区内の犯罪・交通事故の状況

ア 熱田区の刑法犯認知件数の推移

熱田区の人口は、ほぼ横ば

いで推移しています。

将来的には、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。

面積は 2 番目に小さく、人口と

世帯は 1 番少ない区です。

（各年10月1日現在）

国勢調査結果より 但し、平成26年は市推計人口

（各年10月1日現在）

国勢調査結果より 但し、平成26年は市推計人口

平成26年中の刑法犯認知件数は

1,063 件で、前年に比べ 227 件

（17.6％）減少しました。

（各年1～12月）熱田警察署 「刑法犯交通事故発生状況」及び平成27年度名古屋市犯罪抑止対策（熱田区版）より

面積（単位：k㎡） 面積が小さい順

1 2 3 14 15 16
東区 熱田区 中区 守山区 緑区 港区

7.71 8.20 9.38 34.01 37.91 45.63 326.44

人口（単位：人） 人口が少ない順

1 2 3 14 15 16
熱田区 東区 中区 守山区 中川区 緑区
65,067 75,660 81,820 171,403 220,061 238,142 2,276,590

世帯数（単位：世帯） 世帯数が少ない順

1 2 3 14 15 16
熱田区 東区 瑞穂区 千種区 緑区 中川区
30,765 39,749 48,170 82,688 93,211 94,574 1,045,642

（平成26年現在）国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」より　

（平成26年10月1日現在）市推計人口より　　

（平成26年10月1日現在）市推計人口より　

全市

全市

全市
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（参考）
一世帯あたりの人員

全市（平成 26 年）

2.18 人

人

件



イ 熱田区の犯罪発生状況

ウ 熱田区の交通事故の状況

②南海トラフ巨大地震に対する備え

ア 熱田区における浸水予想範囲

・自動車盗は前年比で 12 件（57.1％）

増加しています。

・特殊詐欺（振り込め詐欺）の被害は、

8 件・約 2,400 万円となっています。

・自転車盗は減少しましたが、犯罪率

が市内でワースト 3 位でした。

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。

・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。

消防局 「南海トラフ巨大地震の被害想定について」より

件

○防犯、交通安全、防災などをテーマとする総合的な啓発事業を実施します。

○警察署と連携して、区の犯罪実態に即した防犯キャンペーンなどを実施します。

○警察署や地域の皆さまと連携して、交通安全キャンペーンや交通安全教室を実施します。

死亡 重傷 軽傷 合計

平成25年 1 19 504 524 1,897

平成26年 1 12 471 484 1,958

前年比 0 ▲ 7 ▲ 33 ▲ 40 61

物損事故
件数（件）

人　身　事　故　件　数　（件）
熱田区

○防犯、交通安全、防災などをテーマとする総合的な啓発事業を実施します。

○津波による浸水が予想される地域で津波避難ビルの指定等推進事業やＰＲを実施します。

○避難所開設・運営訓練や水防訓練・防災訓練を実施します。

取組1

取組2

取組4

取組1

取組8

取組6 取組9

住宅対象侵入盗

件

浸水範囲（あらゆる可能性を考慮した最大クラス）

*1,000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）
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（3）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

①少子化・高齢化の進行

ア 年齢 3 区分別人口

②ひとり暮らし高齢者世帯比率

（4）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

① 熱田区の主な歴史的・文化遺産、施設など

・0～14 歳の割合は低い順から中区

（7.9％）、中村区（9.8％）、熱田区

（10.8％）の順になっています。

・65 歳以上の割合は高い順から南区

（28.2％）、北区（27.0％）、中村区

（26.9％）、熱田区（25.7％）の順になっ

ています。

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。

・熱田神宮には、年間約 680 万人

が訪れます。

高座結
たかくらむすび

御子
み こ

神社

(平成26年10月1日現在）

市推計人口より

ひとり暮らし高齢者世帯比率も高くなって

います。

○高齢者が住みなれた地域で、安心して元気に暮らすことができる取組みを進めます。

○子どもを安心して育てることができるよう子育てを支援する取組みを進めます。

○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ます。

取組14 取組19 取組20 取組21

取組16 取組17

取組24 取組25 取組26 取組27

*ひとり暮らし高齢者世帯とは、本市「ひとり暮らし高齢者の認定基準」に基づく調査等により把握している65歳以上のひとり暮らし世帯

（平成26年10月1日現在）
市推計人口及び本市「ひとり暮らし高齢者の認定基準」に基づく調査等より

ひとり暮らし高齢者世帯比率（単位：％） 率が高い順

1 2 3 4 5

北区 南区 中村区 瑞穂区 熱田区

11.33 11.11 10.48 10.10 9.69 8.54

全市
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（５）皆さまに信頼されるあったか区役所 

①区民アンケート結果 

平成 26 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 26 年度

熱田区区民アンケート」を実施しました。 

 

ア 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 26 年 8 月 1 日～31 日 回収数 407 人（33.9％） 

イ 区民アンケート内容 

力を入れて欲しい課題 

 

 

 

 

 

 

 

○力を入れて欲しい課題としては、「治安の向上（防犯対策）」の割合が最も高く、6 割近くなってい

ます。 

○次いで「防災対策（風水害や地震などの災害に対する備え）」が 4 割程度であり、以下「まちの美

化（空地の雑草やごみのポイ捨て対策など）」、「高齢者の支援」、「子育て支援」が 3割前後で続いて

います。 

 

 

 

％

％

6 
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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。これらの対策は、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、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震では、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。 

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、空家対策をはじめ、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総合的な啓発事業を実施

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】事業の啓発対象者数：３００人 

取組 2 

防犯対策 

「平成 27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、自動車盗、特殊詐欺(*)に重点を置いた

啓発活動を実施します。 

特殊詐欺のうち、高齢者を狙った振り込め詐欺などの防止の啓発

を強化します。<拡充> 

＊被害者に電話をかけるなどして対面することなく人をだまし、指定した預

貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金などを

だまし取る犯罪の総称 

【防犯キャンペーン】 

まちづくり推進室

福祉課

警察署生活安全課

【目標】防犯キャンペーン・パトロール等の実施：４0 回

防犯講話等の実施：10 回 

（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 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】自転車マナーキャンペーンの実施：交通事故死ゼロの日を

中心に 15 回 

取組 4 

交通安全 

対策 

警察や地域と連携して、「交通安全スリーＳ運動(*)」をはじめと

した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。 

＊自動車などの運転者が特に心掛ける運転行動を表した「ストップ」「スロー」

「スマート」のキーワードの 3つの頭文字をとり、安全な行動の定着化を

図り、交通事故を防止する運動

【交通安全教室】 

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・生徒等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重点的に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】①平成 27 年度は野立学区を選定し、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 

野立小学校・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 6 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、各学区の全避難所を使って地域の方を対象と

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避難所運営に関する研修を行い、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

場などで行う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

訓練の実施に向けての働きかけや支援に努めます。

総務課

消防署

【目標】①避難所開設・運営訓練の実施：船方学区・野立学区・大

宝学区

②講習実施人数：延べ 8,000 人

③自主防災訓練の実施：45 回

取組 7 

助け合いの

仕組みづく

りの推進

<重点>

①災害時に近隣住民相互の助け合いにより、安否確認や救出、避難

誘導が速やかにできるよう地域で備えるための「助け合いの仕組

みづくり」を、「地域での支え合いネットワークづくり」を支援

する中で一体として行います。（11ページ参照）

②既に「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）が結成されている町内会などに対して、安否

確認訓練の実施など支援を行います。

総務課

消防署

【目標】①新たな町内会で１件以上の新規ネットワーク立ち上げを

実施

②訓練の実施：結成済みの町内会のうち１町内会以上

取組 8 

地域防災の

推進

①地域の皆さまと連携して、名古屋市が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）

を対象として津波避難ビルの指定等推進事業を実施します。

②広報なごやなどにおいて津波避難ビルのＰＲを実施するととも

に、防災訓練などにおいて津波避難ビルを使った訓練を実施しま

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

社屋に対して協力の呼びかけを実施します。

総務課

【津波避難ビル

表示シール】

消防署

【目標】①名古屋市が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）におい

て、学区人口分以上の避難スペースを確保

②各種訓練参加者アンケートにおける、津波による浸水が予

想される地域住民の津波避難ビルに関する認知率：100％

③地域防災協力事業所の拡大：5 事業所
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取組項目 取組内容 担当課

取組 9 

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 31日、会場：高蔵小学校）

②防災訓練（9月 6日、会場：千年小学校）

【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：220 人以上

②参加者数：620 人以上

取組 10 

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

施や各種事業を通じて積極的な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講演会等の実施：1 回以上

災害ボランティア団体の活動 PR の実施：2 回以上

②災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施：2 回以上

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。

まちづくり推進室

民生子ども課

保健予防課

【目標】①青少年を守るキャンペーンの延べ参加者数：4,200 人

②映画会等の延べ参加者数：800 人

③区内全学区から出場

④年少リーダー講習会の延べ参加者数：210 人

⑤思春期セミナーの開催：熱田区内の全小学校、中学校
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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の機会に、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：95％以上

取組 13 

ペットの適

正な飼い方

と災害時対

応の普及啓

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、ペットの適正な飼い方や身元

表示の啓発を行います(なかよしペット事業)。

④ペットとの同行避難訓練を実施します。<拡充>

【なかよしペット事業】

生活環境課

【目標】②定期的な巡回指導等の実施：12 回以上

③なかよしペット事業の参加者数：350 人以上

④ペットとの同行避難訓練を実施

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 27年度は、新たな町内会で 1件以上の新規ネットワーク立ち上げを実施します。

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

～高齢者や障害者の仲間づくりや
見守り・支援～

取組 14 取組 19

孤立防止地域支援
ネットワーク活動

～高齢者や障害者の孤立を防止～
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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