
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。

医療、介護、介護予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの本格的推進が

求められる中、高齢者が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」の設置に向けて情報収集と働きかけ

を行います。

【ふれあい・いきいきサロン】

社会福祉協議会

【目標】①新規開設支援：3 か所（合計 28→31 か所）

②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

取組 15 

福祉フェス

タの開催

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。

【あったかあつた・福祉フェスタ】

社会福祉協議会

【目標】来場者数：1,900 人以上

（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
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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」を実施し、

地域の交流会などの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など保育所入所に必要な情

報を提供します。

⑤都市化や核家族化などによる子育て家庭の孤立化を防ぐため、

「あつた子育てマップ」の改訂版を発行し、地域の子育て関連情

報の発信に努めます。<拡充>

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

民生子ども課

保健予防課

社会福祉協議会

【あつた子育てマップ】

【目標】①「あつた子育てカレンダー」の発行：12 回

②「赤ちゃん訪問事業」の訪問率：95％（転出者・区不

在者等を除く）

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

④平成28年4月1日現在の保育所入所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ) 

⑤「あつた子育てマップ」を改訂、発行

取組 17 

子育ての仲

間づくりの

推進

①子育て家庭の交流を図るため「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」

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、家庭訪問を行い実情把握に努める

ほか、必要に応じ、個々のケースに係わる関係機関が集まり、情

報共有及び支援の検討を行い、虐待につながらないよう対応しま

す。

③子育て中の親を対象に、子育てに関する問題解決のスキルを学び、

養育力の向上を図る「親力アップ講座」を開催します。<拡充> 

④児童虐待防止推進月間（5月・11月）に児童虐待防止推進の啓発

活動を行い、児童虐待問題への関心を高め、相談窓口の周知に努

めます。<拡充> 

【児童虐待防止推進キャンペーン】

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の開催：2 回（7 月、2 月）

②必要に応じ、児童虐待サポートチーム会議を開催

③参加者の達成度・満足度：80％以上

④児童虐待防止推進キャンペーンの実施：5 月、11 月

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

<重点>

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、介護

予防教室を 5 会場で各月 1 回（8 月を除く）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の提

供とその結果を踏まえての健康維持のアドバイスにより健康づ

くりを進めます。

③「芸能のつどい」などの老人クラブ主催の事業を支援します。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】①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「熱田いきいき体力測定会」の参加者数：110 人
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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、「地域支援ネットワーク運営協議会」実施学区への支援を

引き続き行い、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、虐待について高齢者及びその家族に周知

し、通報・相談窓口を案内します。また、虐待ケースについて関

係機関が定例会議を開催し、情報共有を図り対応の検討を行いま

す。個別の緊急を要する場合にはケース会議を開き、必要な支援

を行います。

③65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。

＊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

保健予防課

社会福祉協議会

【緊急時あんし

んキット】

【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虐待防止を啓発するため、高齢者及びその家族対象の行

事において、虐待に関する情報を提供

③新規配付対象者全員へ活用を呼びかけ配付

取組 21 

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認知症による“はいかい高齢者”への声かけや連絡に関する「は

いかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練」を実施します。<拡充>

③認知症予防の一助として、福祉会館職員により出張回想法(*)を

実施します。

＊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。

【認知症講演会】

福祉課

保健予防課

社会福祉協議会

【目標】①認知症講演会の参加者数：３５０人

②はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練の実施：1 回

③出張回想法の実施：7 回
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16 

④ 障害者への支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 22 

障害者支援

の推進 

①障害者自立支援連絡協議会(*)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、区役所庁舎内での授産製品の販売を実施します。<拡充>

③障害者虐待を防ぐため、虐待について障害者及びその家族に周知

し、通報・相談の窓口を案内します。虐待ケースについて関係機

関が定例会議を開催し、情報を共有します。個別の緊急を要する

場合にはケース会議を開き、必要な支援を行います。 

④障害者及びその支援者に対し、障害に応じた防災対策を講じるた

めの講演会を開催します。<新規>

＊障害者団体や区役所、保健所、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めざすネットワーク 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】①年間を通じて啓発や支援を実施 

②区役所庁舎内授産製品販売を実施するとともに、行事や

イベントの日時に合わせた庁舎内販売について検討 

③虐待防止を啓発するため、障害者、その家族及び支援事

業所対象の行事において、虐待に関する情報を提供 

    ④「障害者及び支援者を対象とした防災講演会（仮称）」

の参加者数：100 人

⑤ 区民の健康づくり

取組項目 取組内容 担当課 

取組 23 

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。事業の認知度を上げて申し込み者を増

やすために、さまざまな広報媒体を活用するなどの工夫をしま

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。 

保健予防課

【目標】①出張健康相談の実施：４回 

②乳がんの自己触診についての教室の開催：6 回 

休日の胃がん・大腸がん検診の実施：2 回 

休日の乳がん検診の実施：1 回 

各検診、教室の１回当たりの申込者数：平均 20 人以上 

③「歯と口の 1 日健康センター」の来所者数：350 人



熱田区には、悠久の歴史を誇る熱田神宮があります。また、断夫山古墳のほか、白鳥古墳など

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、東海道五十三次 41番目の宿場で、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さまざまな名所・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。

さらに、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「熱田ブランド戦略」を推進します。

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 24 

熱田ブラン

ド戦略

「熱田ブランド戦略」について、大学や地域団体などと連携して、

調査･研究などを実施し、具体的な行動計画を検討します。<新規>

企画経理室

【目標】「熱田ブランド戦略」について、調査・研究などを実施し、

具体的な行動計画を検討

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>

熱田のにぎわいづくりについて、地域団体や大学、ＮＰＯ団体、

市の関係部局などと連携・協力し、熱田の魅力を発見･発信します。

①「あつた魅力発見市(仮)」を開催します。

②熱田区まちづくり協議会(*) (堀川にぎわいづくり専門委員会)と

の連携事業を開催します。

＊地域団体･行政･企業･ボランティア団体･ＮＰＯ団体などが参加し自主的なまち

づくりを進めるため設置された協議会

【あったか！あつた 【熱田ぐるりん

魅力発見市 2014】 ウォーキング】

まちづくり推進室

【目標】①「あつた魅力発見市(仮)」を開催

②堀川一斉清掃と子ども乗船体験の参加者数：350 人

熱田ぐるりんウォーキングの参加者数：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 26 

再発見！七

里の渡しの

魅力 

<重点>

 「七里の渡し」は熱田区（宮宿）と桑名市（桑名宿）を結ぶ旧東

海道の唯一の海路です。この海路を熱田区の地域特性と捉え、広く

ＰＲするとともに、将来の民間事業者による活用をめざし、住宅都

市局と連携した事業を実施します。<新規>

①住宅都市局と連携した船上事業を実施します。 

②七里の渡しの歴史について周知・広報します。 

まちづくり推進室

住宅都市局 

【目標】①船上講演会･寄席の開催 

②七里の渡し PR 映像の作成・広報

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。 

歴史資料展示コーナーの展示替えや、所蔵する歴史資料をデジタ

ル映像化して保存します。また、区民まつり、生涯学習まつりなど

各種イベントに参加します。 

【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の展示替えの実施：２回 

所蔵する歴史資料をデジタル映像化 

取組 28 

市民文化の

発信 

①区民まつり「文化祭」として、区民美術展・書道展、秋季花道展、

区民芸能オンステージを実施します。 

②春のいけ花展・学生書道選抜展を支援します。 

   【区民芸能オンステージ】 

まちづくり推進室

【目標】①文化祭の来場者数：合計 2,300 人

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。 

また、「にぎわい秋まつり」において、街道の要衝として発展し

た熱田区の歴史性を活かした「街道宿場市」を開催します。 

【区民まつり（にぎわい秋まつり）】              【街道宿場市】 

まちづくり推進室

【目標】にぎわい秋まつりの来場者数：19,000 人



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 30 

お客さまの

目線に立っ

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、さまざま

な事例に臨機応変に対応できることが求められます。そのため、

区役所職員を対象に、市民満足度（ＣＳ）向上接遇研修を外部講

師により実施します。

③窓口アンケートの結果を踏まえ、各課が職場の課題に応じた研修

を実施します。

区役所全課

【目標】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 31 

業務改善の

推進

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。

区役所全課

【目標】業務改善の実施：各課１つ以上

② 区民ニーズの把握

取組項目 取組内容 担当課

取組 32 

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。

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区民アンケートの対象者数を増加

②学区懇談会の開催：2 学区

（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 33 

積極的な

情報発信

<重点>

①熱田区公式ツイッターを充実し、区民に情報提供を行います。

②熱田区ホームページをより利用者が見やすいよう充実させます。

③区役所 1階のモニター機器などを活用して、来庁者の皆さまに区

政に関する情報や防災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皆さまの情報リテラシー(*)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。

【タブレット講座】

まちづくり推進室

企画経理室

【熱田区ツイッター】

【目標】①ツイッターのフォロワー数：650 人

②区ホームページ年間アクセス数（総ページ計）：

540,000 件（月平均 45,000 件）

④情報化に関する研修などを実施

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、要望等記録制度などについて各課で研

修を実施し、不祥事防止・法令順守の意識向上を図ります。

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の設定など残業時間の減少に

より、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するとともに、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、心肺蘇生トレーニングキットの紹介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 上記区役所広報や講習指導、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26年度は、熱田区において、電線類の地中化・歩道整備・車道舗

装などの工事を行い、電線共同溝の本体工事が完了しました。 

今年度は、各戸への電線類引込工事や主に六番町周辺を中心として、

歩道整備・車道舗装工事などを行います。 

自転車駐車場の整備（六番町駅）（緑政土木局自転車利用課） 

地下鉄六番町駅周辺において、江川線整備工事に同調し、自転車駐車

場の整備を進めていきます。 

御田
み た

人道橋の整備（緑政土木局道路建設課） 

平成 26 年度までに大津通から踏切間の道路を使って組み立てた橋桁

を線路上空に送り出す工事が完了しました。 

今年度は、線路西側で高欄などの付属物の設置、エレベーター設置工事

を進め、線路東側で階段設置工事とエレベーター設置工事を進めていきま

す。 
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公所（署） 取組項目・内容 

熱田環境事業所 

環境にやさしく、快適できれいなまちづくり 

① 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り、ていねいで確実なごみ

と資源の収集に取り組みます。 

② ごみ・資源の分別の推進 

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。また、市民からの

問い合わせに対し、分かりやすい説明に努めます。 

③ 不法投棄及びごみの散乱の防止 

不法投棄の発生を抑制するため、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し、被害現場の調査、違反者への指導を

行います。 

また、カラスなどによるごみの散乱を防止するため、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。 

④ 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、指定団体への

登録の推進を図り、地域・関係機関と協力して、古紙の持去り防止

に努めます。 

上下水道局 
中川営業所 

防災意識の啓発 

① 地域の皆さまに地震や浸水などの非常時に役立つ防災情報を発信

するとともに、上下水道局事業についての展示・説明を行い、理解

を深めていただくため、「なるほど！知って役立つ水道・下水道の

防災」行事を開催します。 

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。また、地域に関する

情報を積極的に収集し、提供することで市民・行政に役立つ図書館をめ

ざします。 

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 

⑤ 地域の情報収集、提供の推進 

⑥ 開館 55 周年事業の検討 
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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 

いじめのない学校づくりに一層取り組むとともに、関係機関との連携

を強め、児童生徒が心豊かに成長するように努めます。 

地域との連携強化 

「地域の中の学校」として、学校行事の情宣や地域行事などへの参加

を進めます。 

関係機関と一層連携して、防災教育の充実や避難所運営などにおける

諸問題の解決に向けて取り組みます。 

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。 

認知症関係事業 

① 認知症高齢者を介護する家族の支援 

「介護教室」「家族サロン」のほか、「もの忘れ相談医の専門相

談」「認知症サポーター養成講座」を実施します。 

② 認知症初期集中支援チーム事業 

看護師・社会福祉士・医師(嘱託)で認知症の方の自宅を訪問し、

本人やその家族に早期に関わり、支援します。 

③ 認知症地域支援推進員の配置 

認知症の方を医療機関や介護サービス及び地域の支援機関につ

なぐ支援や相談業務などを行います。 

④ 認知症ケアパスの作成 

病気の進行などに合わせて、いつ、どこで、どのような医療や介

護サービス・支援を受けられるのかをあらかじめ示した熱田区版ケ

アパスを作成します。 

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） 

安心・安全で快適な地下鉄をめざして 

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。 
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公所（署） 取組項目・内容 
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 お客さま目線に徹した親切で丁寧な対応を実践します。 

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。

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。 

熱田生涯学習 
センター 

地域の生涯学習の振興 

講座などの事業による学習機会の提供や、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、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講座などの事業を開催します。また、学習

成果還元の場として「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 

講座案内などの各種事業のちらし、ホームページ、学習情報コー

ナーなどを活用して、生涯学習に関する情報提供や自主グループの

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 

受付での応対や学習相談コーナーを通して、きめ細やかな学習相

談を実施するとともに、自主グループの発足や運営などの支援を進

めます。また、学習成果の発表や情報交換、交流の場として「熱田

生涯学習まつり」を開催します。 

④ 安心・安全に利用され、親しまれる施設運営 

利用調整会やアンケートなどを活用して、利用者の意見や要望を

把握しながら、区役所や関係機関、地域との連携を図りつつ、地域

の生涯学習施設として市民が安心・安全に親しみをもって利用でき

るように、施設の管理運営に関して積極的に工夫・改善に努めます。
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５．平成 26 年度区政運営方針の取組結果（概要） 

（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。 

評 価 基 準 取組項目の数 

☆☆☆評価 概ね 8割以上 ３１

☆☆評価 概ね 5割以上 ３

☆評価 5割未満 ０

―評価      未実施 ０

合  計 ３４

（２）各項目の取組結果 

＊平成 26 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。 

 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。 

取組 1 総合的な啓発事業 ☆☆☆ 取組 8 地域防災の推進 ☆☆

取組 2 防犯対策 ☆☆☆ 取組 9 災害ボランティア団体との連携・活動の推進 ☆☆☆

取組 3 放置自転車対策 ☆☆☆ 取組10 水防訓練・防災訓練の実施 ☆☆☆

取組 4 交通安全対策 ☆☆☆ 取組11 青少年健全育成の推進 ☆☆☆

取組 5 防火対策・焼死者ゼロ対策 ☆☆☆ 取組12 町を美しくする運動の推進 ☆☆☆

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

取組 7 助け合いの仕組みづくりの推進 ☆☆☆

取組14 地域福祉の拠点づくり ☆☆☆ 取組20 地域における高齢者支援の推進 ☆☆☆

取組15 福祉フェスタの開催 ☆☆☆ 取組21 緊急時あんしんキットの配付 ☆☆☆

取組16 子育て支援に係る情報の発信 ☆☆☆ 取組22 認知症対策 ☆☆☆

取組17 子育ての仲間づくりの推進 ☆☆☆ 取組23 障害者支援の推進 ☆☆☆

取組18 児童虐待の防止 ☆☆☆ 取組24 区民の健康づくり ☆☆☆

取組19 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 ☆☆☆

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 ☆☆☆ 取組28 市民文化の発信 ☆☆☆

取組26 街道のつながり事業 ☆☆☆ 取組29 区民まつり ☆☆☆

取組27 歴史資料の整理と展示 ☆☆☆ 取組30 まちづくり人材育成 ☆☆

取組31 お客さまの立場に立った接遇 ☆☆☆ 取組33 区民ニーズの把握 ☆☆

取組32 業務改善の推進 ☆☆☆ 取組34 積極的な情報発信 ☆☆☆

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

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

皆さまに信頼されるあったか区役所



６．区長の裁量が発揮できる予算 

（１）平成２７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２７年度に

9,517,000 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）

総合的な啓発事業 222

熱田区防災公開講座 63

地域での支え合いネットワークづくり 48

親子ふれあい映画会 110

学区対抗子どもドッジボール大会 55

なかよしペット事業&快適なまちづくり 170

「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 65

695行発の」プッマて育子たつあ「

441催開座講るす援応をて育子：業事援支庭家て育子

34会定測力体きいきい田熱

55会演講のめたるえ備に害災が達方つもを害障

145略戦ドンラブ田熱

000,1業事見発再力魅の田熱

291グンキーォウんりるぐ田熱

852験体船乗もど子と掃清斉一川堀たつあ

006力魅のし渡の里七！見発再

区民まつり 4,600

区民ニーズの把握 415

区政運営方針の策定 340

合　計 9,517

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

755

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

7,191

事　　項

安心・安全で快適なまち 668

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

903

※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。

（２）平成２６年度予算の執行状況 

平成２６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。

区　　分
決算額
（千円）

安心・安全で快適なまち 647

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

497

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

6,773

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

1,065

合　計 8,982

主　　な　　事　　項

総合的な啓発事業（安心安全フェスタ）や親子ふれあい映画会の開催など

子育てを応援する親力アップ講座の開催や障害者向け災害時ヘルプカードの作
成など

熱田の魅力再発見事業（あったか！あつた魅力発見市）や区民まつりの開催など

区民ニーズの把握や区政運営方針の策定など

※表中の金額は千円未満を四捨五入し、千円単位で表示しています。

26





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。


