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平成 27年度熱田区区政運営方針の取組結果 

１．全体の状況 

平成 27 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。 

☆☆☆

(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 １０ 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 ４ ０ ０ ０ 

計 ３１ ２ 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 27 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 2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 28 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総合的な啓発事業を実施します。

【目標】 【結果】 【達成度】

事業の啓発対象者数：300 人 事業の啓発対象者数：1,413 人 ☆☆☆ 

コメント 平成 28 年度は通常時の啓発を強化します。 

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。 

＊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 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

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 20 回 

☆☆☆ 

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】

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 

自転車マナーキャンペーンの実

施：17 回（うち名古屋学院大学

等と共同実施：2回） 

☆☆☆ 

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。 
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取組項目 取組内容 

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 

【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 

交通安全キャンペーンの実施:46回

児童・生徒を対象とする交通安全

教室等の開催:15 回 

高齢者を対象とする交通安全教

室等の開催:36 回 

☆☆☆ 

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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①27 年度は野立学区を選定し、

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 1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：21 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 4

か所 

③学区行事、キャンペーンでの広

報：14 回 

☆☆☆ 

コメント

①住宅火災警報器の設置促進とあわせ、電池消耗により正常に機能

しないような状態のないよう、維持管理についても、広報を実施

していきます。 

②消防職員が区民の方と接する機会には、防火についての広報活動

を行います。 

③放火されない環境づくりを進めるため、地域の方とともに啓発を

行います。 
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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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①船方学区：11 月 21 日実施 

 大宝学区：11月 23 日実施 

 野立学区：11月 29 日実施 

②講習実施人数：延べ 8,552 人 

③自主防災訓練実施回数：52 回

（参加者数：延べ 2,733 人）

☆☆☆ 

コメント

①船方学区、野立学区、大宝学区の 13 か所の避難所において避難所

開設・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町内会や学区での行事などに積極的に出向き、幅広い年齢層の方

に対し、自助力の向上促進に努めます。 

③自主防災訓練の習熟度は地域により格差があるため、地域にあっ

た訓練を提案させていただき、区内全体のレベルアップを目指し

ます。 

取組 7 

助け合いの仕

組みづくりの

推進 

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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①白鳥学区の１町内会で取組み

を開始 

②白鳥学区の町内会：6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」を支援していきます。 
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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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①指定基準を満たす事業所へ協

力依頼を行い、津波避難ビルと

して１件指定しました。 

②避難所開設・運営訓練参加者ア

ンケートにおける津波避難ビ

ルに関する認知率：70％ 

 広報なごや8月号にて津波避難

ビルのＰＲを実施 

 防災訓練において津波避難ビ

ルへの避難訓練及び津波避難

講習を実施 

 避難所開設・運営訓練において

津波避難ビルの紹介と説明を

実施 

③2事業所と地域学区が大規模

災害時の支援協力に関する覚

書を締結しました。 

☆☆ 

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締結事業所数が伸び悩んでいるため、立入査察時等に声掛けをし、

地域貢献の要請、具体的な協力内容をこちらから提案し、締結事

業所数の増加に努めます。 

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） 

【目標】 【結果】 【達成度】

①参加者数：220 人以上 

②参加者数：620 人以上 

①参加者数：約 360 人 

②参加者数：約 680 人 
☆☆☆ 

コメント

平成 28 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け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。 
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取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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

①熱田区防災公開講座の実施（1

月15日） 

 災害ボランティア活動の PR：

15 回実施 

②災害ボランティアセンターの

設置・運営訓練の実施：2回 

☆☆☆ 

コメント

今後も、災害ボランティア団体と連携し、引き続き区民の方々に

防災・減災・災害ボランティア活動についての普及啓発を行ってい

きます。 

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】

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 

①青少年を守るキャンペーンの

延べ参加者数：3,917 人 

②親子ふれあい映画会参加者

数：210 人 

 親子ふれあいマジックショー

参加者数：500 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：214 人 

⑤区内の全小中学校及び専修学

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・地域の方々と

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。 

【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：95％以上 

②空地をきれいにする運動期間

中の清掃率：93.9% 
☆☆☆ 

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。清掃率が目標を下回っているため、今後も適切

な管理を行うよう指導を続けていきます。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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

②定期的な巡回指導等：12回実施

(うち 8回は保健環境委員と協

働) 

③なかよしペット事業参加者数 

  区民まつり(保健環境委員と

協働)：308 人 

安心・安全フェスタ：105 人

④ペットとの同行避難訓練：30人

☆☆☆ 

コメント

地域との協働という点では、前年度に比較して更に前進しました。

今後は、地域の要望を踏まえ、引き続き住民と協働しながら啓発活

動を継続していきます。また、ペットとの同行避難については、実

施することにより多くの区民に周知を図ります。 

（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、10 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」の設置に向けて情報収集と働きかけを行います。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①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 

①開設支援：8か所 

②情報収集と働きかけを行いま

した。 

☆☆☆ 

コメント
「地域支え合い事業」とも連携し、引き続き「ふれあい・いきい

きサロン」の新規開設と「地域での支えあいネットワークづくり」
に向け、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 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

来場者数：1,900 人以上 10 月 25 日開催 

来場者数：1,870 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。 
28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」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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①「あつた子育てカレンダー」の

発行：12回 

社会福祉協議会ホームページ

の更新：毎月 

②訪問率：97.10％（転出者・区

不在者を除く） 

③新生児・乳児家庭訪問実施率：

96.5％ 

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」第 5

版及びダイジェスト版を発行 

☆☆☆ 

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子育て家庭の交流を図るため「熱田区子育て交流会（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） 

【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15日開催（参加者数：271人）

その後地域の交流会に参加を

希望する割合：91.5％ 

☆☆☆ 

コメント

①親子で出掛けられる場所を提供することは、地域における親子の

孤立を防ぐために有効です。 

②参加することで仲間づくりができ、地域から孤立しないような教

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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①区サポート連絡会議の開催：2

回（7月、2月） 

②児童虐待サポートチーム会議

の開催：7回 

③参加者の達成度・満足度：97％

（2講座平均） 

④児童虐待防止推進キャンペー

ンの実施：5月、11 月 

☆☆☆ 

コメント

今後も関係機関と連携しながら、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、啓発活動や親支援

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、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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①各会場 11 回実施 

生活機能が維持できた人の

割合：59.3％ 

運動項目のみの維持・改善者：

74.1％ 

②「熱田いきいき体力測定会」の

参加者数：121 人 

☆☆☆ 

コメント

①高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと生活できるように介護予

防に努めます。 

②「熱田いきいき体力測定会」は毎年好評で、これからも高齢者の

健康づくりに役立つように取り組みます。 

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、「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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①11 月 12 日「大宝学区地域支援

ネットワーク運営協議会」開催

2月15日「千年学区地域支援ネ

ットワーク運営協議会」開催 

②認知症講演会において、高齢者

虐待防止のチラシを配布し相

談窓口を周知しました。 

 高齢者虐待連絡会議を毎月開催

 対応困難事例については支援

会議を開催しました。 

③配布対象者のうち配布を希望

される方全員に配布しました。

☆☆☆ 

コメント

③より多くの対象者にあんしんキットを配付できるよう声かけを

し、すでに配付した方への情報シートの内容点検・更新を案内で

きるよう努めます。
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取組項目 取組内容 

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。 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①認知症講演会（2回開催）参加

者数：合計 500 人 

 認知症サポーターの養成：約

500 人 

②はいかい高齢者おかえり支援

事業模擬訓練の実施 

  事前講座参加者数：62 人 

  模擬訓練参加者数：48 人 

③出張回想法の実施：7回 

☆☆☆ 

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今後も、認知症の方やご家族に対する住民の理解向上に努めます。

③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。 
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④障害者への支援 
取組項目 取組内容 

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。 

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。 

＊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 

【目標】 【結果】 【達成度】

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

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」で、

車いす体験等の福祉体験と演

劇等により、障害理解のための

啓発活動を実施しました。 

 総合防災訓練ではリーフレット

を訓練参加者に配布しました。 

②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正式に

実施しました。 

 区民まつりとイオンタウン熱

田千年における販売を支援し、

実施しました。 

③「あったかあつた・福祉フェス

タ」等のイベントでチラシを配

布することで情報を提供する

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「災害に備えよう！あったか防

災体験」を開催 

参加者数：145 人

☆☆☆ 

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 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。

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①出張健康相談の実施：４回 

ルネサンス名古屋熱田 

利用者数：28 人 

イオンタウン熱田千年 

利用者数：21 人 

区民まつり会場 

利用者数：131 人 

熱田福祉会館 

利用者数：33 人 

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 

③「歯と口の 1日健康センター」

の来所者数：285 人

☆☆☆ 

コメント

健康寿命を上げる取組みとして実施してきており、区民の健康を

向上するために、保健所以外の相談機会として出張健康相談や休日

がん検診等も継続します。 
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（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 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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

「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 

熱田区来訪者アンケートの実施

（9月） 

公開講座「熱田発！環境都市名古

屋の取り組み～持続発展可能な

まちづくり～」の開催（10 月 9

日） 

「未来の熱田シンポジウム」の開

催（1月 26 日） 

熱田ブランド懇談会の開催（2月

29 日） 

☆☆☆ 

コメント
熱田がこれからも持続的に発展していくことができるよう、今後

も“参加と協働”で進めていきます。 

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 

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 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①「あったか！あつた魅力発見市

2015」：11 月 22 日開催（参加

者数：延べ 58,529 人） 

②堀川一斉清掃と子ども乗船体

験の参加者数：401 名 

 熱田ぐるりんウォーキングの

参加者数：243 人 

☆☆☆ 

コメント
熱田の「地域魅力」は大変豊富です。行政だけなく「地域や他団

体」と協力し、にぎわいあるまちづくりを進めていきます。 

取組 26 

再発見！七里

の渡しの魅力

 「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。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①「七里の渡し体験乗船（船上での

寄席・講演会）」：11月22日開催

②PR 映像「再発見！七里の渡し

の魅力」の作成 

☆☆☆ 

コメント
熱田区の地域資源である「七里の渡し」を広く PR し、将来的な活

用ができるよう関係機関と連携を進めていきます。 
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取組項目 取組内容 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

歴史資料展示コーナーの展示替

えの実施：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を得ています。もっと多くの方に見て

いただけるよう、イベントでのチラシの配布を引き続き行い、ホー

ムページなどでも情報発信をしていきます。また、区役所以外でも

見ていただけるよう旧魚半別邸への歴史資料の貸出しを継続しま

す。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①文化祭の来場者数：合計2,300人 ①文化祭の来場者数：合計2,000人

（美術展・書道展 500 人、秋季花

道展 600 人、区民芸能オンステー

ジ 900 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。

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

にぎわい秋まつりの来場者数：

19,000 人 

にぎわい秋まつりの来場者数：

14,000 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、

作品を出展して良かったと思える「区民まつり」になるよう工夫し

ていきます。 
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（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 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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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：98.5％ 
☆☆☆ 

コメント
今後も市民の方々の満足度アップを目指し、日々の業務における

接遇向上に取り組みます。 

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

業務改善の実施：各課１つ以上 所属ごとに業務改善に取り組み、
11 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 10 件の業務改善に取り組んで
います。 

☆☆☆ 

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。 

②区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①区民アンケート（7～8月実施）

対象者数：1,500 人 

  （26 年度対象者数：1,200

人） 

②大宝学区懇談会：9月 18 日開催

高蔵学区懇談会：1月 18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。 
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③区民への情報提供 
取組項目 取組内容 

取組 33 

積 極的な情

報発信 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

①ツイッターのフォロワー数：

579 人 

②区ホームページ（4月～9月）

アクセス数（総ページ計）：

283,567 件（月平均 47,261 件）

 ※平成27年10月よりアクセス

件数の集計方法が変更され

たため、年間件数を集計でき

なくなりました。 

④タブレットの使い方から災害

情報の受信・発信の仕方までを

学ぶ講座を生涯学習センター

と共催で名古屋学院大学と連

携して開催しました。 

☆☆☆ 

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。 


