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平成 28年度熱田区区政運営方針の取り組み結果 

１．全体の状況 

平成 28 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 36項目の取り組みを掲げました。これらの取り組み項目の

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 １０ ４ 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 ９ １ 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 ３ ０ ０ 

皆さまに信頼されるあったか区役所 ４ ０ ０ ０ 

計 ２８ ８ ０ ０ 

 区役所における内部評価後、名古屋学院大学の 2名の先生方から４つの柱ごとに 

評価コメントをいただきました。 

社会連携センター長 家本博一教授 

現代社会学部長   井澤知旦教授 

区政運営の 4つの視点
達成度

「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い決定しました。 

平成 28 年度区政運営方針の取り組み結果は、☆☆☆（概ね 8 割以上）と評価し

た項目が 28 項目、☆☆（概ね 5 割以上）と評価した項目が 8 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 29 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。 

☆☆☆：概ね 8割以上    ☆☆：概ね 5割以上 

☆：5割未満       －：未実施
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２．名古屋学院大学からの評価コメント 

１． 安心・安全で快適なまち 

【 家 本 教 授 】 
安心・安全・快適な生活に係わる本部門に関しては、高齢化率が高い一方で、近時働き
盛り世代の流入、転入が増加しているという熱田区内の現状を踏まえて申せば、防犯、防
火、交通安全といった各種対策を継続的に進める際には、犯罪・火災等に繋がる可能性の
高い現象（放置自転車、空家の増加等）を一定水準以下に食い止めるための地域防犯・防
災ネットワークの育成、空家の代替活用策の実施が喫緊の課題であると考えられる。こう
した視点に立って評価すれば、この分野での区政運営は、①主要な対策を大部分包摂し網
羅したものとなり、また、②区政に係わるステイクホルダーを包摂した地域防犯・防災ネ
ットワークの重要性を意識した内容となっている点、さらには、③ＩＴ機器、ＩＴ技術を
活用した対策運営となっている、という３つの点から適切な運営が進められていると考え
られる。その一方で、これに関連しては、区政運営方針を検討するに当たって、具体的な
存在としてのヒト（高齢者、子育て世代、若年層等）の要素をより一層綿密に設定する必
要があると考えられる。すなわち、昼間活動・人口と夜間活動・人口の区分、年齢層に踏
まえた居住形態別による区分、鉄道駅別地域ごとの利用者特性による区分などを「安全・
安心で快適なまち」に結び付けて分析する必要があると思われる。 
さらに、各種活動への働き盛り世代、若年・青年層の参加者数や参加率が伸びていない
という点は、これらの世代が今後も各種対策の拡充に際してのキー世代として期待すると
ころ大である以上、これらの世代が参加可能な日時の設定等についてより具体的に検討す
ることが求められる。この際、熱田区に存立する大学・高校等の教育機関をも巻き込んで
の自主組織、ボランティア組織のより一層の活用をもこれまで以上に広範な形で検討して
いく必要がある。 
＜総合評価＞８／１０

【 井 澤 教 授 】 
この項目、なかでも「防災」・「防犯」は最も力を入れて取り組むべき課題だと区民がアン
ケートで答えた項目である。評価は☆☆☆が多いといえども、毎年着実に目標値を設けて
達成することを繰り返し、0 に近づける努力が求められるが、そこではいかに継続的に取
り組んでいくかが課題となる。 
取組 4「空家対策」については、今後ますます空家戸数が増加していくことが予想され
るため、本腰を入れて取り組んでいかねばならないテーマである。しかし、これは熱田区
単独で解決できるものでなく、全市的に取り組む中で、熱田区の役割を見出し、対処して
いく必要がある。 
＜総合評価＞８／１０
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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 

【 家 本 教 授 】 
「生きがい」や「あったかさ」を感じる地域福祉に係わる本部門に関しては、施策対象

者（高齢者、子育て世代、障害者など）、個別問題別の取り組み事項（福祉フェスタ、児童
虐待、認知症、健康づくり、仲間づくりなど）、さらには、支援を核とする取り組み事項（と
くに高齢者・障害者への支援）といった様々な対象者、取り組み事項ごとに事細かく進め
られていることは高く評価される。その一方で、個別の取り組み項目の結果に関する区役
所の自己評価を見ると、取組 21「地域における高齢者支援の推進」についてのみ（優・良・
可で言えば）☆☆の「良」評価となっている。こうした「良」評価は、新規実施学区の１
学区増という目標の未達成を踏まえての結果を反映したものとなっているが、新規実施学
区の増加という目標そのものに関して、区内全学区に一様な目標設定を行う必要性がある
のか否かについて検討を進めてもよいのではないかと考えられる。なぜなら、熱田区全体
が名古屋市内において高齢化率が高い行政区の一つであることは間違いないものの、近時
の流入・転入状況を踏まえれば、学区の一部について取り組み事項を選択的に実施しても
よいのではないかと思われる。例えば、本学が立地する大宝学区では、高齢者支援の核と
して高齢者と大学生との（各種の学び・スポーツ、医療実習などを通じた）交流－広く相
互学修－を核とすべきではないかと思われる。一考を求めたい。 
＜総合評価＞９／１０

【 井 澤 教 授 】 
この項目、なかでも「高齢者支援」・「子育て支援」は、上段の項目に次いで取り組むべき
課題だと区民がアンケートで答えた項目である。ここでは制度的にもマンパワー的にも比
較的充実しているので、達成度は高い。
唯一☆☆であった取組 21「地域における高齢者支援の推進」はネットワークづくりがキ
ーワードになるが、これは時間のかかるテーマなので、腰を据えて取り組むべきであろう。 
＜総合評価＞９／１０
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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 

【 家 本 教 授 】
歴史的資産、文化などに係わる本部門に関しては、提示、情報・魅力の発信という点にお

いても、地域諸団体の活動支援を包摂しつつ歴史的資産、文化などを活用したまちづくり

の活性化（例えば、「あつた朔日市」）という点においても、さらには、区制 80 周年記念

としての熱田ブランド戦略の策定という点においても、熱田区内に存在し、成立するオリ

ジナルな文化・風土・気運という諸要素を活用しての諸事業であり、高く評価することが

できる。また、本分野に関しては、本学を始めとして熱田区内に存立する企業、ＮＰＯ諸

団体の多くが積極的に参画しており、区政と区民、あるいは区内団体の「協働」と「共創」

という点では他地域への「協働」と「共創」のモデルとして提示することができると考え

られる。
 これに関して一点のみ付言すれば、一連の区制 80 周年記念事業を推進し、これらが終
了した時点でこれに満足することなく、次の 10年、つまり、区制 90周年に向けての継続
と刷新を旨とする「熱田区政ビジョン」の策定を早急に進める必要があると考える。 
＜総合評価＞ ９／１０

【 井 澤 教 授 】 
にぎわいづくりは評価が☆☆とやや劣っている。大量の集客数を目標設定しているので、
それだけ来場しなければ評価は下がる。 
評価対象とは異なるが、取組 30「団体活動支援」よりも、「熱田の魅力の情報収集や発
信の支援」のほうが、わかりやすくないか。取り組み名だけで理解できる名前のほうがよ
い。 
＜総合評価＞８／１０
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４． 皆さまに信頼されるあったか区役所 

【 家 本 教 授 】
市民・区民サービス（区民ニーズの把握と情報提供・開示）に係わる本部門に関しては、
区民ニーズのあり方の把握→情報の提供・開示→市民・区民サービスの推進という一連の
流れを的確に踏まえ、実施に移している点は高く評価することができる。そして、個別の
取り組み事項を見ても、区政に関する区民会議、学区懇談会などの開催、ＳＮＳを含む各
種媒体を活用しての情報発信など、現状として不備や不足を感じるものではなく、こうし
た姿勢を今後も続けていくことを強く望むものである。 
これに関して敢えて付言すれば、区内の諸団体、教育機関などを活用して区民ニーズの
把握結果に関連した継続的な調査・分析という段階を加えてもよいのではないかと思われ
る。なぜなら、熱田区内の各事業所、各機関では、夜間人口としての住民の方々に加えて、
昼間時間帯には昼間流入民が多く活動されており、こうした方々のニーズ、要望、印象な
どについても調査・分析し、その成果を施策に反映することが名古屋市内での熱田区政の
位置づけをも変えていき、ひいては熱田区への流入民の動向にも好影響を及ぼすことにな
るのではないかと考えられる。この点についても一考を求めたい。 
＜総合評価＞８／１０

【 井 澤 教 授 】 
市民のサービス向上や区民ニーズの把握と情報提供は着実に実施していると評価でき

る。区民目線にたった業務改善については、費用が掛からず効果のある取り組みが沢山あ
ると思われるので、継続的な取り組みが求められる。 
情報提供はツィッターやホームページを評価指標としているが、リテラシーの低い（利
用が少ない）高齢者層をどうするのか、既存の、例えばアンケートの上位にくる町内会回
覧版や地域情報誌をより有効に活用する方法はないのか。多面的に検討する必要がある。 
＜総合評価＞８／１０
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３．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、14 項目の取り組みを掲げま 

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 

防犯対策 

「平成 28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。 

住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐欺（＊）、自転車盗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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

平成 28 年中の刑法犯の認知件

数：921 件以下（27 年 922 件） 

平成 28 年中の刑法犯の認知件

数：892 件 
☆☆☆ 

取組内容 

市民運動期間に重点を置き、防犯講話や防犯キャンペーンなどを

行いました。 

防犯講話：28 回   

防犯キャンペーン:24 回 

地域夜間防犯パトロールに参加:1回

「平成28年度名古屋市犯罪抑止対策熱田区版」の重点項目については、

次のとおり取り組みました。 

・住宅対象侵入盗対策として、福祉会館における防犯講話で補助錠

（2重カギ）などを配布し被害防止の啓発を行いました。 

・自転車盗対策として、駐輪場の管理を委託している会社に依頼し、

ツーロックをしていない自転車に啓発札を取り付け、啓発札を自

転車駐車場管理事務所に持参した方に、ツーロック用の補助錠を

渡し、ツーロックを促すなど、民間企業と協力した啓発活動を行

いました。 

・自動車盗対策として、ホームセンターや中央卸売市場でキャンペ

ーンを行い、ナンバープレート盗難防止ネジを配布し被害防止の

啓発を行いました。 

・特殊詐欺対策として、熱田警察署と連携して、高齢者や各種団体

の会合に出向いて防犯講話を行ったり、ショッピングセンターや

銀行のキャッシュコーナーで、振り込め詐欺防止の啓発品を配布

するキャンペーンを実施しました。 

福祉課と協力して、悪質電話被害防止の啓発パンフレット(名古屋

市消費生活センター作成)を民児協正副会長連絡会で全民生委員

への配付を依頼しました。 

＊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 
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取組 2 

交通安全対策

警察署や地域の皆さまと連携して、「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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

交通死亡事故件数：0件 交通死亡事故件数：１件(１名) ☆☆

取組内容

交通安全キャンペーン・交通安全教室の実施回数の合計：88 回 

（内訳） 

・交通安全一斉大監視:4 回 

・児童・生徒などを対象とする交通安全教室などの開催：11 回 

・反射材の配布など、高齢者を対象とする交通安全教室などの開催：

31 回(1,577 名) 

・その他の交通安全キャンペーン・交通安全教室など：42回 

＊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

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、地域の皆さまなどとの協働で自転

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】 【達成度】

熱田区の主要自転車など駐車場

周辺における放置自転車などの

台数：800 台以下 

熱田区の主要自転車等駐車場周
辺における放置自転車などの台
数：589 台 ☆☆☆

取組内容

・地域の皆さまと行う自転車マナーキャンペーンを 13 回実施しまし

た。 

・大学と協働で実施するマナーキャンペーンを 2回実施しました。

・平成 29 年 3月 1 日に、六番町自転車駐車場の有料化と自転車放置

禁止区域の拡大が実施されたため、広報なごやで広報を行うとと

もに六番町自転車駐車場周辺において啓発活動を行いました。 

取組 4 

空家対策 

市民の皆さまの声をお聞きしながら所有者に対し、空家の適切な管理に向けて

依頼や指導などを行います。 

熱田区空家等対策プロジェクトチーム会議（以下、「空家ＰＴ」と言う。）を運

営し、関係部署が連携して対応します。

【目標】 【結果】 【達成度】

空家ＰＴが把握している適切な

管理が行われていない空家な

ど：25 件以下 

空家ＰＴが把握している適切な
管理が行われていない空家な
ど：32 件 

☆☆

取組内容

・概ね２か月に１回、空家ＰＴを開催し、関係部署が集まり連絡調

整を行うとともに、連携して対応を行いました。 

・適切な管理が行われていない空家などの所有者に対して、電話や

文書により適切な管理を依頼し、解決に努めました。 

・空家に関する相談件数：20 件(平成 28年度) 

適切な管理が行われていない空家などの解決件数：15 件(平成 28

年度) 
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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秋・春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活動を実施し

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活動を実施します。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①大宝学区を選定し、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1回 

大宝小学校・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

火災予防広報掲示板：区内4カ

所 

③学区行事、キャンペーンでの広

報：12回 

①大宝学区を選定し、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 

大宝小学校全校児童にチラシ

を配付し啓発：1回 

②防火講習会・火災予防イベント

の開催：27 回 

事業所との合同訓練：3回 

火災予防広報掲示板：区内 4

カ所  
③学区行事、キャンペーンでの広
報：8回 

☆☆☆

取組内容

①学区連絡協議会での啓発、組回覧による啓発を各 1回行いました。

大宝小学校全校児童にチラシを配付し啓発を 1回行いました。 

大宝小学校で行われた、熱田区子供会フェスティバルにおいて、

啓発ブースを設け多くの方に向け啓発しました。 

②防火講習会 20回、イベント 7回（合計 27 回）、事業所との合同訓

練を 3回、火災予防広報文の掲示を区内 4カ所実施しました。 

③各種学区行事、日比野交差点一帯において放火防止キャンペーン

を、地域と協働して放火防止を呼びかけるなどの啓発活動を 8回

実施しました。
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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各学区の全避難所を使った避難所開設・運営訓練を、地域の皆さまを対象に毎

年 1学区で実施します。 

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地域の実態に応じた実践型の訓練などを提案、支援し、自主防災体制の充実、

強化を図ります。 

④町内会、自治会単位の自主防災力の向上を図るため、モデル学区を選定し、防災

リーダーとなる方に対し、訓練指導方法や災害時のリーダーとして活躍いただく

ための養成講座を行います。

【目標】 【結果】 【達成度】

①避難所開設・運営訓練参加者

数：150 人以上 

②講習実施人数：延べ 8,600 人 

③自主防災訓練の実施：54 回 

④防災リーダー養成講座の開催 

①避難所開設・運営訓練参加者

数：延べ 880 人 

②講習実施人数：延べ 9,495 人 

③自主防災訓練の実施：55 回 

④防災リーダー養成講座の開催

（7月 16 日） 

☆☆☆

取組内容 

①各学区で避難所開設・運営訓練を実施しのべ 880 人が参加しまし

た。また、重点学区である高蔵学区でリアルＨＵＧなど新たな取

り組みを実施しました。 

②町内会の行事をはじめ、生涯学習センター、老人会、中学校 2 年

生、小学校の校内放送を通し、幅広い年齢層の方へ防火・防災の

啓発を行うことができました。 

③自主防災訓練の実施促進にむけ、成熟度に応じた訓練内容を提案

し実施することができました。また、数年間町内会単位の防災訓

練を行っていない地域に対し、消防署から積極的に声掛け、面談

をし、訓練を実施するよう働きかけました。 

④白鳥学区を選定しコミセンにおいて、大規模災害時に備えるため

の訓練方法や防災リーダーとして活躍いただくための養成講座を

行いました。

取組 7 

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 29 日、会場：大宝小学校） 

②防災訓練（9月 4 日、会場：白鳥小学校）

【目標】 【結果】 【達成度】

①参加者数：220 人以上 

②参加者数：470 人以上 
①参加者数：360 人 
②参加者数：800 人 

☆☆☆

取組内容

地域との複数回にわたる打ち合わせ会や学校、参加団体などとの

綿密な調整を経て、今年度も有意義な訓練を実施することができま

した。特に名古屋学院大学などのブース出展により、これまでとは

異なった視点から防災に対する意識向上を図ることができました。
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取組 8 

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」を推進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」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支え合いネットワークづく

り：実施学区を１学区増 

 助け合いの仕組みづくり：１

町内会で避難行動要支援者名

簿の提供を実施 

②訓練の実施：結成済みの町内

会のうち１町内会以上 

①実施には至りませんでした。 

②白鳥学区の町内会：6月実施 

 船方学区の２つの町内会：９

月実施 

☆☆

取組内容

①②「助け合いの仕組みづくり」について、水防訓練・防災訓練、避

難所開設・運営訓練、避難行動計画策定事業などの機会を捉え、事業

の周知を行い、事業や要支援者支援に対する必要性についての認識を

高めました。 

取組 9 

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地域防災協力事業における新

規協定：5協定増加 

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

して新たに１件指定しました。

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：84.4％ 

③地域防災協力事業における新

規協定：5協定 

☆☆

取組内容

①新たに福祉施設や商業施設、県立高校に対して調整を行い、１件

の指定が可能となった。 

 学区ごとの人口収容率は以下のとおり。 

 ・千年学区 91％→112％ ・船方学区 52％ 

 ・野立学区 115％       ・大宝学区 111％ 

②広報なごや 8 月号にて津波避難ビルのＰＲを実施し、避難所開

設・運営訓練において津波避難ビルに関する取り組みを紹介しま

した。 

③5 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。 



11 

取組 10 

災害ボランテ

ィア団体との

連携・活動の

推進 

①災害ボランティアセンターや災害ボランティアについて周知するため、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災害ボランティアセンターの

認知度：80％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災害ボランティアセンターの

認知度：69.2％ 
②災害ボランティアセンター設
置・運営訓練の実施：2回 

☆☆☆

取組内容

①各種訓練、防災イベントへ積極的に参加し災害ボランティアのＰ

Ｒを行いました。 

1 月 21 日に熱田区防災公開講座を区役所と共同で実施し、災害ボ

ランティアによる防災グッズなどを展示しました。 

②総合水防訓練、総合防災訓練において区内災害ボランティア団体

と連携し災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しまし

た。 

取組 11 

帰宅困難者対

策 

発災時に地域全体で対応できるよう、平常時から鉄道事業者、地域事業者、行

政機関などが話し合う協議会などの場を設けることが必要であるため、隣接する

中区役所とも連携しながらメンバーを検討し、打ち合わせを行います。 

イベントなどの機会に、一斉帰宅の抑制のＰＲや帰宅困難者を一時的に受け入

れる退避施設の確保に努めます。

【目標】 【結果】 【達成度】

金山総合駅の帰宅困難者対策に

ついて、防災関係公所（署）、鉄

道事業者、駅周辺の主要施設など

による打ち合わせを開催：1回以

上 

金山総合駅の帰宅困難者対策に

ついて、防災関係公所（署）、鉄

道事業者、駅周辺の主要施設など

による検討会を実施：1回（1月

18 日） 

☆☆☆

取組内容

金山総合駅における帰宅困難者対策について、災害時に地域全体

で対応できるよう、平常時から鉄道事業者、地域事業者、行政機関

が連携した対策の検討を進めました。 

また、一斉帰宅の抑制にかかるＰＲや帰宅困難者を一時的に受け

入れる退避施設の確保のため、鉄道事業者、地域事業者、行政機関

が連携した対策の調整を進めています。 
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③青少年健全育成の推進 

取組項目 取組内容 

取組 12 

青 少年健全

育成の推進 

①地域において子ども達への見守りや声かけなどを行う「青少年を守るキャンペ

ーン」や「地域の世話やき活動」などを支援します。 

②子ども達の健やかな成長を図るため、親子ふれあいマジックショーを開催しま

す。親子がふれあう機会を提供するとともに子ども向けの防犯講話を行いま

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小学生を対象とした熱田区の歴史を紹介するリーフレットを作成・配布し、地

域における子どもの郷土愛を育むとともに、青少年健全育成の啓発を実施しま

す。

⑤地域で子どもの健やかな育成を図るため、年少リーダー講習会、子ども会フェ

スティバルなどを開催します。また、子ども会のＰＲに努めます。 

⑥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マジックショー参加者数：500

人 

③出場者数：区内全学区より 140

人 

④リーフレットの配布：熱田区内

の小学生約 400 人 

⑤年少リーダー講習会の延べ参

加者数：210 人 

⑥思春期セミナーの開催：熱田区

内の全小中学校 

思春期セミナー受講者数：

1,200 人 

①青少年を守るキャンペーンの

延べ参加者数：4,279 人 

②マジックショー参加者数：500

人 

③出場者数：区内全学区より 99

人 

④リーフレットの配布：熱田区内

の小学生約 437 人 

⑤年少リーダー講習会の延べ参

加者数：230 人 

⑥思春期セミナーの開催：熱田区

内の全小中学校、専門学校 1

校、高校 1校 

思春期セミナー受講者数：

1,554 人 

☆☆☆

取組内容 

①啓発資材を学区に配付し、キャンペーンの協力依頼をしました。

②チラシを各所に配付しＰＲしました。 

③体育協会と協力し、選手の募集をしました。 

④校長会に助言をいただき、小学生に興味をもってもらえるようリ

ーフレットを作成しました。  

⑤地域で子どもの健やかな育成を図るため、年少リーダー講習会（6

回実施）や子ども会フェスティバルなどの子ども会活動を支援し

ました。また、市のウェブサイトに子ども会活動の記事を掲載す

るとともに、11 月 12 日に開催されました名古屋市子ども会フェ

スティバルにおいて、子ども会活動のＰＲを実施しました。 

⑥小中学校児童生徒に加えて依頼のあった高校・専門学校生に対し

て、命の始まりや妊婦体験、赤ちゃんの抱っこ体験など、子ども

の成長過程に合わせた講話や体験を通じてセミナーを実施しまし

た。命の大切さや性に関する正しい知識を普及し、自分を大切に

する、自分の体を守るなどの青少年に関する健全育成を推進しま

した。
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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 13 

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、市民の皆さまの声をお聞きしながら、所有者

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

間中における清掃率：88.5% 
☆☆☆

取組内容 

①「全市一斉クリーンキャンペーン・なごや 2016」に合わせ、６月

を中心に区内全学区において、地域の皆さまと協働で清掃活動を

実施しました。 

大学と協働で実施するマナーキャンペーンを 3回実施しました。

②管理が適切でない空地管理者に、清掃依頼書などを出して除草な

どを依頼しました。 

依頼書送付件数：32 件 

勧告書送付件数： 6 件 

未完結件数： 6件

取組 14 

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、しつけ教室など実践的に指導します。 

②地域の皆さまなどと協働しながら、大規模公園を中心に巡回指導し、飼い主に

対して適正な飼い方について普及啓発します。（巡回指導など） 

③区民まつり会場などにおいて、ペットの適正な飼い方や身元表示について啓発

します。(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】

保健所が受理した犬猫に関する

苦情・相談件数：前年度比 5％減

保健所が受理した犬猫に関す
る苦情・相談件数：前年度比
10％減 

☆☆☆

取組内容

①４月 19 日～22 日の狂犬病予防集合注射会場及びその付近におい

て、注射した犬 550 頭の飼い主へ適正飼養啓発を実施しました。

②５月 13日に千年学区、６月 10 日に大宝学区、９月 10 日に野立学

区、10月 13 日に高蔵学区、11月 15 日に千年学区、12月 20 日に

大宝学区の保健環境委員と協働で犬の適正飼養啓発（巡回キャン

ペーン）を実施しました。 

１月～３月に、土木事務所と連携し、公園で犬の適正飼養啓発を

実施しました。 

③10 月９日の区民まつりで、大宝学区保健環境委員と協働し、ペッ

トの適正な飼い方や身元表示についての啓発事業 (チャレンジ!!

愛犬クイズ、発見!あつたニャン)を実施しました。 

広報なごや熱田区保健所だより 11月～1月号に、犬・猫の適正飼

養啓発記事を掲載しました。 

④９月４日の総合防災訓練（白鳥小学校)で、白鳥学区保健環境委員

と協働し、ペットとの同行避難訓練を実施しました。 
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（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 項目の取り組みを掲げました。 

①地域福祉の推進 

取組項目 取組内容 

取組 15 

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、地域の皆さまとともに楽しく

過ごす「ふれあい・いきいきサロン」の開設を地域バランスなども考慮し、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新規開設支援：3か所（合計 43

→46 か所） 

②全学区を対象に高齢者・障害者

の孤立防止・見守り活動を支援

し、実施学区を１学区増 

①新規開設支援：9か所 

②情報収集と支援を継続する

とともに、新規の働きかけを行

いました。 

☆☆☆

取組内容 

①サロンの効果効能を伝える啓発活動に加え、サロンの芽ともいえ

るたまり場などの情報収集に努め、サロン化につなげました。 

②町内会単位での構築を目指し、地域へのアプローチを続けるとと

もに、昨年度立ち上げた生活支援部会で、具体的な見守りの案に

ついて検討しています。 

取組 16 

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 来場者数：1,610 人 ☆☆☆ 

取組内容 

毎月１回実行委員会を開催し、企画やＰＲ、協賛金などについて検

討を重ね、多くの区民の方が来場し、楽しんでいただけるイベント

となるよう努めました。 
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②子育て支援 

取組項目 取組内容 

取組 17 

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名古屋学院大学と連携し、未就学の子どもを持つ保護者を対象に「減災」をテ

ーマにした講座を開催します。

【目標】 【結果】 【達成度】

①第 1子が生まれた家庭への「あ

つた子育てカレンダー」配布

率：95％以上（転出者・区不在

者などを除く） 

②「赤ちゃん訪問事業」の訪問

率：95％以上（転出者・区不在

者などを除く） 

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29年4月1日現在の保育所入

所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ) 

⑤講座の参加者の満足度：80％以

 上      

①第 1 子が生まれた家庭への

「あつた子育てカレンダー」

配布率：95.0％（転出者・区

不在者などを除く） 

②「赤ちゃん訪問事業」の訪問

率：95.0％（転出者・区不在

者などを除く） 

③新生児・乳児家庭訪問実施

率：99.8％（512 件中 511 件

実施） 

④平成29年4月1日現在の保育所

入所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ) 

⑤講座の参加者の満足度：100％

☆☆☆

取組内容 

①「あつた子育てカレンダー」を毎月発行し、第１子が生まれた 95％

以上の家庭へ配布するとともに、社会福祉協議会のホームページ

にも掲載しました。 

②赤ちゃん訪問は、95％以上の家庭を訪問し子育て情報を提供しま

した。 

③母子健康手帳交付時及び子育て総合相談窓口での出生報告はがき

受理時に、出生届を提出された新生児・乳児のいる全家庭を訪問

していることを周知しました。 

子育て総合相談窓口での出生報告はがき受理時には、訪問予定者

を周知し家庭訪問をスムースに実施できるようにしました。 

安心して育児に取り組めるように訪問時に保護者の話を傾聴し、

子育ての相談に応じるとともに、必要な保健指導や予防接種など

の情報を提供しました。 

 保健所窓口に妊娠期・出産期サポーターを 7 月から配置し、妊娠

期からの相談・情報提供体制を充実しました。 

④通常の保育所入所だけでなく休日保育、一時保育など利用者のニ

ーズに合ったきめ細やかな情報提供や対応をしています。 

⑤災害時に役に立つ子育て情報や行動の仕方などをゲームをしなが

ら楽しく学び、参加者の満足度が高いものとなりました。
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取組 18 

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。また、より多くの参加機会提供な

どのため「あつたっ子ひろば mini」を場所を変えて開催します。 

②親同士の子育てに関する仲間づくりを助け、育児の不安や悩みを一人で抱え込ま

ず、孤立しない育児をしていけるように支援します。 

・「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（1コース2回、年3コース

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】

①参加者が地域の交流会への参

加を希望する割合：90％以上 
①参加者が地域の交流会への
参加を希望する割合：94.4％ 

☆☆☆

取組内容

①「熱田区子育て交流会（あつたっ子ひろば）」は 5 月 13 日に開催

し、227 人（母 111 名、子 116 名）が参加しました。参加者の 94.4％

がその後の地域の子育て交流会への参加を希望しています。また、

さらに多くの子育て家庭への情報提供と交流の場の提供を目的

に、11 月 24 日に熱田児童館にて、12 月 6 日にイオンモール熱田

にて「あつたっこひろば mini」を開催し、親子約 420 人が参加し

ました。 

②「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） 

母子健康手帳交付時の面接や出生報告のはがき受理時、３か月児

健診時などに教室を案内しました。教室では親同士の交流や情報

交換などを支援しました。 

・「カンガルークラブ」：子育てに対して不安を感じている母親を

対象とした教室（2回 1コースで年 3コース開催） 

電話や訪問などによる相談や乳幼児健康診査などにおいて対象と

なる方に教室を案内しました。教室では子供を別室で保育し、親

にグループミーティングを実施することで、安心して取り組む一

助としました。 

・「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） 

母子健康手帳交付時の面接や出生報告のはがき受理時など各種の

相談時に教室を案内しました。教室では、育児に関する相談や親

子の交流などを実施しました。 

・「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） 

母子健康手帳交付時の面接や出生報告のはがき受理時など各種の

相談時に教室を案内しました。教室では、育児に関する相談や親

子の交流などを実施しました。 
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取組 19 

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区内の虐待通告に関し、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

待を未然に防ぎます。 

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地域住民と保育園の子ども達が制作したオレンジリボンのモニュメントを展示

することで、児童虐待防止の推進を図ります。

⑤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ま

す。

【目標】 【結果】 【達成度】

児童虐待死「0(ｾﾞﾛ)」をめざして、

区内要保護児童数を年度内で

5％削減 

児童虐待死「0(ｾﾞﾛ)」をめざし
て、区内要保護児童数を年度内
で 5％削減 

☆☆☆

取組内容

①なごや子どもサポート区連絡会議を 2 回開催し、関係機関の情報

共有に努めました。 

②児童虐待サポートチーム会議を 5 回開催し、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親力アップ講座「イライラしない子育て」：10 月～11 月に全４回

開催しました。 

④高齢者や児童館利用者、保育園の子どもたちが作成したオレンジ

リボンに関するモニュメントを区役所内で展示しました。 

⑤児童虐待防止推進月間（5月、11 月）に啓発活動を実施しました。

11 月 10 日にイオンモール熱田において「熱田区オレンジリボン

キャンペーン」を実施し、啓発物品の配布などを通じて、相談窓

口の周知など啓発活動を行いました。 
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③高齢者への支援 

取組項目 取組内容 

取組 20 

高 齢者の健

康づくり・仲

間づくりの

推進 

①地域で行う介護予防事業を通して、高齢者のサロンづくりを支援します。また、

すでにある高齢者のサロンにおいて介護予防の普及に努めます。 

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

を踏まえた健康維持のアドバイスにより、健康維持の意識を高めていただくよ

う努めます。 

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。 

④運動や健康診断の受診、地域でのボランティア活動など健康づくりや地域貢献

活動を頑張っている高齢者を応援していく事業として、「みんなでのばそう健

康寿命(*)」事業を展開します。 

本事業では、対象となる活動に参加するごとにポイントを付与し、楽しみなが

らかつ自発的に健康寿命をのばす活動に参加していただくことを目的として

います。また、健康づくりを通して、地域の活動に参加し、仲間づくりを進め

ることで、地域の活性化や地域におけるつながりの強化を図ります。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①地域での高齢者のサロンによ

る、自主的な介護予防の取り組

みを支援 

②「熱田いきいき体力測定会」の

参加者数：120 人 

③老人クラブの会員数：減少に歯

止め 

④目標ポイント獲得者：延べ

1,000 人 

①地域での高齢者のサロンに

よる、自主的な介護予防の取

り組みを支援しました。 

②「熱田いきいき体力測定会」

の参加者数：127 人 

③老人クラブの会員数：1 クラ

ブ増加 

④目標ポイント獲得者 延べ

3,292 人 

☆☆☆

取組内容 

①保健師や歯科衛生士、管理栄養士などの専門職職員が高齢者のサ

ロンに出向いて介護予防の知識の普及啓発を図るとともに、自主

的な取り組みが活発になるように高齢者のサロンを支援しまし

た。 

②「広報なごや」に開催のお知らせを掲載、老人クラブを通して広

報しました。 

③熱田区老人クラブ連合会、名古屋市老人クラブ連合会への加入の

相談を受け、制度などについてご案内しました。 

④保健所や社会福祉協議会、いきいき支援センターなどの関係機関

と連携し実施するともに、高齢者サロンや認知症カフェなどの地

域活動の場における普及啓発を行いました。 

＊健康上の問題がない状態で日常生活をおくることができる期間 
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取組 21 

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活動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高齢者虐待について関心を持ってもらい虐待を防ぐため、高齢者及びその家族

に相談・通報窓口を案内します。 

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。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①全学区を対象に高齢者・障害者

の孤立防止・見守り活動を支援

し、実施学区を１学区増 

②高齢者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ) 

③新規配付対象者全員へ活用の

呼びかけ・配布 

①新規実施学区なし 

②高齢者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ)

③新規配布対象者全員への活

用の呼びかけ・配布を実施し

ました。 

☆☆

取組内容

①大宝学区、千年学区において、地域支援ネットワーク運営協議会

を開催しました。 

②虐待に進んでしまう可能性のある家族の支援について、スーパー

バイザーの方にも参加いただき、関わっている事業所の方を交え

た支援会議を開きました。その後も関係機関と支援についての検

討会を複数回行いました。 

③新規配付対象者に対してではありませんが、防災訓練や区民まつ

りで「あんしんキット」についてＰＲをしました。 

また、新任民生委員向けの研修の際「あんしんキット」について

説明し、高齢者を支援する側にも案内しました。

＊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 
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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、区民の皆さま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。

【目標】 【結果】 【達成度】

①認知症講演会の参加者の満足

度：80％以上 

②はいかい高齢者おかえり支援

事業模擬訓練の参加者の満足

度：80％以上 

③出張回想法の参加者の満足

度：80％以上 

①認知症講演会の参加者の満

足度：90％ 

②はいかい高齢者おかえり支

援事業模擬訓練の参加者の

満足度：72％ 
③出張回想法の参加者の満足
度：80％ 

☆☆☆

取組内容

①企業への出張開催や毎月の定期開催により、約５００名認知症サ

ポーターを養成することができました。啓発チラシを区内全戸ポ

スティングするなど実施の啓発を行ったことで、多くの方に受講

していただくことができ、フォローアップ研修を開催することも

できました。 

認知症講演会は医師などによる講演会と、当事者による講演会の

２回開催し、それぞれチラシを約４万枚ずつ作成し、全戸ポステ

ィングをするなど周知に努め、合計４００名の住民の参加があり

ました。関係機関と連携して企画・実施した結果、参加者満足度

の目標を達成することができました。 

②模擬訓練は、認知症の方やご家族に対する住民の理解向上を目的

に開催し、実施地区での全戸ポスティングの実施など周知に努め

るとともに、事前講座、模擬訓練と丁寧に実施しました。その結

果、参加者満足度の目標は達成できませんでしたが、認知症の理

解についての目標は達成することができました。 

③満足度を上げるため、昨年度とは違う回想法用の資料作成などに

取り組みました。 

＊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
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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障害者差別解消法の施行に伴い、障害者自立支援連絡協議会(*1)のメンバーとし

て、「あったかあつた・福祉フェスタ」、「防災訓練」、「福祉体験」などの機会を活

用して、福祉体験や演劇の上演など、より一層、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障害者虐待を防ぐため、障害者、その家族及び支援事業所へ虐待について周知

するとともに通報・相談の窓口を案内します。 

虐待ケースについては障害者基幹相談支援センターなどの関係機関が定期的

に集まり、情報を共有します。緊急を要する場合には個別にケース会議を開き、

速やかに対応します。 

④障害のある方々に「災害時ヘルプカード(*2)」を配布するとともに熱田区内に

広く周知します。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①「あったかあつた・福祉フェス

タ」での活動実施後の「障害へ

の理解度」：80％以上 

②区役所庁舎内で授産製品販売

を実施するとともに、「あった

○(まる) (*3)」を支援 

参加事業所の満足度：80％以上

③障害者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ) 

④熱田区内で広くＰＲを実施：対

象者1,000人以上 

①多くの福祉体験参加者の方

に活動を通じて障害への理

解を深めていただきました。

②区役所庁舎内で授産製品販

売を実施するとともに、「あ

った○(まる)」を支援 

参加事業所の満足度：74%

③障害者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ)

④熱田区内で広くＰＲを実施：対

象者1,000人以上 

☆☆☆

取組内容 

①「あったかあつた・福祉フェスタ」では、白杖体験 62 名・車いす

体験 51 名・点字体験 21名でした。 

体験の際、従事者から障害がある人の支援方法をアドバイスする

事で体験した方が障害のある人の支援方法についても学ぶことを

図りました。 

②各事業所に会議や販売場所での聞き取りにより、各事業所の意見

などを反映するようにしました。 

③年 4 回の虐待防止連絡会を開催し情報共有することで虐待による

死亡を未然に防止することを図りました。 

④チラシ配布人数（行事参加者）   

5 月 29 日水防訓練：369 人、9月 4日総合防災訓練：350 人 

10 月 9 日区民まつり自立支援連絡協議会ブース：300 人 

10 月 23 日あったかあつた・福祉フェスタ福祉体験：100 人   

 手帳交付の際には、対象者にヘルプカードを渡す事に加えて使い

方などを説明することで周知を図りました。 

*1 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 

*2 災害時や緊急時など支援を必要とする時に、周囲の人に手伝ってほしいことを伝えるための携帯用カード 

*3熱田区内の事業所が合同で行う授産製品販売活動。○(まる)は「温かく輪になって熱田のみんながつながろう 

という思い」と、「マルシェ（市場）」を意味しています。 
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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、地域の皆さまが集まる場所や区民まつりなどの機会を活

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。（6回） 

また、胃がん・大腸がん、乳がんの休日検診を実施します。（胃がん・大腸が

ん：2回、乳がん：1回） 

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出張健康相談の参加者の満足

度：85％以上 

②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出張健康相談の参加者の満

足度：86.7％以上 

②各検診、教室の 1回当たりの

申込者数：平均 17.1 人 

③「歯と口の1日健康センター」

（6月 2日）の来所者数：253

人 

☆☆☆

取組内容 

①保健師、歯科衛生士、管理栄養士による健康相談及び、血圧測定、

BMI 算出、口臭チェックなどの健康チェックを実施しました。 

利用者数 7 月 8 日（金）ルネサンス名古屋熱田：20 名 

8 月 19 日（金）イオンタウン熱田千年：16 名 

10 月 9 日（日）区民まつり会場：151 名 

11 月 8 日（火）熱田福祉会館：27 名 

②がん検診の案内チラシを作成し、所内配架だけでなく所外活動時

にも配布を行うなど、積極的な広報に努めました。 

・乳がん検診 

6 月 24 日（金）：12 名、10 月 19 日（水）：19 名、 

11 月 30 日（水）：11 名、2月 17 日（金）：11名 

・休日乳がん検診 

9 月 11 日（日）：29 名 

・休日胃がん・大腸がん検診 

8 月 7 日（日）：胃がん 12 名・大腸がん 17 名 

12 月 4 日（日）：胃がん 14 名・大腸がん 13 名 

・乳がんの自己触診法の教室 ※平日の乳がん検診と併設したほ

か、2回実施 

6 月 24 日（金）：12 名、9月 9日（金）：16 名、 

9 月 20 日（火）：9名、10 月 19 日（水）：19 名、 

2 月 17 日（金）：11 名 

③「歯と口の 1日健康センター」では、昨年度の参加者の状況から、

区内の幼稚園、保育園を対象に周知チラシを配布しました。また、

広報なごや以外にみなと・あつたホームニュースにも、案内を掲

載しました。 

「歯と口の健康フェスティバル（８０２０表彰式）」（10 月 2 日）

では、熱田区歯科医師会が表彰対象者を選考しました。歯科衛生

に関する知識を広く普及するため、歯科医師による講演会を企画

し、表彰者とその付添人に加えて一般の区民へも参加を呼びかけ

ました。 
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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、8項目の取り組みを掲げました。 

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 

熱田のにぎわいづくりについて、区民の皆さまや地域団体、大学、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「あったか!あつた魅力発見市」を拡充します。 

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

開催するとともに、まち歩きマップ「熱田ぐるりんＭＡＰ(改訂版)」の発行を

支援します。 

＊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】

①参加者数：延べ 60,000 人 

②堀川一斉清掃と子ども乗船体

験の参加者数：380 人 

 熱田ぐるりんウォーキングの

参加者数：200 人 

①参加者数：延べ 51,860 人 

②堀川一斉清掃と子ども乗船

体験の参加者数：183 人 

 熱田ぐるりんウォーキング

の参加者数：55人 

☆☆

取組内容 

①あったか！あつた魅力発見市 2016 では、昨年度に引き続き駅ちか

ウォーキングとのコラボを実施しました。 

新規事業として「熱田再発見まち歩きゲーム」や、「project758

「熱田まるごと収穫祭」ボイスカードラリー」といった新企画を

行い、各マルシェ会場間の回遊性を高める取り組みを実施しまし

た。 

②あつた堀川一斉清掃と子ども乗船体験の前には、千年･野立･船方

小学校への環境学習を実施するなど、堀川浄化、環境美化に関す

る啓発を行いました。 
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取組 26 

「 七 里の渡

し」の魅力の

発信 

平成 28 年度は「七里の渡し」整備後 400 年となる記念の年です。住宅都市局

と連携し、これを機会に一層、熱田区の地域資源である「七里の渡し」の魅力を

発信します。 

①水上交通事業及び船上事業(講演または寄席など)を実施します。 

②熱田区ホームページ内に「七里の渡し」紹介ページを作製します。 

③歴史紹介パネル(七里の渡し及び熱田界隈)を作成し、イベントなどで掲示しま

す。 

④地下鉄「伝馬町駅」構内に、七里の渡しアクセス案内板を設置します。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①船上事業の開催：乗船率 98％

以上 

②③④「七里の渡し」紹介ページ

アクセス件数：月平均 300 件以

上 

①中止（船の故障による） 

②③④「七里の渡し」紹介ペー
ジアクセス件数：月平均 356
件 

☆☆

取組内容

①住宅都市局が実施する乗船体験事業自体が、船故障による委託業

者の辞退により中止となりました。そのため、区で計画していた

船上講演の実施自体も開催することができませんでした。 

②熱田区ホームページ内への「七里の渡し」紹介ページの作製や、

熱田神宮における初詣大型ビジョンによる広報企画に使用してい

ただくなど啓発活動を行いました。 

③庁舎用に歴史紹介パネルを設置し、熱田区役所 3階フロアに掲示

しました。また、イベント時に貸し出しが可能な新たな紹介パネ

ルを作成し、1階フロアに掲示しました。引き続き、本パネルを

使用した魅力の発信を進めます。 

④住宅都市局の実施している水上交通網推進プラットフォーム会議

において、地下鉄「伝馬町駅」から「七里の渡し公園」までのア

クセス方法（道順）が不明という意見を受け、伝馬町駅構内に七

里の渡しへのアクセス案内板を設置しました。
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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をします。過去の展示作品をホームページに

掲載します。 

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、ＰＲ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：年２回 

来場者アンケートで「よかった」

の割合：90％以上 

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：２回（4月、10月） 

来場者アンケートで「よかっ

た」の割合：平均 73％ 
所蔵する歴史資料をデジタル
映像化の作業を進めていきま
した。 

☆☆☆

取組内容

歴史展示コーナーの展示替えでは広報なごや、チラシ、ポスター

の作成期限を歴史資料室運営会議で示すことによって効率的な展示

替えスケジュール行ってきました。ホームページに第１回から第１

２回目までの展示概要について掲載しました。第１３回目以降の展

示作品については展示期間が終了する毎に、展示作品全てを掲載し

ました。 

 来場者アンケートの結果を参考に、熱田区に関する魅力ある展示

とするためボランティアさんとテーマについてよく話し合って決め

ています。新たな歴史資料室展示コーナーのリピーターを増やすた

めに区民まつりなどのイベントを利用して歴史資料室歴史クイズな

ど楽しめる内容のブース出展を行いＰＲしました。 

歴史資料のデジタル映像化の促進については、活動日に整理する

時間を設けることにより効率的に資料のデジタル化に努めていま

す。歴史資料の分類整理は全体の２０パーセント程進んでいます。

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。 

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

1,950 人（書道展・美術展 400

人、秋季花道展 600 人、区民芸

能オンステージ 950 人） 

☆☆☆

取組内容

 区民書道展・美術展については募集要項を各所に配布すると共に、

ＨＰにイラストを多用し、初めて出品する方でも出品しやすいよう

に、初心者大歓迎とＰＲしました。美術展の募集要項には「皆さま

の作品を募集しています」と強調しました。 

書道連盟・美術連盟に対しても出品者を誘っていただくよう各分

門の先生方に会議の場でお願いしました。 

 秋季花道展についてはケーブルテレビのスターキャットに取材の

申し込みを申請しました。 

 芸能オンステージについては芸能連盟にも募集の周知をお願い

し、オンステージ当日は客席での鑑賞をお願いしました。 
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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：

11,000 人 
☆☆

取組内容 

東海道宮宿に関連し、各宿場町の方々などに協力いただいた「街

道宿場市」に加え、地域の皆さまによるブース出展（全 48ブース）

や、チアダンス、太鼓演奏といったステージ（全 10 ステージ）によ

り、まつりを盛り上げていただきました。 

熱田区内 7 学区のご協力により実現したお獅子のお宿の再現や子

どもたちの練り歩きの実施に加え、熱田区広報大使「おしゃべり大

使」の委嘱式、来年の熱田区制 80 周年プレイベントとして、「熱田

区への愛を叫ぶ大声コンテスト」や「区役所ブース」を実施するな

ど、さまざまな取り組みを実施しました。 

取組 30 

地域団体等の

活動支援 

区内の地域団体や大学の活動を支援します。また、熱田神宮周辺のにぎわい創

出に対する地域の意向の把握に努め、関係部局を支援します。 

①地域団体などと連携し、その活動を支援します。 

②名古屋学院大学のＣＯＣ事業(*1)と連携します。 

③熱田神宮周辺のにぎわい創出について、地域の意向（アイデア・意見）の把握

に努め、関係部局の事業計画の具体化を支援します。 

【目標】 【結果】 【達成度】

①「あつた朔日市」の定例化：年

5回以上 

②「Project758」(*2)・「聞き書

き Project」(*3)共同開催：各

年 2回以上

①「あつた朔日市」の定例化：年

11 回開催 

②「Project758」(*2)・「聞き書

き Project」：2回開催 

☆☆☆

取組内容

①昨年度の試行実施（2 回）を踏まえ、毎月開催に向けてあつた宮

宿会の会議に積極的に参加し行政の視点からのアドバイスを行い

ました。 

②Project758 事業は、大学が学生視点で行う熱田の魅力の情報発信

として、イベント開催での協働や、公開生放送への出演など支援

を実施しました。 

 聞き書き Project 事業では、名古屋学院大学と協働し、昨年度に

引き続き地域の方に熱田の昔の話を語っていただき、古き良き熱

田の物語の聞きとりを行いました。 

③熱田神宮駅前地区まちづくりに係る庁内検討会に参加する他、地

域の方々からのご意見を関係各局へ伝えるよう努めました。 

*1自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学などを支援する文部科学省の事業

*2地域の史跡や魅力を学生視点でアニメキャラクターとして表現し、専門家（プロの声優・イラストレーター/高画質
映像）により高いレベルで見える化、インターネットを通じて発信する事業 

*3 古くから熱田に住む方へ学生がインタビューし、聞いた内容をストーリー化することにより、後世へ当時の熱田の

様子を伝える事業
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取組 31 

区制 80 周年

記念事業 

区民の皆さまの賛同を得て、熱田区制 80周年記念事業実行委員会を立ち上げ

るとともに、80周年記念事業プレイベントを実施します。 

【目標】 【結果】 【達成度】

熱田区制施行 80周年実行委員会

（仮称）を立ち上げます。 

熱田区制８０周年記念事業実行
委員会を１０月に立ち上げまし
た。 

☆☆☆

取組内容

・6 月～ 職員による事業の企画・検討グループ「実行会議」を８

回開催しました。 

・8 月 懸垂幕(８００×４７００)を作成し１０月８日から記念塔

に掲げています。横断幕（２０００×３０００）を作成し、各種

行事にて広報を実施しました。 

・10 月 熱田区制８０周年記念事業実行委員会を組織しました。 

・10 月  区民まつり８０周年記念・区役所ブースで PR しました。 

・12 月 「熱田区制８０周年ロゴマーク」を作成しました。 

・１月 広報なごや熱田区版及び熱田区ホームページで PRしまし

た。

取組 32 

熱田ブランド

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」を推進します。

「熱田ブランド」について、地域団体や大学などと連携して、区民の皆さまの

ご意見をお伺いしながら、区制 80周年事業にあわせて、キーフレーズの作成や

具体的な事業計画を検討します。

【目標】 【結果】 【達成度】

「熱田ブランド」のキーフレーズ

を作成するなど、取り組みの具体

化 

区民投票を行い、「熱田ブランド」
キーフレーズを決定しました。 

☆☆☆

取組内容

・4月、6月に熱田ブランドにかかる関係者ヒアリングを実施しまし

た。 

・6月 23 日に第 2回熱田ブランド懇談会を開催し、熱田ブランドの

コンセプトについて意見交換を行いました。 

・8月 23 日に第３回熱田ブランド懇談会を開催し、コンセプトを表

わすキーフレーズについて意見交換を行い、名古屋学院大学の学

生よりキーフレーズの候補を募ることとなりました。 

・10 月より、名古屋学院大学内にて熱田ブランドのキーフレーズを

募集し、161 件の応募がありました。 

・12 月 2 日に第４回の熱田ブランド懇談会を開催し、「熱田ブラン

ド」キーフレーズ（案）として、５作品に候補を絞りました。 

・１月より区民投票を行い、キーフレーズを決定しました。2,581

票の投票がありました。 

・3 月 3 日に第 5 回熱田ブランド懇談会を開催し、決定したキーフ

レーズを報告し、今後の方向性について意見交換を行いました。
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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項目の取り組みを掲げました。 

①市民サービスの向上 

取組項目 取組内容 

取組 33 

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外部講師による接遇研修受講者の成果をもとに、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：98.4％ 
☆☆☆

取組内容 

①窓口などにおいて、各職員が積極的にあいさつや声かけを行って

います。 

②9 月に職員を対象として、外部講師による接遇研修を実施しまし

た。 

③各所属の職場毎の特色（ニーズ）に応じた接遇のレベルアップを

はかるため接遇研修受講生を中心とした研修を行います。 

11 月の窓口アンケート結果や日々の窓口対応のふりかえりとして

必要に応じて、研修を行い「お客さまの目線に立った接遇」のレ

ベルアップに取り組みました。 

取組 34 

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、
各課１つ以上の改善の職場改善
を行いました。 

☆☆☆

取組内容

各課で業務改善を１件策定し、報告がありました。この中から、

「なごやカップ」に推薦する事例を選ぶため、区役所職員による投

票を行い、得票数の多かった１事例を熱田区推薦事例としました。
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②区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 

取組 35 

区 民ニーズ

の把握 

①区政運営方針をはじめ区政全般に関することをお伺いする場として区民会議

を開催し、区民の皆さまのご意見を活かした区政運営に努めます。 

②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。 

③広く区民の皆さまのご意見を募り、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】

②区役所が、区民ニーズの把握に

努めていると思う区民の割

合：60％ 

③２学区で学区懇談会を開催し、

より多くの区民の意見を把握 

②区役所が、区民ニーズの把握に

努めていると思う区民の割

合：81.6％

③旗屋学区懇談会:9月16日開催

白鳥学区懇談会:1月22日開催

☆☆☆

取組内容 

①2 月 7 日に区民会議を開催し、区民の皆さまから区政運営及び区

の将来ビジョンについて意見を聴取しました。 

②7 月から 8 月にかけて 1,200 人の区民の皆さまを対象に、区民ア

ンケートを実施しました。その結果を 11月に区ホームページに、

12 月に広報なごやに掲載しました。 

③開催学区から、より多くの意見要望が出されるよう、集約のため

の時間を十分にとりました。（１か月強） 

 要望を提出していただいた後も、要望にこめられた区民の皆さま

の思いをくみ取るため、電話や面接による聞き取りを行い、より

区民の皆さまに寄り添った形の回答ができるように努めました。
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③ 区民への情報提供 

取組項目 取組内容 

取組 36 

積 極的な情

報発信 

①熱田区公式ツイッターを充実し、区民の皆さまに情報提供を行います。 

②広報なごや熱田区版や熱田区ホームページをよりわかりやすく見やすいよう

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。

【目標】 【結果】 【達成度】

①ツイッターのフォロワー数：

650 人 

②区ホームページアクセス数（総

ページ計）：月平均 28,000 件 

①ツイッターのフォロワー数：

670 名 

②区ホームページアクセス数(総

ページ計)：月平均 24,875 件 

☆☆☆

取組内容 

①②イベント情報や防犯のための情報などは適時ホームページ、ツ

イッターで発信を行いました。 

広く区民へ伝えたい内容のものは広報なごやを、情報量の比較的

豊富な熱田区公式ホームページには十分な情報発信を、即時性が

高い熱田区公式ツイッターでは、イベントの特徴や、見どころを

要約した発信を行い、用途に分けた情報発信に努めました。 

③市民課番号案内表示装置のモニターで警察・消防・保健所からの

お知らせ、区民まつりやまちづくりイベントなどの情報を発信し

ました。 


