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平成 29 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 29 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 
7 3 ０ １ 

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 ０ ０ ０ 

皆さまに信頼されるあったか区役所 ４ ０ ０ ０ 

計 ２8 7 ０ １ 

区役所における内部評価後、名古屋学院大学 現代社会学部長 井澤知旦教授か

ら、４つの柱ごとに評価コメントをいただきました。 

区政運営の 4 つの柱

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。 

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 30 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 井澤教授からの評価コメント

１． 安心・安全で快適なまち 

この分野は、毎年、区役所が力を入れて取り組んでほしいと要望（アンケート）の高い施

策が詰まった分野である。この分野のすべての取り組みに対する住民の関心は高く、とり

わけ、防犯や防災、防火の各対策は区民の暮らしの良し悪しを左右する要素であるため、

その取り組みの進捗は重要であるが、それら対策は積極的に取り組まれており、実績を積

み上げていると言える。 

取組 8（助け合いの仕組みづくりの推進）のような町内会での取り組みは地道に拡充して

いかねばならない。また他方では、力点をおいて取り組んでいくべき新たな項目もある。

取組 4（空家対策）や取組 11（帰宅困難者対策）、取組 1（防犯対策）の特殊詐欺対策が

それであり、特に社会的弱者への適切なアプローチが求められる。

この分野で、より成果を確実にするには、区民、住民団体、区役所、警察や消防署などと

の緊密な連携が不可欠である。なぜなら、例えば、防犯・防災・空家は相互に関連している

からであり、連携を通じて問題を解決して 0（ゼロ）に近づけていかねばならない。 

＜総合評価＞８／１０ 

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 

この分野は、なかでも「高齢者支援」・「子育て支援」は、日本全体の課題となっており、

その解決が「生きがい」や「育てがい」といった日本の活力の維持向上につながるものであ

る。この熱田区においても、区民の要望（アンケート）の上位に位置し、重点的に取り組む

べき課題だといえる。昨年と同様に、制度的にもマンパワー的にも比較的充実しているの

で、とりわけ「子育て支援」「障がい者支援」分野の達成度は高い。

ただし、取組 15（地域福祉の拠点づくりの推進）、取組 22（地域における高齢者支援の

推進）、取組 25（区民の健康づくりの推進）は☆☆の評価となっている。特に地域（学区）

という単位での高齢者への周知が徹底されておらず、それゆえ参加者数や参加率の目標が

達成されていない。「地域にあったネットワークづくり」がキーワードになるが、地域の取

り組み熟度にもより、またこれは時間のかかるテーマなので、区役所と学区が腰を据えて

取り組むべき課題であろう。 

＜総合評価＞８／１０ 



3 

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 

熱田区は歴史的資産に恵まれ、それゆえ文化的風土もしっかり根づいている区の一つで

あろう。これら資源・風土を今日的に人々の関心が高まるように再編集し、区民にとって

住み続けたいという地域の誇りにつながるよう活用するとともに、区外から多くの人々を

呼び込んで、区のにぎわい・交流を促進していく必要がある。また、逆説的ではあるが、区

民が熱田区を誇りに思わなければ、外から集客できないともいえる。その点で、ここでの

取り組みは区民向けであって、外から人を呼び込む取り組みが少ないので、さらなる「に

ぎわい・交流」にむけて取り組みを進める必要がある。 

それぞれの取り組みは精力的に実施されており、取組 26（地域の魅力を活かしたにぎわ

いまちづくりの推進）は多くの人々がかかわる一大イベントに成長を遂げているので、そ

の拡充が望まれる。取組 30（地域団体等の活動支援）は地域団体等の活動支援としての情

報発信であるが、区外の人々を呼び込む取り組みを増やしていけないかと考える。また、

観光はネットワークによって資源の厚みを生むことができるので、内外の歴史的資源を連

携していく取り組みも待たれるところである。 

＜総合評価＞７／１０ 

４． 皆さまに信頼されるあったか区役所 

この分野では、お客様目線の接遇や区民ニーズの把握、情報発信の取り組みが着実に進

められており、ここに掲げている項目の達成度評価は高い。

さらに、接遇の向上については、名古屋市役所内で進められている業務改善イベント「な

ごやカップ」の熱田版「あつたカップ」に取り組むなど新しい試みが待たれるところであ

る。区役所は区民や企業との信頼関係が厚いので、区民同士や区民と企業の連携・協働の

橋渡しをするなどの新しい試みも期待される。 

待ちの姿勢ではなく、単に寄り添うだけでなく、積極的に攻めていくという新しい区役

所像を描いてはどうかと考える。区役所の職員の資質は十分高いものがあり、実現は可能

と判断している。 

＜総合評価＞８／１０ 
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３．各項目の取り組み結果

（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

【目標】 【結果】 【達成度】

①平成 29 年中の刑法犯の認知件

数：891 件以下（平成 28年 892

件） 

②平成 29 年中の住宅対象侵入盗

の認知件数：26 件以下（平成

28 年 27 件） 

①平成 29 年中の刑法犯の認知件

数：768 件 

②平成 29 年中の住宅対象侵入盗

の認知件数：18件 

☆☆☆ 

取組内容 

防犯講話や防犯キャンペーン 

・防犯講話：21回 

・防犯キャンペーン：15 回 など 

熱田区重点対策の取り組み 

・住宅対象侵入盗対策：6回 

イオン及び福祉会館にて啓発及び「補助錠」を配布。 

・自動車盗対策：2回 

ホームセンターや中央卸市場で被害防止の啓発。 

・特殊詐欺対策(*)

福祉会館等で啓発：24回 

区政協力委員協議会(組回覧)、民児協正副会長連絡会(委員全員)、

なごやかクラブ熱田のつどい等でチラシを配布。 

・自転車盗対策：2駅 

駅駐輪場管理会社の協力のもと、ツーロック未実施の自転車の所

有者にワイヤ錠を配布。 

＊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り込みその

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。 

取組項目 取組内容 

取組 2 

交通安全対策

【目標】 【結果】 【達成度】

交通死亡事故件数：０件  

人身事故件数：453 件以下（平成

28 年 454 件） 

交通死亡事故件数：1件（1名）

人身事故件数：424 件 ☆☆

取組内容

交通安全キャンペーンなどの実施回数の合計：67 回 

（内訳） 

・交通安全県内一斉大監視：5回 

・児童・生徒対象の交通安全教室などの開催：12 回 

・高齢者対象の交通安全教室などの開催：23 回 

・その他交通安全キャンペーンなどの開催：27回 
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取組項目 取組内容 

取組 3 

放置自転車 

対策

【目標】 【結果】 【達成度】

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：588 台以下（平成 28年度 589

台） 

熱田区の主要自転車等駐車場周

辺における放置自転車の台数：

484 台 
☆☆☆

取組内容

・自転車マナーキャンペーン(地域の皆様及び行政機関との協働)の

実施回数：16 回 

・マナー向上キャンペーン(名古屋学院大学、地域の皆様及び行政

機関との協働)の実施回数：3 回 

取組 4 

空家対策 

【目標】 【結果】 【達成度】

適切な管理が行われていない空

家の管理適正化の完了件数： 

16 件以上（平成 28 年度 15 件）

適切な管理が行われていない空

家等の管理適正化の完了件数：

12 件 

☆☆

取組内容

・空家関連相談件数：16 件 

・熱田区空家等対策 PT(プロジェクトチーム)把握の件数：36 件 

・適切な管理が行われていない空家等の所有者に対して、電話や文

書により適切な管理を依頼。 

・熱田区空家等対策 PT会議を 5回 

・熱田区空家等対策会議を 1 回開催し、関係機関相互の情報交換等

を実施。 

取組 5 

防火対策・ 

焼死者ゼロ 

対策 

【目標】 【結果】 【達成度】

①平成29年度は高蔵学区を選定

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 

高蔵小学校、沢上中学校全生

徒へチラシ配付による啓発：

各1回 

②防火講習会・火災予防イベント

の開催：11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4カ

所 

③学区行事、キャンペーンにおい

ての広報：12回 

①高蔵学区を選定し、重点的に

啓発した。 

 学区連絡協議会での啓発、組

回覧による啓発：各 1回 

高蔵小学校全校児童、沢上中

学校全校生徒にチラシを配付

による啓発：1回 

②防火講習会・火災予防イベン

トの開催：合計 35回

事業所との合同訓練を 3回

火災予防広報文掲示：区内 4

カ所で実施。

③学区行事、キャンペーンでの

広報：8回 

☆☆☆

取組内容
・学区行事、キャンペーンにおいて、地域と協働して放火防止を呼び掛けるなど

の啓発活動を実施。 



6 

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

【目標】 【結果】 【達成度】

①重点学区における避難所開

設・運営訓練の満足度：90％

以上 

②家具固定ボランティア派遣支援

を受けられた方の満足度:80％

以上 

③講習実施人数：延べ 8,800 人 

④自主防災訓練の実施回数：56

回 

⑤防災リーダー養成講座開催に

よる地域防災力の向上 

①重点学区における避難所開設・

運営訓練の満足度：91% 

②家具固定ボランティア派遣支援

を受けられた方の満足度:83％

③講習実施人数:延べ 11,045 人 

④自主防災訓練の実施回数:35 回

⑤防災リーダー養成講座開催(10

月) 

☆☆☆

取組内容 

①避難所開設・運営訓練を実施し、約 400 人の参加。 

②家具固定派遣申込件数：18 件、実施件数：6件。 

③消防職員が地域の催物や町内会会合・事業所・学校等に出向き、

家庭や職場における防災講習等を 84 回実施。 

④自主防災訓練 3,888 人参加。 

⑤10 月に防災リーダー養成講座を開催。

取組 7 

水防訓練・防

災訓練の実施

【目標】 【結果】 【達成度】

①水防訓練参加者数：220 人以上

②防災訓練参加者数：300 人以上
①参加者数：340 人 
②参加者数：850 人 

☆☆☆

取組内容

①5 月 28 日に水防訓練を実施し、野立学区住民の方々を始め、区内

防災関係公署（所）の職員などが参加。 

②9 月 3日に防災訓練を実施し、旗屋学区住民の方々を始め、旗屋 

小学校児童や区内防災関係公署（所）の職員などが参加。 

取組 8 

助け合いの仕

組みづくりの

推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①助け合いの仕組みづくり：実

施町内会を 1町内会増 

②安否確認訓練の実施：結成済

みの町内会のうち１町内会以

上 

①新規町内会実施なし。 

②12 町内会で実施。 ☆☆

取組内容

・自主防災訓練を実施。 

野立学区全体(4・5 月) 

白鳥学区の田中町内会(5 月) 

旗屋学区のイオンモール熱田(5 月) 
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取組項目 取組内容 

取組 9 

地域防災の推

進

【目標】 【結果】 【達成度】

①津波による浸水が想定される

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

おける津波浸水想定学区住民

の津波避難ビルに関する認知

率：100％の達成 

③地域防災協力事業における新

規協定：5 協定 

①学区人口分の避難スペースを

確保した。 

②津波避難ビルに関する取り組み

を紹介し、理解を深めた。 

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津波避難ビルとして新たに 2 件を指定。 

②各種訓練において津波避難ビルに関する取り組みを紹介し、理解を深

めた。 

取組 10 

災害ボランテ

ィア団体との

連携・活動の

推進

【目標】 【結果】 【達成度】

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 

災害ボランティアセンター設置
運営訓練を実施：2回(5 月 28 日・
7月 22 日) 

☆☆☆

取組内容

・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

㏚。 

・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。 

・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。 

取組 11 

帰宅困難者対

策

【目標】 【結果】 【達成度】

金山総合駅の帰宅困難者対策に

ついて、関係機関などと連携した

検討会を行う：2回以上 

金山総合駅の帰宅困難者対策に

ついて、関係機関などと連携した

検討会を実施：2 回(7 月 13 日・

2月 14 日) 

☆☆☆

取組内容

・3 月 12 日に中区役所及び関係機関と合同で金山総合駅において帰

宅困難者キャンペーンを実施。 

・3 月 20 日に中区役所と合同で帰宅困難者対策講演会を実施。 
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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

【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学区対抗子どもドッジボール

大会出場者数：区内全学区より

140 人 

④年少リーダー講習会の延べ参

加者数：210 人 

①青少年を守るキャンペーンの

延べ参加者数:2,997 人 

②マジックショー参加者数：250

人 

③学区対抗子どもドッジボール

大会出場者数：区内全学区より

119 人 

④年少リーダー講習会の延べ参

加者数：174 人 

☆☆

取組内容 

①青少年を守るキャンペーン 

  7 月～ 8 月開催 ：参加者 1,762 人 

  12 月～1月開催 ：参加者 1,235 人 

②親子ふれあいマジックショー 

  12 月開催：参加者 250 人 

③学区対抗子どもドッジボール大会 

  12 月開催：参加者 119 人（全学区）

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

【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：82.2％
☆☆☆

取組内容 

・5 月下旬～6月にかけて、区内全学区において「全市一斉クリーン

キャンペーンなごや 2017」の清掃活動を実施。 

・名古屋学院大学との協働によりマナー向上キャンペーンを 3 回実

施し、清掃活動及び放置自転車追放の啓発を実施。 

・空地の不適切な管理について、対象となる空地の調査及び所有者

あて適切な管理を依頼する文書を送付。

取組 14 

ペットの適正

な飼い方と災

害時対応の普

及啓発 

【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
11％減 

☆☆☆

取組内容

・総合防災訓練でペットとの同行避難訓練を実施。 

・区民まつりでペットの適正飼養や身元表示推進ブースを設置。 

・広報なごやに啓発記事を掲載。 



9 

（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

の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①「ふれあい・いきいきサロン」

新規開設支援：3 か所（合計 52

→55 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「ふれあい・いきいきサロン」

新規開設支援：7 か所（合計

52→59 か所） 

②新規実施学区なし。 
☆☆

取組内容 ①目標を大きく上回った。 

取組 16 

福祉フェスタ

の開催 

【目標】 【結果】 【達成度】 

「あったかあつた・福祉フェス

タ」の来場者数：1,900 人以上 
未実施 ― 

取組内容 

・衆議院議員選挙のため中止。 

事前準備として、4月から毎月 1回実行委員会を開催。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企画内容や

PR 方法、協賛金などについて検討を重ねた。 

② 子育て支援 

取組項目 取組内容 

取組 17 

思春期・妊娠

期 か ら の 支

援の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①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妊娠届を提出されたすべての

方に面接を実施、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     

①全小中学校で実施 

②全対象者に実施 

☆☆☆

取組内容 

①事業目標を達成。 

②訪問や面談を通じた妊娠・出産・育児への不安解消やマタニティ

ブルースの予防・早期発見に努めた。
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取組項目 取組内容 

取組 18 

子育て支援に

係る情報の発

信

【目標】 【結果】 

①「赤ちゃん訪問事業」の訪 

問率：95％（転出者・区不 

在者などを除く） 

②平成 30年 4月 1 日現在の保育

所入所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ)

①「赤ちゃん訪問事業」の訪

問率：95％（転出者・区不

在者などを除く） 

②平成 30年 4月 1 日現在の保

育所入所の待機児童数: 

0(ｾﾞﾛ) 

☆☆☆ 

取組内容 

①子育て交流会等の情報を掲載した「あつた子育てカレンダー」を

毎月発行。 

赤ちゃん訪問の際に配付するとともに社会福祉協議会のホームペ

ージにも掲載。 

②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実施。 

取組 19 

子育ての仲間

づくりの推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①「あつたっ子ひろば」及び

「あつたっ子ひろば mini」の

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あつたっ子ひろば」及び

「あつたっ子ひろば mini」の

参加者が地域の交流会への参

加を希望する割合：96％ 

☆☆☆

取組内容

①5 月に「あつたっ子ひろば」を開催。 

・9 月にイオンモール熱田で、11 月に熱田児童館で「あつたっ子ひ

ろば mini」を開催（いずれも参加者の満足度が非常に高く、多く

の参加者が地域の子育て交流会への参加を希望。） 

・その他に以下の事業を実施。 

・「子育てサロンあつたっ子」：1歳未満の第 1子を持つ親と初産 

婦を対象とした教室を年 90 回開催。 

・「カンガルークラブ」：育児に不安を感じている母親を対象とし 

た教室を年 6回開催。 

・「いちご・クラブ」：若年の母と妊婦を対象とした教室を年 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 

教室を年 6回開催。 

取組 20 

児童虐待の防

止

【目標】 【結果】 【達成度】

児童の虐待死者数：０(ｾﾞﾛ) 児童の虐待死者数：０(ｾﾞﾛ) ☆☆☆

取組内容

・なごや子どもサポート熱田区連絡会を 7 月と 2 月に開催し、関係

機関との情報共有に努めた。 

・虐待通告があった場合、家庭訪問等を行い実情把握に努めるとと

もに、毎月の実務者会議で関係機関と必要な情報を共有して各ケ

ースの援助方針を検討し、適切な支援を実施。 

・必要に応じて個別のケースに係るサポートチーム会議を開催。 

・親力アップ講座「イライラしない子育て講座」を 10 月～11 月に

開催。（講座後のアンケートでは、参加者の 9割が「満足した」と

回答。） 

・11 月にオレンジリボンモニュメントを区役所で展示。 

・11 月 21 日にイオンモール熱田で「熱田区オレンジリボンキャン

ペーン」を実施し、啓発物品の配布を通じて相談窓口を周知。 
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③ 高齢者への支援 

取組項目 取組内容 

取組 21 

高 齢 者 の 健

康づくり・仲

間 づ く り の

推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①高齢者のサロンなどへの活動

支援の実施：年 50 回 

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「みんなでのばそう健康寿命」

(*)事業参加者数：延べ 3,600

人 

①高齢者のサロンなどへの活

動支援の実施：年 114 回 

②「熱田いきいき体力測定会」

の参加者数：122 人 

③老人クラブの会員数：1 クラ

ブ（15 名）新規 

④「みんなでのばそう健康寿

命」事業参加者数：約 4,000

人 

☆☆☆

取組内容 

③「芸能のつどい」「春季・秋季ウォーキング大会」などの老人クラ

ブ主催の事業を支援。老人クラブ活動を積極的に PR し、高齢者の

仲間づくりを支援。 

④保健所、社会福祉協議会、いきいき支援センター、熱田警察署、

熱田図書館、みなと医療生協と連携し、事業周知を図るとともに、

サロンなどの地域住民の集まる場において周知。 

＊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 

取組項目 取組内容 

取組 22 

地域における

高齢者支援の

推進 

【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「緊急時あんしんキット」(*)

の新規配付対象者へ活用の呼

びかけ・配付 

配付済の方へは、更新の呼び

かけ 

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。配付済みの方へは、更

新の呼びかけた。 

☆☆

取組内容

①大宝学区において、地域支援ネットワーク運営協議会を開催 

②毎月、高齢者虐待防止連絡会議を行い、関係機関と支援について

を検討。 

虐待として把握していた家族の支援について、虐待相談センター

の職員も参加し、関わっている事業所の方を交えた高齢者虐待防

止ネットワーク支援会議を開催。 

警察からの通報や事業所・市民の方などからの連絡があり、虐待

が疑われた場合には、本人の状況などを確認するとともに、高齢

者虐待防止連絡会議で検討し、必要な支援を実施。 

③「緊急時あんしんキット」の新規配布対象者全員への活用の呼び

かけ・希望者への配布を実施。すでに配布した方へ情報の更新を

呼びかけた。 

区民まつりで「緊急時あんしんキット」について PR。

＊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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取組項目 取組内容 

取組 23 

認知症対策

【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(*)の開催：3回以上

なつかし映画会の開催：5回以

上 

①認知症講演会の参加者の満

足度：93.1％（1回目）、90.0％

（2回目） 

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：100％ 

③出張回想法の開催：3回 

 なつかし映画会の開催：10 回

☆☆☆

取組内容

①11 月 25 日に認知症講演会（1回目）を開催し、250 人の方が参加。

2月 3日に認知症講演会（２回目）を開催し、200 人の方が参加。

②3月 16 日にはいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練を開催。 

③出張回想法を 2月に 3回実施。 

なつかしの映画会を 3月に 10 回実施。 

＊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

④ 障害者への支援 

取組項目 取組内容 

取組 24 

障 害 者 支 援

の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①福祉体験参加者の障害への理

解度：80％以上 

②授産製品販売参加者の満足度：

80％以上 

③障害者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ) 

④障害者支援者を対象とした防

災ワークショップ参加者の満

足度：80％以上 

①アンケート実施できず。 

②授産製品販売参加者の満足

度：88% 

③障害者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ)

④ワークショップ参加者の満

足度：100% 

☆☆☆

取組内容 

①あったかあつた福祉フェスタでの福祉体験においてアンケートを

行う予定であったが、イベント自体が中止になったため、アンケ

ートを実施できなかった。 

9 月 3 日（日）熱田区総合防災訓練（旗屋小学校）にて福祉体験を

実施。旗屋小学校 3 年生から 6 年生約 240 名と一般の方に対して

車いす体験・手引き体験・障害についての講話を実施するととも

に、訓練参加者に障害の理解を深めるための冊子を 350 部を配付。

②授産製品販売を、区役所庁舎内（毎月第 2・4 金曜日）、イオンタ

ウン熱田千年（毎月第 1・3火曜日）で実施。 

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った。 

④平成29年11月10日に支援者向けに「防災学習会」を実施。 
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⑤ 区民の健康づくりの推進 

取組項目 取組内容 

取組 25 

区民の健康づ

くりの推進 

【目標】 【結果】 【達成度】

①「健康相談、健康チェック」の

参加者の理解度：80％以上 

②「歯と口の 1日健康センター」

の来所者数：250 人 

③ロコモ予防教室参加者の理解

度：80％以上 

①「健康相談、健康チェック」

の参加者の理解度：75％ 

②「歯と口の1日健康センター」

(6月 1日)の来所者数：113人

③ロコモ予防教室参加者の理

解度：97％ 

☆☆

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。 

利用者数 7 月 20 日（木）ルネサンス名古屋熱田：28 名 

8 月 28 日（月）イオンタウン熱田千年：10 名 

10 月 8 日（日）区民まつり会場：74 名 

11 月 16 日（木）熱田福祉会館：32 名 

②「歯と口の 1日健康センター」は 5月からポスター・チラシを配

布（保健所事業、あつたっ子ひろば、幼保育園）、広報なごや・

あつたみなとホームニュースに掲載し周知。 

「8020 表彰式」を 11月 23 日に開催し被表彰者は 71 人。 

③「あつたロコモ予防大使」を募集し、13 名の応募があり。応募

者に対し、養成講座を 5回実施。あつたロコモ予防大使による

普及啓発の場として、区民まつりをはじめとした、地域住民が

数多く集まる場を活用し、「なごや健康体操熱田区バージョン」

を実施。 

 《実施行事》 

10 月 8 日(日)区民まつり（白鳥公園） 

10 月 18 日(水)シェイクアウト訓練（イオンモール熱田） 

11 月 14 日(火)熱田社会保険委員会事務研修会（熱田文化小劇

場） 
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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、7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 26 

地域の魅力を

活かしたにぎ

わいまちづく

りの推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①「あったか！あつた魅力発見市

2017」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：250 人 

 熱田ぐるりんウォーキングの

参加者数：250 人 

①あったか！あつた魅力発見

市 2017」の参加者数：延べ

51,642 人 

②堀川一斉清掃と子ども乗船

体験の参加者数：53 人 

 熱田ぐるりんウォーキング

の参加者数：230 人 

☆☆☆

取組内容 

①あったか！あつた魅力発見市 2017 では、名古屋城（朝日橋）と熱

田界隈を繋ぐ船上落語クルーズや、謎を解きながら回遊できる熱

田謎解き街歩きといった新企画を実施。また、広報なごや表紙～

２面に掲載するなど、広報活動に注力。 

②堀川一斉清掃と子ども乗船体験の前には、堀川浄化、環境美化に

関する啓発のため、千年小学校、船方小学校への環境学習を実施。

取組 27 

歴史資料の整

理と展示 

【目標】 【結果】 【達成度】

「歴史資料展示コーナー」来場者

アンケートで「よかった」の割合：

90％以上 

「歴史資料展示コーナー」来場
者アンケートで「よかった」の
割合：平均 80％ 

☆☆☆

取組内容

・年に 2回の展示替えを実施。 

・区民まつり、熱田区制 80 周年の「君を待つまち 熱田」展、生涯

学習まつりでの展示を実施。 

・歴史資料のデジタル化については、約 80％終了しています。引き

続き、デジタル化を進めるとともに、現在、より検索しやすい分

類・整理を検討。 

取組 28 

市民文化の発

信

【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 人人 ☆☆☆

取組内容

・来場者数 区民美術展・書道展：350人 

      秋季花道展：600 人 

      区民芸能オンステージ：1,050 人 計 2,000 人 

取組 29 

区民まつりの

開催 

【目標】 【結果】 【達成度】

「にぎわい秋まつり」の来場者

アンケート：「よかった」、「まあ

まあよかった」の割合 100% 

「にぎわい秋まつり」の来場

者アンケート：「よかった」、

「まあまあよかった」の割合

91.8％ 

☆☆☆

取組内容

・にぎわい秋まつりでは、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」のほか、熱田区制 80 周年を記念し、

公募型ブース「君まちストリート」の設置やステージ企画「フラ

ッシュモブ」、「熱田区への愛を叫ぶ 大声コンテスト」を実施。
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② にぎわい・交流の推進 

取組項目 取組内容 

取組 30 

地域団体等の

活動支援

【目標】 【結果】 【達成度】

③地域イベント情報ページのア

クセス数：月平均 500 件以上 

③地域イベント情報ページのア

クセス数：月平均 587 件 
☆☆☆

取組内容 

・ オブザーバーとして会議出席などを通じて、地域団体「あつた宮

宿会」へ行政の視点からの助言を実施。 

・ 名古屋学院大学の project758 事業を始めとした、学生視点で行

う熱田の魅力の情報発信事業について、イベント開催での協働や

公開生放送への出演などを支援。 

・ 学区連絡協議会等の主催するイベントを区ホームページで紹介

することで、地域の広報活動を支援。 

取組 31 

区制 80 周年

記念事業 

【目標】 【結果】 【達成度】

区民の区制 80 周年についての認

知度：80％以上  

区民の区制 80 周年についての認

知度：87％ 
☆☆☆

取組内容

・実行委員会を立ち上げ、各種記念事業を実施。 

・シンボルマークを作製し広報なごや、区 HP、職員名札、名刺及び

チラシなどで区民に周知・㏚を実施。 

《80 周年記念事業》 

 10 月 7日 区制 80周年記念式典 

 10 月 8日 区民まつり 

 10 月 7日～15日 「君を待つまち 熱田」展 

 インスタグラムを活用して熱田の魅力発信 

 10 月 7日～15日 あつたグラム展 

 その他、各種冠事業等を実施。 

取組 32 

熱田ブランド

の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

熱田ブランドのキーフレーズ

「君を待つまち 熱田」を表わ

すシンボルマークを作成し、熱

田ブランドの推進に努めます。 

「君を待つまち 熱田」を表わ

すシンボルマークを作成し、10

月 1 日から区役所のみならず地

域全体での使用を開始。 

☆☆☆

取組内容
・第 6回・第 7回熱田ブランド懇談会を開催。 

・熱田区制 80 周年記念式典内で熱田ブランド宣言を発信。



16 

（４）皆さまに信頼されるあったか区役所 

 区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 区民サービスの向上 

取組項目 取組内容 

取組 33 

お客さまの目

線に立った接

遇

【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：98.2％ 

☆☆☆

取組内容 ・11 月に窓口アンケートを実施 

取組 34 

業務改善の推

進 

【目標】 【結果】 【達成度】

業務改善の実施：各課１つ以上 業務改善の実施：各課１つ以上 ☆☆☆

取組内容

・昨年 10 月から本年 9月までの期間、所属ごとに業務改善に取り組

む。10 件の職場改善を行った。 

・各課の改善事例から熱田区推薦事例を選定し、全市で投票を行った

結果、当区推薦事例がなごやカップへ出場。 

・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だ。

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

【目標】 【結果】 【達成度】

区民アンケートにおいて、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：85％ 

区民アンケートにおいて、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：80.2％ 

☆☆☆

取組内容 

・2 月 8 日に区民会議を開催。区民の皆さまから区政運営及び区の

将来の方向性について意見を聴取。 

・1 月 25 日に船方学区で学区懇談会を開催。 

・区民アンケートを 6 月から 7 月にかけて 1,200 人の区民の皆さま

を対象に実施し、その結果を区ホームページに掲載。 
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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 

【目標】 【結果】 【達成度】

①ツイッターのフォロワー数：

700 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：

767 名 

②区ホームページアクセス数(総

ページ計)：月平均 27,940 件 

☆☆☆

取組内容 

①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。 

②用途に分けた情報発信の実施。 

・広く区民へ伝えたい内容 … 広報なごや 

・情報量の比較的豊富な内容 … 区公式ホームページ 

・イベントの特徴や、見どころ要約 … 区公式ツイッター 

市民課番号案内表示装置のモニターにおいて、警察署、消防署か

らのお知らせ、区制 80周年記念関連イベントなどの情報発信。 


