
（１）安心・安全で快適なまち 

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、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 

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。

＊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 

地域力推進室 

福祉課

警察署生活安全課

【目標】平成28年中の刑法犯の認知件数：921 件以下（27年922 件）

交通安全 

対策 

<重点>

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。 

＊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

地域力推進室 

警察署交通課

【目標】交通死亡事故件数：０件 

取組1

取組2
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取組項目 取組内容 担当課 

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。 

【自転車マナーキャンペーン】 

地域力推進室 

土木事務所

【目標】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：800 台以下 

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を運営し、関係部署が連携

して対応します。 

地域力推進室 

生活環境課 

消防署 

土木事務所 

環境事業所 

市民経済局 

【目標】熱田区空家等対策プロジェクトチーム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 

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。

消防署 

地域力推進室

【目標】①平成 28 年度は大宝学区を選定し、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

③学区行事、キャンペーンでの広報：12 回

取組3

取組4

取組5

8



② 地域防災力の向上

取組項目 取組内容 担当課 

地域防災力

のパワーア

ップ事業 

<重点>

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。<新規>

【避難所開設訓練】

総務課 

消防署 

【目標】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

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）

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：470 人以上

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」を推進

する中で一体として行います。（12 ページ参照）

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。

総務課 

消防署

【目標】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

取組6

取組7

取組8
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取組項目 取組内容 担当課 

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 

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地域防災協力事業における新規協定：5 協定増加

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。

総務課 

社会福祉協議会

【目標】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

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。<新規>

総務課

【目標】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 

取組9

取組10

取組11
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③ 青少年健全育成の推進

取組項目 取組内容 担当課 

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。<新規>

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Ｐ

Ｒ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。

【親子ふれあいマジックショー】 

地域力推進室 

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

④ 快適なまちづくりの推進

取組項目 取組内容 担当課 

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。

地域力推進室

【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12

取組13
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取組項目 取組内容 担当課 

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。

生活環境課 

【目標】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

地域住民相互の助け合いによる <重点>

「地域での支え合いネットワークづくり」とは、担当課の垣根を越え、連携して地域のつな

がりづくりに取り組むもので、平成 24 年度から上記の 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 28 年度も引き続き、「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。 

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 8

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 15 取組 20

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 21

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 

取組14
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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 

 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合いながら、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合い、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。 

 また、障害者差別解消法の施行に伴い、障害のある人もない人も共に生きる地域社会をつくる

ことをめざします。 

 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 

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。（12 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 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

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。 

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

取組15

取組16
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② 子育て支援

取組項目 取組内容 担当課 

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。<新規>

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 

社会福祉協議会

【目標】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

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。<拡充>

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） 

【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】①参加者が地域の交流会への参加を希望する割合：90％

以上 

取組17

取組18
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取組項目 取組内容 担当課 

児童虐待の

防止 

<重点>

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。

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】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

③ 高齢者への支援

取組項目 取組内容 担当課 

高齢者の健

康づくり・

仲間づくり

の推進 

<重点>

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。<新規>

＊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。 

保健予防課 

福祉課 

【目標】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

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

取組19

取組20
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取組項目 取組内容 担当課 

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。（12 ペ

ージ参照）

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。

＊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。 

【緊急時あんしんキット】 

福祉課 

【目標】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・配付

認知症対策

<重点>

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。

＊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。

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

取組21

取組22
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④ 障害者への支援

取組項目 取組内容 担当課 

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。

*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目指すネットワーク

*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

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】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

*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。 

取組23

17



⑤ 区民の健康づくり

取組項目 取組内容 担当課 

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。

保健予防課

【目標】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

取組24
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 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」や「白鳥古墳」

など多くの遺跡や「熱田百ヶ寺」ともいわれる寺院仏閣もあります。東海道五十三次 41 番目の

宿場「宮宿」は、東海道中最大の宿場まちとしてにぎわいました。桑名との唯一の海路であった

「七里の渡し船着き場跡（宮の渡し公園内）」や、この地方有数の漁師まちでもあったことから

「熱田魚市場跡（大古瀬公園内）」もあります。 

熱田区は、数多くの歴史的・文化的資産が重層的に存在する「歴史・文化の香るまち」であり、

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」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 

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、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。<拡充>

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。<拡充>

＊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 

魅力発見市 2015】 

（古墳マルシェ） （宮の浜市） 

地域力推進室 

【目標】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

（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

取組25
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取組項目 取組内容 担当課 

「七里の渡

し」の魅力

の発信 

<重点>

 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。

【七里の渡し】 

地域力推進室 

住宅都市局 

【目標】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

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。 

地域力推進室

【目標】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 

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。

地域力推進室

【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 

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。 

地域力推進室

【目標】にぎわい秋まつりの来場者数：19,000 人

取組26

取組27

取組28

取組29
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取組項目 取組内容 担当課 

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。<新規>

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。

*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

【あつた朔日市】

地域力推進室 

【目標】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

*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 

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(仮称)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。<新規>

区役所全課

【目標】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。 

企画経理室

【目標】「熱田ブランド」のキーフレーズを作成するなど、取組み

の具体化

取組30

取組31

取組32
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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 

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。

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 

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 

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。<新規>

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。

企画経理室 

地域力推進室

【目標】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

（４）皆さまに信頼されるあったか区役所 

取組33

取組34

取組35
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③ 区民への情報提供

取組項目 取組内容 担当課 

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。

地域力推進室 

企画経理室 

【目標】①ツイッターのフォロワー数：650 人 

②区ホームページアクセス数（総ページ計）：月平均

28,000 件

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を定めるなど残業時間を減ら

し、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 

①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。

②区の特性に応じたまちづくりを推進するために、区まちづくり基

金を設置し、活用します。<新規>

企画経理室

取組36
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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し出しを行います。 

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。また、上記講習指導や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。 

④ 熱田区内に在住する若い力（中学生など）にも、応急手当の重要性

について広報するとともに救命講習の受講を呼びかけます。 

防火対策・焼死者ゼロ対策 　　 （再掲）

地域防災力のパワーアップ事業 　　　②③④（再掲） 

地域防災の推進　　 　 ③（再掲） 

熱田土木事務所 

江川線の整備（緑政土木局道路建設課） 

平成27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、電線共同溝の本体及び引き込み管の工事が完

了しました。 

今年度は、引き続き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。 

六番町駅の自転車駐車場整備（緑政土木局自転車利用課） 

平成 27 年度は、路外自転車駐車場（新幹線及び中央分離帯高架下、

バスターミナルそば）並びに六番町交差点北側の江川線の歩道自転車駐

車場の整備工事を進めました。 

今年度は、放置禁止区域の標示シート・標識などの設置工事並びに国

道１号及び六番町交差点南側の江川線の歩道自転車駐車場の整備工事

を進めていきます。 

御田
み た

跨線橋の整備（緑政土木局道路建設課） 

平成 27 年度は、線路東側の階段設置工事や跨線部の付属物設置工事

が完了しました。 

今年度は、引き続きエレベーター設置工事を進め、秋頃にエレベータ

ーを使って新しい跨線橋の供用を始めます。その後、既設の跨線橋の撤

去工事を進めていきます。 

取組5

取組6

取組9
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容内・目項組取）署（所公

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 災害用備蓄飲料水「名水」の販売 

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ります。

② 市民向けの行事を通じた防災情報などの発信 

市民向けの行事を通じて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 

本の貸し出しだけではなく、図書館の新たな役割として、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、ネットワーク

を活かすことにより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）の取組みの実施 

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 
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容内・目項組取）署（所公

熱田区校長会 
（熱田区内の小・
中・特別支援学校
の校長で構成） 

心の教育の充実 

関係機関との連携を強め、いじめや不登校に対する取組みを一層進

め、児童生徒が心豊かに成長できるよう努めます。 

地域との連携強化 

「地域の中の学校」として、学校行事などの情報発信や地域行事など

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。

高齢者いきいき相談室の開設

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・生活支援サービス事業や一般介護予防事業などのご利用

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

地域福祉の拠点づくり　 　  （再掲） 

福祉フェスタの開催 　　　（再掲） 

認知症対策 　　　（再掲） 

交通局名城線 
東部駅務区 

（熱田区内では、伝
馬町駅、神宮西駅、
西高蔵駅を管轄） 

安心・安全で快適な地下鉄をめざして 

現在、南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されていま

す。業務継続計画を含めた災害時の対応方策の実効性を確保するため、

浸水被害を想定した水防訓練や巨大地震の発生を想定した防災訓練な

どを実施し、継続的に検証します。

①　認知症高齢者を介護する家族の支援

　　　「家族教室」「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。

取組16

取組15

取組22
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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 

安全最優先を徹底し、お客さまに安心感、信頼感を持っていただける

よう、ルール・手順を確実に守り、お客さま目線に徹した親切で丁寧な

接客を実践します。 

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 「未来の鑑賞者育成事業」の実施 

区内の全小学 4年生を劇場に招待し、名フィルなどのコンサート

を鑑賞する機会を提供します。 

② 新たなアウトリーチ事業の実施 

病院や史跡でのコンサートの開催などを実施します。 

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

育成・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、教えた

い市民・学びたい市民のために「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学習グルー

プの活動紹介を行います。 

③ 学習相談、自主学習グループの奨励・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、自主学習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 27 年度区政運営方針の取組結果（概要） 

（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。 

評 価 基 準 取組項目の数 

☆☆☆評価 概ね 8 割以上達成 ３１ 

☆☆評価 概ね 5 割以上達成   ２ 

☆評価 5 割未満達成   ０ 

―評価 未実施   ０ 

合 計 ３３ 

（２）各項目の取組結果 

＊平成 27 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。 

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 水防訓練・防災訓練の実施 ☆☆☆

取組 3 放置自転車対策 ☆☆☆ 取組10 災害ボランティア団体との連携・活動の推進 ☆☆☆

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と災害時対応の普及啓発 ☆☆☆

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19 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 ☆☆☆

取組15 福祉フェスタの開催 ☆☆☆ 取組20 地域における高齢者支援の推進 ☆☆☆

取組16 子育て支援に係る情報の発信 ☆☆☆ 取組21 認知症対策 ☆☆☆

取組17 子育ての仲間づくりの推進 ☆☆☆ 取組22 障害者支援の推進 ☆☆☆

取組18 児童虐待の防止 ☆☆☆ 取組23 区民の健康づくり ☆☆☆

取組24 熱田ブランド戦略 ☆☆☆ 取組27 歴史資料の整理と展示 ☆☆☆

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 再発見！七里の渡しの魅力 ☆☆☆ 取組29 区民まつり ☆☆

取組30 お客さまの目線に立った接遇 ☆☆☆ 取組32 区民ニーズの把握 ☆☆☆

取組31 業務改善の推進 ☆☆☆ 取組33 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

 平成 27 年度区政運営方針の取組結果は、☆☆☆（概ね 8 割以上達成）と評価した項目が 31

項目、☆☆（概ね 5 割以上達成）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、目標に達しなかった原因を分析し、手法を検討するな

どにより、平成 28 年度も引き続き目標達成に向け努力してまいります。 

 さらに、☆☆☆と評価した項目についても、地域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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６．区⻑の裁量が発揮できる予算 

（１）平成２８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２８年度に

9,006,000 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。 

※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２７年度予算の執行状況 

平成２７年度は、区長の裁量が発揮できる予算として、9,517,000 円を予算化し、以

下の事項に支出しました。

※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。

区　　分
予算額
（千円）

安心・安全で快適なまち 899

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

743

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

6,511

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

853

合　計 9,006

主　　な　　事　　項

防災公開講座、学区対抗子どもドッジボール大会、ペットの適正な飼い方などの
啓発など

子育てを応援する親力アップ講座の開催や「みんなでのばそう健康寿命」事業な
ど

七里の渡し事業、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

区　　分
決算額
（千円）

安心・安全で快適なまち 605

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

874

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

7,256

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

692

合　計 9,427

区民ニーズの把握や区政運営方針の策定など

主　　な　　事　　項

総合的な啓発事業、防災公開講座や親子ふれあい映画会など

子育てを応援する親力アップ講座の開催や熱田いきいき体力測定会など

七里の渡し事業、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
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【参考】

区内で実施予定の主な事業 
区政運営方針に掲げた事項のほか、区内で実施予定の主な事業は以下のとおりです。 

項目 所管 事業内容 

江川線の整

備 

（再掲） 

緑政土木局 

江川線整備

事務所 

熱田土木事

務所 

電線類の地中化や歩道のカラー舗装化、植栽の設置などを通じて、

歩行者や自転車利用者が快適に安心して通行できる歩道を整備しま

す。また、車道の舗装を低騒音舗装に打換えていくなどの環境対策

を行います。 

自転車駐車

場の整備 

（再掲） 

緑政土木局 

自転車利用課  

熱田土木事

務所 

地下鉄六番街駅周辺において、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。 

御田跨線橋

の整備 

（再掲） 

緑政土木局 

道路建設課 

熱田土木事

務所 

「開かずの踏切」であるＪＲ東海道本線御田踏切と名鉄名古屋本線

神宮前 1 号踏切に立体横断施設を整備することにより、歩行者及び

自転車の安全性・利便性の向上を図ります。 

市体育館空

調設備等整

備設計 

教育委員会

スポーツ振

興課 

市民が快適かつ安全に利用できるようにするための空調設備等整備

の設計を実施します。 

30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱田区役所区政部企画経理室 

〒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/ 



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。 

熱田区の花 

「ハナショウブ」

白鳥庭園、神宮東 

公園などで見られ 

ます。 

熱田区の木 

「クロガネモチ」

沢上交差点、神宮 

東公園などで見ら 

れます。 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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