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住みたくなるまち　訪れたいまち　あったか熱田

名古屋市熱田区役所

平成30年度 熱田区区政運営方針 概要版

区政運営の４つの柱

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  
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 
４ 皆さまに信頼されるあったか区役所

１ 安心・安全で快適なまち 

安心･安全で快適なまち１

「平成30年度熱田区区政運営方針（住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田）」 の詳しい
内容は、名古屋市のホームページでご覧いただけます。 

また、熱田区役所１階情報コーナーに冊子をご用意しています。 
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 

区政運営方針【概要版】は、熱田区役所が行う自主的・主体的な取り組みをはじめ、主な
取り組みを区民の皆さまにお知らせするものです。
熱田区の現状と課題を踏まえ、「元気に 明るく 人にやさしい 熱田区役所」をスローガン
に、職員一丸となって取り組んでまいります。

ホームページアドレス　http://www.city.nagoya.jp/atsuta/ 熱田区

この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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主な取り組み 項目など拡充新規

１
２ 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
区民一人ひとりが「生きがい」や
「あったかさ」を感じられるまち安心・安全で快適なまち

皆さまに信頼されるあったか
区役所

４

地域福祉の推進
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。

障害者への支援
区役所などで授産製品販売を実施し、障害の
ある人の社会参加を支援します。

子育て支援
区内の全小中学校での思春期セミナー実施や
妊娠された方への面接など、思春期・妊娠期
からの切れ目のない支援を推進します。
子育て家庭の交流を図るため「あつたっ子ひろ
ば」を開催します。
また、子育て中の母親の孤立を防ぐため、父親
と母親が一緒に受講する講座を開催します。

青少年健全育成の推進
「青少年を守る運動」や「地域の世話やき
活動」、子ども会の活動などを支援し、青少年
が健全に成長できる環境づくりを進めます。

快適なまちづくりの推進
地域の皆さまや大学と協働して清掃活動を
実施します。また、空地の適切な管理に向け、
啓発や指導を行います。
ペットの適正な飼い方を啓発します。

熱田ブランドの推進
「熱田」の魅力を区の内外へ
発信するため、熱田ブランド
シンボルマークを活用したPR
を推進します。

あつたの魅力向上・魅力発信
区内の大学、商店街な
どと協働で、「あったか！
あつた魅力発見市」を
開催します。
熱田の魅力を発信する
ため、大学と連携し、
観光客向けのパンフレットを作成します。
熱田の魅力を感じる「あつた歴史文化カード
（お宝カード）」を作成・配布することで、熱田
の魅力を再発見し、次世代へ継承することを
めざします。

区の特性に応じたまちづくりに活用するため、
区まちづくり基金への寄附を募ります。地域団体等の活動支援

区の魅力発信や次世代への歴史・文化の継承
に取り組む「あつた人（びと）」を支援します。

生涯学習の振興
地域のスポーツ団体と協働し、各種スポーツ
大会などを開催するとともに、文化団体の活動
を支援します。

「熱田区区民まつり」を開催します。

区民書道展・美術展

………………… 9月28日（金）～30日（日）

秋季花道展 ……………… 10月 7日（日）

にぎわい秋まつり ………… 10月14日（日）

区民芸能オンステージ …… 11月11日（日）
区民への情報提供
広報なごや、区ホームページ、区公式ツイッ
ターなどを積極的に活用し、暮らしに身近な
情報や防災などの情報を発信します。

熱田区
公式ツイッター

安心して暮らせるまちづくりの推進
地域の皆さまや関係公
所（署）などと連携して
防犯や交通安全など
の各種キャンペーンに
取り組みます。
夜間の交通事故防止に効果的な「反射材」の
キーホルダーなどを作成し、配布します。

高齢者への支援
高齢者が健康づくりや
社会参加に自発的に
取り組むことを応援す
る事業として「みんな
でのばそう健康寿命」
を実施します。
また、介護予防の知識の普及啓発や、高齢者
サロンへの活動支援に取り組みます。

区民サービスの向上
来庁されるお客さ
まを元気に明るく
お迎えします。
お客さま満足度
（CS）向上のため
接遇研修を実施します。
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。

区民ニーズの把握
区民会議・学区懇談会の開催や区民アンケート
の実施により、区民の皆さまの区政に対する
ご意見や評価な
どを区政運営方
針に反映させる
よう努めます。

区民の健康づくりの推進
「あつたロコモ予防大
使」を養成し支援する
など、「なごや健康体操
熱田区バージョン」の
普及に努めます。

災害に強いまちづくりの推進
「指定避難所運営マ
ニュアル」を周知し、
理解していただくこ
とで、指定避難所運
営の担い手づくりを
進めます。
総合水防訓練や総合防災訓練を実施し、地域
の防災力を高めます。

金山総合駅周辺の帰宅困難者を受け入れる
退避施設を確保するとともに、帰宅困難者訓練
を実施します。

総合水防訓練　5月27日（日） 船方小学校
総合防災訓練　9月  2日（日） 高蔵小学校
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