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平成 30 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 30 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 37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）

－

（未設定）

安心・安全で快適なまち 11 3 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 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 
6 1 0 1 

皆さまに信頼されるあったか区役所 4 0 0 0 

計 31 5 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、令和元年

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       －：未設定
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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 

区役所が力を入れてほしい課題としての要望（アンケート）では防犯対策と防災対策、

交通事故防止等が上位 1 位、2 位、5 位を占め、安心・安全は住民の大きな関心分野となっ

ている。この分野は「住みたくなるまち、訪れたくなるまち」の基盤となるものであり、区

民の暮らしを大きく左右する分野ともいえる。それら対策は 14 項目の施策に積極的に取

り組まれており、着実に実績を積み上げている。 

取組 5～取組 11 までの防災関連の項目は、区民自身や通勤者が参加する訓練の徹底化が

図られ、当事者が学習だけでなく訓練体験を通じて現実的想像力を高めている。これに関

連して、取組 14 は、日常のペット苦情対策だけでなく、災害時のペットの取り扱いの啓発

まで行っている点は評価すべきであろう。

取組 1、取組 2 の防犯や交通事故関連では、目標としていた成果が上がらず､足踏み状態

である。近年、高齢者運転やわき見運転に伴う事故により幼児等に列へ突入するなど痛ま

しい事故が多くなっているので、取り組みの継続とともに、高齢者などターゲットを明確

にした取り組みを強化することが求められる。 

取組 13 町の美化や取組４いわゆる「ごみ屋敷対策」は快適さを維持していくうえで重要

な項目であり、これについては着実に成果をあげている。 

昨年度も同様な指摘を行ったが、この分野では区民、住民団体、区役所、警察や消防署な

どとの緊密な地域連携とテーマに応じた広域連携（例えば交通事故対策など）が不可欠で

ある。 

＜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 

目下、日本は少子高齢社会を突き進んでおり、日本全体の課題となっている。間もなく、

団塊の世代が後期高齢者となり、児童虐待への対応が大きな問題となっている。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、「高齢者支援」・「子育て支援」

は第３位、第４位を占めており、重点的に取り組むべき課題だといえる。 

昨年と比較して、この分野の取組は目標に対する成果を見ると、着実に成果をあげてい

る。とりわけ「子育て支援」「障害者支援」「高齢者支援」分野の達成度は高い。

ただし、取組 25「区民の健康づくりの推進」については、「健康相談、健康チェック」は

成果をあげているものの、ロコモ予防の「なごや健康体操熱田区バージョン」の実施人数
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が少ないが、今後区民が集まる多くの機会を使って、周知の徹底と具体的対応を図ってい

く必要があろう。 

このテーマは時間とともに重要度を増す。最近ではダブルケアという言葉も一般化しつ

つあるが、これは子育てと親の介護を同時に対応しなければならない層が増加することを

意味している。もはや個（家庭）を超えて、行政と地域とが連携して取りくむテーマであ

り、区民が区民を支えていく仕組みと区民のパワー（やる気やエネルギー）を引き出す取

り組みが待たれるところである。 

＜総合評価＞８／１０ 

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た区であり、その資産を活かした「にぎわい・交流」は着実

に成果を生み出している。このことは外部からの集客力を高めるという一元的な視点でな

く、熱田区に住むことの誇りを育むという視点からアプローチすることも重要である。熱

田区への誇りは地域への愛着を生み、区民として地域貢献への意識を高めていく。そうな

ると、先の二つの分野にも影響を及ぼすし、外部からの集客を図ることにつながる。 

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」における「あったか！あつた魅力発見市」は区独自のイベントとし

て、６万人近くの集客があり、多くの人々がかかわる一大イベントに成長を遂げ、年々充

実してきている。取組 27「あつた歴史文化カードによる魅力発信」は新しい取り組みであ

るが、現地を 15 ヶ所巡れば、お宝カード１枚をもらえる仕組み、すなわち歴史散策とカー

ド集めをセットにした仕組みは秀逸であり、参加者も評価が高い。取組 30「熱田ブランド

の推進」はこの柱の中で唯一☆☆であったが、まだまだ人口に膾炙するまでに至っていな

いが、キーフレーズとシンボルマークは人の気持ちをサワサワさせる要素を持っていると

思えるので、あらゆる機会を使って広報していくべきであろう。そのためには区民のパワ

ーは不可欠で、地域団体等との連携はより強化していく必要がある。

歴史的資産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、例えば名古屋

城・城下町との連携（歴史縦軸）、志段味歴史の里（歴史斜軸／古墳）など、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＞８／１０ 
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４． 皆さまに信頼されるあったか区役所 

この分野では、昨年度以上にお客様目線の接遇や区民ニーズの把握、区民のための業務

改善など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、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」で最優秀

賞を受賞するなど、改善には力が入っていると理解できる。熱田版の業務改善イベント「あ

つたカップ」について、今後は区民投票をしてもらうなどの新しい試みが待たれるところ

である。 

ツイッターやホームページでは情報発信については、目標に達しているが、目標自身が

低いので、まだまだ感が否めない。デジタル技術を使いこなせない世代もいるが、これか

らは高齢者を含め、スマートフォンを持ち歩き、キャッシュレス社会になっていくので、

その歩調に合わせた情報発信方法を検討していく必要があろう。 

昨年からの継続テーマとして、①地域に寄り添うことは必要だが、それだけでなく、積

極的にまちに出て、攻めていくという新しい区役所像を打ち出すこと、②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

新しい試みも展開することが挙げられる。 

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、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】

平成 30 年中の刑法犯の認知件

数：767 件以下（平成 29 年 768

件） 

平成 30 年中の刑法犯の認知件

数：796 件 ☆☆ 

取組内容 

防犯講話や防犯キャンペーン 

・防犯講話：23回 

・防犯キャンペーン：19 回 など。 

熱田区重点対策の取り組み 

・住宅対象侵入盗対策：26 回 

福祉会館などで講話、キャンペーン実施。 

・自動車盗対策：5回 

ホームセンターや中央卸売市場で被害防止のキャンペーン実施。

・特殊詐欺(*)対策：29回 

福祉会館などで講話、キャンペーン実施。 

区内で被害が発生したつど区ホームページなどで広報。 

高齢者福祉相談員訪問活動の際チラシ配布。 

・自転車盗対策：4回 

「ツーロックの日」を中心にキャンペーンを実施し、補助錠など

を配布。 

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】

平成 30 年中の交通死亡事故件

数：0件  

平成 30 年中の人身事故件数：423

件以下（平成 29年 424 件） 

平成 30 年中の交通死亡事故件

数：1件（1名） 

平成 30 年中の人身事故件数：367

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：59 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：11 回 

・高齢者対象の交通安全教室など：20 回 

・その他交通安全キャンペーンなど：28回 

高齢者福祉相談員による訪問活動時に啓発チラシを配布。 
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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：483 台以下（平成 29年度 484

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：

304 台 
☆☆☆

取組内容

・自転車マナーキャンペーン(地域の皆さまとの連携)：12 回（他、

雨天中止 3 回） 

・マナー向上キャンペーン(名古屋学院大学、地域の皆さまとの連

携)の実施に向けて関係機関との準備をしたが予定日が 2 回とも

雨天により中止となった。 

取組 4 

空家、いわゆ

る「ごみ屋

敷」対策 

【目標】 【結果】 【達成度】

適切に管理されていない空家の

管理適正化の完了件数：13 件以

上（平成 29 年度 12 件） 

適切に管理されていない空家の

管理適正化の完了件数：16 件 
☆☆☆

取組内容 

・空家関連で今年度新たに発生した件数：12 件 

・熱田区空家等対策 PT(プロジェクトチーム)把握の件数：32 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：5回 

・熱田区空家等対策会議：1回 

・熱田区ごみ屋敷対策会議：1回 

② 災害に強いまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 

取組 5 

指定避難所

運営の担い

手づくり

【目標】 【結果】 【達成度】

重点学区における指定避難所開

設・運営訓練の満足度：90％以上

重点学区における指定避難所開

設・運営訓練の満足度：96% 
☆☆☆

取組内容 

・各種訓練において指定避難所運営マニュアルを周知。 

・重点学区である旗屋学区において 12 月 2 日(日)に指定避難所開

設・運営訓練を実施。 

・区本部研修において指定避難所運営シミュレーションを実施。

取組 6 

助け合いの仕

組みづくりの

推進

【目標】 【結果】 【達成度】

制度説明を 50 町内会以上で実施 熱田区全町内会において制度説
明を実施 

☆☆☆

取組内容

・7 月開催の熱田区区政協力委員協議会を通じて「助け合いの仕組

みづくり」についての制度説明に加え、実際に要望のあった町内

会へは直接説明を実施。 

取組 7 

家具固定の推

進

【目標】 【結果】 【達成度】

家具転倒防止ボランティアの派

遣支援を受けられた方の満足度：

90％以上 

家具転倒防止ボランティアの派

遣支援を受けられた方の満足度：

100％ 

☆☆☆

取組内容 ・家具転倒防止ボランティア派遣件数：28 件 
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取組項目 取組内容 

取組 8 

区民総ぐる

み災害対応

訓練の実施

【目標】 【結果】 【達成度】

訓練参加者の満足度：90％以上 総合水防訓練参加者の満足度：

91％ 

総合防災訓練参加者の満足度：

93％ 

☆☆☆

取組内容 

・5月 27 日(日)の総合水防訓練ではプールを使った浸水時避難体験

や漕艇避難訓練などを実施。 

・9 月 2 日(日)の総合防災訓練では災害時におけるドローンの活用

紹介や木造住宅耐震実演などを実施。

取組 9 

帰宅困難者対

策

【目標】 【結果】 【達成度】

民間事業者と協力した帰宅困難

者訓練の実施：１回以上 

民間事業者と協力した帰宅困難

者訓練の実施：２回 
☆☆☆

取組内容

・7 月 6 日(金)に名古屋市とイオンリテール株式会社東海カンパニ

ーと「退避施設への帰宅困難者の受入に関する協定」を締結。そ

れを受けて 11 月 28 日(水)に金山総合駅から退避施設までの帰宅

困難者訓練を実施。 

・1月 18 日(金)に民間事業者と連携して金山駅地区帰宅困難者対策

図上訓練を実施。 

・3月 11 日(月)に民間事業者と連携して防災減災キャンペーンを実

施。 

取組 10 

災害ボランテ

ィア団体との

連携強化

【目標】 【結果】 【達成度】

①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 

②防災に関する講演会などを開

催 

①災害ボランティアセンター設

置運営訓練の実施：２回 

②防災講演会を開催：１回 
☆☆☆

取組内容

①7月 7日(土)と 12 月 8日(土)に災害ボランティアセンター設置運

営訓練を実施。 

②1 月 27 日(日)にボランティア団体の協力のもと防災講演会を開

催。 

また、総合水防訓練、総合防災訓練を始めとした各種訓練をボラ

ンティア団体の協力を得ながら実施。 

取組 11 

防災関連事業

の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

①津波浸水想定学区において、津

波避難ビルの新たな指定：１件

以上 

②地域避難行動計画マップづく

り支援の実施：２学区 

③災害時医療救護所訓練の実施：

１回 

①津波浸水想定学区において、津

波避難ビルの新たな指定：０件

②地域避難行動計画マップづく

り支援の実施：２学区 

③災害時医療救護所訓練の実施：

１回 

☆☆

取組内容

①指定基準を満たす事務所へ協力依頼を実施したが、津波避難ビル

の新規指定は０件。 

②高蔵学区と大宝学区において地域避難行動計画マップづくりを支

援。 

③10月27日(土)に宮中学校において災害時医療救護所訓練を実施。 



8 

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：380

人 

③年少リーダー講習会の延べ参

加者数：200 人 

①青少年を守るキャンペーンの

延べ参加者数:3,307 人 

②マジックショー参加者数：300

人 

③年少リーダー講習会の延べ参

加者数：151 人 

☆☆☆

取組内容 

①青少年を守るキャンペーン 

  7 月～ 8 月実施：参加者 1,730 人 

  12 月～1月実施：参加者 1,577 人 

②親子ふれあいマジックショーの開催と、併せて生活安全講話の実

施。 

③年少リーダー講習会、キャンプ実習、子ども会フェスティバルを

開催。区民まつり及び名古屋まつり「子ども会みこしパレード」

への参加。

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】

空地をきれいにする運動期間中

の清掃率：95％以上 

空地をきれいにする運動期間中

の清掃率：84.3％ 
☆☆☆

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 2018」の清掃活動を実施。 

・名古屋学院大学、地域の皆さまとの連携によりマナー向上キャン

ペーンを実施し、清掃活動を実施 (4回実施予定中 3回雨天中止)。

・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】

保健センターが受理したペット

に関する苦情件数：前年度比 5％

減 

保健センターが受理したペット
に関する苦情・相談件数：前年度
比 53％減 

☆☆☆

取組内容

①狂犬病予防注射会場において適正飼養の啓発を実施。 

②地域の皆さまと協働して適正飼養の普及啓発キャンペーンを実

施。 

③総合防災訓練でペットとの同行避難訓練を実施。 

④区民まつりでペットの適正飼養の啓発の実施や身元表示推進ブー

スを設置。 

その他、広報なごやに啓発記事を掲載。 
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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、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

活動の支援

【目標】 【結果】 【達成度】

①既存の「ふれあい・いきいきサ

ロン」の運営支援並びに 3 か

所の新規開設支援 

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：5か所 

②千年学区エリアで見守り支援

開始 

☆☆☆

取組内容 

①サロンの運営支援67か所→72か所(認知症カフェ10か所を含む)。

②千年学区エリアで見守り支援を開始。 

③「第 4次熱田区地域福祉活動計画」策定に向けて、5月より月 1回

作業部会を開催。12 月 19 日(水)第二回策定委員会で進捗状況と計

画骨子を中間報告。 

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 

「あったかあつた・福祉フェス
タ」の来場者数：1,685 人 

☆☆☆ 

取組内容 

・4 月から月 1 回実行委員会を開催し、事業内容を検討し準備を進

め、10 月 28 日(日)に「あったかあつた・福祉フェスタ」を開催。

（模擬店コーナーや団体紹介パネル展示等とともに、はいかい高齢

者声かけ体験会や手話コーラス等のパフォーマンスを実施。） 

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実施 

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。加えて専門学校、名古屋学院大学シティカレッジ

においてもセミナーを実施。 

②安心して育児に取り組めるよう、訪問や面談を通じて、子育てに関

しての相談や情報提供を実施。

取組 18 

子育て支援に

係る情報の発

信

【目標】 【結果】 【達成度】

①「赤ちゃん訪問事業」の訪問

率：95％以上（転出者・区不在

者を除く） 

②平成 31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：96.94％（転出者・区不在

者などを除く） 

②平成 31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。 

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。 
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取組項目 取組内容 

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：85.4％ 

☆☆☆

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。 

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。 

「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

①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。 

②虐待通告があった場合、家庭訪問など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。また、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(4 回)。 

③親力アップ講座「子育ては夫婦で楽しもう！」を 9月に開催(9組

参加)、「イライラしない子育て講座」を 10月～11 月に開催(22 名

参加)。 

④児童虐待防止推進活動を 5月と 11 月実施。 

11 月 13 日(火)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。

地域の皆さまと保育園の子どもたちが制作したオレンジリボンモ

ニュメントを区役所で展示。 



11 

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「みんなでのばそう！健康寿命

(*)」事業参加者（応募者）数：

600 人 

事業をきっかけとした活動の

習慣化などの割合：80％以上 

②「熱田いきいき体力測定会」の

参加者数：125 人 

③老人クラブの会員数：現状維持

④高齢者のサロンなどへの活動

支援の実施：年 100 回 

①「みんなでのばそう！健康寿命

(*)」事業参加者（応募者）数：

600 人 

事業をきっかけとした活動の

習慣化などの割合：79.3％ 

②「熱田いきいき体力測定会」の

参加者数：113 人 

③老人クラブの会員数：11 名増

④高齢者のサロンなどへの活動

支援の実施：年 86 回 

☆☆☆

取組内容 

①サロンや独居高齢者の給食会など地域の皆さまの集まる場におい

て事業の周知を図るなど積極的に事業ＰＲを実施。 

②8月に「熱田いきいき体力測定会」を開催。 

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高齢者サロン：37 回 

 共生サロン：7回 

 認知症カフェ：6回 

 独居高齢者給食会：36 回 

＊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・配付を実施。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開催し、関係機関と支援につい

て検討。 

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」の新規配付対象者全員への活用の呼び

かけと希望者への配付を実施。すでに配付した方へ、高齢者福祉

相談員を通じて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」についてのＰＲを実施。

＊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理解

度：80％以上 

③出張回想法(*)、懐かしの映画

会の参加者の満足度：80％以

上 

①認知症講演会の参加者の満足

度：100％（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：76.9％ 

③出張回想法、懐かしの映画会の

参加者の満足度：概ね 80％ 

☆☆☆

取組内容

①12 月 1日(土)に認知症講演会（1回目）を開催。 

2 月 23 日(土)に認知症講演会（2回目）を開催。 

②10 月 28 日(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出張回想法を福祉会館で 12 月と 2月に実施。 

 デイサービスセンターでも出張回想法 15 回開催。 

なつかしの映画会を福祉会館で 5回開催。 

＊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授産製品販売事業に携わって

いる方(事業所職員・障害のあ

る方双方)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視覚障害者疑似体験参加者へ

のアンケートで「困っている

方を見かけたら声をかけよう

と思う」と回答した方：86％ 

②授産製品販売参加者の満足

度：82％ 

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 

①10 月 28 日(日)に「あったかあつた・福祉フェスタ」において、車

いす体験と白杖を使った視覚障害者疑似体験を実施。 

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）、区民まつり（10 月 14 日（日））

で実施。 

③年 4回の虐待防止連絡会を開催し情報共有を図った。 

④11月28日(水)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「なごや健康体操熱田区バー

ジョン」実施人数：2,500 人 

②「健康相談、健康チェック」の

参加者の理解度：80％以上 

①「なごや健康体操熱田区バージ

ョン」実施人数：906 人 

②「健康相談、健康チェック」の

参加者の理解度：93％ 

☆☆

取組内容 

①ロコモ予防を普及啓発し、地域の皆さまが主体的に健康づくりに取

り組むために平成 29 年度に引き続き「あつたロコモ予防大使」の

養成講座を実施。 

平成 29 年度に養成した「あつたロコモ予防大使」による普及啓発

を実施。 

地域の高齢者サロンや会合など地域の身近な場：429 人/23 回 

地域の皆さまが数多く集まる場（区民まつり、保健環境委員大会な

ど）：340 人/5 回 

保健センターや福祉会館の教室など：137 人/7 回 

②健康相談、健康チェックの実施。 

7 月 13 日(金)ルネサンス名古屋熱田：30 人 

8 月 17 日(金)イオンタウン熱田千年：19 人 

10 月 14 日(日)区民まつり会場：181 人 

11 月 15 日(木)熱田福祉会館：24人 

③乳幼児とその保護者を対象とした「歯と口の 1日健康センター」を

6月 7日(木)に開催：参加者数は乳幼児 167 人、保護者 116 人 

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 11 月 23 日(祝)に開催：被表彰者は 66名 
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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、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 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 2018」参加者数：延べ 60,000

人 

①「あったか！あつた魅力発見市

2018」参加者数：延べ 56,940

人 

☆☆☆

取組内容 

①「あったか！あつた魅力発見市 2018」では、交通局「駅ちかウォ

ーキング」とのコラボの実施や、新たな取り組みとして区主催「あ

つた歴史文化カード」との連携を行い、各イベント会場間の回遊性

を高める取り組みを実施。 

②中部国際空港に熱田区を紹介するタペストリーを掲出し、熱田区

の魅力を発信。 

 名古屋学院大学と連携し、英語併記版及び中国語併記版の「熱田区

紹介冊子」を作成し、市内観光案内所や中部国際空港などに配架。

取組 27 

あつた歴史文

化カードによ

る魅力発信 

【目標】 【結果】 【達成度】

「あつた歴史文化カード」事業参

加者アンケートで「よかった」、

「まあまあよかった」の割合：

100％ 

「あつた歴史文化カード」事業参

加者アンケートで「よかった」、

「まあまあよかった」の割合：

99％ 

☆☆☆

取組内容

・熱田の歴史文化の魅力を伝えるため、歴史を学ぶカードを通常カ

ード 15 種類各 6,000 枚、お宝カード 1 種類 1,000 枚を作成し、11

月 1 日(木)から配布。 

・イベントなどでカードを配布し、地域の回遊性を高め活性化を図

った。 

取組 28 

区民まつりの

開催

【目標】 【結果】 【達成度】

①「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％ 

②文化祭の来場者数：2,300 人 

①「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：91.7％

②文化祭の来場者数：1,710 人 

☆☆☆

取組内容

①「にぎわい秋まつり」では街道の要衝として発展した区の歴史性を

活かした「街道宿場市」のほか、熱田区への愛を叫ぶ「大声コンテ

スト」などを開催：来場者数 12,000 人 

②区民書道展・美術展の開催：来場者数 260 人 

 秋季花道展の開催：来場者数 450 人 

 区民芸能オンステージの開催：来場者数 1,000 人 計 1,710 人 

取組 29 

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」第 18

回展示来場者アンケートで「よか

った」の割合：87％ 

「歴史資料展示コーナー」第 19

回展示来場者アンケートで「よか

った」の割合：88％ 

☆☆☆

取組内容

・「歴史資料展示コーナー」において、年 2回の展示替えを実施。 

・区民まつり・生涯学習まつり・市役所西庁舎地下 1 階での展示を

実施。 

・所蔵する歴史資料のデジタル化の実施(約 80％終了)。 
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取組項目 取組内容 

取組 30 

熱田ブランド

の推進

【目標】 【結果】 【達成度】

「にぎわい秋まつり」の来場者ア

ンケートで、「熱田ブランドマー

クを見たことがある人」の割合：

100％ 

「にぎわい秋まつり」の来場者ア

ンケートで、「熱田ブランドマー

クを見たことがある人」の割合：

62.5％ 

☆☆

取組内容 

・熱田ブランドマークについて、商標登録した(商標登録平成 30 年

9 月 7 日)。 

・ブランド懇談会を 3月 13 日（水）に開催。 

② 地域団体等の活動支援 

取組項目 取組内容 

取組 31 

まちづくり団

体等の活動支

援

【目標】 【結果】 【達成度】

未設定 － － 

取組内容

・地域団体「あつた宮宿会」へオブザーバーとしての会議出席など

を通じて、行政の視点からの協力・助言を実施。 

・名古屋学院大学のまちづくり提言コンペやproject758事業を始め

とした、学生視点で行う熱田の魅力発信について事業協力。 

・熱田神宮駅前地区まちづくり協議会について、円滑に組織が運営

されるよう、関係部署と協力・連携。 

取組 32 

堀川にぎわい

づくり委員会

との協働 

【目標】 【結果】 【達成度】

「あつた堀川一斉清掃と子ども

乗船体験」及び「熱田ぐるりんウ

ォーキング」の参加者アンケート

で「よかった」、「まあまあよかっ

た」の割合：100％ 

・「あつた堀川一斉清掃と子ども

乗船体験」の参加者アンケート

で「よかった」、「まあまあよか

った」の割合：98.9％ 

・「熱田ぐるりんウォーキング」

の参加者アンケートで「よかっ

た」、「まあまあよかった」の割

合：100％ 

☆☆☆

取組内容

・「あつた堀川一斉清掃と子ども乗船体験」の前には、千年、船方小

学校で堀川の環境学習の課外授業を行うなど、堀川の浄化、環境

美化への啓発を実施。 

③ 生涯学習の振興 

取組項目 取組内容 

取組 33 

スポーツ・文

化活動の振興

【目標】 【結果】 【達成度】

①区主催のスポーツ大会の参加

者数：2,000 人 

①区主催のスポーツ大会の参加

者数：1,878 人 
☆☆☆

取組内容 

・ 年間を通じて、地域のスポーツ団体や文化団体と協働し、グラウ

ンドゴルフやレクリエーションバレーボールなどの区主催のス

ポーツ大会を実施したり、「春のいけ花展」や「学生書道選抜展」

といった文化行事を開催。 
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（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、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 34 

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：99％ 
☆☆☆

取組内容 

・ 4 月：さわやかマナー名札の着用。 

・ 5 月：「接遇・ＣＳ向上宣言」の作成・実施。 

・ 9 月：外部講師による接遇研修の実施→研修の成果をもとに所属

別研修を実施。 

・11 月：窓口アンケートを実施。 

・12 月：ふり返り研修を実施。 

取組 35 

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 ☆☆☆

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。9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し最優秀賞を受賞。 

・10 月以降、来年度に向けて新たに 9 件の業務改善に取り組んでい

る。 

② 区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 

取組 36 

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：80.5％ 

☆☆☆

取組内容 

・7月 9日と 3月 19 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。 

・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 37 

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：

790 人 

②区ホームページアクセス数（総

ページ計）：月平均 28,700 件 

①ツイッターのフォロワー数：

1,012 名 

②区ホームページアクセス数(総

ページ計)：月平均 24,520 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 

③区役所 1階のモニターを活用し、警察署、消防署からのお知らせ、

区役所関連イベントなどの情報を発信。 


