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熱田区民の皆さまへ 

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 

日ごろより熱田区政の運営にご理解とご協力をいただき厚くお礼を申し上げます。

 このたび、熱田区が実施する主な取り組みを明らかにした「令和元年度熱田区区政

運営方針」を策定いたしました。 

 区政運営方針では、 

① 安心・安全で快適なまち 

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 

を４つの柱として、さまざまな施策に取り組んでまいります。 

熱田には、歴史や文化、伝統などの多く魅力資産が重層的に存在します。これは、

他区にはない、誇れる部分であり、熱田区の特性として活かしていくべきところだと

感じております。また、その一方で、発生が懸念される大地震や、少子化高齢化など

の対応などの課題もございます。これらの特性や課題に対して、地域や団体の皆さま

のご協力を賜りながら、区役所一丸となりまして取り組んでまいりいます。 

今年度も、お客さまにより身近で信頼される「住みたくなるまち 訪れたいまち 

あったか熱田」をめざしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

令和元年 5 月 熱田区長 木村 俊幸 
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１．区政運営方針について 

（１）区行政を取り巻く環境 

 平成２６年５月に地方自治法が改正され、昭和３１年の指定都市制度創設以降初

めて大きな制度の見直しが行われました。 

 この改正により、指定都市において「区の役割を拡充し、住民自治を強化する」

ことが求められました。 

 本市では、この改正を受けて各区で区民会議を開催するなど、区役所と区民の皆

さまがともに手を取り合い、地域の課題解決や各区の特性に応じたまちづくりに取

り組んでいます。 

（２）区将来ビジョンの策定 

 本市では、区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざすべき区の姿を明らかに

し、その実現に向けた中長期の取り組みを体系化した、区将来ビジョンを令和２年

度に策定することを予定しています。 

区将来ビジョンでは、区民会議などでご意見をお聴きしながら作成し、各区の特

性や実情に応じた方針を示すこととなっています。 

また、具体的な取り組みについては、毎年作成する「区政運営方針」でお示しし、

区将来ビジョンの進行管理を行っていきます。 

（３）今年度の区政運営方針について 

 熱田区区政運営方針では従来から、 

① 安心・安全で快適なまち 

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 

を４つの柱としており、今年度もこの柱を踏襲し取り組みを進めていきます。 

一方で、今年度は区将来ビジョンを作成する年度となるため、取り組みを進めな

がら、熱田区の地域特性や課題の把握に一層努め、熱田区のめざすべき姿の構築を

。すまり図
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（４）区民会議について 

区の将来の方向性やめざすべき姿など区政全般について、区民の皆さまからのご

意見をいただき、区政運営へ反映することを目的に区民の皆さまの区政参画の場と

して、開催していきます。 

（５）熱田ブランドについて 

「熱田ブランド」は、 

① 熱田区の皆さまが誇りや郷土愛を持って住み続け、さらに区（市）外の皆

さまにも、熱田の良さを積極的に PR していくこと。 

② 熱田が「憧れを持って注目されるまち」となり、認知度や魅力度が高まり、

訪れたり、住んだりしたくなるまちとなること。 

③ 名古屋市全体に波及し、名古屋市にも良い影響をもたらすこと。 

を目的としています。 

熱田区役所では「熱田ブランド」を実現するため、「熱田ブランド宣言」の

精神を区政運営に積極的に取り入れていきたいと考えています。 

「君を待つまち 熱田」…皆さまの投票により平成 29 年 3 月に決定。熱田の魅力を 

広く発信、PR していくためのキーフレーズ。 

熱田ブランドシンボルマーク…皆さまの投票により平成 29 年 10 月に決定。atsuta 

              の“a”と熱田の歴史を年輪で表現し、熱田を印象づけ 

るマーク。 
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（各年10月1日現在）国勢調査結果より

但し平成30年度は平成30年市推計人口

（各年10月1日現在）国勢調査結果より

但し平成30年度は平成30年市推計人口
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平成31年度名古屋市犯罪抑止対策（熱田区版）より

面積（単位：k㎡） 面積が小さい順

1 2 3 14 15 16
東区 熱田区 中区 守山区 緑区 港区

7.71 8.20 9.38 34.01 37.91 45.68 326.50

人口（単位：人）　人口が少ない順

1 2 3 14 15 16
熱田区 東区 中区 守山区 中川区 緑区

66,162 80,568 88,856 175,471 220,660 246,273 2,320,361

世帯数（単位：世帯） 世帯数が少ない順

1 2 3 14 15 16
熱田区 東区 瑞穂区 千種区 中川区 緑区
32,811 43,459 50,359 87,371 99,199 99,910 1,102,535

（平成30年10月1日現在）国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」より　

（平成30年10月1日現在）市推計人口より　　

（平成30年10月1日現在）市推計人口より　

全市

全市

全市

２．熱田区の現状 
（１）熱田区の基本情報 

①面積・人口・世帯数

②人口推移

③熱田区の世帯数と一世帯あたりの人員の推移 

（２）安心・安全で快適なまち 

①区内の犯罪・交通事故の状況 

ア 熱田区の刑法犯認知件数の推移 

熱田区の人口は昭和 55 年以

降ほぼ横ばいで推移してい

ます。 

面積は２番目に小さく、人口

と世帯数は１番少ない区で

す。 

世帯数は増加していますが

一世帯あたりの人員は減少

しています。 
（参考）全市
一世帯あたりの人員

2.10 人

平成 30 年中の刑法犯認知件

数は 796件で、前年に比べ 28

件(3.6%)増加しました。 
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南海トラフの巨大地震発生

時の最大震度は区内で６強

と予想されています。 

区西部で津波による浸水被

害の発生が想定されていま

す。 

平成31年度名古屋市犯罪抑止対策（熱田区版）より
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イ 熱田区の犯罪発生状況 

ウ 熱田区の交通事故の状況 

②南海トラフの巨大地震に対する備え 

囲範想予水浸るけおに区田熱

防災危機管理局「あなたの街の津波ハザードマップ」より

死傷者数、物損事故件数とも

に前年に比べ減少しました。

自動車盗　特殊詐欺　住宅対象侵入盗　自転車盗

浸水範囲（あらゆる可能性を考慮した最大クラス）

*1000年に一度かそれよりも発生確率は低い

（南海トラフで起こりうる最大規模）

件 ・自動車盗は8件で前年に比

べ2件増加しました。 

・特殊詐欺は8件と前年に比

べ1件減少しましたが、多

額の被害(被害総額約400

万円)が発生しています。

・住宅対象侵入盗は13件で、

前年に比べ5件減少しまし

た。 

・自転車盗は205件で前年に

比べ20件増加しました。

熱田警察署「平成30年12月中の犯罪・交通事故発生

状況」より

死亡 重傷 軽傷 合計

平成29年 1 19 490 510 1,959

平成30年 1 12 445 458 1,784

前年比 0 ▲ 7 ▲ 45 ▲ 52 ▲ 175

区分
死傷者数（人） 物損事故

件数（件）
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宮の渡し公園 東海道道標 

高座結
たかくらむすび

御子
み こ

神社

ひとり暮らし高齢者世帯比率（単位：％）

1 2 3 4 5

北区 南区 中村区 港区 熱田区

12.273 11.493 10.853 10.377 10.375 9.065
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名東区

天白区

0～14歳比 15～64歳比 65歳以上比

(平成30年10月1日現在）

市推計人口より

（平成30年10月1日現在）

平成27年国勢調査確定値に基づく推計人口及び

本市「ひとり暮らし高齢者の認定基準」に基づく調査等より

（3）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

①少子化・高齢化の進行 

率比帯世身単齢高②

（4）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 

熱田区の主な歴史的・文化遺産、施設など

0～14 歳の人口比率は低い順

に 中 区 （ 7.2 ％ ） 、 中 村 区

（9.6％）、熱田区（10.5％）とな

っています。 

65 歳以上の人口比率は高い

順 に 南 区 （ 29.6 ％ ） 、 北 区

（28.6％）、港区（27.4％）、中村

区（27.3％）、熱田区(27.0％)と

なっています。 

高齢単身世帯比率は全市の平

均より高くなっています。 

*ひとり暮らし高齢者世帯とは、本市「ひとり暮らし高齢者の認定基準」に基づく調査等により把握している65歳以上のひとり暮らし世帯

断夫山古墳 

白鳥古墳 

熱田神宮 

白鳥庭園 

国際会議場 

熱田神宮をはじめ断夫山古

墳や白鳥古墳、また七里の

渡し船着き場跡（宮の渡し公

園内）など、数多くの歴史

的・文化遺産が重層的に存

在する「歴史・文化の香るま

ち」です。 

熱田神宮には、年間約 713

万人が訪れます。 
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平成３０年度熱田区区民アンケート結果より

（５）皆さまに信頼されるあったか区役所

区民アンケート結果 

区民の皆さまのご意見を区政運営に反映させるために「平成３０年度熱田区区民アンケ

ート」を実施しました。 

① 概要 

調査の対象 区内居住の１８歳以上の男女 1,200 人 

調査対象抽出方法 無作為抽出法 

調査期間 平成３０年６月２７日～７月１７日 

回収数 ４４７人（３７.３％） 

② 内容 

力を入れて欲しい課題 

％

○力を入れて欲しい課題としては、「治安の向上（防犯対策）」の割合が最も高く、53.5％となって

います。 

○次いで「防災対策（風水害や地震などの災害に対する備え）」が 50.8％、「高齢者への支援」が

46.8％であり、以下「子育て支援」、「交通事故防止、交通安全マナー向上」、「まちの美化（空地

の雑草やごみのポイ捨て対策など）」の順となっています。 

53.5 

50.8 

46.8 

37.6 

31.5 

31.3 

28.2 

24.4 

21.0 

20.8 

18.1 

18.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

治安の向上（防犯対策）

防災対策（風水害や地震などの災害に対する備え）

高齢者への支援

子育て支援

交通事故防止、交通安全マナー向上

まちの美化（空地の雑草やごみのポイ捨て対策など）

熱田の歴史・文化を体験できる事業の推進

（あつたの魅力向上・発信）

障害者への支援

積極的な情報発信（広報なごや、ホームページなど）

健康づくりの推進（健康相談・各種がん検診など）

ペットの飼い方のマナー向上

市民サービスの向上

（お客さまの目線に立った接遇など）

％
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３．熱田区における主な取り組み一覧（区役所・公所（署）） 
安心・安全で快適なまち 

取組１ 防犯対策 ｐ11 

取組２ 交通安全対策 ｐ11 

取組３ 放置自転車対策 ｐ11 

取組４ 空家、いわゆる「ごみ屋敷」対策 ｐ11 

取組５ 町内会・自治会への加入促進の支援  ｐ11 

取組６ 指定避難所運営の担い手づくり ｐ12 

取組７ 地区防災カルテを活用した地域防災力の向上  ｐ12 

取組８ 家具固定の推進 ｐ12 

取組９ 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施 ｐ12 

取組 10 帰宅困難者対策 ｐ13 

取組 11 災害ボランティア団体との連携強化 ｐ13 

取組 12 熱田区災害対策本部の機能強化  ｐ13 

取組 13 防災関連事業の推進 ｐ13 

取組 14 青少年健全育成の推進 ｐ14 

取組 15 町を美しくする運動の推進 ｐ14 

取組 16 ペットの適正な飼い方と災害時対応の普及啓発 ｐ14 

（関連する公所（署）の取り組み） 

消防署 地域防災力のパワーアップ事業 ｐ28 

消防署 戸別訪問による防災用品を活用した意識啓発 ｐ28 

消防署 地域防災の推進 ｐ28 

土木事務所 安心して安全に利用できる道路や公園等の提供 ｐ29 

環境事業所 環境にやさしく、快適できれいなまちづくり ｐ29 

校長会 豊かな心を育む教育の充実 ｐ30 

上下水道局 

中川営業所 
防災意識の啓発 ｐ30 

図書館 地域の子ども読書の推進 ｐ30 

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 17 地域福祉の活動の支援 ｐ16 

取組 18 思春期・妊娠期からの支援の推進 ｐ16 

取組 19 子育て支援に係る情報の発信  ｐ16 

取組 20 子育ての仲間づくりの推進 ｐ17 

取組 21 児童虐待の防止  ｐ17 

取組 22 「みんなでのばそう！健康寿命」事業の推進 ｐ18 

取組 23 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 ｐ18 

取組 24 地域における高齢者支援の推進 ｐ19 

取組 25 認知症対策 ｐ19 

取組 26 障害者支援の推進  ｐ20 

取組 27 区民の健康づくりの推進 ｐ21 
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（関連する公所（署）の取り組み） 

いきいき支援 

センター 
高齢者いきいき相談室の開設 ｐ31 

いきいき支援 

センター 
介護予防支援事業の実施 ｐ31 

いきいき支援 

センター 
認知症関係事業 ｐ31 

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 28 地域の魅力を活かしたにぎわいまちづくりの推進 ｐ23 

取組 29 区民まつりの開催 ｐ23 

取組 30 歴史資料の整理と展示 ｐ24 

取組 31 熱田ブランドの推進 ｐ24 

取組 32 熱田まるごと博物館  ｐ24 

取組 33 まちづくり団体等の活動支援 ｐ24 

取組 34 堀川にぎわいづくり委員会との協働 ｐ25 

取組 35 スポーツ・文化活動の振興 ｐ25 

（関連する公所（署）の取り組み） 

図書館 熱田の歴史等に関連する行事・展示 ｐ30 

図書館 地域団体との協働による地域文化への貢献 ｐ30 

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 ｐ32 

生涯学習 

センター 
地域の生涯学習の振興 ｐ33 

皆さまに信頼されるあったか区役所 

取組 36 お客様の目線に立った接遇 ｐ26 

取組 37 業務改善の推進 ｐ26 

取組 38 区民ニーズの把握 ｐ27 

取組 39 積極的な情報発信 ｐ27 

その他 

（公所（署）の取り組み）

消防署 防火対策・焼死者ゼロ対策 ｐ28 

消防署 救命率の向上 ｐ28 

校長会 地域との連携の強化 ｐ30 

図書館 アクティブ・ライブラリー第 3 ブロック（熱田・港・南陽・南）連携 ｐ30 

図書館 2020 年熱田図書館開館 60 周年事業の準備 ｐ30 

交通局 

名城線運転区 
名城線・名港線全駅（34 駅）に可動式ホーム柵の整備 ｐ31 

交通局 

鳴尾営業所 
安全・安心な市バス ｐ32 

交通局 

鳴尾営業所 
快適で魅力ある市バス ｐ32 
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4．区政運営の４つの柱と主な取り組み 

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、区民の皆さまが安心・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 

犯罪や交通事故などは未然の防止が重要です。そのためには、区民の皆さまが犯罪や交通事

故の被害にあわないよう、高齢者や子どもなど年齢に合わせた意識啓発のほか、地域ぐるみの

環境づくりも必要です。 

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、犯罪のないまちづ

くり、交通事故のないまちづくりを進めます。 

② 災害に強いまちづくりの推進 

近い将来、発生が想定される南海トラフ巨大地震をはじめ、地域に起こりうるさまざまな 

 災害への対策が重要な課題となっています。 

地域団体や災害ボランティア団体、事業者、区内公所（署）との連携のもと、各種訓練や 

防災公開講座などの啓発活動、地区防災カルテを活用した地域防災力を高める取り組み、金山

総合駅における帰宅困難者対策、熱田区災害対策本部の機能強化など、災害に強いまちづくり

を進めます。 

③ 青少年健全育成の推進 

 心身の発達途上にある青少年は、社会環境からさまざまな影響を受けやすく、非行との関わ 

りも心配されています。青少年が事故や犯罪に巻き込まれないような環境づくりが必要です。

 地域の皆さまや学校、警察署をはじめとした区内公所（署）と連携して、青少年が地域で安 

心して健やかに成長できるまちづくりを進めます。 

④ 快適なまちづくりの推進 

区内には拠点となる緑地が多く存在し、自然が身近に感じられます。快適な生活環境をつく 

りだすために、地域の皆さまと連携して「町を美しくする運動」を進めます。 

 また、ペットと快適に共生できるよう、飼い主へ適正な飼い方を普及啓発するなど、気持ち 

よく暮らせるまちづくりを進めます。 

安心・安全で快適なまち
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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 

取組 1 

防犯対策 

「平成 31 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や地域の皆さま

と連携して実施します。 

刑法犯認知件数が特に多い自転車盗や高額の被害が発生してい

る高齢者を狙った特殊詐欺の防止を啓発します。 

地域力推進室 

警察署生活安全課

福祉課 

【目標】刑法犯の認知件数：795 件以下(平成３０年 796 件) 

取組 2 

交通安全 

対策 

交通安全キャンペーンや交通安全教室などを警察署や地域の皆

さまと連携して実施します。 

事故件数の多い高齢者の交通事故の防止や自転車の安全利用に

ついて啓発します。 

また、熱田ブランドマーク入りの「反射材」を、区内小学校の全

児童に交通教室などで配付し身につけることを呼び掛けます。交通

安全キャンペーンにおいても区民の皆さまに配布します。 

【交通安全キャンペーン】 

地域力推進室 

警察署交通課 

福祉課

【目標】交通死亡事故件数：0 件 

人身事故件数：366 件以下(平成３０年 367 件)

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、学区連絡協議会や大学

などと連携し自転車マナーキャンペーンなどを実施します。 

地域力推進室 

土木事務所

【目標】熱田区の自転車等放置禁止区域における放置自転車の台

数：135 台以下（平成 30 年度 136 台）

取組 4 

空家、いわ

ゆる「ごみ

屋敷」対策 

空家について、区民の皆さまからのご相談を受け、所有者に対し、

空家の適切な管理に向けて依頼や指導を行うとともに、情報提供な

ど必要な支援を行います。 

いわゆる「ごみ屋敷」(＊)について、区対策会議を開催し、関係

機関と連携しながら解決をめざします。 

＊物品などの堆積により不良な状態に陥っている住居。 

地域力推進室 

民生子ども課

福祉課 

環境薬務室 

公害対策室 

保健予防課 

環境事業所 

土木事務所 

消防署 

市民経済局 

環境局   など
【目標】適切に管理されていない空家の管理適正化の完了件数：

１７件以上（平成３０年度１６件） 

取組 5 

町内会・自

治会への加

入促進の支

援 

町内会・自治会は、地域におけるコミュニティ活動を促進するう

えで基盤となる大切な団体です。 

広報なごやや区ホームページで町内会・自治会の大切さをわかり

やすくお伝えするとともに、イベントなどでリーフレットを配布し

ます。また、加入申込書をＦＡＸやメールでも受け付け、取り次ぎ

を行うなど、加入促進を支援します。 

地域力推進室

【目標】町内会の重要性について各種媒体などを活用し説明
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② 災害に強いまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 6 

指定避難所

運営の担い

手づくり 

東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえて改訂した「指定避難所

運営マニュアル」を区民の皆さまに周知し、指定避難所運営の仕組

みを理解していただき、指定避難所運営の担い手づくりを進めま

す。また、重点学区の船方学区で住民参加型の指定避難所開設運営

訓練を実施します。 

(指定避難所開設運営訓練 11月頃実施、場所：船方小学校) 

【指定避難所開設運営訓練】 

総務課 

【目標】重点学区の指定避難所開設運営訓練における満足度：９０％

以上 

取組 7 

地区防災カ

ルテを活用

した地域防

災力の向上 

地域における「自助力」「共助力」を高めるため、地区防災カルテ

(＊)を活用し、地域防災力を高める取り組みを進めます。 

また、安否確認や速やかな救出、避難誘導ができるよう「助け合

いの仕組みづくり」をあわせて推進します。 

＊地域の防災活動をよりきめ細かく推進・支援していくため、地形や災害リ

スクなどの地域特性や地域の防災活動状況など、地域防災に関する各種情

報を 7 学区ごとに整理したもの。 

総務課 

消防署 

【目標】地区防災カルテの話し合い：2 回以上 

取組 8 

家具固定の

推進 

近い将来発生が想定される南海トラフ巨大地震の被害を軽減す

るため、家具固定が自らできない方への支援策として、家具転倒防

止ボランティアを派遣します。 

総務課 

消防署 

社会福祉協議会

【目標】家具転倒防止ボランティア派遣支援を受けられた方の満

足度：100％ 

取組 9 

区民総ぐる

み災害対応

訓練の実施 

風水害や地震災害に備えて、区民の皆さま・大学・企業・行政機

関などが一丸となり、家庭や地域での災害対応に関する実践的な訓

練や講習などを実施します。 

訓練は障害者、高齢者、乳幼児などの要配慮者に配慮しながら実

施します。 

【総合水防訓練】 【総合防災訓練】 

総合水防訓練……5月26日(日) 会場：千年小学校 

総合防災訓練……9月 1日(日) 会場：大宝小学校 

総務課 

その他防災関係

機関

【目標】訓練参加者の満足度：９０％以上
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取組項目 取組内容 担当課

取組 10 

帰宅困難者

対策 

一斉帰宅抑制の啓発や帰宅困難者を受け入れる退避施設の確保

に取り組むとともに、協定事業者の協力を得て退避施設への訓練を

実施します。 

【帰宅困難者対策訓練】 

総務課 

【目標】帰宅困難者対策訓練の実施：1 回以上

取組 11 

災害ボラン

ティア団体

との連携強

化 

①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の設

置運営訓練を実施します。 

②災害ボランティア団体の協力のもと、防災に関する講演会及び各

種訓練を実施します。 

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設置運営訓練の実施：2 回

以上 

②防災に関する講演会及び各種訓練の実施 

取組 12 

熱田区災害

対策本部の

機能強化 

①区災害対応マニュアルに基づき、関係機関と連携して区本部災害

対策図上訓練を実施します。 

②全職員を対象とした研修を実施し、区役所における「公助力」を

高めます。 

【区本部災害対策訓練】 

総務課

【目標】区本部職員の災害時初動対応の理解度：100% 

取組 13 

防災関連事

業の推進 

①区内の津波浸水想定学区を対象に津波避難ビルの指定推進事業

を実施します。 

②区内の医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携して災害時医療救護

所訓練を実施します。 

【災害時医療救護所訓練】 

総務課 

総務課 

健康安全課

【目標】①津波避難ビルの新たな指定：1 件以上 

②災害時医療救護所訓練の実施 

今年度新たに「戸別訪問による防災用品を活用した意識啓発」を実施します！ 

防災力の強化を図るこの事業について詳細はｐ28 をご覧ください。 
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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 

取組 14 

青少年健全

育成の推進 

①次世代を担う青少年が健全に成長できる環境づくりのため、子ど

も達への見守りや声かけを行う「青少年を守る運動」や「地域の

世話やき活動」などの青少年健全育成活動を、地域の皆さま、学

校、関係機関と連携して支援します。 

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

ーを実施し、併せて警察署による生活安全講話も行います。 

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の

実施、区民まつりと名古屋まつり「子ども会みこしパレード」へ

の参加などさまざまな活動を通して、子ども会の情報を発信する

ことで、関心を高め参加を促します。 

【子ども会フェスティバル】 【子ども会みこしパレード】

地域力推進室 

民生子ども課 

【目標】①青少年を守るキャンペーン延べ参加者数：3,600 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延べ参加者数：180 人 

④ 快適なまちづくりの推進 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 15 

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、地域の皆さまや大学と連携し、清

掃活動を行います。 

【クリーンキャンペーン】 

②区民の皆さまからのご相談を受け、空地の適切な管理に向けて、

所有者に対し啓発や指導を行います。 

地域力推進室

【目標】空地をきれいにする運動期間中の清掃率：９５％以上

取組 16 

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、市獣医師会とともに犬の飼い方やしつけ

の仕方などについて啓発します。 

②地域の皆さまと協働し、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。 

③ペットとの同行避難訓練を実施します。 

④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)。 

健康安全課 

【目標】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
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子どもから高齢者、障害のある人などさまざまな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をめざします。 

① 地域福祉の推進 

価値観が多様化し少子高齢化が進むなか、一人ひとりが社会の一員として自覚を持ち、社会 

と結びつき支え合いながら、生きがいを持って生活することは大切なことです。 

地域における人と人とのつながりが希薄化するなか、区民の皆さまが住み慣れた地域で安 

心した生活を送ることができるよう、互いに支え合い、助け合う仕組みづくりを進めます。 

② 子育て支援 

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。思春期・妊娠期か 

らの切れ目のない支援や虐待防止などの対策を充実していくことが求められています。 

子どもを安心して産み育て、子どもが健やかに成長することができるよう子育て支援を進 

めます。 

③ 高齢者への支援 

今後もますます高齢化が進み、さらにひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加が見込ま 

れています。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう地域包括ケアシス 

テムの推進が求められています。 

 さまざまな活動を通して、高齢者の生きがいづくりや仲間づくり、地域における支援や認知 

症対策に取り組むことで、住み慣れた地域で安心し、いきいきと暮らせるまちづくりを進めま 

す。 

④ 障害者への支援 

「障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会」が 

求められています。そのため、障害のある人が社会の一員としてさまざまな活動に参加できる 

地域づくりが必要です。 

 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人の自立と社会参加を促す取り組みを地域 

全体で進めるため、区民の皆さま、障害のある人、関係団体、事業所との幅広い協働に努め、

生活支援、防災対策、差別解消などを中心に障害者支援を進めます。

⑤ 区民の健康づくりの推進 

平均寿命が延びるなか、健康寿命を延ばすことにより、いつまでも住み慣れた地域において、

健康で心豊かな生活を送ることが重要となります。平成 25 年度からの健康なごやプラン 21

（第 2 次）の目的である健康寿命の延伸をめざし、区民の皆さまの自主的な健康づくりを進

めます。 

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
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① 地域福祉の推進

取組項目 取組内容 担当課 

取組 17 

地域福祉の

活動の支援 

①高齢者・障害者・子育て中の親子などが集まり楽しく過ごす「ふれ

あい・いきいきサロン」や「認知症カフェ」の開設・運営を支援し

ます。 

【認知症カフェ】 

②支援が必要な方を地域住民同士で日常的に見守り、助け合い、必

要な福祉サービスにつなげる活動を推進します。また、「あつたみ

まもりたい」ステッカー(＊1)を関係団体へ配付し、活動を促進し

ます。 

③第 4 次熱田区地域福祉活動計画(＊2)の初年度として実施項目を

推進します。 

＊1 地域包括ケア推進会議生活支援部会にて地域でみまもり活動を推進す

るためのツールとして作成したステッカー。3 種類作成。 

＊2 令和元年度から 5 年間の熱田区の地域福祉推進の指針となる計画。社

会福祉協議会が事務局として地域住民、団体、行政と一体で作成中。 

社会福祉協議会

(いきいき支援セ

ンター) 

福祉課 

保健予防課

【目標】①サロン新規開設数：3 か所増 

②見守り支援：1 エリア増 

② 子育て支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 18 

思春期・妊

娠 期 か ら

の 支 援 の

推進 

①健全な母性・父性を育み、性に関する正しい知識の普及と命の大

切さについて学ぶ思春期セミナーを区内の全小・中学校で実施し

ます。 

②安心して育児に取り組めるように妊娠期から保健師などが子育て

についての相談や情報提供を行います。また、出生届を提出され

た新生児・乳児のいる全家庭に保健師・助産師が家庭訪問します。 

保健予防課 

【目標】①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

取組 19 

子 育 て 支

援 に 係 る

情 報 の 発

信 

①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、

「あつた子育てカレンダー」などにより地域の子育て交流会など

の情報を提供します。 

②区内保育所の保育環境を分かりやすく紹介する冊子を作成しま

す。また、保育所の空き状況など、保育所入所に必要な情報を提

供します。 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

民生子ども課 

【目標】①「赤ちゃん訪問事業」訪問率：９５%以上(転出者・区不

在者を除く) 

②令和２年4 月1 日現在の保育所入所の待機児童数：0(ｾﾞﾛ) 
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取組項目 取組内容 担当課

取組 20 

子 育 て の

仲 間 づ く

りの推進 

。すまし催開を」ばろひ子ったつあ「、めたる図を流交の庭家て育子①

また、より多くの参加機会を提供するため「あつたっ子ひろば 

ｍｉｎｉ」を複数回、場所を変えて開催します。 

【あつたっ子ひろば】 

②育児の不安や悩みを一人で抱え込まないように、子育て中の親同

士の仲間づくりを促進する交流の場を作ります。 

 ・「子育てサロンあつたっ子」(年 90回開催) 

  1歳未満の第 1子を持つ親と初産婦を対象とした教室です。 

 ・「カンガルークラブ」(年 6回開催) 

  育児に不安を感じている母親を対象とした教室です。 

 ・「チェリー・きっず・クラブ」(年 6回開催) 

  多胎児の親と妊婦を対象とした教室です。 

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あつたっ子ひろばなどの参加者の満足度：９０％以上 

取組 21 

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定期的に

会合を開催します。また、必要に応じて情報交換を進め、援護が

必要な家庭の早期発見に努めます。 

②区内で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

めます。また、関係機関と必要な情報を共有して各ケースの援助

方針について検討し、適切な支援を実施します。 

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。 

・「イライラしない子育て講座」(4回連続講座) 

・「子育ては夫婦で楽しもう」(年 1回開催) 

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です。

・「イライラしない子育て講演会＆ミニコンサート」(年 1回開催) 

定員 200 人程度の、赤ちゃんと一緒に聴けるコンサートと併せ

た子育て講演会です。 

④児童虐待防止推進月間である 5 月と 11 月に、児童虐待防止推進

のための各種啓発活動を実施します。11月には、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に関するモニュメ

ントを展示します。 

【子どもたちが制作した 

オレンジリボンに関するモニュメント】 

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

民生子ども課 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】児童の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ)
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③ 高齢者への支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 22 

「みんなで

のばそう！

健康寿命」

事業の推進

運動などの取り組みや、高齢者サロンやボランティア活動などの

地域活動への参加にポイントを付与し、取り組みを支援する「みん

なでのばそう！健康寿命」事業を実施します。高齢者が楽しみなが

ら継続して活動を続けられる環境を整えることで、健康づくりに加

えて、地域活動への参加を通じた地域コミュニティの活性化を図り

ます。 

【みんなでのばそう！健康寿命】 

福祉課

保健予防課

社会福祉協議会

（いきいき支援セ

ンター）  

【目標】応募者数：650 人 

事業をきっかけとした活動機会の増加などの割合：８０％

以上 

取組 23 

高齢者の健

康づくり・

仲間づくり

の推進 

①「熱田いきいき体力測定会」と「健康づくり講演会」を開催し、

現在の体力を知っていただき、その結果を踏まえアドバイスする

ことで、健康維持の意識を高めていただくよう努めます。 

【熱田いきいき体力測定会】 

②「芸能のつどい」や「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するとともに、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します。 

【ウォーキング大会】 

③高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと生活できるよう、「介護

予防の知識の普及啓発」「日常生活で気を付けるべき情報提供」

「高齢者のサロンなどへの活動支援」に取り組みます。 

福祉課 

保健予防課 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】①「熱田いきいき体力測定会」の参加人数：125 人 

②老人クラブの会員数：平成３０年度より増加 

③高齢者のサロンなどへの活動支援の実施：年 100 回 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 24 

地域におけ

る高齢者支

援の推進 

①高齢者虐待を防ぐため、高齢者及びその家族に相談・通報窓口を

案内します。また、関係機関と定期的に虐待防止連絡会議を開催

し、情報共有を行い、対応を検討します。緊急を要するケースで

は個別のケース会議を開き、必要な支援を行います。 

②65 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

を対象に希望者へ「緊急時あんしんキット (＊) 」を配付します。

また、高齢者福祉相談員を通して、情報の更新を呼び掛けます。 

＊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。 

福祉課 

保健予防課 

福祉課 

【目標】①高齢者の虐待死者数：0(ｾﾞﾛ) 

②新規配付対象者へ活用を呼び掛けと配付 

配付済の方には、情報の更新を呼び掛け 

取組 25 

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。 

【認知症講演会】

②認知症による「はいかい高齢者」への声かけや連絡の方法を学ぶ

「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「出張回想法(＊1)」、「懐かしの映画会(＊2)」を通して、楽しみ

ながら認知症予防につなげます。 

＊1 回想法とは過去の懐かしい思い出を語り合ったり、誰かに話したりする

ことで脳を活性化し、気持ちを元気にする取り組みです。 

＊2 昔の映画を観ることで、当時のことを思い出したり、懐かしい場所を回

想することで脳の活性化につながります。 

社会福祉協議会

(いきいき支援セ

ンター) 

福祉課 

保健予防課 

【目標】①認知症講演会参加者の満足度：８０％以上 

②はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練参加者の理

解度：８０％以上 

③出張回想法、懐かしの映画会の満足度： ８０％以上 
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④ 障害者への支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 26 

障害者支援

の推進 

①障害の理解を深めるため、障害者自立支援連絡協議会(＊)と協働

で、総合防災訓練にて福祉体験ブースを設置し、障害のある人への

適切な支援方法をアドバイスします。 

【福祉体験】 

②区役所庁舎内で定期的に授産製品を販売するほか、さらに広く販

売促進できるように、区民まつりにおいても製品を販売し、障害

のある人の社会参加を支援します。 

 【授産製品販売】 

③障害者虐待を防ぐため、関係機関と定期的に虐待防止連絡会を開

催し、虐待ケースや見守りを必要とするケースについて情報を共

有し支援方法を検討します。 

また、緊急を要するケースについては障害者基幹相談支援センタ

ー、名古屋市障害者虐待相談センターなどと連携し、迅速に対応

します。 

④障害者自立支援連絡協議会と協働で、区民の皆さまや障害福祉サ

ービス事業所に障害者差別解消法に関する知識や理解を深める

活動を実施します。「区民まつり」で啓発チラシを配布するととも

に、障害福祉サービス事業所向けに研修を実施します。

＊障害者団体や区役所、保健センター、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。

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

福祉課 

福祉課 

保健予防課 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

【目標】①福祉体験参加者の障害への理解度：８０％以上 

②区民まつり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研修に参加した人が「障害者差別に対する理解が深まっ

た」と回答する割合：８０％以上 
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⑤ 区民の健康づくりの推進

取組項目 取組内容 担当課 

取組 27 

区民の健康

づくりの推

進 

①保健師及び「あつたロコモ予防大使」(＊1)が高齢者サロンや区

民の皆さまが多く集まる場で「なごや健康体操熱田区バージョ

ン」を実演し普及に努めます。 

保健師は、このロコモ予防大使を支援し活動の充実に努めます。 

②区内の商業施設など区民の皆さまが多く集まる場所や区民まつ

りなどで、健康相談や健康チェックを行います。 

【出張健康相談】 

③熱田区歯科医師会と連携し、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」を実施します。さらに、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。 

【8020 表彰式】 

＊1 区民の健康づくりと、ロコモティブシンドローム(＊2)予防に関する知

識を普及する講座を受講された方(主に保健環境委員)。 

＊2 脚など運動器の衰えによって歩行困難など要介護になるリスクが高ま

る状態のこと。

保健予防課

【目標】①なごや健康体操熱田区バージョン実施人数：800 人 

②参加者の理解度：８０％以上 
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熱田の特徴である古代から受け継いだ歴史や文化、自然など、地域の特性を活かしながら、「に

ぎわい・交流」のあるまちづくりを推進します。また、「熱田ブランド宣言」の趣旨を踏まえ、

地域の皆さまとともに魅力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 

熱田区には、悠久の歴史を誇る「熱田神宮」をはじめ「熱田百ヶ寺」ともいわれる多くの社

寺仏閣や、「断夫山古墳」や「白鳥古墳」など多くの歴史的資産があります。また、東海道五

十三次 41 番目の宿場町「宮宿」は東海道最大の宿場まちとしてにぎわいました。 

これらの歴史的資産に加え、新しい熱田の顔である白鳥庭園や国際会議場などにも、毎年多

くの人が訪れます。 

この地に住む人々や訪れる方々が、この重層的に存在する「熱田」の魅力を知り、この地が

にぎわい・交流のあるまちへと発展していくため、「熱田」という地の魅力を再発見・再編集

し、「熱田ブランド」として一体的に発信します。 

② 地域団体等の活動支援 

区内には、熱田の魅力を広く内外に伝えたい、次世代へ継承していきたいと、まちづくりに

取り組む地域団体が精力的に活動しています。こういったまちづくりの機運の高まりを受け、

平成 30 年 4 月には「熱田神宮駅前地区まちづくり協議会」が立ち上がるなど、地域主体で

のまちづくりの取り組みが広がりつつあります。 

これらの「あつた人（びと）」の取り組みは、熱田というまちに対する誇りや郷土愛を醸成

し、まち全体の活性化につながります。 

この「あつた人（びと）」の広がりを一層進めるため、関係部署と連携しながらその活動を

支援します。 

③ 生涯学習の振興 

心の豊かさや生きがいを実感することや、社会の変化に対応するための知識や技術を学ぶ

ことが求められる中、いつでも自由に学び、その成果を活用できる社会を目指すことが重要と

なっています。 

さらに、区民の皆さまが自主的にスポーツや文化活動を楽しむことは、区民相互の交流・ふ

れあいを増やし、地域社会のきずなを強めることにもつながります。 

区民の皆さまが、生涯にわたり、さまざまな機会と場所においてスポーツや文化活動を身近 

に親しむことができるよう、地域のスポーツ団体・文化団体などとの協働を進めます。 

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 
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① あつたの魅力向上・魅力発信

取組項目 取組内容 担当課 

取組 28 

地域の魅力

を活かした

にぎわいま

ちづくりの

推進 

区内の大学、商店街などの各種実施団体と協働で、「あったか！あ

つた魅力発見市」を開催します。 

熱田区各所にマルシェを設置し、それぞれのマルシェが特色を活

かした熱田の魅力を発信することで、区内外からお越しいただく多

くの方に熱田の魅力を再発見していただきます。 

【あったか！あつた魅力発見市】 

地域力推進室 

【目標】来場者アンケート「よかった」、「まあまあよかった」の割

合：100% 

取組 29 

区民まつり

の開催 

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「熱田区区

民まつり」を開催します。 

①「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

の歴史を活かした「街道宿場市」など、区の魅力を活かした特色

あるまつりを開催します。 

②区民の皆さまが相互に交流し、地域で生き生きと活動した成果を

発表する「文化祭」として、区民美術展・書道展、秋季花道展、

区民芸能オンステージを開催します。 

 熱田区区民まつり 

・区民美術展・書道展……9月 27日(金)～29日(日) 

・秋季花道展………………10 月 6 日(日) 

・にぎわい秋まつり………10 月 13日(日) 

・区民芸能オンステージ…11 月 10日(日) 

【秋季花道展】 

地域力推進室

【目標】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
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 30 

歴史資料の

整理と展示 

熱田の魅力を多くの人に発信し、次世代へとつなげていくため、

区役所１階の歴史資料展示コーナーや「区民まつり」などのイベン

トにおいて、保有する歴史資料を展示します。 

【歴史資料展示】

地域力推進室 

【目標】来場者アンケートで「よかった」の割合：９０％以上

取組 31 

熱田ブラン

ドの推進 

熱田区では、重層的に存在する熱田の魅力に注目し、熱田の地を

「ブランド」としてとらえ、産学官民が一体となって情報発信を行

う「熱田ブランド」事業に取り組んでいます。 

熱田の良さを積極的にＰＲしていくため、区内外において熱田ブ

ランドマークの使用を呼び掛けることで、熱田ブランドマーク普及

に努め、熱田の魅力を発信し続けます。 

【熱田ブランドマーク】 

企画経理室

【目標】区民アンケートにおいて、熱田ブランドマークを見たこと

がある区民の割合：８０％以上

取組 32 

熱田まるご

と博物館 

熱田の魅力ある歴史資料をホームページから気軽に利用できる

ようにすることで、多くの人が熱田の魅力を再発見し、次世代に継

承することをめざします。また、区内各所で歴史資料パネルの展示

会などを開催することで、地域の回遊性を高め、活性化を図ります。 

地域力推進室

【目標】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％

② 地域団体等の活動支援 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 33 

まちづくり

団体等の活

動支援 

①にぎわい、交流のあるまちづくりをめざして、地域団体や大学、

ＮＰＯ法人などが行う活動を支援します。また、地域主体のまち

づくりを進めることにより、熱田への誇りや郷土愛を醸成しま

す。 

②「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連携・協力します。

地域力推進室 
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取組項目 取組内容 担当課 

取組 34 

堀川にぎわ

いづくり委

員会との協

働 

堀川周辺のにぎわいづくりや環境美化の推進などを目的とする

「堀川にぎわいづくり委員会」の活動を支援し、協働で「あつた堀

川一斉清掃と子ども乗船体験」、「熱田ぐるりんウォーキング」を開

催します。 

【あつた堀川一斉清掃と 

子ども乗船体験】 

地域力推進室

【目標】「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%

③ 生涯学習の振興 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 35 

スポーツ・

文化活動の

振興 

区民の皆さまが生涯にわたって生き生きと活動するとともに、地

域社会のきずなを強めるため、スポーツや文化活動を楽しむ機会・

環境を整えます。 

【レクリエーションインディアカ大会】 

①地域のスポーツ団体と協働し、「学区対抗子どもドッジボール大

会を開催します。 

②「春のいけ花展」や「学生書道選抜展」などを開催する地域の文

化団体の活動を支援します。 

地域力推進室

【目標】①指導者向け研修会のアンケートで「よかった」「まあまあ

よかった」の割合：９０％以上

会」や「女性レクリエーションバレーボール大会」、「レクリエー

ションインディアカ大会」などのスポーツ大会や指導者向け研修
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「元気に 明るく 人にやさしい 熱田区役所」のスローガンのもと、区民の皆さまに一番身

近で信頼される区役所をめざします。 

① 区民サービスの向上 

生活に密着した行政サービスを提供している区役所は、区民の皆さまの目線に立った、サー 

ビスの充実が求められています。 

利用しやすく快適な区民サービスを提供するため、接遇研修などを実施し、ホスピタリティ 

の意識を高めます。 

また、区政をとりまく情勢の変化に的確に対応し、区民の皆さまの期待に応えていくために、

業務改善を推進し、さらなる区民サービスの向上に努めます。 

② 区民ニーズの把握 

住みやすく愛着の持てるまちづくりを進めるには、区民の皆さまの区政への参画を推進し、

区民の皆さまとの相互理解のもと区政を運営していく必要があります。 

 区民会議・学区懇談会や区民アンケートなどを通じて、多様化するご意見やニーズを把握し 

区政への反映に努めます。 

③ 区民への情報提供 

区民の皆さまに区政に関する情報をお伝えすることは、とても重要なことです。 

さまざまな情報媒体を活用し、目的に応じた情報を提供することで、区民の皆さまにとって 

見やすく、わかりやすいＰＲに努めます。 

① 区民サービスの向上

取組項目 取組内容 担当課 

取組 36 

お客さまの

目線に立っ

た接遇 

区役所に勤務する全ての職員は、来庁されるお客さまを元気に明

るくお迎えします。 

接遇では、身だしなみやあいさつだけでなく、常にお客さまの目

線に立った充実したサービスの提供が求められます。 

そのため、区役所職員を対象に、お客さま満足度(ＣＳ)向上のた

めの接遇研修を実施します。その接遇研修の成果をもとに、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：100% 

取組 37 

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。 

各課が提案した業務改善事例から、優秀事例を庁内選考会「あつ

たカップ」で選定し、さらなる業務改善につなげます。 

区役所全課

【目標】業務改善の実施：各課１つ以上 

皆さまに信頼されるあったか区役所 
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② 区民ニーズの把握 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 38 

区民ニーズ

の把握 

区民アンケートや区民会議など、さまざまな場面でいただいた区

政に対する区民の皆さまのご意見を区の将来の方向性や区政運営

方針などに反映させるよう努めます。 

【区民会議】 

広く区民の皆さまのご意見をお聴きして、市区政に反映させてい

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】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％ 

③ 区民への情報提供 

取組項目 取組内容 担当課 

取組 39 

積極的な 

情報発信 

①熱田区公式ツイッターを充実し、区民の皆さまに迅速に情報提供

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、

区民の皆さまが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

政に関する情報やイベント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フォロワー数：平成３０年３月フォロワー数の５%増 

②区ホームページ年間アクセス数(総ページ計)：平成３０

年度年間アクセス数(総ページ計)の５%増 

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り組みを行います。

取組項目 取組内容 担当課 

信頼される

職場風土づ

くり 

個人情報保護、公金管理、安全運転などについて研修を実施し、

不祥事防止・法令順守の意識向上を図ります。

区役所全課

環境への 

配慮 

冷暖房温度設定の適正化を図るとともに、昼休みの消灯、ＯＡ機

器スイッチオフなどにより地球温暖化防止に努めます。 

区役所全課

自主財源の

確保 

①区役所庁舎の環境改善や区役所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の確保に努めます。 

②区の特性に応じたまちづくりに活用するために、区まちづくり基

金への寄附を募ります。 

企画経理室
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５．区内公所（署）の取り組み 

公所（署） 取組項目・内容 

熱田消防署 

防火対策・焼死者ゼロ対策

①白鳥学区を選定し、住宅用火災警報器の設置促進を図るとともに維

持管理の啓発を重点的に実施し、住宅防火の推進に努めます。 

②秋・春の火災予防運動、文化財防火デーの実施や各種行事、イベン

トへの積極的な参加、消防署から発信する広報紙によるお知らせな

どにより、火災予防広報を展開します。 

③平成 30 年中の放火火災発生状況を鑑み学区を選定し、放火火災防

止の啓発を実施します。 

④いきいき支援センターと合同高齢者防火指導等を実施します。 

地域防災力のパワーアップ事業

①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、自助力の促進を図ります。 

②推進地区を選定し、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。 

③町内会、自治会単位の自主防災力の向上を図るため、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実施します。 

戸別訪問による防災用品を活用した意識啓発

モデル学区において、消防職員、消防団員、区役所職員が各世帯を

戸別に訪問し、住民と共に不足している防災力について確認するとと

もに、必要な防災用品を活用することで、市民一人ひとりによる具体

的な防災対策の実践につなげ家庭内における防災力の強化を図りま

す。 

地域防災の推進 

地域防災協力事業所の新規協定数を拡充するため、区内事業関係者

や新たに建設される社屋関係者に対し、周知及び協力の呼びかけに努

めます。

救命率の向上 

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・

消防団員が出向し積極的に救命講習を実施します。 

③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。
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公所（署） 取組項目・内容 

熱田土木事務所 

安心して安全に利用できる道路や公園等の提供 

くらしの安全を守るため、道路・橋、河川、公園等について日々パ

トロールを行うことにより、危険箇所の早期発見に努め、適切な維持

管理を行います。 

＜今年度実施する整備等＞ 

①熱田神宮北地区の生活道路交通安全対策 

 検討会の対策案を基に、工事を実施します。 

②高蔵公園の整備 

西側の児童球戯場を再整備し、令和元年度末の完成をめざします。

③その他 

 道路の舗装工事、歩道の整備、歩道橋の塗装工事等を実施します。

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 

ていねいで確実なごみと資源の収集に取り組み、市民サービスの向

上に努めます。 

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、わかりやすい説明に努めます。 

③ごみの散乱の防止 

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、ネットの使用等に

よる防止策について、市民に広く周知します。 

④不法投棄の防止 

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、違反者への指導を実

施します。 

⑤古紙持ち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、古紙持去り防止条例の周知、

集団資源回収実施団体の指定の推進を図り、地域・関係機関と協力

して、古紙の持ち去り防止に努めます。 
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公所（署） 取組項目・内容 

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） 

豊かな心を育む教育の充実 

関係機関との連携をより一層図りながら、いじめや不登校に対する

取り組みの充実を進め、児童生徒が心豊かに成長できるよう努めます。

地域との連携の強化 

「地域に開かれた地域の学校」として、学校行事等の情報発信や地

域行事への参加を進めます。 

また、関係機関と一層連携して防災教育の充実や避難所運営等にお

ける諸問題の解決に向けて取り組みます。 

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等の発信 

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ていきます。また、小中学校に設置された

地下式給水栓の操作方法や、ＱＲコードを利用した開設状況の登録

方法の周知を図ります。 

熱田図書館 

熱田の歴史等に関連する行事・展示 

「熱田町誕生 130周年(明治 22年)」「伊勢湾台風 60 年(昭和 34年)」

「改元」など、2019年の特徴に因んだ展示や行事を行います。 

地域団体との協働による地域文化への貢献 

あつた宮宿会との連携講演を２回以上開催します。

地域の子ども読書の推進 

子ども読書推進のため館内行事及び学校、区役所、保健センターと

の連携を継続していきます。

アクティブ・ライブラリー第 3ブロック(熱田・港・南陽・南)連携 

南図書館伊勢湾台風資料室はじめ、4 館の特徴を踏まえた連携展示

などを行います。

2020年熱田図書館開館 60周年事業の準備 

2020 年の熱田図書館開館 60 周年に向け、企画のあり方を検討しま

す。 
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公所（署） 取組項目・内容 

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 

①認知症の方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認知症ケアパスの啓発 

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

パスの利用を啓発します。

地域福祉の活動の支援 取組 17（再掲） 

認知症対策 取組 25（再掲） 

交通局 
名城線運転区 

名城線・名港線全駅(34 駅)に可動式ホーム柵の整備 

可動式ホーム柵設置時に必要となる定位置停止のための車両改造

等を引き続き実施します。（平成 30年度までに全 36編成中、23 編成

改造済み。令和元年度は 9 編成を改造予定。） 

なお、平成 30 年度末現在、東山線（22 駅）、桜通線（21駅）、上飯

田線（2 駅）に可動式ホーム柵を設置しています。

「みんなでのばそう！健康寿命」事業の推進 取組 22（再掲） 
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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） 

安全・安心な市バス

安全、安心、快適に市バスをご利用いただけるよう、事故防止、運

行ミス防止、コンプライアンスの推進に引き続き取り組み、信頼確保

に努めるとともに、親切丁寧な接客に努めます。

快適で魅力ある市バス

熱田巡回系統のバスにヘッドマークを装着し、愛称の「くるりん熱

田」と「熱田ブランド」を表すシンボルマークをＰＲします。 

【ヘッドマークのデザイン】

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地域の方が鑑賞・参加していただける「あつたモーニングコンサー

ト」「歌声クラシック」等を開催します。 

②子どもたちが文化芸術に触れ、親しむことのできる「ぶんしん０１

２」「ピアノ工房ワークショップ」「図書館共催・アニメ劇場」「菊

里高校共催・ミニコンサート＆公開レッスン」等を実施します。 

③地域の伝統文化を紹介する「熱田神戸節ワークショップ」等を実施

ます。 

④地域の特性を活かした「区民芸能オンステージ」「老人クラブ芸能

のつどい」「女性会芸能まつり」「あつた朔日市ステージイベント

（イオン熱田）」「カウントダウンコンサート」等を開催します。
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公所（署） 取組項目・内容

熱田生涯学習 
センター 

地域の生涯学習の振興

①学習機会の提供 

地域の人づくり・まちづくり、さらには熱田ブランドの魅力発信の

観点に立ち、現代的課題、なごや学、親学、青少年育成、趣味実技、

マイスター養成などの講座や事業を開催します。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、ブログ、学習情

報コーナーなどを活用し、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うとともに、センターの周知を図ります。 

③学習相談、自主学習グループ活動の奨励・支援 

窓口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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取組 1 防犯対策 ☆☆ 取組 8 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施 ☆☆☆

取組 2 交通安全対策 ☆☆ 取組 9 帰宅困難者対策 ☆☆☆

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強化 ☆☆☆

取組 4 空家、いわゆる「ごみ屋敷」対策 ☆☆☆ 取組11 防災関連事業の推進 ☆☆

取組 5 指定避難所運営の担い手づくり ☆☆☆ 取組12 青少年健全育成の推進 ☆☆☆

取組 6 助け合いの仕組みづくりの推進 ☆☆☆ 取組13 町を美しくする運動の推進 ☆☆☆

取組 7 家具固定の推進 ☆☆☆ 取組14 ペットの適正な飼い方と災害時対応の普及啓発 ☆☆☆

取組15 地域福祉の活動の支援 ☆☆☆ 取組21 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 ☆☆☆

取組16 福祉フェスタの開催 ☆☆☆ 取組22 地域における高齢者支援の推進 ☆☆☆

取組17 思春期・妊娠期からの支援の推進 ☆☆☆ 取組23 認知症対策 ☆☆☆

取組18 子育て支援に係る情報の発信 ☆☆☆ 取組24 障害者支援の推進 ☆☆☆

取組19 子育ての仲間づくりの推進 ☆☆☆ 取組25 区民の健康づくりの推進 ☆☆

取組20 児童虐待の防止 ☆☆☆

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 ☆☆☆ 取組30 熱田ブランドの推進 ☆☆

取組27 あつた歴史文化カードによる魅力発信 ☆☆☆ 取組31 まちづくり団体等の活動支援 -

取組28 区民まつりの開催 ☆☆☆ 取組32 堀川にぎわいづくり委員会との協働 ☆☆☆

取組29 歴史資料の整理と展示 ☆☆☆ 取組33 スポーツ・文化活動の振興 ☆☆☆

取組34 お客さまの目線に立った接遇 ☆☆☆ 取組36 区民ニーズの把握 ☆☆☆

取組35 業務改善の推進 ☆☆☆ 取組37 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

６．平成 30 年度区政運営方針の取り組み結果（概要） 
（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。 

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 ５

☆評価  5 割未満達成 ０

―評価  未設定 １

合  計 ３７

（２）各項目の取り組み結果 

＊平成 30 年度区政運営方針の取り組み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。 

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、令和元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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７．区長の裁量が発揮できる予算 
（１）令和元年度予算の概要 

○自主的・主体的な区政運営にかかる事業 

区民ニーズを的確に把握し、地域の特性に応じた施策を区長の裁量を発揮して実施

するための予算として、令和元年度は以下のような取り組みを予定しています。

※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。

○区の特性に応じたまちづくり事業 

区民会議での議論を踏まえて地域住民とともに重点項目として取り組む事業とし

て、上記とは別に次のような取り組みを予定しています。

（２）平成 30年度予算の執行状況

※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。

（３）区まちづくり基金の受け入れ状況 

平成 30年度は、20,100円（2個人）の寄附をいただきました。いただいた寄附は、

今後の区の特性に応じたまちづくり事業に活かしてまいります。ありがとうございま

した。 

区　　分

熱田まるごと博物館

内　　　容

熱田の歴史・文化資産のパネル展示を展示イベントも交えながら実施するととも
に、ＨＰ上でのオープンデータ化などを通じて、区内外へ熱田の魅力をＰＲし、熱
田の歴史・文化資産を活かしたにぎわい・交流のあるまちづくりをめざします。

区　　分
予算額
（千円）

安心・安全で快適なまち 362

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

816

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

6,889

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

957

合　計 9,024

熱田の魅力再発見事業（あったか！あつた魅力発見市）、区民まつりの開催、学
区対抗子どもドッジボール大会など

区民ニーズの把握、区政運営方針の策定など

親力アップ講座の拡充、「みんなでのばそう！健康寿命」事業、なごや健康体操
熱田区バージョンの普及など

主　　な　　事　　項

熱田区防災公開講座、帰宅困難者対策の推進、ペットの適正な飼い方などの啓
発など

区　　分
決算見込額

（千円）

安心・安全で快適なまち 356

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

634

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

7,214

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

765

合　計 8,968

熱田の魅力再発見事業（あったか！あつた魅力発見市）、区民まつりの開催、熱
田ブランドの推進など

区民ニーズの把握、区政運営方針の策定など

主　　な　　事　　項

助け合いの仕組みづくり事業、帰宅困難者対策の推進、ペットの適正な飼い方な
どの啓発など

夫婦で子育てを楽しむペアレンティング講座、「みんなでのばそう！健康寿命」事
業、なごや健康体操熱田区バージョンの普及など

平成 30 年度は、自主的・主体的な区政運営にかかる予算として、9,008,000 円を

予算化し、以下の事項に支出しました。
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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 

指定避難所への

テレビの配備 

防災危機管理局 

地域防災室 

災害発生からの時間経過に伴い、刻々と変化する気象情報

や被災状況など、最新の災害情報等を避難者へ提供するた

め、主要な指定避難所となる市立小中学校へテレビ等を配

備します。 

帰宅困難者用防

災備蓄物資の確

保 

防災危機管理局 

危機対策室 

大規模災害時に金山駅周辺で想定される多数の帰宅困難

者の一時的な退避及び安全な徒歩帰宅の促進に必要とな

る防災備蓄物資を確保します。 

金山駅周辺まち

づくりの推進 

住宅都市局 

まちづくり企画課 

金山駅周辺まちづくり構想の実現に向け、主な市有地の開

発を核とする地区の整備計画を検討します。また、大規模

災害発生時における帰宅困難者対策を図るため、エリア防

災計画の策定に向けて検討します。 

熱田神宮駅前地

区未利用地活用

検討等 

住宅都市局 

まちづくり企画課 

熱田区役所南側未利用地の本格活用に向けて様々な事業

の可能性を調査し、熱田駅前のにぎわいに資する活用方策

を検討していきます。また、地域が主体となって「まちづ

くり構想」の策定に取り組んでいることから、地域と連携

した未利用地活用のあり方を検討します。 

自転車利用環境

整備 

緑政土木局 

自転車利用課 

市道豆田町線（旗屋町交差点～堀田通５交差点）において、

歩行者と自転車の分離を図るため、自転車通行空間整備に

向けた現況調査及び道路設計を実施します。 

市立小学校にお

け る 新 た な 運

動・文化活動に

向けた調査 

教育委員会事務局 

スポーツ振興課・ 

生涯学習課 

教員が指導する部活動を見直し、教員以外の多様な大人が

参画する新たな運動・文化活動の仕組みを検討するにあた

り、民間事業者の運営によるモデル事業を令和元年 9月よ

り白鳥小学校で実施します。 

バスターミナル

の環境改善 

交通局 

自動車施設課 

六番町バスターミナルの照明のＬＥＤ化及び上屋の塗装

替えを実施します。 
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※白鳥庭園、神宮東公園 

などで見られます。 

※沢上交差点、神宮東公園

などで見られます。 

【花ことば：うれしい知らせ】 【花ことば：魅力、寛容】

熱田区の花                熱田区の木 

              ハナショウブ               クロガネモチ 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。


