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区政運営の４つの柱と取組項目

１ 安心・安全で快適なまち
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「令和元年度 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。 

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

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 
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令和元年度 

熱田区区政運営方針【概要版】

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、「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田」
をめざし、職員一丸となって取り組んでまいります。

誓願寺・頼朝公祠（尾張名所図会︓一部加工・着色、名古屋都市センター提供）

区政運営の４つの柱 
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 

名古屋市熱田区役所



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

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 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

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。 

区内保育所の保育環境を分かりやすく紹介す

る冊子を作るなど、保育所入所に必要な情報を

提供します。 

子育て講座に加え、赤 

ちゃんと一緒に聴ける 

講演会＆ミニコンサート 

を開催します。

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。 

地域福祉の推進
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。

障害者への支援 
区役所などで授産製品を販売し、障害のあ

る人の社会参加を支援します。 

区民の皆さまや障害福祉サービス事業者

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。 

高齢者への支援
高齢者の健康づくりや地域活動参加を応援

する事業として「健寿（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。 

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。 

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。 

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。 

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）

「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するとともに

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、熱 

田の魅力を発信し、地 

域の回遊性を高めます。 

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、区一体となって 

熱田ブランドを PR します。 

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。

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。

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。 

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。 

地域コミュニティの活性化を図るため町内

会・自治会への加入促進を支援します。

災害に強いまちづくりの推進
「助け合いの仕組みづくり」の周知にあわせ

て、「地区防災カルテ」を活用した地域防災力

を高める取り組みを進めます。 

災害時に備えて、総 

合水防訓練や総合防 

災訓練を実施します。 

総合水防訓練 5 月 26 日（日） 千年小学校

総合防災訓練 9 月  1 日（日） 大宝小学校 

大規模災害時の行政の要として、熱田区災害対

策本部の機能強化を図ります。

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。 

[熱田区公式

ツイッター]

主 な 取 組 項 目


