5 名東区が自主的・主体的に取り組む区政運営予算
「自主的・主体的な区政運営予算」は、基礎的な行政サービス（住民基本台帳、生活保護、

国民健康保険など）とは別に、地域の特性に応じた施策を実施するために、独自に区民ニー
ズをより的確に把握し、名東区が自主的・主体的に取り組むための予算です。
平成27年度予算及び平成26年度決算は、以下のとおりです。
(1) 平成27年度予算
テ
テーマ１

ー

（単位：円）
マ

・

取

り

組

み

子育て支援

予

算

額

730,000

子育て支援情報を充実します。

200,000

親子で楽しめる子育て広場を充実します。

150,000

主任児童委員子育てサロンの魅力を高めます。

380,000

テーマ２

自然・環境

1,484,000

めいとう・まち歩きスペシャル
～名東区の魅力・特色あるオモシロポイントを見て回ろう。
区の花「ナデシコ」などを通じて、
区民の皆さまの交流の場づくりをすすめます。

401,000

区内3緑地で「自然散策会」を開催します。

100,000

環境イベント「エコフェスタ名東2015」を開催します。

288,000

テーマ3 安心・安全・快適

695,000

1,322,000

平常時も非常時もあんしんを共有できる総合見守り支援事業をすすめます。

307,000

地域防犯力の向上に取り組みます。

180,000

区内事業者との連携によるまちづくりをすすめます。

293,000

青少年健全育成を推進する環境づくりをすすめます。

55,000

ペットと暮らすきれいなまちづくり活動を実施します。
出張健康相談・地域乳がん検診を実施します。
テーマ4 高齢者・障害者等福祉

448,000
39,000
125,000

平常時も非常時もあんしんを共有できる総合見守り支援事業をすすめます。

59,000

認知症へのサポート体制を充実します。

66,000

テーマ5 交流

4,763,000

「名東の日・区民まつり」事業を実施します。

4,200,000

地域イベントの盛り上げをお手伝いする担い手を派遣します。

387,000

「名東区まちなみアーカイブ」事業を充実します。

127,000

地域ジュニアスポーツクラブの活動を支援します。

49,000

テーマ６

区役所づくり

1,494,000

より正確・迅速・丁寧なサービスを提供します。

488,000

区の情報発信力を向上します。

281,000

区民の皆さまの声を区政運営の方針に反映します。

725,000

区民アンケート・区民ミーティングの実施
区政運営方針の策定
合

377,000
348,000
9,918,000

計
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(2) 平成26年度決算
テ
テーマ１

ー

（単位：円）
マ

・

取

り

組

み

子育て支援

決

算

額

807,403

子育て支援情報を充実します。

279,920

親子で楽しめる子育て広場を充実します。

149,985

子育てサロンの魅力を高めます。

377,498

テーマ２

自然・環境

1,030,890

区の花「ナデシコ」などを通じて、区民の皆さまの交流の場づくりをす
すめます。

711,374

区内3緑地で「自然散策会」を開催します。

100,000

環境イベント「エコフェスタ名東2014」を開催します。

219,516

テーマ3 安心・安全・快適

1,289,626

地域防犯力の向上に取り組みます。

627,594

区内事業者との連携によるまちづくりをすすめます。

135,724

青少年健全育成講演会を開催します。

4,272

ペットと暮らすきれいなまちづくり活動を実施します。
出張健康相談・地域乳がん検診を実施します。
テーマ4 高齢者・障害者等福祉

505,031
17,005
685,306

地域における高齢者福祉を推進します。

50,000

地域回想法を活用した高齢者の地域交流をすすめます。

61,600

高齢者の健康づくり事業を充実します。

61,786

授産製品の販路拡大を支援します。

347,760

障害者(児)に対するサービス提供を円滑にすすめます。

164,160

テーマ5 交流

5,003,924

「名東の日・区民まつり」事業を実施します。

4,239,782

地域イベントの盛り上げをお手伝いする担い手を派遣します。

423,800

「名東区まちなみアーカイブ」事業を充実します。

292,316

地域ジュニアスポーツクラブの指導者講習会を開催します。
テーマ６

区役所づくり

48,026
1,183,597

より正確・迅速・丁寧なサービスを提供します。

193,848

区の情報発信を充実します。

307,503

来庁者の皆さまを、季節感あふれる区役所でお迎えします。
区民の皆さまの声を区政運営の方針に反映します。

54,067
628,179

区民アンケート・区民ミーティングの実施

340,254

区政運営方針の策定

287,925

合

計

10,000,746
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6 区内公所（署）等の目標と取り組み紹介
区内公所 (署) 等が平成27年度に掲げる目標と主な取り組みを、区民の皆さまにお知らせ
します。
目

名東警察署
(℡:778-0110)

標

取組内容

目

標

名東消防署
(℡:703-0119)
取組内容

目

標

名東土木事務所
(℡:703-1300)
取組内容

目

名東環境事業所
(℡:773-3214)

上下水道局名東
サービスステーション
(℡:703-1181)

市バス
（猪高営業所）
(℡:772-2103)

地下鉄
（東山線東部駅務区）
(℡:751-1842)

標

取組内容

目

標

取組内容

目

標

取組内容

目

標

取組内容

犯罪や交通死亡事故を減らし、「安心」して暮らせる
「安全」な名東区の実現を目指します。
区民の皆さまや区役所・関係団体等と協力して、高齢者
や自転車利用者などに対する安全教育及び街頭キャンペー
ンなどを実施します。
大災害に備えて防災力をさらに向上します。
多くの区民の皆さまに、身近な消防署として親しまれる
ことを目指します。
自主防災組織のリーダー養成講習の開催、震災対応訓練
の実施、自助力向上の促進を進めて、地域防災力の向上を
図ります。
皆さまの身近な消防署となるよう、いつでも見学を受付
け、消防車などを見て触れていただくなど、防火防災の普
及啓発を行います。
施設 (道路、公園、河川) の計画的な維持管理と、区民の
皆さまとの協働によって、安心・安全で魅力あるまちづく
りを推進します。
計画的な点検と補修によって、施設の適切な維持管理に
努めるとともに、自然や区の花ナデシコ等を活かした地域
の魅力づくりを推進します。
ごみ・資源の適切な分別や発生抑制を推進します。
小学校への出前講座や「環境デーなごや」などのイベン
トにより、区民がごみ・資源の分別や発生抑制への理解を
深められるように努めます。
お客さまと上下水道局を結ぶ窓口として、水道・下水道
に関するお客さまのニーズに、きめ細やかに迅速に対応で
きるよう努めます。
日常の窓口サービスや防災イベント・PRを通じて、安
心・安全で安定した上下水道事業を体感していただけるよ
うに努めます。
お客さまに安心・快適でより便利な交通サービスをお届
けします。
法令を遵守し、安全を第一に、安心・快適でより便利な
交通サービスをお届けします。
お客さまに安心・安全・快適な交通サービスをお届けし
ます。
お客さまの安全を第一に、「ありがとう」の言葉がいた
だけるような心配りと、積極的なサービスに努めます。
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目

名東図書館
(℡:773-8200)

取組内容

目

厚生院
(℡:704-5462)

標

標

取組内容

目

標

障害者スポーツセンター

(℡:703-6633)
取組内容

名東スポーツセンター

(℡:705-4948)

名東文化小劇場
(℡:726-0008)

名東福祉会館
(℡:703-9282)

名東児童館
(℡:704-8314)

目

取組内容

目

目

標

取組内容

目

標

取組内容

標

取組内容

目

名東生涯学習センター
(℡:703-2622)

標

取組内容

目

名東区社会福祉協議会
(℡:726-8664)

標

標

取組内容

暮らしに役立つ使いやすい図書館を目指します。
身近な疑問に応えられる図書館として、地域資料や関心
の高い分野の資料を充実します。また、絵本の読み聞かせ
を始め、図書館資料に関連した行事を行います。
安心・安全な医療・介護の提供に努めます。
医療・介護事故や院内感染の防止に努め、利用者の意思
を尊重した快適で安心・安全な医療・介護の提供に努めま
す。
スポーツ・レクリエーションなどを通じて障害者の健康
増進を図り、社会参加やノーマライゼーション理念の実
現、福祉の向上を目指します。
幅広く質の高いサービスの提供、安心・安全・快適の確
保による利用促進、専門的役割の自覚と自己研鑽に努めま
す。
安全・安心・快適で地域スポーツの推進拠点となる施設
づくりを目指します。
ライフステージに応じた講座・教室や、地域や施設の特
色を生かした多彩な事業を開催します。
文化・芸術を通して暮らしに夢と潤いをお届けします。
気軽に楽しめるコンサート、映画会、落語会などの公演
を実施し、文化・芸術に触れる機会を提供します。
新しい生き方の提案や、多様な受け手に合わせた情報提
供を行い、生きがいを支援します。
多くの高齢者が交流する地域の拠点として機能を発揮
し、地域とともに発展を目指します。
地域の子育て支援の輪を広げ、子どもたち・保護者の方
が使いやすい児童館づくりを目指します。
「きっず してぃ」を始め、多彩な行事を開催します。安
心・安全・快適に過ごせる居場所づくりに努めます。
第3次地域福祉活動計画を推進します。
住民一人ひとりが、年齢や身体の状況を問わず自分の持
つ力を発揮しながら、支えあいの循環でつながるよう、地
域における福祉課題への取り組みを支援します。
にぎわいと活気のあるまちづくりのため、学びと交流の
拠点を目指します。
地域の生涯学習の拠点として、名古屋の歴史や文化、女
性や親としての学び、人権や環境など、様々なテーマで講
座・事業を実施します。
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7 名古屋市各局が名東区で実施予定の主な施策・事業
施策・事業名
大公園の整備
（猪高緑地）

民間保育所整備補助

救急隊増隊のための
豊が丘出張所の増築

概

要

所

猪高緑地は、本市の北東部に位置する総合公園で、自然
風致を生かした緑地整備を基本計画として、自然生態系に
配慮した環境づくりを行っています。
平成27年度整備概要
園路整備等
保育所
・建設予定地：名東区植園町
・整備・運営主体：社会福祉法人清凉会
・定員：90人(うち3歳未満児30人)
・開所予定：平成28年4月

緑政土木局
緑地事業課

子ども青少年局
保育企画室

市内北東部の救急体制の充実を図るため、名東消防署豊
が丘出張所への救急隊増隊に伴う庁舎の増築を行います。
事業スケジュール(予定)
26年度 設計、工事契約等
27年度 増築工事
▶ 救急隊の運用を開始
(平成27年4月名東消防署本署運用)
▶ 工事完了後、豊が丘出張所に移転して運用
豊が丘出張所(増築後)
所在地 名東区豊が丘 802番地
庁舎概要
構造 鉄筋コンクリート造2階建
敷地面積 709㎡ 延床面積 474㎡

消防局
施設課

救急隊増隊のための
豊が丘出張所の増築

大公園の整備（猪高緑地）
名東消防署

民間保育所整備補助
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管

8 素案に対する意見募集の結果
区政運営方針(素案)に関するアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
多くの皆さまから「人と人とのつながりづくり」や「地域との連携」に期待するご意見、ま
た、「世代間の交流」や「地域力の向上」を求めるご意見などをお寄せいただきました。
個別の取り組みなどに対する具体的なご指摘を始め、皆さまからいただいた貴重なご意見や
ご要望は、職員、関連部署・関連行政機関などと共有し、様々な取り組みを実施する際に、そ
して、次年度以降の取り組みの企画立案に活かしてまいります。
また、本方針に掲げた目標を実現するために、今後とも区民の皆さまと協働して取り組んで

まいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【主なご意見・ご要望】
(1)

<名東区のビジョン>は共感できる内容でしたか。

・地域との連帯・連携を高め、地域力を強化することが大事。区政委員、民生委員等横断的な取り
組みが必要。
・広範囲にわたり良くまとめられていると思う。人と人とのつながりによって出来る地域での活動
力を大切にしてゆくことにお手伝いすることがどれほど大切か期待している。
・名東区は転入転出が多く、若い人が多いことがわかった。若い人には住みやすく子育て環境には
満足との意見が多いようなので、今後は高齢者・若者が交流を持ち、高齢者にとっても住みやす
いまちになるよう、つながりが持てるようになればいいと感じた。
・都市では隣近所に対して無関心になりやすいと言われている。近所との交流を持つことによって
犯罪や事故に対しての抑止力にもなるのではないか。
・名東区は自然が多く、子どもにとってとてもいい環境だと思います。ただ、人の入れ替わりも多
いので「人と人とのつながり」はとても重要だと思います。
・地域の力は人の力である点に共感を覚えます。

(2)

<平成27年度の取り組み>はビジョンを実現していく上で十分な内容だと思いますか。

・子育て等は確かに話題の中で改善されているように思われますが、イベント、行事等目立つ催し
が光を浴び、地道な活動への配分が大事では。
・テーマ毎のビジョンが明確になっていて良い。テーマ毎のニーズもその都度集めることも必要。
・区民と行政との連携により、それぞれの課題に取り組むことが必要である。
・子育て支援の取り組みは、民生主任児童委員に比重が多すぎるのではないだろうか。
・子育てについては自分自身経験中なのでどんな支援が行われているか理解できる。高齢者の孤立
状態ゼロを掲げているが、地域の人がどのように隣近所の人と交流を持ちつながりを持てるよう
に支援していくのかは難しいと感じた。
・少しでも多くの人が集い、交流できるような魅力のある企画、イベント、催し物があると良いの
ではないかと思います。

(3) 「快適な都市環境と自然とが調和する、暮らしやすいまち」に関する取り組みについ
て、区民の皆さまの声が十分に反映された内容だと思いますか。
・より多くの人々が参加できる呼びかけを、多方面に検討ください。
・とてもいい活動をしているので、もっと広報して皆に知ってもらうよう工夫した方が良いと思い
ます。
・これだけ自然環境が揃っている所もそうざらにあるものじゃないと思うし、良いポイントを押さ
えていると思う。
・名東区のテーマとして大変に良く、ポイントをつかまえていると思う。
・ニーズ把握は出来ていると思いますが、区民の皆さんが理解されているかポイントを絞って更に
進められてはと思います。
・区内にある自然を活かしたイベントがたくさん行われていて充実していると思う。
・身近にある緑、公園を自分たちも一緒に守っていく活動が非常に良いと思います。
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９ 参考～主なデータで見る名東区～
(1)

名東区の男女別・年齢別人口

(平成27年1月1日現在、単位：人)

参考：統計なごやweb版 (http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html)

(2)

名東区の学区別・年齢別人口と世帯数

(平成27年1月1日現在、単位：人／世帯) ※1

参考：統計なごやweb版 (http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html)

※1
※2

(2)は公募人口※2、それ以外は推計人口※(3頁※1参照)を基礎として集計してありますので、合計数が
一致しません。
公募人口
住民基本台帳人口と外国人登録人口を合算したもので、推計人口とは異なります。
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(3)

転入者数

(4)

(平成25年10月～平成26年9月、単位：人)

(平成25年10月～平成26年9月、単位：人)

参考：平成26年版名古屋市統計年鑑

(5)

平均年齢

転出者数

参考：平成26年版名古屋市統計年鑑

(平成27年 1月 1日現在、単位：歳)

参考：統計なごやweb版（http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/67-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html）

(6)

緑被率 ※（4頁※３参照）

(7)

(平成22年度調査、単位：％)

(平成26年1～12月、単位：認知件数/人口千人)

参考：緑被率調査

※3

刑法犯認知件数 ※3

参考：重点罪種・刑法犯区別認知件数

刑法犯認知件数
警察が刑法犯罪（交通事故に関する業務上過失致死傷罪は除く。）の発生を被害届などにより確認した件数です。
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