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平成30年度　自主的・主体的な区政運営にかかる予算について

平成30年度　区の特性に応じたまちづくり事業にかかる予算について

区民ニーズをより的確に把握し、地域の特性に応じた施策を実施するため、区役所が自主性・
主体性を発揮し区政運営方針に掲げた取り組みを行うための予算として計上しています。

区　分 予算額
（千円） 事　項 （千円）

瑞穂区の魅力が輝く
まちづくりをすすめ
ます

6,143

サクラのまち瑞穂づくり 220

音楽による地域のにぎわいづくり事業 433

トップ・スポーツチームとの連携事業 130

名古屋市立大学との連携による魅力発信事業 78

瑞穂区の魅力発見！四季の風景撮影隊員 5

地元の魅力発見！子どもお仕事体験 17

瑞穂区史跡散策路マップの作成 150

「瑞穂区民まつり2018」の開催 4,749

「スポーティブ・ライフin瑞穂」と連携した
学区参加スポーツイベントの開催 151

ヤングサポーターみずほの活動の支援 210

安心・安全で快適な
まちづくりをすすめ
ます

573

ぼうさいカフェの実施 274

ハンドアップ運動の推進・飲酒運転の根絶 147

マスコットキャラクターを活用した安心・安
全なまちづくりをすすめる啓発事業 120

「環境デーみずほ2018」の開催 32

健康でいきいきと暮
らせるまちづくりを
すすめます

1,755

地域包括ケアの推進 679

みずほフェスタ’18 の開催 68

「みずほっぺあんしん情報シート」の普及 389

児童虐待のないまちづくりの推進 512

瑞穂区子育てサロン「さくらひろば」の開催
など子育てしやすいまちづくりの推進 107

みなさまに満足いた
だける区役所作りを
すすめます

936

お客様満足度向上・区役所サービス向上をめ
ざした取り組みの実施 313

区民アンケートの実施 168

瑞穂区区政運営方針の策定 455

合計 9,407

事　項 予算額 (千円 )
瑞穂区ジョギングパトロール事業の普及啓発 100
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平成29年度　自主的・主体的な区政運営にかかる予算の執行状況について

平成29年度の執行内容は下記のとおりです。

区　分 執行額
（千円） 事　項 （千円）

瑞穂区の魅力が輝く
まちづくりをすすめ
ます

6,776

サクラのまち瑞穂づくり 279

身近な地域遺産発見・発掘事業 825

音楽による地域のにぎわいづくり事業 407

トップ・スポーツチームとの連携事業 199

名古屋市立大学との連携事業 78

瑞穂区の魅力発見！四季の風景撮影隊員 56

地元の魅力発見！子どもお仕事体験 16

「瑞穂区民まつり 2017」の開催 4,657

ヤングサポーターみずほの活動の支援 259

安心・安全で快適な
まちづくりをすすめ
ます

570

ぼうさいカフェの実施 280

マスコットキャラクターを活用した安心・
安全なまちづくりをすすめる啓発事業 210

「環境デーみずほ 2017」の開催 80

健康でいきいきと暮
らせるまちづくりを
すすめます

1,047

みずほフェスタ ’17（医療介護連携推進事
業等）の開催 92

緊急時医療情報ツール「みずほっぺあんし
ん情報シート」の普及 248

児童虐待のないまちづくりの推進 591

瑞穂区子育てサロン「さくらひろば」の開
催など子育てしやすいまちづくりの推進 116

みなさまに満足いた
だける区役所作りを
すすめます

894

お客様満足度向上・区役所サービス向上を
めざした取り組みの実施 269

おもてなし向上事業 47

区民アンケートの実施 154

瑞穂区区政運営方針の策定 424

合計 9,287
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平成30年度　瑞穂区内の主な事業・取り組み

●防災危機管理局
事　項 事 業 の 概 要

防災行政無線の移設

洪水・内水により浸水が想定される地域の主要な指定避難所である市立小
中学校に設置している防災行政無線デジタル移動系の通信機能を維持する
ため、段階的に設置場所を上階等へ移設します。
　平成30年度移設：井戸田小学校、中根小学校、汐路中学校

災害時特設公衆電話の
設置

大規模災害発生時に、避難された住民の方が家族の安否確認等に利用する
通信手段確保のため、主要な指定避難所である区内全ての市立小中学校に
おいて、新たに特設公衆電話を設置します。

地区防災カルテの作成
地形や地域の歴史、災害リスクなどの地域特性や地域における防災活動状
況などの各種情報を整理した学区単位の「地区防災カルテ」を作成します。
このカルテは地域避難行動計画などで活用します。

●緑政土木局
事　項 事 業 の 概 要

幹線道路等の整備
（道路改良・高田町線）

高田町線の瑞穂区大喜町から大喜新町までの区間において、都市計画道路
事業を行います。
　内　　容：用地補償

山崎川名鉄本線橋りょ
うの改築等

山崎川名鉄本線橋りょうについて、治水上の安全性と道路交通の円滑化を
図るために、橋りょうの改築に向けた設計等を行います。
　内　　容：鉄道概略設計等

山崎川の耐震対策
（広域河川・山崎川）

山崎川において南海トラフ巨大地震に備え、堤防を補強する工事を行います。
　内　　容：堤防補強　160ｍ（神穂町地内）

●瑞穂警察署
事　項 事 業 の 概 要

住宅に対する防犯診断
の実施

警察官が自宅を訪問し、建物などをチェックし、不備（施錠、照度、警報
装置など）のある箇所についてアドバイスを行います。
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●教育委員会
事　項 事 業 の 概 要

瑞穂公園体育館の建設
現在のパロマ瑞穂田辺陸上競技場の敷地に体育館を建設します。
　スケジュール（予定）：平成31～32年度　　建設
※災害時の瑞穂区、南区、緑区の緊急物資集配拠点としても活用します。

パロマ瑞穂レクリエー
ション広場の改修

現在のパロマ瑞穂田辺陸上競技場に体育館を建設することに伴い、パロマ
瑞穂田辺陸上競技場の機能をレクリエーション広場に移転するため、防球
ネットの設置やグラウンドの排水改良等の改修を行います。
　スケジュール（予定）：平成30年5月～12月　工事

パロマ瑞穂スタジアム
改築に係る整備手法等
調査

老朽化が進んでいるパロマ瑞穂スタジアムについて、国際的・全国的な大
会の開催に必要な機能を確保するための改築に係る整備手法等について調
査します。

パロマ瑞穂スタジアム
の公認更新改修

日本陸上競技連盟の第1種公認競技場の公認更新に合わせた老朽化した施
設の改修を行います。
　スケジュール（予定）：平成30年度後半

パロマ瑞穂北陸上競技
場の音響設備改修

老朽化した音響設備の改修を行います。
　スケジュール（予定）：平成30年度後半
※北陸上競技場は、緊急時ヘリコプター離着陸可能場所に位置付けられて
います。

パロマ瑞穂ラグビー場
のトイレ改修

老朽化したトイレの洋式化、配管の改修等を行います。
　スケジュール（予定）：平成30～31年度

●消防局
事　項 事 業 の 概 要

家具の固定ができる
ボランティアの養成
及び派遣

家具の固定が自らできない市民に対し、地域に家具の固定ができるボラン
ティアの養成及び派遣を行います。

初期消火資器材の導入
地震時等に著しく危険な木造住宅密集地域に対して、スタンドパイプを配
置し、自主防災訓練を実施して地域防災力の向上を図ります。
　対象地区：大喜地区

防火水槽の耐震補強
震災火災に備え、既存の防火水槽を耐震補強します。
　場　　所：弥富町緑ケ岡20　緑ケ岡公園（陽明学区）
　工事期間：平成30年度中
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●パロマ瑞穂スポーツパーク
事　項 事 業 の 概 要

瑞穂公園周辺における
「安心・安全なまちづ
くり」への取り組み

自転車パトロール等による地域防犯活動

施設の特色を生かした
パロマ瑞穂スポーツ
パーク開催事業の実施

○水泳教室始めスポーツ教室の開催（全104、うち託児付3講座）
○名古屋グランパスと連携した「パロマ瑞穂スポーツパークグランパスサッ
カー教室」
○スタジオでの「子ども体操教室」や「おやすみヨガ等レッスンタイム」
○天然芝施設の地元開放「スポーツ体験事業」
○公園内の木の実や小枝等の自然素材
を活用した「木の実クラフト教室」
○宿泊研修室と公園内施設を活用した
「親子ふれあい体験塾」

●瑞穂図書館
事　項 事 業 の 概 要

子ども読書活動の推進

より開かれた利用しやすい図書館を目指し、本との出会いや読書の楽しみ
を知る機会を提供し、子どもたちに親しまれる図書館づくりに努めます。
○ブックトークや読み聞かせの派遣事業を希望する学校等で実施できるよ
う努めます。
○学校図書館でのブックホスピタル（図書の修理）活動
を行います。
○「図書館で宿題おうえん」
　自由研究講座を開催するなど、子どもが本を活用して
主体的に学べるよう支援します。

●瑞穂文化小劇場
事　項 事 業 の 概 要

子どもの歌劇団「瑞穂
コペレッタ」の結成

名古屋二期会と連携し、市民参加による子どもの歌劇団「瑞穂コペレッタ」
を結成します。年間を通じて劇場で稽古を行い、舞台公演では、プロのソ
リストとの共演の機会を設けます。瑞穂区の誇りとなるような、見ごたえ
ある舞台を創造します。

アウトリーチ事業の
実施

病院や福祉施設などを定期的に訪問し、劇場に足を運ぶことが困難な方々
にホスピタルクラウンによるパフォーマンスなど鑑賞の機会を創出します。

○天然芝施設の地元開放「スポーツ体験事業」
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瑞穂区のあらまし

「瑞穂」の地名はかつての瑞穂村に由来する。明治元（1868）年、明治天皇が京都か
ら遷都のため東京行幸の途上、東海道の八丁畷（現在の神穂町）で、収穫に励む農民の姿
をご覧になられ、この時、尾張藩主徳川義宜・父慶勝親子立会いのもと、岩倉具視が「稲穂」
を明治天皇に献上したことにちなんで、同９年10月７日、愛知県令（知事）安場保和（後
藤新平の義父）が、内務卿大久保利通の許可を得て、弥富村（弥＝ますます・富＝さかえる）
とともに「みずみずしい稲穂」そして日本国の美称「豊葦原千五百秋瑞穂国」（とよあし
はらの　ちいおあきのみずほのくに）から瑞穂村と命名した。そして、昭和19年２月11日、
昭和区弥富町、瑞穂町始め48町並びに熱田区伝馬町及び熱田東町を合わせて瑞穂区が誕
生した。

瑞穂区の誕生（区制施行）　昭和19（1944）年２月11日

面積 11.22k㎡ （名古屋市　326.45㎢）

世帯数 50,076世帯 （名古屋市　1,092,939世帯）

人口 106,899人 （名古屋市　2,311,132人）
（平成30年４月１日現在）
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データでみる瑞穂区の特色（平成29年）

瑞穂区は……
　　　『高等学校、短期大学、大学の数が多い。』

瑞穂区は……
　　　『犯罪認知件数と火災発生が少ない。』
人口千人あたりの件数

高等学校数（市内64校） 短期大学数（市内７校） 大学数（市内22校）

１位 千種区　９校 瑞穂・昭和区　２校 千種区　４校

２位 東　区　８校 千種・東・西区　１校 瑞穂・昭和・天白区　３校

３位 瑞穂区　７校 中村・守山区　２校

刑法犯認知件数
（市全体11.33件）

重点罪種（10種）認知件数
（市全体5.07件）

火災発生件数
（市全体0.25件）

１位 瑞穂区　６.67件 緑　区　３.09件 瑞穂区　0.11件

２位 緑　区　７.45件 瑞穂区　３.63件 天白区　0.15件

３位 天白区　７.65件 守山区　４.01件 緑　区　0.16件

文教的な地域です。

安心・安全な地域です。


