
冊子項目 報告課・室 実施日 評価※ 来年度の課題・目標

今年度の新たな取り組み

区役所窓口等の整備

全課 10～1月

グリーンカーテンの整備

総務課 夏期～冬期

守山の自然・文化ふれあいウォーキング大会の開催

「もりやまっこ情報＆遊びコーナー」の開設

民生子ども課 10～1月

平成22年度「守山区　区政運営方針」取組結果

取組状況（進捗状況）

・民生子ども課・福祉課を2階フロアに移転。
・他の先進事例を調査し、お客様目線にたった分かりやすい案内サイン表示
に改善。
・１・2階ではローカウンターを増設。また1階記載台には椅子配置を実施。
・相談コーナーには間仕切りを設置し、プライバシー保護に配慮。
・来客の多い市民課・保険年金課保険係窓口には番号札発券機や呼出番号
表示機を設置。市民課番号案内表示も改善。
・市民課お客様待合に子供用の絵本を配備。
・区役所の行事をお知らせする電子情報表示板を設置したが、地域の行事を
お知らせするには至らなかった。

・税務事務集約化後の空きスペースを活用して、事務室レイア
ウトの変更、お客様にわかりやすい窓口案内表示の整備及び
快適な待合環境への改善を実施。
・区役所や地域の行事等をお知らせする情報表示板設置。

・７月上旬よりゴーヤの収穫を開始し、収穫したゴーヤを、地産地消推進やレ
シピの載ったチラシとともに情報コーナーにて配布。
・７月下旬には、ゴーヤ・朝顔が全面を覆いグリーンカーテンが完成。
・秋冬にもプランターで花・観葉植物を育て、快適な区役所環境への改善を促
進。

今後、継続的に事業を行うために、作業の簡素化をしていく。
グリーンカーテン実施時期以外も、散水栓を活用し植物を育て、緑のある区役所に
する。

・区役所庁舎南側壁面の一部を夏の間、ゴーヤやアサガオな
どのつる性植物で覆う「グリーンカーテン」を実施。
・収穫したゴーヤは、区役所窓口にて配布。

△

○

平成22年度のレイアウト変更によりお客様をお迎えする環境を整えた。
今後は、きめ細やかなサービスの提供を目指す。

・守山区老人クラブ連合会、守山鯱城会、小幡学区、小幡北学区、白沢学区、
大森学区、大森北学区などの地域各種団体と連携し、また各種協賛団体と協
力してウォーキング大会を実施。
・守山区の豊かな自然を感じることができるよう小幡・大森自然散策コースを
設定した。当日参加者700名。

-・生物多様性条約第10回締約国会議(ＣＯＰ10)の愛知・名古屋
開催を記念して、守山区の貴重な自然を観察し、文化体験が
出来る大規模なウォーキングイベントを開催。

・レイアウト変更に伴い授乳室とキッズコーナーを開設。授乳室にはおむつか
えスペースも設置。
・情報コーナーには子育てに関する情報を中心にチラシを配架。
・遊びのコーナーにはおもちゃや絵本、子育て情報誌などの書籍を置き、親子
で楽しめるようにした。

利用しやすい雰囲気づくり。
配架資料の充実。
破損などの際は補充を行うなど、継続して利用してもらえるような対応をする。

・子ども連れの子育て家庭が多く来庁する民生子ども課のフロ
アに、子育てスペースとして「もりやまっこ情報＆遊びコー
ナー」を開設し、子育て情報に関するチラシや情報誌のほか、
絵本やおもちゃ、授乳コーナーなどを設置。

まちづくり推進室 10月24日
○

○

※.評価の基準：○＝達成できた、△＝一部達成できなかった、×＝達成できなかった



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

具体的な取り組み

Ⅰ窓口サービスの向上に努め、親しまれ信頼される区役所にします

１．便利で快適な窓口サービスの向上

窓口アンケート調査「とても満足」回答率40％ 全課 春・秋 ×
お客様の満足に直結するような取り組みを区役所職員一丸となって実施し、アン
ケートにおいて「満足」と回答してもらえるようにする。

２．区民ニーズの把握と区政への反映

区民ニーズの把握と区政への反映 全課 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する。

３．広報・情報提供の充実

「区のページ」へのアクセス数を１万件増加 全課 通年 ○ 「区のページ」へのアクセス数をさらに１万件増加

コンテンツ掲載数を10％増加 全課 通年 ○ -

広報なごや掲載記事をミニコミ紙・CTVへ提供 まちづくり推進室 通年 ○ 広報なごや掲載記事をミニコミ紙・CATVへ提供

「広報映像配信システム」催事提供件数20％UP 全課 通年 × 「広報映像配信システム」催事提供件数１０％UP

「まるはっちゃんねる」に区の独自映像配信 まちづくり推進室 通年 ○ 「まるはっちゃんねる」に区の独自映像配信

４．信頼される区役所づくり

公務員倫理研修を職場単位で実施(4回/年) 全課 通年 ○ 引き続き研修を実施して、職員の倫理感の保持に努める。

経理・契約事務研修の実施 全課 ７・11月 △ 市役所担当局室に依頼して、更なる内容の充実を図る。

全課全係で１事例の業務改善取り組み 全課 通年 ○ 引き続き各所属へ恒常的な業務かいぜんの取り組みを呼びかける。

代表業務改善事例が「なごやカップ」で表彰されるような質の
高い取り組み

全課 通年 ×
「業務かいぜんサポート講座」の内容の充実を図り、より高いレベルでの業務かいぜ
んに取り組めるように努める。

取組状況（進捗状況）

第一回窓口アンケート（5月実施）を受けて「毎月の強化項目を決めて掲示す
る。」「さわやかマナー宣言入りの名札を着用する。」等いくつかの取り組みを
実施したが、第二回窓口アンケート（11月実施）では、「とても満足」の回答は
26.8％にとどまった。

・地域とのパイプ役として、学区担当課長制を継続実施し、地元とのコミュニ
ケーションを図っている。
・区政推進会議や区政協力委員協議会などを原則毎月実施。

248,000件に増加（21年度末：215,000件）

75件に増加(21年度末現在：52件)

CATV、ミニコミ紙その他各種広報媒体へ情報提供を実施

11件の実績にとどまった（21年度末現在：11件）

地元大学と協働して独自映像番組を制作。「東谷山」「小幡緑地」「サイエンス
パーク」をテーマに3本完成・配信。

22年度内に「適正な公金管理」「年末年始にかかる綱紀の保持」等をテーマに
各職場で五回実施した。

7月に市役所の担当局室から講師を迎えて、正しい経理事務の知識の習得と
公金意識の向上を図るための研修を実施した。(11月は開催できず。)

区役所にある19係で平均すると1係2事例以上となる計56事例の業務かいぜ
んに取り組んだ。

10月に守山区改善事例中間発表会を開催し、「なごやカップ」へ守山区からエ
ントリーする2事例を決定したが、市職員全体の投票で「なごやカップ」で発表
する10事例の中には選ばれなかった。



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

Ⅱ地域の課題を踏まえ、安心・安全で快適なまちづくりを一層推進します

１．安心・安全で快適なまちづくりの推進

広報活動(広報区版掲載・広報車で街頭宣伝) まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する。市民運動期間中は、広報車の宣伝回数を増やす。

「元気まつり守山」にて「あんまち広場」開催 まちづくり推進室 9月26日 ○ 平成23年度も引き続き開催する

「安心・安全で快適なまちづくり月間」における、各学区との協
働キャンペーン実施

まちづくり推進室 11月 ○ 平成23年度も継続して実施する

防犯講話・防犯教室・防犯訓練(学校・学区対象) まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する

各種防犯啓発活動(学区・警察署等と協働)

・防犯キャンペーン、パトロール(生活安全市民運動期間) まちづくり推進室 4・8・10・12月 △ 防犯キャンペーンを年４回実施

・区内一斉防犯パトロール(犯罪ナシの日、年末特別警戒出発式) まちづくり推進室 7月４日、年末 ○ 平成23年度も継続して実施する

・青色回転灯装着公用車による防犯パトロール まちづくり推進室 通年 △ 定期的なパトロールとし年24回実施

各種交通安全啓発活動(学区・警察署と協働)

・交通安全市民運動期間 まちづくり推進室 4・7・9・12月 ○ 平成23年度も継続して実施する

・自転車安全利用促進強化月間 まちづくり推進室 5・11月 ○ 平成23年度も継続して実施する

・名古屋さわやかロード月間 まちづくり推進室 6月 ○ 平成23年度は小幡学区で実施する

・交通死亡事故ゼロの日街頭監視 まちづくり推進室 毎月10・20・30日 ○ 平成23年度も継続して実施する

・交通安全家庭の日 まちづくり推進室 毎月10日 × -

・飲酒運転ゼロの日 まちづくり推進室 毎月20日 ○ 平成23年度も継続して実施する

・シートベルト・チャイルドシートの日 まちづくり推進室 毎月20日 ○ 平成23年度も継続して実施する

様々な年齢層を対象とした交通安全運動

・高齢者の交通安全週間の実施(ヒヤリ地図・教室等) まちづくり推進室 9月 ○ 平成23年度は天子田学区・志段味西学区でヒヤリ地図を作製する

子どもの交通安全運動

・保育園・幼稚園児と保護者対象の交通安全教室等 まちづくり推進室 ○ 平成23年度も9回実施する

若者と成人の交通安全運動

・「ライド＆ライト運動」(夕暮れ時の前照灯派早め点灯運動等) まちづくり推進室 ○ 平成23年度は志段味西学区で実施する

地域ぐるみの青少年を守る運動

・青少年をまもる運動街頭キャンペーン まちづくり推進室 7・12月 ○
名古屋市青少年育成市民会議等が提唱する「夏の青少年をまもる運動」及び「冬の
青少年をまもる運動」を通して、地域ぐるみで青少年を守る活動を行う。

・地域の世話やき活動 まちづくり推進室 通年 ○
「夏の青少年をまもる運動」及び「冬の青少年をまもる運動」にあわせて、世話やき
活動のPRを行う。

・「子ども110番の家」・「商店街子ども110番の家」などの活用 まちづくり推進室 通年 × -

社会環境浄化活動の実施

・PTA全市一斉パトロールに協力(通学路・公園遊具安全確認等) まちづくり推進室 7・12・3月 ○
夏・冬・春のPTA全市一斉パトロールに協力することにより、子どもたちの通学路の
安全や地域の環境への関心を高める。

交通死亡事故ゼロの日、県下一斉街頭大監視にて広報車により宣伝した。

あんまち広場を昨年と同様、区民まつりにて開催。多くの参加者があり好評で
あった。

交通安全、防犯、町を美くしくする運動等において月間中、学区との協働で集
中的にキャンペーンを実施した。

小学校で児童や保護者、住民向けに講話や訓練を実施した。

各運動期に機動広報を随時実施するとともに、振り込め詐欺防止キャンペー
ンなどの啓発キャンペーンを実施。

・7月4日、各学区から青パト15台、防犯パトロール隊35名が集結し大規模なパ
トロールを実施。
・12月は1日又は14日に各学区で防犯パトロールが実施された。

必要に応じて随時パトロールを行った。

取組状況（進捗状況）

・春の市民運動期間では小学校入学式での交通安全PRやシートベルト関所
を実施。
・7月・9月は交通事故死ゼロの日街頭監視や、違法駐車パトロールを実施。
・12月は守山高校で自転車安全運転教室を全校生徒参加にて実施。

・春の市民運動期間に中学校入学式でPR。
・11月は新守山駅で3学区合同キャンペーンを実施した。

吉根学区で違法駐車地域パトロールを実施。(11月まで毎月継続して実施)

学区の方々とともに街頭監視活動を実施。

区役所としての活動はなし

交通安全キャンペーンに併せ啓発物品を配布。

交通安全キャンペーンに併せ啓発物品を配布。

重点推進学区の志段味東学区、西城学区でヒヤリ地図を作製した。

年間で９回実施。

９月に志段味東学区で実施した。

・７月16日ピアゴ守山店にて西城・守山・廿軒家の各学区連絡協議会などの各
種団体と協働で実施。
・12月16日アピタ新守山店にて鳥羽見・二城・瀬古の各学区連絡協議会など
の各種団体と協働で実施。

青少年をまもる運動街頭キャンペーン時にPRティッシュを配布し、世話やき活
動を呼びかけた。

区役所としての活動はなし

夏：森孝西小学校、冬：小幡北小学校、春：白沢小学校にてパトロールを実施



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

青少年を育てる地域ふれあい事業

・スポーツ大会後援(剣道・ウォーキング・柔道大会) まちづくり推進室 9・10・11月 ○
剣道・ウォーキング・柔道大会などのスポーツ大会を通し、青少年を育くむ地域のふ
れあいを高めていく。

・「家庭の日」・「毎月第３日曜日」の普及啓発 まちづくり推進室 通年 ○ -
各種美化活動(学区・土木・環境等と協働)

・ノーポイ運動 まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も全市一斉クリーンキャンペーンに併せて活動を実施する

・「町を美しくする日(第３日曜日)」の普及推進活動 まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も一部学区にて実施する

・地域一斉清掃活動 まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も一部学区にて実施する

・空地をきれいにする運動 まちづくり推進室 7月 ○ 平成23年度も継続して実施する

・違法広告物をなくす運動 まちづくり推進室 8月 ○ 平成23年度も継続して実施する

・大気汚染防止推進月間 まちづくり推進室 12月 ×

・河川愛護月間 まちづくり推進室 7月 × -
・道路ふれあい月間 まちづくり推進室 8月 ×

・全市一斉クリーンキャンペーン まちづくり推進室 6月5日 ○ 平成23年度は小幡北学区を、区の会場として実施する

・放置自動車早期撤去に向けたパトロール等 まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度は計７回実施する

・不法投棄防止活動（清掃パトロール） まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する

緑と花のまちづくり活動

・緑の募金活動 まちづくり推進室 ４・５月 ○ 平成23年度は小幡北・吉根学区にて実施する

・市民協力による緑化推進事業の支援「花いっぱい運動等」 まちづくり推進室 通年 ○ 平成23年度は小幡北・吉根学区にて実施する

犬・猫による迷惑防止対策

・犬のしつけ方教室 保健所 11・12月 ○ 保健委員会の協力を得て、区内各学区で順次実施していく予定である。

・ラミネート看板、立て看板、リーフレット、回覧板等による犬の
フン防止対策、野良猫による迷惑防止対策

保健所 通年 ○ 今後ともペットと暮らすきれいなまちづくりに関する啓発を継続的に行う必要がある。

・犬のフン害防止キャンペーン(庄内川わんわんクリーンキャンペーン) 保健所 11月 ○
来年度の実施にあたっては、区内のフン害等の状況を考慮の上、キャンペーン地
区・方法を決定していく必要がある。

COP10開催に向けた各美化活動重点実施 まちづくり推進室 9・10月 ○ -

防災意識の普及啓発(チラシ・ポスター・広報等)

・危険物安全週間 まちづくり推進室 6/6～6/12 ○ 平成23年度も継続して実施する

・防災週間 総務課 8/30～9/5 ○ 東日本大震災を契機として高まった住民の防災意識のさらなる向上を図る。

・救急の日 まちづくり推進室 9月9日 × -

・秋の火災予防運動 まちづくり推進室 11/9～11/15 ○ 平成23年度も継続して実施する

・防災とボランティア週間 まちづくり推進室 1/15～1/21 × -

・文化財防火デー まちづくり推進室 1月26日 ○ 平成23年度も継続して実施する

・春の火災予防運動 まちづくり推進室 3/1～3/7 ○ 平成23年度も継続して実施する

防火防災講習会の開催(各学区) まちづくり推進室 通年 ○

防火パレード、防火ひろば

・「助け合いの仕組みづくり」の推進 総務課 通年 ○ 公演等を通じて助け合いの仕組みの理解を深め、仕組みのさらなる強化を図る。

・総合水防訓練 総務課 5月30日 ○
水防訓練を通じてさらなる防災意識の向上を図り予想される災害（東海地震など）に
備える。(平成23年度は森孝東学区で実施)

・総合防災訓練 総務課 9月5日 ○
防災訓練を通じてさらなる防災意識の向上を図り予想される災害（東海地震など）に
備える。(平成23年度は廿軒家学区で実施)

・剣道大会　　9月19日　志段味スポーツランド競技場　個人戦　179人
団体戦　18チーム参加
・なごやかウォーク守山　　10月24日　小幡・大森自然散策コース
・柔道大会　　11月7日　東スポーツセンター　102名参加

取組状況（進捗状況）

ＰＲチラシの配布等による普及啓発

全市一斉クリーンキャンペーン時に併せて活動を実施。

一部の学区で実施。

一部の学区で実施。

市民からの苦情・要望に対し、実態調査を行うとともに文書等にて所有者によ
る自主清掃を依頼した（11月まで）。

啓発活動として８月にコミセンにチラシ配架依頼。

区役所としての活動はなし

区役所としての活動はなし

区役所としての活動はなし

森孝西学区を区の会場として実施、各学区でも実施。

・５月に大森駅、喜多山駅にて放置自転車追放キャンペーン実施。
・11月に大森駅、小幡駅、新守山駅で同様のキャンペーンを実施。

各学区にて随時実施されている。

重点推進学区（大森北・森孝西・森孝東学区）において募金活動等を実施。

重点推進学区（大森北・森孝西・森孝東学区）に花の種を配布し普及啓発し
た

区内３会場で犬のしつけ方教室を実施。

ラミネート看板、立て看板を作成し、希望する団体や区民へはラミネート看板、
立て看板、リーフレット、回覧板等を配布。

11月7日及び20日に地域住民及び環境事業所の協力でキャンペーン活動実
施。
地域におけるクリーンキャンペーン等への活動支援と、職員による庁舎及び庁舎周辺
における美化活動の実施。

広報なごや5月号 守山区版に記事掲載するなど広報普及活動を実施

中央玄関にて防災グッズ等の展示を行い、防災に関する啓発を実施。

区役所としての活動はなし

広報なごや11月号 守山区版に記事掲載するなど広報普及活動を実施

区役所としての活動はなし

広報なごや1月号 守山区版に記事掲載するなど広報普及活動を実施

広報なごや2月号 守山区版に記事掲載するなど広報普及活動を実施

一部の学区において実施。延べ12回

9月4日に、廿軒家学区で講演を実施。1月29日に、大森授産所で講演を実
施。

本地丘学区にて、各関係機関や住民と共に本地丘小学校、矢田川、守山区
役所にて実施。参加人員は約500名。

白沢学区にて、各関係機関や住民と共に白沢小学校にて実施。参加人員は
約1000名。



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

２．区の特色、魅力を活かした地域づくりの推進

区民まつり「元気まつり守山」 まちづくり推進室 9月26日 ○ 区民まつり「元気まつり守山」の開催

区の日記念事業 まちづくり推進室 2月13日 ○ 区の日記念事業の開催

サイクリングロードでつながるまちづくり事業

・区民によるポケットパーク内ベンチへの描画 まちづくり推進室 通年

・区民との協働による沿道の緑化活動 まちづくり推進室 通年

守山自然ふれあいスクール事業

・区内自然保護団体と連携したスタンプラリー まちづくり推進室 通年 ○ スタンプラリーをさらに改良し、継続実施

・東谷山フルーツパークにおける工作教室 まちづくり推進室 5月 トロピカルフルーツフェア(5月1日～5日)にて工作教室を実施。 ○ トロピカルフルーツフェアにて工作教室を実施（5月）

・その他、自然に親しむイベント まちづくり推進室 年数回 ○
・「志段味ビオトープで遊ぼう」にて工作教室を開催。
・「野鳥観察会」を開催。

・構成団体及び事業の紹介パンフレット発行 まちづくり推進室 年1回 ○ 「守山自然ふれあいスクール　事業紹介冊子」を発行。

・広報紙「守山自然ふれあいスクール通信」発行 まちづくり推進室 年２回 ○ 「守山自然ふれあいスクール通信」秋冬号・春夏号発行。

環境教育

・水辺の生き物観察会 保健所 7月 ○

魚などの生き物と直接触れることで、水辺環境の大切さや、自然と人との関わりにつ
いて関心が高まる。継続して、環境保全に取り組むことが必要である。
参加者の興味を引きつけるような手引きを作成して活用していく。目標参加者(子供
とその保護者）：20組40名

・野鳥観察会 保健所 3月 ○
身近な公園の中で野鳥を観察することで、自然環境の大切さや、自然と人との関わ
りについて関心が高まる。継続して、環境保全に取り組むことが必要である。
参加者の興味を引きつけるような手引きを作成して活用していく。目標参加者：40名

・エコライフの普及啓発(環境デー) 保健所 6月 ○
スーパーでの啓発は、一般市民の環境保全に対する意識を効果的に高めることが
できる。東日本大震災で省エネに対する関心が高まっているため、平成23年度は省
エネを中心に啓発を行って行く。目標参加者：450人

・エコライフの普及啓発(元気まつり守山) 保健所 9月 ○
地域の様々な人が集まる区民まつりでの啓発は、一般市民の環境保全に対する意
識を効果的に高めることができる。東日本大震災で省エネに対する関心が高まって
いるため、平成23年度は省エネを中心に啓発を行っていく。目標参加者：650人

区内の豊かな自然を学ぶ講座の実施

・「愛知守山自然ふれあいマイスター」の養成 生涯学習センター 5～1月 ○
平成２３年度は前期に「守山区史跡・名所ガイドマイスター」養成講座、後期に「歴史
の里マイスター」養成講座を実施をして両マイスターの新規メンバーを養成していく
予定である。

「農」とのふれあい・地産池消の推進

・レンゲの花摘みとハチミツしぼり体験 総務課農政係 4月 ○
緑肥として、さらには蜜源植物としてのレンゲと稲の生育について、チラシを作成し
配布する。（参加人員目標は２００名）

・農産物品評会 総務課農政係 12月 ○
農産物出展者の拡大を計ると共に、区民に周知徹底し、来場者数（目標は、300名）
を確保する。

・朝市・青空市など地産地消の情報発信 総務課農政係 通年 ○
最新の朝市・青空市の開催場所のチラシを作成し、地元産の新鮮な農産物をＰＲす
る。（300枚作成、１１月発行）

守山探検隊によるお宝発見事業

・まちあるきイベントの開催 まちづくり推進室 年１回 ○
・毎月定例会を開催し、まちあるきイベントを始め、新しいコースについての検討。
・まちあるきイベントを年2回実施。

・まちあるきマップの作成 まちづくり推進室 年１回 「緑豊かな大森・喜多山坂道散策」をまちあるきマップとして発行。 ○ 新設コースのまちあるきマップを発行

取組状況（進捗状況）

5万人の来場者を得て開催

450人の来場者を得て、記念講演会及び消防音楽隊コンサート等を開催

学校・地域住民との協働による「志段味カルタ」作成及び活用に事業変更。カ
ルタの作品募集（9月）。絵タイル採用作品選定アンケート（10～1月）。絵タイ
ルの制作及び志段味線内ポケットパーク内ベンチへの設置及び志段味カルタ
散策マップ制作（1～3月）。

・毎月定例会を開催し、情報交換や事業実施に向けての検討・調整を実施。
・各自然保護団体と連携したスタンプラリーを6月から実施。

・「志段味ビオトープで遊ぼう」(8月29日、3月6日)にて工作教室を開催。
・「野鳥観察会」(2月5日)開催。

「守山自然ふれあいスクール　事業紹介冊子」を3月に発行。

6月5日、スーパーの来店者に対し啓発グッズを配布し、生物多様性の啓発・
環境にやさしい運転「エコドライブ」の呼びかけ・エコドライブ宣言の募集を行っ
た。(参加人数：350人)

9月26日、三菱電機グランドにおいて、生物多様性の保全や環境に配慮した
生活を実践促進するため、生物多様性やエコライフの啓発を実施した。また、
環境にやさしい運転「エコドライブ」の呼びかけや、エコドライブ宣言の募集を
行った。(参加人数：650人)

小幡緑地を中心に活動している「愛知守山自然の会」の協力を得て、5月12日
から月１回（8月除く）のペースで全8回のプログラムで実施をした。小幡緑地で
の植物の観察・植生調査等の学習活動から水生園・トンボ池の保全活動等を
行った。講座終了後、全受講生20名の内14名が「愛知守山自然の会」に入会
し、「愛知守山自然マイスター」として継続して自然保全活動に取り組んでい
る。

下志段味集合農地において4月29日午前に実施し、約100名が参加した。

ＪＡなごや守山支店・東支店・志段味支店及び守山区主催で12月4・5日に区役
所講堂にて開催。（来場者数：300名）

・ゴーヤ配布用のチラシに、朝市・青空市の箇所図を記載した。
・最新の朝市・青空市の開催場所等のチラシを作成し、地元の養鶏場で生産
される卵を紹介した。（300枚作成、11月発行）

7月30日、白沢川において、水辺環境の保護・保全、自然と人との関わりの重
要性についての理解を普及するため、水辺に住む生物やその生息環境の観
察会を実施した。（参加者：44人）

3月5日、小幡緑地(本園)において、生物多様性を始めとする環境問題につい
て、市民の理解と認識を一層深めるため、野鳥観察会を実施した。(参加者：
22人)

○ -

・毎月定例会を開催し、まちあるきイベントを始め、他団体からの事業協力依
頼等への対応について検討・調整を実施。
・まちあるきイベントを年2回実施：「志段味古墳群散策コース再探訪」(9月23
日)・「緑豊かな大森・喜多山坂道散策」(11月23日)
・ＪＲさわやかウォーキングにおける古墳ガイドの実施（6月19日・10月11日）
・研修会を実施し、スタッフのスキルアップ及びサービス向上への一助とした。

「守山自然ふれあいスクール通信」秋冬号9月末に発行。
春夏号は3月上旬に発行。



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

生涯学習C講座「川がつなぐ歴史・文化・自然を訪ねて」

・7区の生涯学習センターによるリレー講座 生涯学習センター 5～7月 ○
守山区の大きな魅力である豊かな自然を市民に伝える講座を後期に実施していく予
定である。

守山文化祭の開催 まちづくり推進室 11月13・14日 ○ 守山文化祭 ON STAGE №11を開催（11月19日・20日） 

芸術振興

・守山区美術振興会の美術展(区内の美術家・関係者) まちづくり推進室 5月 ○

・区民美術展(一般公募した区民の作品) まちづくり推進室 10月 ○

・いけ花展（区内の各流派） まちづくり推進室 10・3月 ○

スポーツ振興

(団体競技大会)

・レクバレー大会 まちづくり推進室 4・11月 ○

・レクインディアカ大会 まちづくり推進室 6月 ○

・ソフトボール大会 まちづくり推進室 4・6・9月 ○

・軟式野球大会 まちづくり推進室 6・9・10月 ○

(個人競技大会)

・バトミントン大会 まちづくり推進室 4月 ○

・グラウンド・ゴルフ大会 まちづくり推進室 5月 ○

・ソフトテニス大会 まちづくり推進室 5月 ○

・卓球大会 まちづくり推進室 5月 ○

・ミニテニス大会 まちづくり推進室 9月 ○

社会教育関係団体への支援

・守山区地域女性団体連絡協議会の活動支援 まちづくり推進室 通年 ○
守山区地域女性団体連絡協議会の活動を支援することにより、守山区民の家庭な
らびに社会生活の福祉の増進を行う。

守山区、東区、北区、西区、中村区、中川区、港区の庄内川流域の７区の生
涯学習センターが連携して、庄内川流域の新たな魅力を発見することをねら
いにした講座を実施した。その第１回として5月19日に、竜泉寺から白沢渓谷
を散策しながら御用水のルーツをたどる内容で行った。講師は「守山区史跡・
名所ガイドマイスター」である「ええとこ守山案内人」が務め、日頃の学習成果
を還元する場となった。

・6月出演者募集、8月抽選会及び会場下見会、10月出演者説明会を実施。
・守山文化祭ON　STAGEⅩを開催（11月13・14日)…来場者数　延べ1,150人、
出演者　31団体　延べ422人

5月14日～5月17日実施。出品点数99　入場者数968人

守山区美術振興展、守山区民美術展、秋・春のいけ花展などの開催を通して、守山
区民の芸術振興を図る。

10月8日～10日開催。出品点数174　入場者数827人

・秋の生け花展　10月17日開催
・春の生け花展　3月27日開催

取組状況（進捗状況）

春の女性レクリエーションバレーボール大会
4月14・15・21日　  志段味スポーツランドにて開催
参加チーム　28チーム　282名

5月16日　志段味スポーツランドテニス場にて開催
　参加者　一般　33組　66人　中学生　133組　266人

・女性会環境バザー　　6月6日開催　　会場：守山区役所講堂
・女性会町役員研修会　6月8日「応急手当の重要性」をテーマに開催　参加者
53名

6月20日　志段味スポーツランド競技場にて開催
　　　参加チーム　９チーム　　　　50名

・学区対抗OBソフトボール大会　4月4・11・18日開催　15学区　288名参加
・学区対抗実年ソフトボール大会　7月4・11日開催　10学区　164名参加
・女性ソフトボール大会　6月20日、7月11日開催　6チーム　　164名
・一般男子ソフトボール大会　9月5日、12日、19日　18チーム参加

・学区対抗OB軟式野球大会　6月6・13・20日開催　７学区　153名参加
・守山区軟式野球大会　　9月5日～10月3日（ゲーム開催日は毎日曜日）
　　27チーム　463名参加

4月18日　志段味スポーツランドにて開催
　参加者　男子ダブルス9組18人　女子ダブルス16組32人

5月9日　三菱グラウンドにて開催　　参加者305人

各スポーツ競技大会の開催を通して、守山区民のスポーツ振興を図る。

各スポーツ競技大会の開催を通して、守山区民のスポーツ振興を図る。

5月16日　志段味スポーツランド競技場にて開催
　参加者　男子　49人　女子　36人

9月11日　志段味スポーツランド競技場にて開催
　参加者　混合22ペア　女子17ペア　子ども12ペア　計　51ペア　102名



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

区の魅力紹介番組の制作・配信 　

・「魅力やまもり　守山探訪」制作 まちづくり推進室 通年 ○ 守山区紹介映像「守山の四季～ガイドウェイバスの車窓から～」の制作

・市ホームページ「なごや動画館まるはっちゃんねる」及び庁
舎内待合スペース「広報映像配信システム」により映像情報を
提供、独自番組を配信。

まちづくり推進室 通年 ○ 市ホームページ「なごや動画館まるはっちゃんねる」等で映像情報を配信。

情報提供機会の増加

・ケーブルテレビやミニコミ紙等との連携促進 まちづくり推進室 通年 ○ 各種イベント等について、CATV、コミュニティ紙その他各種広報媒体へ情報提供。

・区ホームページにおける各事業の紹介・報告の充実及び
メールによる意見聴取の実施

まちづくり推進室 通年 ○
区の特色を活かした事業について、22年度実績報告を掲載。今後開催予定のイベ
ントについて随時掲載予定。メールによる意見聴取を実施。

広報紙・区HPによる事業報告、意見聴取

・「まちづくりタイムズ」の発行 まちづくり推進室 5月 ○ 「まちづくりタイムズ第11号」を発行

・事業に対するアンケートの実施 まちづくり推進室 通年 実施したイベントにおいて参加者アンケートを実施。 ○ 実施したイベントにおいて参加者アンケートを実施

３．地域委員会モデル実施の支援(小幡地域委員会)

・必要な情報の提供や関係部署との調整 まちづくり推進室 通年 ○ 各種事業実施のための支援

・会議の広報、資料作成等 まちづくり推進室 通年 ○ -

・広報なごや守山区版を活用し、広く区民に情報を提供 まちづくり推進室 随時 × -

取組状況（進捗状況）

地元大学と協働して、「東谷山」「小幡緑地」「サイエンスパーク」をテーマに区
の魅力を紹介する番組を3番制作。
うちサイエンスパーク特集はＣＡＴＶにて放映(9月1日～14日)。

市ホームページ「なごや動画館まるはっちゃんねる」等で映像情報を配信。

各種イベント等について、CATV、コミュニティ紙その他各種広報媒体へ情報
提供。

区の特色を活かした事業について、21年度実績報告を掲載。開催イベントに
ついて随時掲載。メールによる意見聴取を実施。

地域や関係部署との打ち合わせを随時実施。

地域委員会だよりを地域委員会開催前などに発行。

未実施

「まちづくりタイムズ第10号」発行(5月)。



冊子項目 報告課・室 実施日 評価 来年度の課題・目標

Ⅲ地域と協働で「福祉の守山」をめざして地域福祉の推進を図ります

１．子育て支援事業の充実

子育て支援事業「もりやまっこ子育て広場」開催
民生子ども課・

保健所
年２回 ○

昨年同様、2か所での実施。
子育てサークルにも積極的に参加してもらえるような、場の提供を考えたい。

次世代育成のための講演会開催
民生子ども課・

保健所
年2回 ○

乳幼児健診の中で、障害とまではいかないが、育てにくい、かかわりにくい等の子ど
もが見受けられる。そのため、子どもの見方、接し方、遊び方を学んでもらうことを目
的とした発達講演会を、また子どものことばを育て、ことばの伸びていく時期のかか
わり方を学んでもらうことばの講演会を予定。いずれも託児付。

「もりやまっ子赤ちゃん訪問」の100％実施
民生子ども課・

保健所
通年 ○ 平成23年度も継続して実施する

主任児童委員連絡会議の開催
民生子ども課・

保健所
年4回 ○

継続的な会議の実施。新しい主任児童委員が地域での取り組みができるような研
修会の実施。

地域での子育て支援活動機能強化のための研修会実施
民生子ども課・

保健所
年1回 ○

産後うつ病の早期発見・早期支援に取り組んでいるが、うつ病に対する理解と育児
困難感の強い乳児期の子をもつ母親へのサポートという視点で子育て支援関係者
が一堂に会し、研修会を設けることで地域で見守っていく体制を作っていく。

区内で活動している子育て団体が情報交換や交流を行い、
「みんなで楽しく子育てするまち　守山区」を目指す。

民生子ども課・
保健所

通年 ○ 子育てに関する情報提供の場の拡充。

２．高齢者支援事業の充実

地域における高齢者支援ネットワークづくり 福祉課・保健所 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する

援助が必要とされる高齢者訪問 福祉課・保健所 通年 ○ 平成23年度も継続して実施する

老人クラブ活動の支援 福祉課・保健所 通年 ○ 平成23年度も継続して支援する

高齢者の健康づくりや介護予防事業の推進 福祉課・保健所 通年 ○

地域包括支援センターとの情報交換の更なる推進をはかる。認知症・うつ予防教室
の目的や内容をわかりやすく案内し参加につなげていく。地域介護予防教室は全学
区開催を目標とし、地区役員と協力しながら学区の要望や地域の状況を踏まえなが
ら実施していく。

３．地域における障害児者支援ネットワークづくり

「授産製品共同販売ハートフルもりやま」の活動支援 福祉課・保健所 通年 ○

「障害者地域自立支援協議会」の活動推進 福祉課・保健所 通年 ○

４．守山区社会福祉協議会との連携

守山区福祉まつりの開催
民生子ども課・
福祉課・保健所

11月7日 ○ 来場者数：4500人を目標としたい

守山区社会福祉協議会ボランティアセンターと連携し、各種ボラン
ティア活動を支援

民生子ども課・
福祉課・保健所

通年 ○ 区内ボランティア人口の増加を目指す

・7月29日　志段味スポーツランドで開催。
・10月28日　区役所講堂・児童館で開催。
・必要に合わせてチーム会議を開催。

保健所3ヶ月健診で周知。訪問予定の手紙配布後訪問。転居等除き実施。

5月21日、7月9日、11月8日、1月24日に連絡会議を開催

10月8日実施。子育て支援関係者（主任児童委員、区内産婦人科医療機関、
新生児訪問指導員、子育てサロン従事者等）へ参加呼び掛け。参加者37名

子育て支援ネットワーク会議や子育て支援連絡会議での活動内容の周知な
どを実施。保育まつりへの協力。

・瀬古学区において孤立死防止ネットワーク事業を引き続き実施し、対象者が
増加
・地域包括ケア推進会議（6月18日）、認知症専門部会（5月21日、6月7日、10
月5日）、認知症市民講演会（7月1日　参加者448名）を実施

取組状況（進捗状況）

12月15日にボランティア連絡協議会15周年を祝う会を区社会福祉協議会と共
催。

ひとり暮らし高齢者に加え高齢者のみ世帯を高齢福祉相談員が訪問

平成22年4月から補助対象の単位クラブが56クラブに増加

・地域包括支援センター連絡会議を年4回開催
・福祉課から保健予防課へ介護保険要介護等認定非該当者情報提供
・認知症・うつ予防教室（30回、延257名）、地域介護予防教室（71回、延958
名）、地域住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援事業（24回、延402名）、介護予防保健学級（17回、
延972名）を開催。

・ハートフル部会として「障害者地域自立支援協議会」の専門部会となり、連携
して事業運営した。
・ぽかぽか温泉の朝市やコープ小幡で授産製品の販売を開催。また「元気ま
つり守山」「守山区福祉まつり」等で展示販売を実施。
・オリジナルロゴのデザインやＰＲ用の幟、法被などを作成し、販売促進を図っ
た。

・年1回の総会と全11回の運営会議を開催。
・専門部会「居宅事業所部会」「地域移行部会」「まちづくり部会」「児童部会」
及び「ハートフル部会」の5部会を設置し、それぞれの部会において障害者の
自立支援に向けた活動を行った。

・4,500人超の来場者を得て開催。
・守山区歯科医師会と連携し、8020表彰式を同時実施。

子どもの発達に関する講演会を託児付きで実施。
12月15日　大人33名(託児29名)、12月22日　大人29名（託児25名）にて実施

　23年度は、「障害者地域自立支援協議会」の活動支援に事業を集約し、幅広く細
部に渡る支援を目指す。必要に応じて部会を増やし、後方支援に当たる。


