
内　　　　　　容 所　管　局
災害時特設公衆電話の設置 防災危機管理局

　大規模災害発生時における被災者の通信手段確保のため、主要な指定避難所である市立小中学校等
において、新たに特設公衆電話の回線を設置し、電話機を配備します。市立小中学校等376か所
＜特設公衆電話＞
　大規模災害発生時において、被災者が家族の安否確認等に利用するため、避難所等に臨時に設置さ
れる発信専用の優先電話
●緊急連絡手段として提供　　●無料で利用可能　　●停電時も利用可能　　●通信制限を受けない

コミュニティセンターの建設 市民経済局

＜平成30年度開館予定施設：中区松原学区＞
　平成28年度及び29年度からすすめている建設工事を完了し、コミュニティセンターを開館します。
　スケジュール　～平成31年2月　建設工事
　　　　　　　　　平成30年度内　完了検査、引き渡し、開館

水環境の向上（合流式下水道の改善） 上下水道局

　合流式下水道では弱い雨のときは汚水と一緒に雨水も水処理センターに送り処理を行っています
が、雨量が増加すると路面など街の汚れや汚水の一部を含んだ雨水が直接河川へ放流されます。こう
した合流式下水道の課題に対処するため、簡易処理高度化施設の導入等、合流式下水道の改善をすす
めております。
【事業名】：合流式下水道の改善（堀留水処理センター）

地下鉄駅エレベーターの整備 交通局

●地下鉄丸の内駅における鶴舞線と桜通線の改札内乗換エレベーター及び地上エレベーターの整備
をします。

●地下鉄栄駅における東山線と名城線の改札内乗換エレベーターの整備をします。

排せつケア相談支援事業 健康福祉局

　高齢者の在宅介護をしている方が排せつの介助に関する悩みや困り事について相談ができるよう、
排せつケアコールセンターを設置します。
●相談体制  専門的な知識・技術を持った看護師等を配置
●開設時間  月曜日～金曜日（祝日除く）午前10：00～午後4：00
●開設予定  平成31年1月

在宅医療体制の整備 健康福祉局

●在宅医療支援センターの運営
　各区に1か所、看護師等の専門職を配置し、在宅医療の円滑な利用等について、市民からの相談等を
受け付ける窓口を設置します。
●24時間365日対応可能な在宅医療体制の構築（平成30年7月開始）

老人クラブの活動助成 健康福祉局

　小規模な老人クラブに対する運営補助金を新設します。
（1）対　象　会員15人以上29人以下の老人クラブ　　（2）補助額　月額　2,000円

［福祉特別乗車券］難病患者への対象拡大 健康福祉局

　福祉特別乗車券制度において交付対象者に難病患者を追加することとし、障害者の社会参加を一層
促進します。
●内　　容　 福祉特別乗車券の交付対象者に、福祉医療費助成制度（障害者医療・福祉給付金）の難病

要件での受給者を追加します。
●実施時期　平成30年11月予定

中区内で実施する各局の主な事業

区　　　分
これまでの実績

事　業　数

予　算　額

決　算　額
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―
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20
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10,012千円

平成30年度平成29年度平成28年度

地域力推進室

地域の絆づくり支援事業4
地域団体等が行う、人と人とのつながりや絆を深めるための活動を支援
します。
①事業の実施にあたって、事業費の一部を助成します。
②区ウェブサイトを活用して各地域の事業をお知らせします。

地域力推進室、各課

学区担当制による地域との連携5
学区担当職員が学区の定例会等に出席し、重要事項などについて広報・広聴活動を行います。また、
学区担当職員が主要交差点における街頭指導（交通事故死ゼロの日活動）や防災訓練、各種行事等
に参加し、積極的に地域との連携を深めます。

企画経理室

区民会議等の開催6
区民意見を集約し、区政運営に反映するため、区民会議や中
学校区懇談会、ワークショップを開催します。

中区昼間人口層調査の実施１
昼間人口が市内で最も多い中区において、区内の事業所や区内で働く人、買い物客などに、防災の
取組みや地域活動に関することなど中区政に対するニーズを把握するため、昼間人口層に対しての
アンケート調査や街頭調査を実施します。

多文化共生関連イベントの実施（中区多文化共生推進事業）　（再掲P.31）2

区の特性に応じたまちづくり事業7

企画経理室

自主的・主体的な区政運営9
地域特性に応じた取組みを行うため、区民会議や中学校区懇談会、区民アンケート等を通じて区民
ニーズを把握し、区政運営方針を定めて、自主的・主体的に区政運営に取り組みます。

㉙実績 助成17件

㉙実績 区民会議等の開催 11回 区民会議

企画経理室

区まちづくり基金の管理8
区まちづくり基金の管理により、区のまちづくりや活性化を推進します。

企画経理室、地域力推進室
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内　　　　　　容 所　管　局
金山地域開発の推進 住宅都市局

　平成27年度より金山地域の新たな将来構想として「金山駅周辺まちづくり構想」策定の検討をす
すめており、平成29年3月に策定・公表しました。今後は、構想の実現に向け取り組みを推進していき
ます。
　また、金山地域における帰宅困難者対策を始めとする防災計画の策定に向け調査を実施します。

栄地区まちづくりプロジェクトの推進 住宅都市局

　久屋大通公園の北エリア・テレビ塔エリアについて本格的に整備に着手す
るとともに、南エリアについて整備内容の前提条件の整理を行うなど、久屋大
通の再生を推進します。また、平成29年度に引き続き栄バスターミナル（噴
水南のりば）の移転に係る工事を実施します（平成31年3月供用開始予定）。
（1）久屋大通の再生
（2）栄バスターミナル（噴水南のりば）の移転整備
（3）オアシス21の管理運営

堀川における水上交通の活性化検討 住宅都市局

　熱田から都心部を経て名古屋城に通じる歴史軸の魅力を最大限に高める取り組みの一環として、宮
の渡し（熱田神宮）、納屋橋、朝日橋（名古屋城）といった観光拠点を堀川における水上交通で結ぶこと
への期待が高まっている一方で、潮の干満による運航の制限などの課題も存在しています。このよう
な中、現状では不定期運航のみとなっている堀川における民間事業者による水上交通の運航拡充に向
けた課題への対応等の検討を行います。
［平成30年度の事業概要］
●堀川における水上交通の活性化検討
●現地検証を含む、運航制限への具体的な対応策の検討
●水上交通のネットワーク化に向けた、中川運河との連携方策検討

錦二丁目7番地区市街地再開発事業 住宅都市局

　空きビルや平面駐車場が存在する当該地区において、市街地再開発事業の実施により、住宅・商業の
複合施設を整備し、土地の高度利用と都市機能の更新及び都心居住の促進をはかります。また、名古
屋随一の繊維問屋街であった錦二丁目地区における地区再生の先駆けとして、業務機能から都心居住
機能の転換をはかり、回遊性を高める路地（歩行者空間）及び会所（広場）の整備を行い、にぎわいと魅
力ある空間の創出をはかります。
●場　　所　中区錦二丁目7番地内
●事業年度　平成29年度～平成33年度
●建物用途　住宅（390戸、うち高齢者向け住宅40戸）、商業、駐車場
●工　　期　平成30年度～平成32年度

治水対策（広域河川・堀川） 緑政土木局

 堀川では、流域における治水上の安全性を高めるために、概ね1時間60mmの降雨に対処できる河川
改修をすすめています。
●場　所　中区松原一丁目地内、松原三丁目地内、錦一丁目地内、等
●内　容　護岸改修　280ｍ　等

内　　　　　　容 所　管　局
新堀川における悪臭対策 緑政土木局

　新堀川では、これまでに河川改修に合わせたヘドロの除去を全川で行った
他、雨天時における合流式下水道からの放流水質を向上させるための施策を
実施していますが、近年、悪臭に対する苦情件数は増加しています。これまで
の調査により、悪臭の原因物質が硫化水素である可能性が高いことが判明す
るとともに、河床状況の測量では、上流部と下流部でヘドロを含む堆積物を確
認しました。硫化水素による悪臭の主な改善方法である「有機物の除去」や「貧
酸素状態の改善」のために、平成29年度は下流部においてヘドロを除去して
います。平成30年度は、引き続き上流部のヘドロ除去を行います。
●事業内容　上流部のヘドロ除去

可動式防護柵による大津通中央分離帯の整備 緑政土木局

　白川通大津交差点付近において、人力で容易に移動ができる可動式防護柵
による中央分離帯の整備を行い、イベント空間を生みだし、地域と連携した活
用をはかっていきます。
●事 業 内 容　 可動式防護柵の設置、イベント空間の創出
●事 業 箇 所　中区栄三丁目
●完成予定時期　平成30年　秋

自転車駐車場の整備 緑政土木局

　栄を中心とする都心地区については、地域の合意形成が図られた箇所につ
いて、平成30年度は以下の整備を行います。
●事業内容　基盤整備及び暫定整備
　　　　　　整備箇所：中区錦三丁目地内他
　　　　　　整備台数：約1,500台
●箇 所 図　右図

橋りょうの耐震補強（堀留橋） 緑政土木局

　兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震を受け、緊急輸送道路に位置する
橋りょうについて、地震による損傷を限定的なものにとどめるための対策を
すすめています。
●橋りょう名　堀留橋
●箇　　　所　中区千代田一丁目
●橋　　　長　181.2ｍ
●幅　　　員　124.7ｍ
●事 業 期 間　平成30年度～平成32年度（予定）
●実 施 内 容　仮設道路の設置
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