
総務課、保健管理課、各課、中消防署、区内官公署

総務課、保健管理課、中消防署、中警察署、区社会福祉協議会、区内官公署

防災・減災対策をすすめるとともに、地域防災力の向上を支援します施策①
区民や事業者の皆さま一人ひとりの防災・減災意識向上をはかるとともに、地域・事業者・防災関係機関が連携し
て防災訓練等に取り組みます。また、通勤・通学者や買い物客など昼間人口が多い中区の特性に応じ、地域防災力
を向上させるよう取り組みます。

家庭内において災害に対する備え（家具の固定）が
できている区民の割合（※）１ 66.0% 80％

100% 100％

大規模災害時における地域と事業者との
支援協力に関する覚書の締結数

避難所開設運営訓練の学区実施率

2

3

122 138

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

さまざまな地域住民の参加による訓練や、避難所管理組織の
機能強化につながる訓練等を実施します。

避難所開設運営訓練等の実施１

さまざまな地域住民の参加や区内事業者の参加を積極的に
呼びかけ、地域住民、事業者、防災関係機関が連携協力した実
践的な防災訓練等を実施するとともに、地域が実施する自主
防災訓練を支援します。

① 総合水防訓練　　　5月２７日（日）　新栄学区
② 総合防災訓練　　　9月２日（日）　 大須学区
③ 学区自主防災訓練　通年実施

総合水防訓練・総合防災訓練等の実施2

目標 総合水防訓練・総合防災訓練の実施 2学区　（㉙実績 2学区）

避難所開設運営訓練等1

避難所開設運営訓練

※防災講演会でのアンケート調査

防災調整会議などによる情報共有等により、消防・警察はじめ防災関係機関との協力・連携体制のさら
なる強化をはかります。

防災関係機関との連携強化2

目標 防災関係機関との会議・訓練の実施 5回　（㉙実績 ５回）

さまざまな事業所に対して、大規模災害時における地域に対する支援協力の覚書を締結する取組みを
働きかけ、災害時における地域防災力の強化をはかります。

事業所との連携強化3

目標 事業所との締結数 20　（㉙実績 36）

災害ボランティアセンター及び医療救護所の開設運営訓練を実施します。

災害ボランティアセンター・医療救護所の開設運営訓練4

防災講演会の実施や事業者団体等への呼びかけ、またデジタルサイネージ等広報媒体の活用やチラ
シ配布等を通じて、大規模災害時に公共交通機関が停止したときの従業員の帰宅抑制や飲料水・食料
の備蓄など事業者が取り組む役割を周知します。

事業者等への周知１

目標 講演会や呼びかけの実施 3回　（㉙実績 3回）

帰宅困難者対策の推進3

76.0%

100%

86

総合水防訓練

重

災害応急対策図上訓練、新たなマニュアル等による職員研修や学区担当者の支援による避難所開設運営
訓練等を実施するほか、初動体制の確保策の充実により、職員全体の災害対応能力の向上をはかります。

区本部機能の強化１

目標 職員全体による研修・訓練の実施 4回　（㉙実績 ４回）

防災関係機関の機能強化及び
事業所との連携強化

2

重

重
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まちの姿 1 安心・安全に暮らせるまち
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総務課、区内官公署

総務課、保健管理課、保健予防課、中消防署、区内官公署総務課、地域力推進室、福祉課、区社会福祉協議会、中消防署、区内官公署

高齢者の見守りなど地域による支え合いのネットワークづくりの取組みと連携して、個別支援計画作
成や要支援者と周辺住民の関わりあいを記載するマップづくりなどを支援します。

助け合いの仕組みづくりをすすめる地域に対する支援2

区政協力委員等と協力して、災害時の助け合いの重要性を地域の会合等で周知し、助け合いの仕組み
づくりの取組みを促します。取組みをすすめる地域と協定を締結し、本市の所有する情報をもとに一人
ひとりの意向を確認して作成した要支援者名簿を提供するとともに、名簿の更新に向けた検討をすす
めます。

地域への働きかけ及び要支援者名簿の提供１

目標 要支援者名簿の提供に取り組む地域 1学区　（㉙実績 2学区）

地域が主体となり、その特性に応じて、住民一人ひとりが適切な避難行動をとれるようにする地域避難
行動計画の策定を支援します。

地域避難行動計画の策定支援3

目標 地域避難行動計画の策定支援 2学区　（㉙実績 2学区）

災害時の地域での助け合いに向けた取組み4

地域住民が参加する各種行事を利用して、大規模地震に備えた家庭内の家具の転倒防止や備蓄品の
用意等について消防隊が呼びかけます。また、事業所への立入検査や消防訓練指導等の機会を捉え
て、事業所の地震対策の啓発を実施します。その他、自助力向上の支援に向けた講習会を実施します。

市民及び事業所の自助力向上の促進3

目標 市民及び事業所の自助力の促進回数 1,250回　（㉙実績 1,488回）

市民及び事業所を対象にした定期救命講習など応急手当の普及啓発を推進します。

応急手当の普及啓発4

目標 救命講習の実施 1５回　（㉙実績 １５回）

提供　名古屋シェイクアウトＨＰ

家屋の耐震化や家具の固定、自らの生命を守る行動「シェイク
アウト」を地域団体等への説明し、広報なごやなどにより周知
します。あわせて、飲料水や食料の備蓄、ペットの災害対策な
どの重要性についても広報します。

学区や地域団体への説明等による周知１

防災・減災意識の向上や人的被害を
小さくするための広報・啓発

5

給食施設や区民を対象に、災害時に備えた食品の備蓄方法、
備蓄食品を期限が切れる前に平常時の食事に取り入れ新し
いものを備蓄する「サイクル保存」などを啓発するため、講習
会を開催します。

食の備え講習会の開催2

目標 講習会の開催　①給食施設 3回　②区民 2回
（㉙実績 ①給食施設 3回 ②区民 2回）

公共交通機関が停止したときの適切な行動や家族の安否確認の方法等を
周知するため、関係機関と連携して、一斉帰宅抑制を啓発するカードの配布
等のキャンペーンを実施します。

通勤・通学者、買い物客向け啓発キャンペーンの実施2

帰宅困難者について、具体的な支援策等を検討します。
また、退避施設等について、関係局や防災関係機関と調整し、確保に向けた取組みをすすめます。

区災害対策本部による検討3 重
啓発カード

食の備え講習会

ま
ち
の
姿

1

5 6



総務課、区内官公署

総務課、保健管理課、保健予防課、中消防署、区内官公署総務課、地域力推進室、福祉課、区社会福祉協議会、中消防署、区内官公署

高齢者の見守りなど地域による支え合いのネットワークづくりの取組みと連携して、個別支援計画作
成や要支援者と周辺住民の関わりあいを記載するマップづくりなどを支援します。

助け合いの仕組みづくりをすすめる地域に対する支援2

区政協力委員等と協力して、災害時の助け合いの重要性を地域の会合等で周知し、助け合いの仕組み
づくりの取組みを促します。取組みをすすめる地域と協定を締結し、本市の所有する情報をもとに一人
ひとりの意向を確認して作成した要支援者名簿を提供するとともに、名簿の更新に向けた検討をすす
めます。

地域への働きかけ及び要支援者名簿の提供１

目標 要支援者名簿の提供に取り組む地域 1学区　（㉙実績 2学区）

地域が主体となり、その特性に応じて、住民一人ひとりが適切な避難行動をとれるようにする地域避難
行動計画の策定を支援します。

地域避難行動計画の策定支援3

目標 地域避難行動計画の策定支援 2学区　（㉙実績 2学区）

災害時の地域での助け合いに向けた取組み4

地域住民が参加する各種行事を利用して、大規模地震に備えた家庭内の家具の転倒防止や備蓄品の
用意等について消防隊が呼びかけます。また、事業所への立入検査や消防訓練指導等の機会を捉え
て、事業所の地震対策の啓発を実施します。その他、自助力向上の支援に向けた講習会を実施します。

市民及び事業所の自助力向上の促進3

目標 市民及び事業所の自助力の促進回数 1,250回　（㉙実績 1,488回）

市民及び事業所を対象にした定期救命講習など応急手当の普及啓発を推進します。

応急手当の普及啓発4

目標 救命講習の実施 1５回　（㉙実績 １５回）

提供　名古屋シェイクアウトＨＰ

家屋の耐震化や家具の固定、自らの生命を守る行動「シェイク
アウト」を地域団体等への説明し、広報なごやなどにより周知
します。あわせて、飲料水や食料の備蓄、ペットの災害対策な
どの重要性についても広報します。

学区や地域団体への説明等による周知１

防災・減災意識の向上や人的被害を
小さくするための広報・啓発

5

給食施設や区民を対象に、災害時に備えた食品の備蓄方法、
備蓄食品を期限が切れる前に平常時の食事に取り入れ新し
いものを備蓄する「サイクル保存」などを啓発するため、講習
会を開催します。

食の備え講習会の開催2

目標 講習会の開催　①給食施設 3回　②区民 2回
（㉙実績 ①給食施設 3回 ②区民 2回）

公共交通機関が停止したときの適切な行動や家族の安否確認の方法等を
周知するため、関係機関と連携して、一斉帰宅抑制を啓発するカードの配布
等のキャンペーンを実施します。

通勤・通学者、買い物客向け啓発キャンペーンの実施2

帰宅困難者について、具体的な支援策等を検討します。
また、退避施設等について、関係局や防災関係機関と調整し、確保に向けた取組みをすすめます。

区災害対策本部による検討3 重
啓発カード

食の備え講習会

ま
ち
の
姿

1

5 6



犯罪や交通事故のない地域づくりにつとめます施策②
区民の皆さま一人ひとりが防犯・交通安全の意識を高く持ち、犯罪・交通事故の被害にあわないために注意・行動
できるよう意識啓発を行うとともに、地域ぐるみで犯罪・交通事故を抑止する環境づくりに取り組みます。

重点11罪種（※）の件数１ 1,343件（28年） 1,248件（29年） 1,242件（30年）

年間交通事故死者数2 2人（28年） 1人（29年） 0人（30年）

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

名古屋市犯罪抑止対策（中区版）を策定するとともに、地域、事業者、関係機関の連携を強化し、これらが
一体となった効果的な活動を実施します。また、様々な機会を活用して地域における啓発活動を実施す
るとともに、広報なごや、その他広報媒体等で幅広く効果的な情報発信を行います。

ツーロック（自転車に2つ鍵をかける自転車盗対策）の普及に向け、関
係機関・防犯ボランティアと連携したキャンペーンや防犯パトロール
を実施します。

自転車盗・オートバイ盗対策4

目標 キャンペーン・パトロールの実施 14回
　　　　　　　　　　 （㉙実績 14回）

防犯、交通安全、快適なまちづくり、防災、青少年健全育成、多文化
共生等に関する総合的な啓発活動を実施します。
（9月30日（日）実施予定）

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施5

学区・町内会等による防犯カメラの設置及び防犯灯のLED化を促進します。

防犯カメラ設置・防犯灯LED化促進（街頭犯罪抑止環境整備事業補助金）6

高齢者を対象とした特殊詐欺被害防止講習会や防犯教室、キャンペーン等の啓発活動を実施します。

特殊詐欺対策１

目標 特殊詐欺被害防止講習会の参加者 100人　（㉙実績 80人）

多発地域における防犯教室、防犯指導を実施するとともに、高齢者、女性、企業、ボランティア団体等を
対象とした防犯講話を実施します。また、学区やボランティア団体等との合同パトロール・パレード、広
報を兼ねたパトロールを実施するとともに、地域等が主催する事業に協力します。

防犯意識高揚活動の実施・協力7

目標 高齢者等に対する防犯講話等の実施 20回　（㉙実績 22回 ）

「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」の施行に基づき、地域住民、地域団体、関係機関等と
連携して繁華街等における啓発活動を実施します。

客引き行為等に対する啓発8

生活安全の推進1

※重点11罪種： 侵入盗、自動車盗、部品ねらい、車上ねらい、オートバイ盗、自転車盗、ひったくり、自動販売機ねらい、強盗、性犯罪及び特殊詐欺

地域力推進室、中警察署 

事故多発交差点で、信号の順守やシートベルト着用の徹底を呼びかける啓発活動を実施します。

交差点での交通事故防止対策2

目標 事故多発交差点での啓発活動 4回　（㉙実績 7回）

区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声による広報を兼ねたパトロールを実施します。

侵入盗対策2

目標 広報を兼ねたパトロールの実施 36回　（㉙実績 36回）

地域、各種団体、関係機関と連携し、子どもと高齢者の交通事故防止対
策として、小学校や高齢者ふれあい給食会等において交通安全教室を
実施します。

地域、事業者、関係機関の連携を強化し、これらが一体となった効果的な活動を実施します。また、様々な
機会を活用して地域における啓発活動を実施するとともに、広報なごや、その他広報媒体等で幅広く効
果的な情報発信を行います。

子どもと高齢者の交通事故防止対策 １

目標 交通安全教室 60回　（㉙実績 63回）

交通安全の推進2

区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声による広報を兼ねたパトロールを実施します。

自動車関連窃盗（自動車盗、車上ねらい、部品ねらい）対策3
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ツーロックキャンペーン

交通安全教室

安心・安全・快適なまちづくりフェスタ
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犯罪や交通事故のない地域づくりにつとめます施策②
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（9月30日（日）実施予定）
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連携して繁華街等における啓発活動を実施します。
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事故多発交差点で、信号の順守やシートベルト着用の徹底を呼びかける啓発活動を実施します。

交差点での交通事故防止対策2

目標 事故多発交差点での啓発活動 4回　（㉙実績 7回）

区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声による広報を兼ねたパトロールを実施します。

侵入盗対策2

目標 広報を兼ねたパトロールの実施 36回　（㉙実績 36回）

地域、各種団体、関係機関と連携し、子どもと高齢者の交通事故防止対
策として、小学校や高齢者ふれあい給食会等において交通安全教室を
実施します。

地域、事業者、関係機関の連携を強化し、これらが一体となった効果的な活動を実施します。また、様々な
機会を活用して地域における啓発活動を実施するとともに、広報なごや、その他広報媒体等で幅広く効
果的な情報発信を行います。

子どもと高齢者の交通事故防止対策 １

目標 交通安全教室 60回　（㉙実績 63回）

交通安全の推進2

区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声による広報を兼ねたパトロールを実施します。

自動車関連窃盗（自動車盗、車上ねらい、部品ねらい）対策3

目標 広報を兼ねたパトロールの実施 36回　（㉙実績 36回）
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安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.8）6

目標 各種イベント等での啓発活動 7回　（㉙実績 7回）

自転車安全利用五則等基本的ルールを周知するとともに、特に高齢者
や子どものヘルメット着用を推進するための啓発活動や自転車損害賠
償保険の加入促進等に向けた啓発活動を実施します。また、自転車の
交通事故防止対策として、子ども会大会等で自転車シミュレータによ
る安全運転の体験講習を実施します。

自転車安全利用の推進3

目標 パネル展示 2回　（㉙実績 2回）

外国人に向けた啓発活動として、自転車安全利用等に関する外国語版チラシを作成・配布します。

外国人に向けた自転車安全利用等の啓発5

放置自転車追放月間（5月・11月）を中心に各関係機関と連携した啓発活動を
行い、マナーの向上をはかるとともに計画的な撤去を実施します。

自転車等の放置対策4

目標 放置自転車追放啓発活動 ２８回　（㉙実績 24回）

「あなたの声で街を安全に」プロジェクトを推進するとともに、各地の広報モニターやデジタルサイ
ネージの活用や、区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声を使用した広報など分かりやすい効果的な広報を実施
します。

効果的な広報の実施7

地域力推進室、中警察署、中土木事務所

環境薬務室

衛生的で快適な環境の確保につとめます施策③
人口が集中する都心で感染症が発生しないよう、また発生した際は健康被害などへの影響を最小限にとどめられ
るよう、宿泊施設等に衛生管理を指導します。また多くの人々が行き交う中区が美しいまちであるために、地域や
事業者、関係機関と協働して快適なまちづくりに取り組みます。

多人数が利用する宿泊施設の衛生管理が適切に
されている割合（清掃・消毒や宿泊者名簿）１ 98% 100%

クリーンキャンペーンの参加者2 2,606人 2,740人

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

宿泊施設における衛生指導１

飲料水や共同浴場の浴槽水について科学的検査を実施し、営業者が適切な衛生管理を徹底できる
よう指導します。

宿泊施設における科学的検査の実施2

目標 全宿泊施設に立入指導を実施　（㉙実績 90施設）

多人数が利用する宿泊施設（※）の環境衛生1

環境薬務室

レジオネラ属菌による健康被害の発生を防ぐため、循環式浴槽のある公衆浴場及び宿泊施設に立ち
入り、区独自で作成した浴場管理記録表を活用し、自主管理を推進します。

自主管理の推進１

ろ過器及び循環配管等の消毒状況について、分析用試験紙による再確認を行い、全施設で消毒が適
切に実施されるよう継続指導します。

ろ過器及び循環配管等の適切な消毒の徹底2

目標 循環式浴槽のある全施設に立入指導を実施　（㉙実績 29施設）

循環式浴槽のレジオネラ属菌対策2

地域力推進室、中警察署 

犯罪・交通事故被害者等支援3
「名古屋市犯罪被害者等支援条例」の施行に基づき、関係機関と犯罪や交通事故の被害者等の支援に関
する連絡会議を開催し、情報共有をはかり連携を強化します。また、関係機関・団体等と協働してパネル
展示等の啓発事業を実施します。

自転車シミュレータ体験

主要交差点における街頭指導（交通事故死ゼロの日活動）を地域住民
の皆さまの協力をいただきながら推進します。また、高齢者、子ども、企
業等を対象とした交通安全教室・講話等に加え、未就学児の保護者向け
に講習を実施します。

交通安全意識高揚活動の実施8

保護者向け講習会
目標 未就学児の保護者向け講習の実施 5回

（㉙実績 4回）

新

93%

2,271人

※ホテル・旅館などの営業施設を対象とし、住宅宿泊事業（いわゆる民泊サービス）は含まない。

多数の人が利用する宿泊施設に立ち入り、区独自で作成した
点検表を活用し、衛生管理の徹底につとめます。特に、日常の
清掃・消毒の適切な実施及び宿泊者名簿の記載・保管につい
て、重点的に指導します。

水質検査
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安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.8）6

目標 各種イベント等での啓発活動 7回　（㉙実績 7回）

自転車安全利用五則等基本的ルールを周知するとともに、特に高齢者
や子どものヘルメット着用を推進するための啓発活動や自転車損害賠
償保険の加入促進等に向けた啓発活動を実施します。また、自転車の
交通事故防止対策として、子ども会大会等で自転車シミュレータによ
る安全運転の体験講習を実施します。

自転車安全利用の推進3

目標 パネル展示 2回　（㉙実績 2回）

外国人に向けた啓発活動として、自転車安全利用等に関する外国語版チラシを作成・配布します。

外国人に向けた自転車安全利用等の啓発5

放置自転車追放月間（5月・11月）を中心に各関係機関と連携した啓発活動を
行い、マナーの向上をはかるとともに計画的な撤去を実施します。

自転車等の放置対策4

目標 放置自転車追放啓発活動 ２８回　（㉙実績 24回）

「あなたの声で街を安全に」プロジェクトを推進するとともに、各地の広報モニターやデジタルサイ
ネージの活用や、区広報大使（ＯＳ☆Ｕ）の音声を使用した広報など分かりやすい効果的な広報を実施
します。

効果的な広報の実施7

地域力推進室、中警察署、中土木事務所

環境薬務室

衛生的で快適な環境の確保につとめます施策③
人口が集中する都心で感染症が発生しないよう、また発生した際は健康被害などへの影響を最小限にとどめられ
るよう、宿泊施設等に衛生管理を指導します。また多くの人々が行き交う中区が美しいまちであるために、地域や
事業者、関係機関と協働して快適なまちづくりに取り組みます。

多人数が利用する宿泊施設の衛生管理が適切に
されている割合（清掃・消毒や宿泊者名簿）１ 98% 100%

クリーンキャンペーンの参加者2 2,606人 2,740人

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

宿泊施設における衛生指導１

飲料水や共同浴場の浴槽水について科学的検査を実施し、営業者が適切な衛生管理を徹底できる
よう指導します。

宿泊施設における科学的検査の実施2

目標 全宿泊施設に立入指導を実施　（㉙実績 90施設）

多人数が利用する宿泊施設（※）の環境衛生1

環境薬務室

レジオネラ属菌による健康被害の発生を防ぐため、循環式浴槽のある公衆浴場及び宿泊施設に立ち
入り、区独自で作成した浴場管理記録表を活用し、自主管理を推進します。

自主管理の推進１

ろ過器及び循環配管等の消毒状況について、分析用試験紙による再確認を行い、全施設で消毒が適
切に実施されるよう継続指導します。

ろ過器及び循環配管等の適切な消毒の徹底2

目標 循環式浴槽のある全施設に立入指導を実施　（㉙実績 29施設）

循環式浴槽のレジオネラ属菌対策2

地域力推進室、中警察署 

犯罪・交通事故被害者等支援3
「名古屋市犯罪被害者等支援条例」の施行に基づき、関係機関と犯罪や交通事故の被害者等の支援に関
する連絡会議を開催し、情報共有をはかり連携を強化します。また、関係機関・団体等と協働してパネル
展示等の啓発事業を実施します。

自転車シミュレータ体験

主要交差点における街頭指導（交通事故死ゼロの日活動）を地域住民
の皆さまの協力をいただきながら推進します。また、高齢者、子ども、企
業等を対象とした交通安全教室・講話等に加え、未就学児の保護者向け
に講習を実施します。

交通安全意識高揚活動の実施8

保護者向け講習会
目標 未就学児の保護者向け講習の実施 5回
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93%

2,271人

※ホテル・旅館などの営業施設を対象とし、住宅宿泊事業（いわゆる民泊サービス）は含まない。

多数の人が利用する宿泊施設に立ち入り、区独自で作成した
点検表を活用し、衛生管理の徹底につとめます。特に、日常の
清掃・消毒の適切な実施及び宿泊者名簿の記載・保管につい
て、重点的に指導します。

水質検査

ま
ち
の
姿

1

9 10



飼い犬の散歩時にふんを持ち帰るよう啓発し、あわせて自宅で排せつさせるし
つけを推進します。飼い猫の室内飼育を啓発するとともに、のら猫を適切に管
理する「なごやかキャットサポーター活動」を支援し、猫の避妊・去勢手術の推
進及び手術費用助成制度の周知をはかります。

犬猫による迷惑防止4

目標 リーフレット配布による啓発 1,500件　（㉙実績 1,310件）

環境薬務室

住宅宿泊事業（いわゆる民泊サービス）の
適正な運営の確保

3
住宅宿泊事業の届出に伴う事務を円滑にすすめるとともに、関係機関と連携し住宅宿泊事業の適正な
運営の確保をはかります。

管理の不適切な空地について、所有者等に対し適切な管理の依頼・指導をします。

空地をきれいにする運動7

目標 空地巡回調査の実施 7回　（㉙実績 8回）

美化推進重点区域または路上禁煙地区において定期的に清掃活動を実施していただける団体
（クリーンパートナー）の登録を推進するとともに、登録団体の清掃活動を支援します。また、対象
地域全域を清掃活動の対象とすることをめざし、現在清掃活動を実施する団体がいない地域を
中心に、新規団体及び既存の団体への働きかけを行います。

名古屋クリーンパートナー制度の推進9

路上禁煙地区（禁煙ロード）指導パトロールを実施します。

路上禁煙地区指導パトロール8

目標 路上禁煙地区指導パトロールの実施 9回
（㉙実績 9回）

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.8）5

保健管理課、保健予防課

感染症予防講習会 全市一斉クリーンキャンペーン・なごや2018（6月2日（土）実
施予定）を始めとする清掃活動や落書き消し活動等を地域住
民とともに実施します。また、事業者にも広く参加を呼び掛け
ることにより、地域と事業者が一体となった活動を推進します。

町を美しくする運動6

目標 クリーンキャンペーンに参加する事業所 30事業所
（㉙実績 28事業所）

クリーンキャンペーン

路上禁煙地区指導パトロール

新

関係機関が連携して、地域住民と協働したパトロール活動（違法看板なくし隊活動）を実施します。

道路上等への不法に放置された物件対策2

目標 違法看板なくし隊活動 20回　（㉙実績 20回）

地域、事業者、関係機関の連携を強化し、これらが一体となった効果的な活動を実施します。また、様々な
機会を活用して地域における啓発活動を実施するとともに、広報なごや、その他広報媒体等で幅広く効
果的な情報発信をします。

地域、事業者、ボランティア団体の地域における美化活動への支援を強化します。

ボランティア団体等への活動の支援１

目標 清掃用具の貸し出し 10回　（㉙実績 7回）

関係機関が連携して、不法投棄防止対策を推進します。
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環境美化の推進5

重

目標 感染症予防講習会の開催 12回　（㉙実績 12回）

集団感染のリスクが高い高齢者介護サービス事業所や幼稚園・保
育園、日本語学校などの担当者を対象として、食中毒および感染
症に関する知識の普及啓発を目的とした感染症予防講習会を開
催し、感染症危機管理体制の向上に取り組みます。

食中毒及び感染症予防に関する
普及啓発の推進
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飼い犬の散歩時にふんを持ち帰るよう啓発し、あわせて自宅で排せつさせるし
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関係機関が連携して、不法投棄防止対策を推進します。

不法投棄防止3
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集団感染のリスクが高い高齢者介護サービス事業所や幼稚園・保
育園、日本語学校などの担当者を対象として、食中毒および感染
症に関する知識の普及啓発を目的とした感染症予防講習会を開
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生涯にわたる心身両面の健康づくりを支援します施策④
健康で心豊かな生活を送る上で、生涯にわたり健康であることは重要な要素です。健康でいきいきとした生活を送る
ために、歯や口の機能を維持し、食生活や運動の実践などの生活習慣の改善に向け、区民の皆さまの意識向上に取り
組みます。

健康寿命（中区）１
男性78.96
女性83.66
（26年）

男性79.05
女性84.16
（27年）

（参考）平均寿命（中区）2
男性80.30
女性86.57
（26年）

男性80.37
女性87.03
（27年）

指　　　標 実績値 目標値 30年度28年度 29年度

施策を推進する事業

保健予防課

身近な地域に出向き、健康づくりに関する講話や健康チェックを行います。
特に、介護予防やロコモティブシンドローム予防等の教室を実施し、心身の健康づくりに関する普及
啓発を行います。

地域での健康づくりの普及啓発１

目標 地域での健康づくりの実施 全11学区　（㉙実績 11学区）

区民の健康づくり事業1

子育て中の保護者を対象とした健康教室に託児スタッフを配置し、受講者が講話や実習に集中して
参加できる体制を整えます。

子育て中の保護者が参加しやすい健康教室の実施3

目標 健康教室の実施 6回　（㉙実績 6回）

８０２０表彰対象者などへのお口の機能向上研修会の実施4
ハチマルニイマル

歯の喪失が少なく生涯を通じてよく噛むことができる人は、活動性が高く健康寿命
の延伸につながるといわれています。そこで、中区歯科医師会がおこなう８０２０表彰
式（８０歳で２０本以上自分の歯を有する人を表彰する）に協力するとともに、区民を
対象とした研修会を開催し歯の健康と健康寿命の関係について周知啓発します。

目標 口腔機能向上研修会の参加者数の増加　（㉙実績 46人）

地域力推進室、環境薬務室、区内官公署

空家対策の推進6
中区空家等対策会議を開催し、空家の適切な管理を推進するため、所有者等に対し適切な管理につとめ
るように助言・指導します。また、空家の活用方法などの情報提供やその他必要な支援を実施します。

中土木事務所

道路、公園、河川などの適切な維持管理8
道路、公園、河川など土木事務所が所管する施設の適切な維持
管理を行うとともに、区民の皆様から寄せられる通報や要望に
対して、迅速・的確な対応につとめます。

地域力推進室、民生子ども課、福祉課、環境薬務室、保健予防課、中環境事業所、中土木事務所、中消防署 、中警察署

物品等の堆積により不良な状態
となっている住居への対策

7

平成30年4月施行の「名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例」に基づき、物品等
の堆積により不良な状態となっている住居について、堆積者に対して関係機関と連携して問題解決のた
めの支援を行います。また、堆積者又は所有者に対して不良な状態を解消するために必要な措置を講ず
るよう指導します。

外国人に対する資源・ごみの出し方についての広報11

地域力推進室、保健管理課、中環境事業所、区内官公署

重

環境局作業課と連携し、日本語学校などの団体を通じて、外国人に対する資源やごみの出し方に関す
る説明会を必要に応じて開催し、正しい排出方法について周知をはかります。

引越しの多い3月下旬から４月上旬にかけて、転入者等に資源やごみの分け方・出し方を案内するた
め、区役所にごみ案内所を開設します。

ごみ案内所の開設10

目標 転入者・外国人転入者への周知 50％　（㉙実績 ４８.４％）

道路の維持管理

スポーツと健康フェアの実施2

目標 イベント参加者 350人　（㉙実績 260人）

金山総合駅構内において、健康づくりイベント「スポーツと健康フェア」
を名古屋市教育スポーツ協会と共催します。（10月３日（水）開催予定）

スポーツと健康フェア

平均寿命の
延びを

上回るよう延伸
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まちの姿 2 人を育み、誰もがいきいきと暮らせるまち


