
●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総合水防訓練及び総合防災訓練を実施します。また、地域が実施する

指定避難所開設運営訓練及び自主防災訓練を支援します。

●最新の災害情報などを避難者へ提供するため、主要な指

定避難所となる市立小中学校へテレビ等を配備します。

①総合水防訓練 5月26日 千早学区

②総合防災訓練 9月1日 新栄学区

③指定避難所開設運営訓練  全学区

④学区自主防災訓練 通年実施

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むなど、地域防災力の向上を支援します。

区本部の機能強化及び防災関係機関との連携強化により、災害対応能力の向上を推進します。

指定避難所開設運営訓練の学区実施率１ 100% 100％

46% 50％

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

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

健康危機管理講座の実施

 ・指定避難所等の健康管理編

 ・食の備え編

 ・感染症予防編

－

5回

12回

全学区

5回

15回

全学区

6回

12回

2
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4
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指　　　標
実績値

目標値 令和元年度
29年度 30年度

施策を推進する事業

指定避難所開設運営訓練の実施等１

地域防災力の向上1

100%

１２２

総合防災訓練

事業所との連携強化4

①学区や地域団体への説明等による周知

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

説明するとともに、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。

②市民及び事業所の自助力向上の促進

各種行事での啓発や各家庭への戸別訪問などにより、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、消防職員等が呼びかけます。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。

③応急手当の普及啓発

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。

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。

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

重

帰宅困難者対策の推進3

大規模災害時に備え事業者に対して、従業員の一斉帰宅抑制や飲料水・食料の備蓄に取り組むよう周

知するとともに、通勤・通学者、買い物客に対して、一斉帰宅抑制や安否確認の方法について、啓発キャ

ンペーンを実施します。

また、大規模災害時に金山総合駅周辺で想定される多数の帰宅困難者の一時的な退避及び安全な徒

歩帰宅の促進に必要となる防災備蓄物資を確保します。

拡 予算

目標 事業所との締結数　11　（㉚実績 9）

目標 救命講習の実施　２０回　（㉚実績 23回）

提供　名古屋シェイクアウトＨＰ

①健康危機管理講座「指定避難所等の健康管理編」

各学区の指定避難所開設運営訓練等で、指定避難所運営に関

わる区民に対し、指定避難所での健康管理の知識等の普及のた

めに、実践的な訓練・講習会を行います。

健康危機管理講座

健康危機管理講座の実施6 拡

目標 健康管理編の開催　全学区で実施　（㉚実績 全学区）

地区防災カルテを活用した防災活動の推進2

地形や災害リスクなどの地域特性や地域における防災活動の状況など、地域防災に関する各種情報を

整理した「地区防災カルテ」を活用し、よりきめ細かな防災活動を推進します。

新

新

新

目標 市民及び事業所の自助力の促進回数　1,250回　（㉚実績 1,020回）

消防職員等による戸別訪問　１学区で実施（モデル学区）
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まちの姿 1 安心・安全に暮らせるまち
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指　　　標
実績値
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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

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 1,248件 1,２１１件 1,2１０件

年間交通事故死者数2 1人 3人 0人

指　　　標
実績値

目標値 令和元年度
29年度 30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、一体と

なった効果的な活動を実施します。また、さまざま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

　　　　　　　　　　   （㉚実績 1２回）

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　（㉚実績 80人）

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

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

防災調整会議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

●災害応急対策図上訓練、定期的な初動体制確保訓

練、区本部マニュアルをもとにした研修等を通じ

て、職員全体の災害対応能力の向上をはかります。

また、災害救助地区本部員に対して災害時の役割

を周知する等、区本部の機能強化をはかります。

●区役所における非常用発電機設置のための設計

を行います。

区本部の機能強化１

目標 初動体制確保訓練　６回　（㉚実績 １回）

災害時にボランティア活動が円滑に行えるように支援するための拠点である災害ボランティアセン

ターについて、ボランティア団体及び施設管理者と連携して開設運営訓練を実施します。

災害ボランティアセンター開設運営訓練の実施3

災害時に市内中学校に設置する医療救護所について、関係団体と連携して開設運営訓練を実施し

ます。

医療救護所開設運営訓練の実施4

防災関係機関の災害対応能力の向上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。

侵入盗対策2

目標 広報を兼ねたパトロールの実施　36回　（㉚実績 36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。

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　（㉚実績 36回）

感染症予防講習会

災害応急対策図上訓練

ツーロックキャンペーン

総務課、保健管理課、各課、中消防署、区内官公署

②健康危機管理講座「食の備え編」

区民や給食施設等を対象に、災害時に備えた食品の備蓄方法、備蓄食品を平常時の食事に取り入れ

る「サイクル保存」等の普及啓発、災害時に備蓄食品の調理方法の体験など講習会を開催します。

③健康危機管理講座「感染症予防編」

平常時から、集団感染のリスクが高い学校、保育園、高齢者施

設、外国人学校等に対して、感染症や食中毒予防に関する知識

の普及啓発を目的とした講習会を開催し、感染症危機管理体制

の向上に取り組みます。

目標 食の備え編の開催　6回　（㉚実績 ５回）

目標 感染症予防編の開催　12回　（㉚実績 1５回）
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実績値

目標値 令和元年度
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練、区本部マニュアルをもとにした研修等を通じ

て、職員全体の災害対応能力の向上をはかります。

また、災害救助地区本部員に対して災害時の役割

を周知する等、区本部の機能強化をはかります。

●区役所における非常用発電機設置のための設計

を行います。

区本部の機能強化１

目標 初動体制確保訓練　６回　（㉚実績 １回）

災害時にボランティア活動が円滑に行えるように支援するための拠点である災害ボランティアセン
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防災関係機関の災害対応能力の向上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。

侵入盗対策2

目標 広報を兼ねたパトロールの実施　36回　（㉚実績 36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。

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　（㉚実績 36回）

感染症予防講習会

災害応急対策図上訓練

ツーロックキャンペーン

総務課、保健管理課、各課、中消防署、区内官公署

②健康危機管理講座「食の備え編」

区民や給食施設等を対象に、災害時に備えた食品の備蓄方法、備蓄食品を平常時の食事に取り入れ

る「サイクル保存」等の普及啓発、災害時に備蓄食品の調理方法の体験など講習会を開催します。

③健康危機管理講座「感染症予防編」

平常時から、集団感染のリスクが高い学校、保育園、高齢者施

設、外国人学校等に対して、感染症や食中毒予防に関する知識

の普及啓発を目的とした講習会を開催し、感染症危機管理体制

の向上に取り組みます。

目標 食の備え編の開催　6回　（㉚実績 ５回）

目標 感染症予防編の開催　12回　（㉚実績 1５回）

重

新
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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28日（土）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化の促進（街頭犯罪抑止環境整備事業補助金）6

街頭犯罪の抑止や交通事故防止に効果のあるドライブレコーダーを公用車に設置します。

公用車へのドライブレコーダーの設置7

目標 高齢者等に対する防犯講話等の実施　20回　（㉚実績 20回 ）

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8

「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」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9

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　（㉚実績 10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、一体となった効果的な活動を実施します。また、さまざまな機会

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　（㉚実績 ６７回）

交通安全の推進2

交通安全教室

保護者向け講習会

自転車シミュレータ体験

安心・安全・快適なまちづくりフェスタ

拡

拡

予算

重

重

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.7）6

目標 各種イベント等での啓発活動　7回　（㉚実績 13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　（㉚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）を中心に地域住民、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　（㉚実績 32回）

各地の広報モニターやデジタルサイネージの活用、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

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」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

絡会議を通して、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。

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

目標 未就学児の保護者向け講習の実施　5回

　　　　　　　　　　　　（㉚実績 2回）

拡 予算
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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28日（土）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化の促進（街頭犯罪抑止環境整備事業補助金）6

街頭犯罪の抑止や交通事故防止に効果のあるドライブレコーダーを公用車に設置します。

公用車へのドライブレコーダーの設置7

目標 高齢者等に対する防犯講話等の実施　20回　（㉚実績 20回 ）

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8

「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」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9

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　（㉚実績 10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、一体となった効果的な活動を実施します。また、さまざまな機会

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　（㉚実績 ６７回）

交通安全の推進2

交通安全教室

保護者向け講習会

自転車シミュレータ体験

安心・安全・快適なまちづくりフェスタ

拡

拡

予算

重

重

安心・安全・快適なまちづくりフェスタの実施　（再掲 P.7）6

目標 各種イベント等での啓発活動　7回　（㉚実績 13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　（㉚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）を中心に地域住民、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　（㉚実績 32回）

各地の広報モニターやデジタルサイネージの活用、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

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」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

絡会議を通して、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。

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

目標 未就学児の保護者向け講習の実施　5回

　　　　　　　　　　　　（㉚実績 2回）

拡 予算
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①飼い犬に自宅で排せつさせるしつけを推進し、あわせて散歩

中の犬のふんの持ち帰りを促す地域住民による啓発活動

（イエローチョーク作戦）の周知・支援をはかります。

②飼い猫の室内飼育の啓発と避妊・去勢手術費用助成制度を推進す

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」の周知・支援をはかります。

③猫による迷惑を受けている方に忌避方法等を紹介します。

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　（㉚実績 1,263件）

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　（㉚実績 8回）

クリーンパートナー（美化推進重点区域・路上禁煙地区において定期的に清掃活動を実施してい

ただく団体）の活動を支援するとともに、対象地域全域を清掃活動の対象とすることをめざし、新

規登録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 

（㉚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.7）5

全市一斉クリーンキャンペーン・なごや201９（6月1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

  （㉚実績 ２１事業所）

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。

健康危機管理講座の実施・感染症予防編１ 1５回 12回

クリーンキャンペーンの参加者2 2,354人 2,600人

指　　　標
実績値

目標値 令和元年度
29年度 30年度

施策を推進する事業

2,606人

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

1

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。

法令の遵守及び周辺地域の生活環境を良好に保つため、届出住宅等に対する監視指導を実施します。

保健管理課、保健予防課

健康危機管理講座「感染症予防編」
（再掲P.5）
2

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　（㉚実績 17回）

地域、事業者、関係機関の連携を強化し、一体となった効果的な活動を実施します。また、さまざまな機会

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実施します。

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　（㉚実績 8回）

定期的にパトロールを実施し、不法投棄防止対策を推進します。

不法投棄防止3

目標 不法投棄防止パトロール　28回　（㉚実績 28回）

環境美化の推進3

予算

重

イエローチョーク作戦

拡 予算

クリーンキャンペーン

路上禁煙地区指導パトロール
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①飼い犬に自宅で排せつさせるしつけを推進し、あわせて散歩

中の犬のふんの持ち帰りを促す地域住民による啓発活動

（イエローチョーク作戦）の周知・支援をはかります。

②飼い猫の室内飼育の啓発と避妊・去勢手術費用助成制度を推進す

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」の周知・支援をはかります。

③猫による迷惑を受けている方に忌避方法等を紹介します。

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　（㉚実績 1,263件）

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　（㉚実績 8回）

クリーンパートナー（美化推進重点区域・路上禁煙地区において定期的に清掃活動を実施してい

ただく団体）の活動を支援するとともに、対象地域全域を清掃活動の対象とすることをめざし、新

規登録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 

（㉚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.7）5

全市一斉クリーンキャンペーン・なごや201９（6月1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

  （㉚実績 ２１事業所）

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。

健康危機管理講座の実施・感染症予防編１ 1５回 12回

クリーンキャンペーンの参加者2 2,354人 2,600人

指　　　標
実績値

目標値 令和元年度
29年度 30年度

施策を推進する事業

2,606人

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

1

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。

法令の遵守及び周辺地域の生活環境を良好に保つため、届出住宅等に対する監視指導を実施します。

保健管理課、保健予防課

健康危機管理講座「感染症予防編」
（再掲P.5）
2

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　（㉚実績 17回）

地域、事業者、関係機関の連携を強化し、一体となった効果的な活動を実施します。また、さまざまな機会

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実施します。

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　（㉚実績 8回）

定期的にパトロールを実施し、不法投棄防止対策を推進します。

不法投棄防止3

目標 不法投棄防止パトロール　28回　（㉚実績 28回）

環境美化の推進3

予算

重

イエローチョーク作戦

拡 予算

クリーンキャンペーン

路上禁煙地区指導パトロール

ま

ち

の

姿

1
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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。

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　全学区　（㉚実績 全学区）

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　12回　（㉚実績 8回）

地域力推進室、環境薬務室、区内官公署

空家対策の推進5
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。倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある「特定空家等」につ

いては、市の担当部署と連携し対応を実施します。また、管理不適切な空家の所有者に対して、利活用の

意向調査を行い、相談対応などの働きかけを行います。

総務課

燃料電池自動車の導入、普及啓発4
水素エネルギーの普及に向け、災害時には応急電源としても使用できる水素を燃料とする自動車を導入

します。普段は公用車として使用するほか、市民が参加するイベント等において展示するなど、燃料電池

自動車の普及を促します。

中土木事務所

道路、公園、河川などの
適切な維持管理

7

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

6

「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うとと

もに、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。

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、保健管理課、中環境事業所、区内官公署

スポーツと健康フェアの実施2

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２日（水）開催予定）

健康づくり事業の参加者数の増加１ 957人 1,000人

指　　　標
実績値

目標値 令和元年度
29年度 30年度

723人

外国人に対する資源・ごみの出し方についての広報11

市役所の担当課と連携し、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、区役所にごみ案内所を開設し、転入者等に資源やごみの

分け方・出し方を周知します。

ごみ案内所の開設10

目標 転入者のごみ案内所利用率　50％　（㉚実績 14.5％）

道路の維持管理

拡

新

スポーツと健康フェア

目標 イベント参加者　350人

（㉚実績 407人）

予算

重 予算

ま

ち

の

姿

2

まちの姿 2 人を育み、誰もがいきいきと暮らせるまち
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