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熱田区民の皆さまへ 

住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田 をめざして 

日頃より熱田区政の運営にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

このたび、熱田区将来ビジョンに掲げる施策と方向性に沿って熱田区

役所が進める主な取り組みを明らかにした、「令和２年度区政運営方針」

を策定いたしました。 

この令和２年度区政運営方針では、熱田区役所が令和２年度に実施す

る主な取り組みを、熱田区将来ビジョンでも掲げている４つの将来像と

区政運営という５つの柱ごとに取りまとめております。 

５つの柱 

 ①将来像１ 安心・安全で快適なまち 

 ②将来像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が健全に育つまち 

 ③将来像３ 誰もが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち 

 ④将来像４ 歴史的資産、文化的風土を活かした活気あるまち 

 ⑤区政運営 皆さまに信頼されるあったか区役所 

熱田には、歴史や文化、伝統などの多く魅力資産が重層的に存在します。

これは、他区にはない、誇れる部分であり、熱田区の特性として活かして

いくべきところだと感じております。また、その一方で、発生が懸念され

る大地震や、少子化高齢化などの対応などの課題もございます。これらの

特性や課題に対して、地域や団体の皆さまのご協力を賜りながら、区役所

一丸となりまして取り組んでまいります。 

そして当然のことながら、不祥事防止・法令順守の意識向上を図り、信

頼される職場風土づくりにも引き続き取り組んでまいります。 

今年度も、区民の皆さまにより身近で信頼される「あったか熱田」をめ

ざしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

              令和２年５月 熱田区長 木村 俊幸 
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１ 区将来ビジョンと区政運営方針について 

（１）区行政を取り巻く環境 

 指定都市において区の役割を拡充し住民自治を強化する趣旨で平成 26 年 5 月に地方自

治法が改正され、本市でも、それまでの区役所改革の取り組みを踏まえつつ区役所の果

たす役割・方向性を示すものとして、平成 29 年 3 月に区のあり方基本方針が策定されま

した。 

社会状況の変化に対応し、地域の人々の安心で快適な暮らしを支える行政サービスを持

続可能なものとして提供していくため、区役所は地域の課題解決や区の特性に応じたまち

づくりに住民とともに取り組む住民に身近な総合行政機関をめざすこととなりました。 

（２）区将来ビジョンの策定 

 区のあり方基本方針に基づき、区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、区民会議や区民

アンケートなどで区民のご意見をお聴きしながら、めざすべき区の姿を明らかにし、その

実現に向けた中長期の取り組みを体系化した区将来ビジョンを策定することとしました。

また、区将来ビジョンに掲げる成果目標については、毎年度策定する区政運営方針におい

て進捗状況を報告することとしました。 

（３）今年度の区政運営方針について 

 熱田区では、熱田区将来ビジョンで示した５つの柱の実現をめざし、区民会議や区民ア

ンケートなどで寄せられたご意見等を踏まえ、区民の皆さまと連携しながら、この「令和

２年度区政運営方針」にお示しした取り組みを進めてまいります。 

（区将来ビジョンと区政運営方針のイメージ図） 
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面　積　　面積が小さい順 (単位：k㎡)

1 2 3 14 15 16

東区 熱田区 中区 守山区 緑区 港区
7.71 8.20 9.38 34.01 37.91 45.68 326.50

人　口　　人口が少ない順 (単位：人)

1 2 3 14 15 16

熱田区 東区 中区 守山区 中川区 緑区

66,318 82,939 90,918 176,298 220,782 247,475 2,327,557

世帯数　　世帯数が少ない順 (単位：世帯)

1 2 3 14 15 16

熱田区 東区 瑞穂区 千種区 中川区 緑区

33,223 45,034 50,869 87,722 100,818 101,293 1,117,913

全市

全市

全市

２ 熱田区の現状 

（１）熱田区の基本情報 

① 面積・人口・世帯数

② 人口推移 

③ 熱田区の世帯数と一世帯あたりの人員の推移 

（２）安心・安全で快適なまち 

① 区内の犯罪・交通事故の状況 

ア 熱田区の刑法犯認知件数の推移 

面積は２番目に小さく、人口

と世帯数は１番少ない区で

す。 

面 積： 

(令和元年10月１日現在) 国土地理院「全国都 

道府県市区町村別面積調」より 

人口・世帯数： 

(令和元年10月１日) 市推計人口より 

熱田区の人口は昭和55年以

降ほぼ横ばいで推移してい

ます。 

（各年10月１日現在）国勢調査結果より 

但し令和元年度は令和元年市推計人口 

世帯数は増加していますが

一世帯あたりの人員は減少

しています。 

（各年10月１日現在）国勢調査結果より 

但し令和元年度は令和元年市推計人口 

刑法犯認知件数は679件で前

年に比べ117件(▲14.7%)減

少しました。 

令和元年度名古屋市犯罪抑止対策（熱田区版） 

より 
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イ 熱田区の犯罪発生状況 

ウ 熱田区の交通事故の状況  

② 南海トラフの巨大地震に対する備え 

 熱田区における浸水予想範囲

本市「南海トラフ巨大地震の被害想定 

について－震度分布、津波高等－」より

（熱田区で一部加工） 

・自動車盗は４件で前年に比

べ４件減少しました。 

・特殊詐欺は８件と前年に比

べ１件減少しましたが、多

額の被害（被害総額約1,117

万円）が発生しています。

・住宅対象侵入盗は10件で、

前年に比べ３件減少しまし

た。 

・自転車盗は187件で前年に 

比べ18件減少しました。 

令和元年度名古屋市犯罪抑止対策（熱田区版） 

より 

・死傷者数は361件で前年に 

比べ95件減少しました。 

・物損事故件数は1,787件で 

前年に比べ３件増加しまし

た。 

熱田警察署「令和元年12月中の犯罪・交通事故 

発生状況」より 

南海トラフの巨大地震発生時

の最大震度は区内で６強と予

想されています。 

区西部で津波による浸水被害

の発生が想定されています。

死亡 重傷 軽傷 合計

平成30年 1 12 443 456 1,784 

令和元年 1 9 351 361 1,787 

前年比 0 ▲ 3 ▲ 92 ▲ 95 3 

区分
死傷者数（人） 物損事故

件数（件）

浸水範囲（あらゆる可能性を考慮した最大

クラス） 

＊1,000年に一度かそれよりも発生確率は 

低い（南海トラフで起こりうる最大規模） 
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（３）安心して子育てができ、子どもや若者が健全に育つまち 

誰もが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち

① 少子化・高齢化の進行 

② ひとり暮らし高齢者世帯の状況 

③ 熱田区の出生数の推移 

・0～14歳の人口比率は低い 

順に中区（7.1％）、中村区

（9.6％）、熱田区（10.4％）

となっています。 

・65歳以上の人口比率は高い

順に南区（29.7％）、北区 

（28.7％）、港区（27.6％）、

中村区（27.1％）、熱田区 

(26.9％)となっています。

（令和元年10月１日現在）市推計人口より 

ひとり暮らし高齢者世帯比率

は全市の平均より高くなって

います。 

（令和元年10月１日現在）平成27年国勢調査確定値

に基づく推計人口及び本市「ひとり暮らし高齢者

の認定基準」に基づく調査等より 

近年における出生数は平成28

年をピークに年々減少してお

ります。 

「熱田区の世帯数と人口－令和元年人口動向調査 

－」より 

※各年は前年10月1日～当該年9月30日

* ひとり暮らし高齢者世帯とは、本市「ひとり暮らし高齢者の 

認定基準」に基づく調査等により把握している 65 歳以上の 

ひとり暮らし世帯 

（単位：％）

1 2 3 4 5

北区 南区 中村区 港区 熱田区

12.274 11.383 10.696 10.588 10.288 9.091

全市
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宮の渡し公園 東海道道標 

高座結
たかくらむすび

御子
み こ

神社 

令和元年度熱田区区民アンケート結果より

（４）歴史的資産、文化的風土を活かした活気あるまち 

熱田区の主な歴史的・文化遺産、施設など

（５）皆さまに信頼されるあったか区役所 

区民の皆さまのご意見を区政運営に反映させるために「令和元年度熱田区区民アンケー

ト」を実施しました。 

① 概 要 

調査の対象 区内居住の18歳以上の男女1,200人 

調査対象抽出方法 無作為抽出法 

調査期間 令和元年７月18日～８月８日 

回収人数（回収率） 486人（40.5％） 

② アンケート結果（力を入れて欲しい課題 上位10事項） 

断夫山
だ ん ぷ さ ん

古墳 

白鳥
しろとり

古墳 

熱田神宮 

白鳥
しろとり

庭園 

国際会議場 

熱田神宮をはじめ断夫山古

墳や白鳥古墳、また七里の渡

し船着き場跡（宮の渡し公園

内）など、数多くの歴史的・

文化遺産が重層的に存在す

る「歴史・文化の香るまち」

です。 

熱田神宮には、平成30年中に

約711万人が訪れました。 

力を入れて欲しい課題としては、「治安の

向上（防犯対策）」の割合が最も高く、

63.4％となっています。 

次いで「防災対策（風水害や地震などの

災害に対する備え）」が45.5％、「高齢者

への支援」が41.2％であり、以下「交通

事故防止、交通安全マナー向上」、「まち

の美化（空地の雑草やごみのポイ捨て対

策など）」、「子育て支援」の順となってい

ます。
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３ 基本目標・めざすべき将来像と主な取り組み 

基本目標 

住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱田 

めざすべき将来像 

将来像１ 安心・安全で快適なまち

安全に、不安なく暮らすことは最も優先されるべきことであり、区民の皆さまが安心・

安全で快適に暮らせるまちをめざします。 

将来像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が健全に育つまち 

  子育てへの不安や負担を軽減し誰もが子どもを安心して産み育てることができ、子ど

もや若者が地域の中で健全に育つまちをめざします。 

将来像３ 誰もが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち 

子どもから高齢者、障害のある人などさまざまな地域の人々が交流と支え合いを通じ

て「生きがい」や「あったかさ」を感じられ、いきいきと暮らせるまちをめざします。 

将来像４ 歴史的資産、文化的風土を活かした活気あるまち 

熱田の特徴である古代から受け継いだ歴史や文化、自然など、地域の特性を活かしな

がら、地域の皆さまとともに活気あるまちづくりを推進します。 

区政運営 皆さまに信頼されるあったか区役所 

「元気に 明るく 人にやさしい 熱田区役所」のスローガンのもと、区民の皆さま

に一番身近で信頼される区役所をめざします。 
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将来像１ 安心・安全で快適なまち 

施策１ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

防犯対策 

取組項目 取組 1 防犯対策 継続 

取組内容 

①区内の犯罪実態に即した犯罪抑止対策を策定し、防犯

キャンペーンなどを実施します。 

②自転車盗被害防止のため、地域の皆さまと連携し、

キャンペーンなどを実施します。 

③高齢者を狙った特殊詐欺被害防止について啓発しま

す。 

地域力推進室 

警察署生活安全課

福祉課 

具体的な

目標値 
防犯キャンペーン 令和元年度実績回数 

交通安全対策 

取組項目 取組 2 交通安全対策 拡充 

取組内容 

①交通安全キャンペーンや交通安全教室などを地域の皆

さまと連携して実施します。 

②熱田ブランドマークの反射材を作成し、キャンペーン

などで配布します。また、区内小学校で実施の交通安

全教室で新入学児童に配付するとともに、新たに区内

保育所・幼稚園でも交通安全教室を実施して反射材を

配付し、交通事故防止をＰＲします。 

③自転車の安全利用について啓発します。 

④高齢者の方々へ交通事故防止について啓発します。 

地域力推進室 

警察署交通課 

福祉課 

具体的な

目標値 
交通安全キャンペーン 令和元年度実績回数 

放置自転車対策 

取組項目 取組 3 放置自転車対策 継続 

取組内容 
学区連絡協議会、大学などとの連携により自転車マ

ナーキャンペーンなどを実施します。 

地域力推進室 

土木事務所 

具体的な

目標値 
自転車マナーキャンペーン 13 回 
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空家及びいわゆる「ごみ屋敷」対策 

取組項目 取組 4 空家及びいわゆる「ごみ屋敷」対策 継続 

取組内容 

①空家について、区民の皆さまからのご相談を受け、所

有者に対し空家の適切な管理に向けて依頼や指導を行

うとともに、情報提供など必要な支援を行います。 

②いわゆる「ごみ屋敷」について、区対策会議を開催

し、関係機関と連携しながら解決をめざします。 

地域力推進室 

環境薬務室 

環境事業所 

土木事務所 

消防署 

市民経済局 

地域力推進室 

民生子ども課 

福祉課 

環境薬務室 

公害対策室 

保健予防課 

環境事業所 

土木事務所 

消防署 

環境局など 

具体的な

目標値 
熱田区空家等対策ＰＴ会議の開催 5 回 

施策２ 災害に強いまちづくりの推進 

自助力の向上 

取組項目 取組 5 戸別訪問による防災啓発 継続 

取組内容 

消防職員などが実施学区内全世帯へ戸別訪問し、家庭

における防災対策の実施状況を聴取し、各家庭の状況に

応じた防災啓発を実施します。 

消防署 

総務課 

具体的な

目標値 
区内約 7,000 世帯を対象に戸別訪問の実施 

取組項目 取組 6 家具転倒防止ボランティアの養成及び派遣 継続 

取組内容 

南海トラフ巨大地震などによる震災被害を軽減するた

め、自ら家具固定ができない方に対し、家具転倒防止ボ

ランティアを派遣して家庭内の家具などを固定すること

で自助力の向上を図ります。 

消防署 

総務課 

具体的な

目標値 

家具転倒防止ボランティア派遣世帯数 30 件以上 

家具転倒防止ボランティア派遣支援を受けられた方の満足度 100％ 

- 9 -



自助力の向上に関連する取り組み 

取組項目 取組 7 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施 ｐ10 

取組項目 取組 10 地区防災カルテを活用した地域防災力の向上 ｐ11 

取組項目 取組 11 指定避難所運営の担い手づくり ｐ11 

共助力の向上 

取組項目 取組 7 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施 継続 

取組内容 

風水害や地震災害に備えて、区民の皆さま・大学・企

業・行政機関などが一丸となり、家庭や地域での災害対

応に関する実践的な訓練や講習などを実施します。 

訓練は障害者、高齢者、乳幼児などの要配慮者に配慮

しながら実施します。 

総合水防訓練 5 月 31 日（日）会場：白鳥小学校 

総合防災訓練 9 月 6 日（日）会場：野立小学校 

総務課 

その他防災関係機関

具体的な

目標値 
訓練参加者の満足度 90％以上 

取組項目 取組 8 自主防災組織の育成支援 継続 

取組内容 

自主防災訓練メニューなどを活用し、自主防災組織ご

との過去の取組状況や、地域の被災リスクなどを踏まえ

た、訓練提案を行うことで、より実践的な訓練を支援し

ます。また、災害時要援護者を含む地域住民の安否を早

期に確認し、共有することは、各戸における被害状況の

把握やその後の自主防災活動の優先順位の決定にも繋が

ることから、安否確認札などによる安否確認訓練を重点

的に働きかけます。 

消防署 

具体的な

目標値 
防災訓練を実施する自主防災組織数 30 件以上 
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取組項目 取組 9 大規模災害時における地域と事業所との支援協力 継続 

取組内容 

①大規模災害時における地域と事業所との支援協力に関

する覚書の締結を支援します。 

②すでに締結された支援内容の見直し、支援内容に関す

る地域と事業所との訓練などを支援することで、その

協力体制を推進します。 

消防署 

具体的な

目標値 

新規の地域防災協力事業所との覚書締結 2 件以上 

事業所支援内容確認訓練などの実施件数 10 件以上 

取組項目 取組 10 地区防災カルテを活用した地域防災力の向上 継続 

取組内容 

地域における「自助力」、「共助力」を高めるため、地

区防災カルテを活用し、地域防災力を高める取り組みを

進めます。また、安否確認や速やかな救出、避難誘導が

できるよう「助け合いの仕組みづくり」をあわせて推進

します。 

総務課 

消防署 

具体的な

目標値 
地区防災カルテの話し合い 2 回以上 

取組項目 取組 11 指定避難所運営の担い手づくり 継続 

取組内容 

東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえて平成 30 年 1

月に改訂した「指定避難所運営マニュアル」を区民の皆

さまに周知し、指定避難所運営の仕組みを理解していた

だき、指定避難所運営の担い手づくりを進めます。ま

た、重点学区の千年学区で住民参加型の指定避難所開設

運営訓練を実施します。 

指定避難所開設運営訓練 11 月頃実施 

会場：千年小学校 

総務課 

具体的な

目標値 
指定避難所開設運営訓練における訓練参加者の満足度 90％以上 

 共助力の向上に関連する取り組み 

取組項目 取組 14 災害ボランティア団体との連携強化 ｐ12 
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公助力の向上 

取組項目 取組 12 区災害対策本部の機能強化 継続 

取組内容 

①職員を対象とした区本部災害対応研修を実施し、区役

所における「公助力」を高めます。 

②指定避難所等派遣職員向けの研修を実施します。 

③区災害対応マニュアルに基づき、関係機関と連携して

区本部災害応急対策図上訓練を実施します。 

総務課 

具体的な

目標値 
区本部職員の災害時対応の理解度 100％ 

取組項目 取組 13 帰宅困難者対策 継続 

取組内容 

一斉帰宅抑制の啓発や帰宅困難者を受け入れる退避施

設の確保に取り組むとともに、協定事業者や関係機関と

連携して退避施設への訓練を実施します。 

総務課 

その他防災関係機関

具体的な

目標値 
帰宅困難者対策訓練の実施 1 回以上 

取組項目 取組 14 災害ボランティア団体との連携強化 継続 

取組内容 

①区内の災害ボランティア団体と連携し、災害ボランティ

アセンターの設置運営訓練を実施します。 

②災害ボランティア団体の協力のもと、防災に関する講

演会及び各種訓練を実施します。 

総務課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 

災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施 2 回以上 

防災に関する講演会及び各種訓練の実施 

取組項目 取組 15 防災関連事業の推進 継続 

取組内容 

①区内の津波浸水想定学区を対象として津波避難ビルの

指定推進事業を実施します。 

②区内の医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携して災害

時医療救護所訓練を実施します。 

総務課 

健康安全課 

総務課 

具体的な

目標値 

津波避難ビルの新たな指定 1 件以上 

災害時医療救護所訓練の実施 1 回 
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 公助力の向上に関連する取り組み 

取組項目 取組 7 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施 ｐ10 

施策３ 快適なまちづくりの推進 

町を美しくする運動 

取組項目 取組 16 町を美しくする運動 継続 

取組内容 

①地域の皆さまや大学との連携により清掃活動を実施し

ます。 

②区民の皆さまからのご相談を受け、空地の適切な管理

に向けて、所有者に対し啓発や指導を行います。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 

地域の皆さまや大学との連携により清掃活動の実施 4 回 

空地の所有者に適切な管理について啓発や指導の実施 

ペットの適正飼養啓発 

取組項目 取組 17 ペットの適正な飼い方と災害時対応の普及啓発 継続 

取組内容 

①狂犬病予防注射会場で、市獣医師会とともに犬の飼い

方やしつけの仕方などについて啓発します。 

②地域の皆さまと協働しながら、大規模公園を中心に巡

回指導し、飼い主に対して適正な飼い方について普及

啓発します。 

③ペットとの同行避難訓練、ペットの災害対策講習会を

実施します。 

④区民まつり会場などにおいて、なかよしペット事業

（ペットの適正な飼い方指導、ペットの名札づくりな

ど）を実施します。 

健康安全課 

具体的な

目標値 

地域・公園の巡回キャンペーンの実施 10 回以上 

ペットの災害対策講習会の実施 2 回 
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将来像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が健全に育つまち 

施策４ 子育て支援 

思春期や妊娠期からの支援 

取組項目 取組 18 思春期や妊娠期からの支援 継続 

取組内容 

①思春期セミナーを区内全小中学校で実施します。 

②妊娠届や出生報告提出時の面接や、妊娠 32 週頃の電話

相談を行います。 

③出生報告を提出された新生児・乳児のいる家庭に保健

師・助産師が家庭訪問します。 

保健予防課 

具体的な

目標値 

区内の全小中学校で思春期セミナーの実施 

妊娠届・出生報告を提出された全ての方に面接の実施 

妊娠 32 週頃に全ての方に電話相談など情報提供の実施 

出生報告を提出された新生児・乳児のいる全家庭を対象に保健師・助産

師による家庭訪問の実施 

子育て支援に係る情報発信 

取組項目 取組 19 子育て支援に係る情報発信 継続 

取組内容 

①第 1子が誕生した家庭に、児童委員が「赤ちゃん訪

問」を実施し、「あつた子育てカレンダー」などによ

り、地域の子育て交流会などの情報を提供します。 

②区内保育所の保育環境を分かりやすく紹介する冊子を

作成するとともに、保育所の空き状況など、保育所入

所に必要な情報を提供します。 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

民生子ども課 

具体的な

目標値 

「赤ちゃん訪問事業」訪問率 95%以上（転出者・区不在者を除く） 

令和 3年 4月 1日現在の保育所入所の待機児童数 0（ゼロ） 
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子育ての仲間づくり 

取組項目 取組 20 子育ての仲間づくり 継続 

取組内容 

①子育て家庭の交流を図ることなどにより子育てを支援

するため、区内の保育所や主任児童委員、子育て支援

団体と連携して「あつたっ子ひろば」を開催します。

また、より多くの参加機会提供のため「あつたっ子ひ

ろば mini」を複数回、場所を変えて開催します。 

②育児の不安や悩みを一人で抱え込むことがないよう、

子育て中の親同士の仲間づくりや交流の場へ出向き、

子育て教室や育児相談などを行うとともに、子育て中

の親同士の仲間づくりを促進する交流の場を作りま

す。 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

保健予防課 

民生子ども課 

具体的な

目標値 

「あつたっ子ひろば」などの参加者の満足度 90％以上 

子育て教室「ぴよぴよ教室」、「こっこ教室」の開催 4 コース 

（各教室 1コース 2日間） 

「カンガルークラブ」の開催 6 回 

（育児に不安を感じている母親を対象とした教室） 

「チェリー・きっず・クラブ」の開催 6 回 

（多胎児の親と妊婦を対象とした教室） 

取組項目 取組 21 子育てと介護の「ダブルケア」に関する啓発事業 新規 

取組内容 

子育てと介護が同時期に重なる「ダブルケア」につい

て、大学と共催でシンポジウム（基調講演及びパネル

ディスカッションなど）を開催します。開催にあたり、

エリア支援保育所及び子ども応援委員会などの関係部署

とも連携します。 

民生子ども課 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 
シンポジウム参加者の満足度 90％以上 
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児童虐待の防止 

取組項目 取組 22 児童虐待の防止 継続 

取組内容 

①民生・児童委員や保育所、学校、警察などの関係機関

との定期的会合のほか必要に応じて情報交換を行い、

援護が必要な家庭の早期発見に努めます。 

②区内における虐待通告に関し、家庭訪問などを行い実

情把握に努めるとともに、関係機関と必要な情報を共

有して各ケースの援助方針について検討し、適切に支

援します。 

③子育て中の親及び妊娠中のご夫婦を対象に、子育てに

関する問題解決のスキルを学び、養育力の向上を図る

親力アップ講座を開催します。 

・イライラしない子育て講座（4回連続講座） 

・子育て講演会＆コンサート（年１回開催） 

④児童虐待防止推進月間である 5月と 11 月に、児童虐待

防止推進のための各種啓発活動を行います。11 月に

は、地域の皆さまと保育所の子どもたちが制作したオ

レンジリボンに関するモニュメントを展示します。 

民生子ども課 

保健予防課 

西部児童相談所

警察署生活安全課

民生子ども課 

保健予防課 

民生子ども課 

保健予防課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 

関係機関との定期的会合（なごや子どもサポート熱田区代表者会議）の

開催 2 回 

各ケースの援助方針について検討する会議（実務者会議）の開催 

親力アップ講座参加者の満足度 90％以上 

オレンジリボンキャンペーンにおいて啓発物品の配布  100 人以上 

施策５ 青少年健全育成の推進 

子どもの健全な育成 

取組項目 取組 23 子どもの健全な育成  継続 

取組内容 

年少リーダー講習会やキャンプ実習、子ども会フェス

ティバルの開催、区民まつり及び名古屋まつり「子ども

会みこしパレード」への参加などさまざまな活動を通

じ、子ども会の情報を発信し、関心を高めるとともに、

参加を促します。 

民生子ども課 

具体的な

目標値 
年少リーダー講習会の開催 6 回 
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事故や犯罪に巻き込まれない環境づくり 

取組項目 取組 24 事故や犯罪に巻き込まれない環境づくり 継続 

取組内容 

①次世代を担う青少年が健全に成長できる環境づくりの

ため、子ども達への見守りや声かけを行う「青少年を

守る運動」や「地域世話やき活動」などの青少年健全

育成活動を、地域の皆さま、学校、関係機関と連携し

て支援します。 

②子ども達の健やかな成長を図るため、親子ふれあいマ

ジックショーを開催し、あわせて警察署による生活安

全講話も行います。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 

青少年を守るキャンペーン延べ参加者数 4,000 人 

マジックショー参加者数 380 人 
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将来像３ 誰もが「生きがい」や「あったかさ」を感じられるまち 

施策６ 生涯学習の振興 

文化活動の振興 

取組項目 取組 25 文化活動の振興 継続 

取組内容 

区民の皆さまが生涯にわたって生き生きと活動すると

ともに、地域社会のきずなを強めるため、地域の文化団

体と協働し、区民まつり文化祭（書道展・美術展、秋季

花道展、区民芸能オンステージ）やその他文化行事を開

催するとともに、熱田生涯学習センターとも連携し、文

化に触れあい、学べる機会・環境を提供します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
「春のいけ花」、「学生書道選抜展」の開催 

スポーツの振興 

取組項目 取組 26 スポーツの振興 拡充 

取組内容 

地域のスポーツ団体と協働し、「学区対抗子どもドッジ

ボール大会」や「女性レクリエーションバレーボール大

会」、「レクリエーションインディアカ大会」などのス

ポーツ大会を開催するとともに、指導者向け研修会やス

ポーツ教養講座、新たに開催する「夏休み子どもスポー

ツ体験教室」など、より多くの区民にスポーツに親しん

でいただける事業を行います。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
「夏休み子どもスポーツ体験教室」の開催 
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施策７ 区民の健康づくりの推進 

健康づくりの推進 

取組項目 取組 27 健康づくりの推進 継続 

取組内容 

①区内の商業施設など、区民の皆さまが多く集まる場所

や区民まつりなどの機会を活かして、専門職による健

康相談や健康チェックを行います。 

②保健師とともに「あつたロコモ予防大使」（※1）など

が、健康づくり教室「和気あいあいあつた体操」を区

内 2か所で各 3回以上行います。また、高齢者サロン

や多くの区民が集まる場所で「なごや健康体操熱田区

オリジナルバージョン」の普及啓発に努めます。 

※1 区民の健康づくりと、ロコモティブシンドローム

（※2）予防に関する知識を普及する講座を受講され

た方（主に保健環境委員） 

※2 脚など運動器の衰えによって歩行困難など要介護

になるリスクが高まる状態のこと 

③熱田区歯科医師会と連携し、「歯と口の 1日健康セン

ター」、「８０２０表彰式」を開催します。 

保健予防課 

具体的な

目標値 

健康相談や健康チェックの実施 4 回 

なごや健康体操熱田区オリジナルバージョンの実施人数 800 人 

「歯と口の 1日健康センター」の開催 

「８０２０表彰式」の開催 

取組項目 
取組 28 熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成 

～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～
新規 

取組内容 

①高齢者や障害者、子育て中の方を対象にモニター

ウォーキングイベントを開催し、ウォーキングマップ

に盛り込む配慮が必要な方を想定した情報をモニター

から得るとともに、地域の人々との交流や健康づくり

を図ります。 

②官民で構成されたプロジェクトチーム（第 4次熱田区

地域福祉活動計画）による熱田区史跡めぐりウォーキ

ングマップの作成及び配布を行います。 

保健予防課 

福祉課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 

モニターウォーキングイベントの開催 

熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成及び配布 
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施策８ 地域福祉の推進 

地域福祉活動の支援 

取組項目 取組 29 地域福祉活動の支援 継続 

取組内容 

①相談窓口開設、交流会開催によりふれあい・いきいき

サロン、認知症カフェの開設・運営支援を行います。 

②支援の必要な方を地域で日常的に見守り、助け合い、

必要な福祉サービスにつなげる活動を、より身近に見

守ることができる町内など小エリアから推進します。 

③生活支援部会（※1）のメンバーが見守り・支えあいの

必要性を共有し、あつた生活支援情報誌（仮称）とと

もにステッカーを使い、支え合う地域づくりの意識啓

発を進めます。 

※1 地域包括ケアシステム構築の推進母体の一つとし

て、高齢者が地域で自立した日常生活を営むために

必要な支援体制を検討することを目的に設置された

会議 

④第 4次熱田区地域福祉活動計画（※2）の関連プロジェ

クト（※3）を推進します。 

※2 令和元年から 5年間、熱田区が誰もが住みやすい

福祉のまちとなるよう、熱田区社会福祉協議会が事

務局となり地域住民・団体、行政等と一体で策定し

た福祉計画 

※3  熱田区の良いところや資源の認知度アップを図

る取り組みや全世代が参加できる取り組み、孤食解

消「みんなのまちのおしゃべりカフェ」など今は無

いものを新たにつくる取り組みなど、「ぬくといつな

がりのあるまち」を実現するためのプロジェクト

社会福祉協議会

いきいき支援センター

福祉課 

保健予防課 

具体的な

目標値 

ふれあい・いきいきサロンの新規開設 3 か所 

見守り支援エリア 1 増 

 地域福祉活動の支援に関連する取り組み 

取組項目 取組 21 子育てと介護の「ダブルケア」に関する啓発事業 ｐ15 

取組項目 
取組 28 熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成 

～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～
ｐ19 

- 20 -



施策９ 高齢者への支援 

高齢者の健康づくり・社会参加 

取組項目 取組 30 「みんなでのばそう！健康寿命」事業 継続 

取組内容 

運動などの取り組みや、高齢者サロンやボランティア

活動などの地域活動への参加にポイントを付与し、取り

組みを支援する「みんなでのばそう！健康寿命」事業を

実施します。高齢者が楽しみながら継続して活動を続け

られる環境を整えることで、健康づくりに加えて、地域

活動への参加を通じた地域コミュニティの活性化を図り

ます。 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

いきいき支援センター

具体的な

目標値 

応募者 750 人 

事業をきっかけとした活動機会の増加などの割合 80％以上 

取組項目 取組 31 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 継続 

取組内容 

①「熱田いきいき体力測定会」と「健康づくり講演会」

を開催し、体力を把握する機会の提供と、その結果を

踏まえアドバイスすることにより、健康維持の意識を

高めていただくよう努めます。「みんなでのばそう！健

康寿命」事業と連携し、多数の方に参加していただけ

るよう努めます。 

②「芸能のつどい」、「春季・秋季ウォーキング大会」な

どの老人クラブ主催の事業を支援するとともに、老人

クラブ活動のＰＲを積極的に行い、高齢者の仲間づく

りを支援します。 

③高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活できるよ

う、認知症予防・運動機能・栄養・口腔などに関する

介護予防の知識の普及啓発を行うことを通して、高齢

者サロンなどの活動支援に取り組みます。 

福祉課 

保健予防課 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 

「熱田いきいき体力測定会」と「健康づくり講演会」の参加人数 各 125 人 

老人クラブの会員数 令和元年度より増加 

高齢者サロンなどの活動支援の実施 125 回 
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取組項目 取組 32 高齢者虐待の防止  継続 

取組内容 

高齢者虐待を防ぐため、高齢者及びその家族などに相

談・通報窓口を案内します。また、虐待ケースについて

高齢者虐待防止連絡会議・高齢者虐待防止ネットワーク

支援会議を開催し、情報共有を図り、支援についての検

討を行います。 

福祉課 

保健予防課 

いきいき支援センター

具体的な

目標値 
高齢者虐待防止連絡会議・高齢者虐待防止ネットワーク支援会議の開催 

 高齢者の健康づくり・社会参加に関連する取り組み 

取組項目 
取組 28 熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成 

～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～
ｐ19 

認知症の方や家族への支援 

取組項目 取組 33 認知症の方や家族への支援 継続 

取組内容 

①認知症の方とその家族を地域で支えていくために認知

症サポーターを養成します。 

②区民の方を対象とした認知症講演会を開催します。 

③認知症によるはいかい高齢者への声かけや連絡に関す

る「はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練」を実

施します。 

④「出張回想法」、「なつかし映画会」を開催し、楽しみ

ながら認知症予防に繋げます。 

社会福祉協議会

いきいき支援センター

福祉課 

保健予防課 

具体的な

目標値 

認知症講演会の開催 

「はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練」の実施 

「出張回想法」、「なつかし映画会」の開催 

施策 10 地域包括ケアシステムの推進 

地域包括ケアシステムの推進 

取組項目 取組 34 地域包括ケアの普及啓発 継続 

取組内容 

住民主体の地域包括ケアシステムの理解を進め、地域

活動への参加や仲間づくりなど地域とのつながりの必要

性について知っていただくため、住民のニーズを反映し

た講演会や勉強会などを開催します。 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

いきいき支援センター

具体的な

目標値 
講演会や勉強会の参加者の満足度 80％以上 
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取組項目 取組 35 緊急時あんしんキットの普及 継続 

取組内容 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 75 歳以上の高齢

者のみ世帯を対象に、希望者へ「緊急時あんしんキッ

ト」(※）を配付します。また、高齢者福祉相談員を通じ

て、情報の更新について案内します。 

※ 病状や緊急連絡先など、救急搬送時に必要な情報

をカプセルに入れて、冷蔵庫などに保管して緊急時

に備えるもの 

福祉課 

具体的な

目標値 

新規配付対象者への活用の呼びかけと配付 

配付済の方に情報の更新を呼びかけ 

 地域包括ケアシステムの推進に関連する取り組み 

取組項目 取組 21 子育てと介護の「ダブルケア」に関する啓発事業 ｐ15 

取組項目 取組 27 健康づくりの推進 ｐ19 

取組項目 
取組 28 熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成 

～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～
ｐ19 

取組項目 取組 29 地域福祉活動の支援 ｐ20 

取組項目 取組 30 「みんなでのばそう！健康寿命」事業 ｐ21 

取組項目 取組 31 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進 ｐ21 

取組項目 取組 33 認知症の方や家族への支援 ｐ22 
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施策 11 障害者への支援 

障害者の自立支援と社会参加 

取組項目 取組 36 障害者への支援 継続 

取組内容 

①防災訓練、区民まつり、エンジョイフェア(※)などに

おいて、熱田区障害者自立支援連絡協議会や関係機関

と連携し、障害や、障害のある人への理解を促進しま

す。また、ヘルプマークを広く周知します。 

 ※ 地域において障害のある人もない人も楽しみなが

ら福祉に触れ、交流できるイベント 

②区役所や区内の商業施設での授産製品の定期販売を実

施します。また、区民まつりをはじめとした各種イベ

ントにも積極的に出向き、販路を拡大します。定期的

に情報交換を行い、販売方法や広報の工夫などを図り

ます。 

③熱田区障害者自立支援連絡協議会と協働で障害者福祉

に関する地域課題の検討、障害福祉サービス事業所向

けの研修会を開催し、関係機関との連携を強化するこ

とで、多様なニーズへ対応し、適切な支援につなげる

よう努めます。 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

福祉課 

福祉課 

保健予防課 

社会福祉協議会

具体的な

目標値 

エンジョイフェア参加人数 250 人以上 

イベントなどにおけるヘルプマークの広報 4 回以上 

授産製品販売のイベントへの出店回数 54 回以上 

事業所向けの研修会の開催 3 回以上 

 障害者の自立支援と社会参加に関連する取り組み 

取組項目 
取組 28 熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成 

～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～
ｐ19 
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将来像４ 歴史的資産、文化的風土を活かした活気あるまち 

施策 12 あつたの魅力向上・魅力発信 

にぎわいを創出する事業 

取組項目 取組 37 熱田区区民まつり 継続 

取組内容 

地域への愛着心を高め、心の豊かさとぬくもりが感じ

られるまちづくりをめざし、区民相互のふれあいと交流

の場として「熱田区区民まつり」を開催します。 

①「にぎわい秋まつり」において、街道の要衝として発

展した熱田区の歴史性を活かした「街道宿場市」を開

催するなど、区の魅力を活かした特色あるまつりを開

催します。 

②区民の皆さまが相互に交流し、地域で生き生きと活動

した成果を発表する「文化祭」として、区民書道展・

美術展、秋季花道展、区民芸能オンステージを開催し

ます。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 

「にぎわい秋まつり」来場者数 12,000 人以上 

「文化祭」来場者数 1,700 人以上 

取組項目 取組 38 あったか！あつた魅力発見市 継続 

取組内容 

区内の大学、商店街などの各種実施団体と協働で

「あったか！あつた魅力発見市」を開催します。区内外

からお越しいただく多くの方に熱田の魅力を再発見して

いただけるよう、区内各所にマルシェを設置し、それぞ

れのマルシェが特色を活かした熱田の魅力を発信しま

す。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
公共交通機関によるイベントとのコラボレーションの実施 

取組項目 取組 39 熱田寺院特別公開 拡充 

取組内容 

区内各所にある寺院の協力を得て、普段公開されてい

ない本堂や貴重な文化財である仏像などの特別公開を実

施します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
公共交通機関によるイベントとのコラボレーションの実施 
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熱田の魅力の情報発信 

取組項目 取組 40 歴史資料展示 継続 

取組内容 

熱田の魅力を多くの人に発信し、次世代へとつなげて

いくため、区役所 1階の歴史資料展示コーナーや「区民

まつり」などのイベントにおいて、保有する歴史資料を

展示します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
歴史資料展示コーナー来場者の満足度 80％以上 

取組項目 取組 41 熱田寺院謎解き周遊ブック 新規 

取組内容 

区内外の方々に熱田の魅力を知っていただくため、区

内に点在する寺院を実際に訪れていただくことにより回

答が可能となるゲームブックを作成します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
区内外での広報活動の実施 

取組項目 取組 42 熱田ブランドの推進 継続 

取組内容 

重層的に存在する熱田の魅力を、産学民官が協力して

区内外へ発信するために、それぞれの取り組みを情報共

有し、更なる連携・協力に努めます。また、熱田ブラン

ドマークなどを利用し、「熱田ブランド」として一元的に

熱田の魅力を発信します。 

企画経理室 

具体的な

目標値 
熱田ブランド関連情報の区ホームページでの発信 6 回 

施策 13 地域活動への支援 

地域コミュニティの活性化 

取組項目 取組 43 町内会・自治会への加入促進の支援 拡充 

取組内容 

町内会・自治会の重要性について、防犯講話、防災イ

ベントなどの機会をとらえ説明するとともに、広報なご

や区版や区ホームページで発信します。また、今年度よ

り、町内会・自治会が行う交通安全運動や防犯灯の設置

などの地域活性化への取り組みについて区ツイッターな

どで紹介します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
町内会・自治会の必要性について各種媒体を活用し説明 
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まちづくり団体などの活動支援 

取組項目 取組 44 地域団体・大学などの活動支援 継続 

取組内容 

①にぎわい、交流のあるまちづくりをめざして、地域団

体や大学、ＮＰＯ法人などが行う活動を支援します。

また、「あつた堀川にぎわい委員会」と協働で「あつた

堀川一斉清掃と子ども乗船体験」、「あつたぐるりん

ウォーキング」を開催します。 

②「熱田神宮駅前地区まちづくり協議会」や「宮の渡

し・大瀬子地区まちづくり協議会」などの団体につい

て、円滑に組織が運営されるよう関係部署と連携・協

力します。 

地域力推進室 

具体的な

目標値 
各種団体の会議への参加 令和元年度以上の回数 
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区政運営 皆さまに信頼されるあったか区役所 

施策 14 区民サービスの向上 

接遇 

取組項目 取組 45 お客さまの目線に立った接遇 継続 

取組内容 

区役所に勤務する全ての職員は、来庁されるお客さま

を元気に明るくお迎えします。 

①区役所職員を対象に、お客さま満足度向上のための接

遇研修を実施します。 

②接遇研修の成果をもとに、各課が職場の課題に応じた

研修を実施します。 

区役所全課 

具体的な

目標値 

全所属を対象とした接遇研修の実施 

研修受講者による所属別研修の実施 

業務改善 

取組項目 取組 46 業務改善 継続 

取組内容 

業務改善に積極的に取り組み、より質の高い行政サー

ビスの提供をめざします。各課の業務改善事例から優秀

事例を庁内選考会「あつたカップ」で選定し、さらなる

業務改善につなげます。 

区役所全課 

具体的な

目標値 
業務改善を各課で１つ以上掲げ、取り組む 

施策 15 区民ニーズの把握 

意見聴取 

取組項目 取組 47 さまざまな場面での区民ニーズの把握 継続 

取組内容 

区民アンケートや区民会議、学区懇談会などさまざま

な場面でいただいた区政に対する区民の皆さまのご意見

を、区政運営や各事業の取り組み計画などに反映させる

よう努めます。 

企画経理室 

地域力推進室 

具体的な

目標値 

区民アンケートの実施 

区民会議の開催 2 回 
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施策 16 区民への情報提供 

積極的な情報発信 

取組項目 取組 48 さまざまな情報媒体の活用 継続 

取組内容 

①熱田区公式ツイッターを充実し、区民の皆さまに迅速

な情報提供を行います。 

②広報なごや熱田区版や熱田区ホームページをよりわか

りやすく、利用者が見やすいよう充実させます。 

③区役所 1階のモニター機器などを活用して、来庁者の

皆さまに区政に関する情報やイベントなどの情報をお

知らせします。 

地域力推進室 

企画経理室 

具体的な

目標値 

ツイート回数 100 回 

ホームページ活用のための研修の実施 
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４ 区内公所（署）の具体的な取り組み

熱田消防署 

地域防災マネジメント事業の推進 

①消防職員などが、実施学区内全世帯へ戸別訪問し、家庭における防災対策の

実施状況を聴取し、各家庭の状況に応じた防災啓発を実施します。 

②南海トラフ巨大地震など震災被害を軽減するため、自ら家具固定ができない

方に対し、家具転倒防止ボランティアを派遣して家庭内の家具などを固定す

ることで自助力の向上を図ります。 

防災安心まちづくり事業の推進 

①自主防災訓練メニューなどを活用し、自主防災組織ごとの過去の取組状況

や、地域の被災リスクなどを踏まえた、訓練提案を行うことで、より実践的

な訓練の支援をしていきます。また、災害時要援護者を含む地域住民の安否

を早期に確認共有することは、各戸における被害状況の把握やその後の自主

防災活動の優先順位の決定にも繋がることから、安否確認札による安否確認

訓練を重点的に働きかけます。 

②新たな事業所と災害時支援に関する覚書きを締結します。また、すでに締結

された支援内容の見直し、支援内容に関する地域と事業所の訓練などによ

り、その協力体制を推進します。 

火災予防体制の充実 

①いきいき支援センターと合同で、高齢者への個別訪問による防火指導を実施

し、火災による死者「ゼロ」を目指します。 

②千年学区を選定し、住宅用火災警報器の設置促進、維持管理の啓発としてキャ

ンペーンを実施し、住宅防火の推進に取り組みます。 

③社会福祉施設など事業所の立入検査を実施し、防火安全性を高めるため、法令

違反の是正指導を行います。 

④学区（未定）を選定し、放火火災防止の啓発に取り組みます。 

消防・救助活動の強化 

①消防隊員の活動能力の向上を目的として、特に地震災害などの自然災害を含め

た大規模災害及び特殊災害への対応能力の向上を図るため、年４回程度訓練を

実施します。 

②区内大規模事業所との連携により災害発生時の被害の軽減を目的として、引き

続き区内鉄道事業者、電気事業者、ガス事業者と合同訓練を年２回程度実施し

ます。 

③大規模地震発生時の同時多発火災への対応強化を目的として、消防団と消防隊

の連携訓練を引き続き実施するとともに、その他大規模災害発生時における対

応強化のため消防団と消防隊との連携訓練を年１０回程度実施します。 

救急救命活動の充実 

救急隊員間の活動技術と連携の向上を図り、救急業務高度化に対応できる救急

隊員を養成します。またＡＥＤ活用を含む応急手当救命講習を実施します。 
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熱田土木事務所 

安心して安全に利用できる道路や公園などの提供 

①熱田神宮北地区の生活道路交通安全対策 

昨年度実施した対策について、交通量調査などにより効果を確認します。 

②橋梁の補修工事 

老朽化が進行している内田橋及び住吉橋について、引き続き補修工事を実施

します。 

③その他 

道路の舗装工事、歩道の整備、歩道橋の塗装工事などを行います。

熱田環境事業所 

ごみ・資源の分別推進 

ごみ・資源分別マナーアップキャンペーンなどを通じて、ごみ・資源の分別に

ついて普及啓発・周知を行います。また市民からの問い合わせに対し、より分か

りやすい説明に努めます。 

古紙持ち去り防止の普及啓発 

適宜パトロールを実施するともに、条例の周知、指定団体への登録の推進を図

り、地域・関係機関と協力して、引続き古紙の持ち去り防止に努めます。

不法投棄の防止 

不法投棄の発生を更に抑制するため、引続きパトロールを随時実施するととも

に、地域及び警察と連携し被害現場の調査、違反者への指導を行います。 

熱田区校長会（熱田区内の小・中・特別支援学校の校長で構成） 

子ども一人ひとりの個性を大切にし、社会で活躍できる力の育成 

子どもや教職員のための良好な教育環境の整備 

学校・家庭・地域が共に子どもの豊かな育ちを応援する体制の整備 

生涯を通じた学びの支援 

①豊かな心を育む教育の充実 

関係機関との連携をより一層図りながら、いじめや不登校に対する取り組みの

充実を進め、児童生徒が心豊かに成長できるよう努めます。 

②良好な教育環境の整備 

 教職員個々が働き方を意識しながら、よりきめ細かな指導ができるような環境

の整備に努めます。 

③地域との連携の強化 

「地域に開かれた地域の学校」として、学校行事等の情報発信や地域行事への参

加を進めます。 
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上下水道局中川営業所 

防災意識の啓発 

①災害用備蓄飲料水「名水」の販売 

災害の備えとして家庭などでの飲料水の備蓄の促進を図ります。 

②市民向け行事を通じた防災情報などの発信 

市民向けの行事を通じて地域のみなさまに、地震や浸水などの非常時に役立つ

防災情報を発信していきます。また、小中学校に設置された地下式給水栓の操

作方法や、二次元コードを利用した開設状況の登録方法の周知を図ります。 

熱田図書館 

図書館の利用促進・地域の情報発信基地としての機能の強化 

①熱田の歴史など、地域の特性に対応した行事・展示の実施 

あつた宮宿会との連携講演会を 2回以上実施します。また令和 2年の熱田図書

館開館 60 周年を記念する行事や展示を実施します。 

②地域資料の収集 

「あつた」、「名古屋」に着目し、利用者の興味・関心が高いこの地域の祭事

行事、風習などに関する資料を収集します。 

③地域の子ども読書活動の推進 

館内行事及び学校、区役所、保健センターと連携し、地域の子ども読書活動を 

推進します。 

熱田区社会福祉協議会 

第 4次熱田区地域福祉活動計画を指針として、「ぬくといつながりのあるまち あつ

た」をめざす 

①地域福祉推進協議会活動（ふれあい給食、サロン、地域支えあい、見守りなど）

を支援します。

②赤い羽根共同募金運動に協力します。

②熱田区いきいき支援センター事業（総合相談支援、介護予防マネジメント、見

守り支援事業など）を実施します。

③新たな委託期間の初年度として熱田福祉会館・児童館の管理運営します。

④第 4次熱田区地域福祉活動計画関連プロジェクト（ボッチャを活用した地域共

生、ダブルケア支援、つながりあつた会議など）を推進します。

交通局名城線運転区 

安心・安全の推進（安全対策の強化） 

定位置に車両を停止させるための車両改造を行うとともに、令和２年度末まで

に名城線・名港線 34 駅に可動式ホーム柵を設置完了し、ワンマン運転化を順次

実施していきます。
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交通局鳴尾営業所（熱田区内では、熱田巡回系統などのバス路線を運行） 

快適・便利の向上（わかりやすく利用しやすい環境づくり） 

①市バス乗務員に対して、必要な知識や技能を、取得、維持させるため、外部研

修機関も活用して、研修などを実施します。

②市バスに不慣れな方にも安心してご利用いただくため、ピクトグラムを活用し

た乗換案内など、わかりやすい案内が行える液晶式停留所名表示器を設置しま

す。

熱田文化小劇場 

区民が文化芸術に触れることのできる機会の提供 

令和 2 年度は 4 月 1 日～3 月 15 日の間、天井工事により施設が使用できない

ため、施設外で行う事業を増やし、講堂で可能なものは実施します。

再オープン後にコンサートを実施するとともに、熱田区小学校へのお出かけ授

業、「図書館共催・アニメ劇場」などの開催や熱田神戸節講座（街あるき）、

「区民芸能オンステージ」「あつた朔日市ステージイベント（イオン熱田）」な

どを実施します。

熱田生涯学習センター 

学習機会の提供 

地域の人づくり・まちづくり、さらに熱田ブランドの魅力発信のため、現代的

課題、なごや学、親学、青少年育成、趣味実技、マイスター養成など講座・事業

を開催するとともに、「なごやか市民教室」などを開催します。 

自主学習グループ活動の奨励・支援 

各種事業のちらし、ホームページ、ブログ、学習情報コーナーなどで、生涯学

習に関する情報提供や自主学習グループの活動紹介を行うとともに、センターの

周知を図ります。 

生涯学習情報の収集や提供・学習相談 

きめ細やかな学習相談を実施するとともに、自主学習グループの発足や運営な

どの支援を進めます。また、学習成果発表や交流の場として「熱田生涯学習まつ

り」を開催します。 

安心・安全に利用され、親しまれる施設運営 

利用者の意見や要望を把握し、区役所や関係機関、地域との連携を図りつつ、

地域の生涯学習施設として市民が安心・安全に親しみをもって利用できるよう

に、施設の管理運営に関して積極的に工夫・改善に努めます。 
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５ 令和元年度区政運営方針の取り組み結果（概要） 

（１）全体の状況

令和元年度熱田区区政運営方針では、「住みたくなるまち 訪れたいまち あったか熱

田」をめざして全 39 項目の取り組みを掲げました。これらの取り組み項目の達成度は下

表のとおりです。 

 評 価 基 準 取組項目の数 

☆☆☆評価  概ね 8割以上達成 ３２ 

☆☆評価  概ね 5 割以上達成   ６ 

☆評価  5 割未満達成   ０ 

―評価  未設定      １ 

合  計 ３９ 

（２）各項目の取り組み結果 

＊令和元年度区政運営方針の取り組み結果の詳細については、区役所情報コーナーなどで配布してい

ます。また、区ホームページ（http://www.city.nagoya.jp/atsuta/）でもご覧いただけます。 

今回、☆☆と評価した項目については、熱田区将来ビジョンに基づいて、手法を検討するなどにより、

令和２年度も引き続き努力してまいります。 

さらに、☆☆☆と評価した項目についても、区民の皆さまにご満足いただけるよう、継続的に取り組ん

でいくことが必要であると考えています。 
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６ 区長の裁量が発揮できる予算 

（１）令和 2年度予算の概要 

○自主的・主体的な区政運営にかかる事業 

区民ニーズを的確に把握し、地域の特性に応じた施策を区長の裁量を発揮して実施する

ための予算として、令和元年度は以下のような取り組みを予定しています。

※上記以外にも区役所庁舎内への広告掲載や自動販売機の設置などにより確保した自主財源を市民サービ

スの向上に活用します。

○区の特性に応じたまちづくり事業 

区民会議での議論を踏まえて地域住民とともに重点項目として取り組む事業として、上

記とは別に次のような取り組みを予定しています。

区　　分
予算額
（千円）

安心・安全で快適なまち 219

安心して子育てができ、
子どもや若者が健全に
育つまち

317

誰もが「生きがい」や
「あったかさ」を感じられる
まち

593

歴史的資産、文化的風
土を活かした活気あるま
ち

6,913

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

1,076

合　計 9,118

親力アップ講座の開催、ダブルケアに関する講演会事業

熱田の魅力再発見事業（あったか！あつた魅力発見市）、区民まつりの開催、熱
田ブランドなど

区民ニーズの把握、区政運営方針の策定

主　　な　　事　　項

熱田区防災公開講座、なかよしペット事業＆快適なまちづくり

熱田区夏休み子どもスポーツ体験教室、みんなでのばそう！健康寿命事業、なご
や健康体操熱田区バージョンの普及など

交流イベントを通じて地域共生社会の実現を図るため、障害者や高齢者、子ども
連れの方など誰もが参加できる史跡めぐりマップの作成・配布を実施(取組28参照）

区内寺院の所有する県・市の指定文化財等の特別公開を実施し、区の魅力を
発信(取組39参照）

熱田区史跡めぐりウォーキングマップの作成
～みんなでいこみゃー、誰でもいこみゃー、熱田めぐり～

熱田寺院特別公開

区　　分 内　　　容

熱田寺院　謎解き周遊ブック
寺院についての謎解き周遊ブックを作成し、区内にある多数の寺院を実際に訪れ
てもらうことにより、区の魅力を発信(取組41参照）
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（２）令和元年度予算の執行状況

令和元年度は、自主的・主体的な区政運営にかかる予算として、9,024千円を予算化し、

以下の事項に支出しました。

※表中の金額は千円未満を四捨五入し、千円単位で表示しています。

（３）区まちづくり基金の受け入れ状況 

令和元年度までにいただいた寄附は、131,773 円でした。こちらは、今後の区の特性に

応じたまちづくり事業に活かしてまいります。ありがとうございました。 

区　　分
決算見込額

（千円）

安心・安全で快適なまち 358

区民一人ひとりが「生き
がい」や「あったかさ」を
感じられるまち

763

歴史的資産、文化的風
土を活かした「にぎわい・
交流」のあるまち

6,605

皆さまに信頼されるあっ
たか区役所

835

合　計 8,561

熱田の魅力再発見事業（あったか！あつた魅力発見市）、区民まつりの開催、熱
田ブランドの推進など

区民ニーズの把握、区政運営方針の策定など

主　　な　　事　　項

助け合いの仕組みづくり事業、帰宅困難者対策の推進、ペットの適正な飼い方な
どの啓発など

夫婦で子育てを楽しむペアレンティング講座、「みんなでのばそう！健康寿命」事
業、なごや健康体操熱田区バージョンの普及など
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【参考】

区内で実施予定の主な事業 

区政運営方針に掲げた事項のほか、区内で実施予定の主な事業は以下のとおりです。 

項目 所管 事業内容 

避難所開設キッ

トの配備 

防災危機管理局 

地域防災室 

すみやかな避難所開設及び避難所運営の支援を図るた

め、避難所開設時に最低限必要となる物品を集約した避

難所開設キットを全指定避難所に配備します。 

名古屋市空き家

活用支援事業 

スポーツ市民局 

地域振興課 

空き家の利活用を促進し、管理不適切な空家等の発生の

予防を図るため、空き家を地域の活性化を図る用途に使

用する場合、その改修工事費の一部を助成します。 

在宅高齢者訪問

理美容サービス

事業 

健康福祉局 

高齢福祉課 

外出により理美容サービスを利用することが困難な在宅

高齢者が、訪問による理美容サービスを受けやすくなる

よう支援するため、当該訪問に係る費用を市が負担しま

す。（ただし、理美容に係る経費は自己負担） 

港北エリアまち

づくり検討調査 

住宅都市局 

まちづくり企画

課 

２０２６年開催予定のアジア競技大会のメイン選手村予

定地とされている名古屋競馬場を含む港北エリアにおい

て、まちづくり将来ビジョンを策定するとともに、将来ビ

ジョンを踏まえた取組みの事業化を検討します。 

熱田神宮駅前地

区事業化検討等 

住宅都市局 

まちづくり企画

課 

地域が主体となって「まちづくり構想」の策定に取り組ん

でいることから、この動きにあわせて熱田区役所南側の

市有地の活用方針をまちづくり構想の中に盛り込み、構

想の内容の具体化に向けて検討します。 

金山駅周辺まち

づくりの推進 

住宅都市局 

まちづくり企画

課 

金山駅周辺まちづくり構想に基づき、古沢公園エリア、市

民会館エリア及びアスナル金山エリアにおいて、ホール、

商業施設、公園等の一体的な開発を行い、音楽や文化が面

的に広がる魅力的でウォーカブルなまちの形成を目指し

て、地区整備計画を策定します。 

橋りょうの耐震

補強（高座橋） 

緑政土木局 

道路建設課 

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進めています。 

（事業期間 令和 2年度～令和 3 年度（予定）） 

断夫山古墳の発

掘調査 

教育委員会事務

局文化財保護室 

断夫山古墳の史跡指定地外に広がる濠（ほり）・堤の範囲

などを確認するため、有識者等により構成される調査検

討委員会を開催し指導を受けながら、発掘調査を実施し

ます。 
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項目 所管 事業内容 

水 環 境 の 向 上

（合流式下水道

の改善） 

上下水道局 

下水道計画課 

公共用水域の水環境向上のため、千年水処理センターに

簡易処理高度化施設を導入し、合流式下水道の改善を進

めます。（令和２年度着工） 

区政へのご意見やご提案、「こんな熱田区にしたい」など、 

皆さまのご意見をお寄せください。 

熱田区役所企画経理室 
〒456-8501 名古屋市熱田区神宮三丁目 1番 15 号 

TEL：０５２－６８３－９６８８ 

FAX：０５２－６８２－１４９６ 

E-mail：a6839686@atsuta.city.nagoya.lg.jp 

http://www.city.nagoya.jp/atsuta/ 
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