
熱田区区政運営方針令和3年度

名古屋市熱田区役所

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。

　熱田区将来ビジョンに基づき、年度中に区役所が実施する自主的・主体的な取り組みを

はじめとする主な取り組みを区民の皆さまにお知らせするものです。

　職員一丸となって取り組んでまいります。

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。

住みたくなるまち　訪れたいまち　あったか熱田基本目標

めざすべき将来像

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。

横
断
中

ガイド

マップ

「令和 3 年度熱田区区政運営方針」の詳しい内容は、
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概要版

取組 1 防犯対策

取組 2 交通安全対策

取組 3 放置自転車対策

取組 4 空家及びいわゆる「ごみ屋敷」対策

取組 5 戸別訪問による防災啓発 

取組 6 家具転倒防止ボランティアの養成及び派遣

取組 7 区民総ぐるみ災害対応訓練の実施

取組 8 自主防災組織の育成支援 

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

取組10
 地区防災カルテを活用した地域防災力の

 向上 

取組11 指定避難所運営の担い手づくり 

取組12 区災害対策本部の機能強化

取組13 災害ボランティア団体との連携強化

取組14 防災関連事業の推進

取組15 町を美しくする運動

取組16
 ペットの適正な飼い方と災害時対応の

 普及啓発

将来像１　安心・安全で快適なまち

取組45 お客さまの目線に立った接遇

取組46 業務改善

取組47 さまざまな場面での区民ニーズの把握

取組48 さまざまな情報媒体の活用

区政運営　皆さまに信頼されるあったか区役所

取組37 区民の交流、ふれあいの場づくり

取組38 地域資源を活用した魅力発信

取組39 “あつた人（びと）”応援事業

取組40 熱田神宮南側地域の観光魅力度向上事業

取組41 歴史資料展示

取組42 熱田ブランドの推進

取組43 町内会・自治会への加入促進の支援

取組44 地域団体・大学などの活動支援

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

取組25 文化活動の振興

取組26 スポーツの振興

取組27 健康づくりの推進

取組28 感染症防止対策の普及啓発事業

取組29 地域福祉活動の支援

取組30 「みんなでのばそう！健康寿命」事業

取組31 高齢者の健康づくり・仲間づくりの推進

取組32 高齢者虐待の防止

取組33 認知症の方や家族への支援

取組34 地域包括ケアの普及啓発

取組35 緊急時あんしんキットの普及

取組36 障害者への支援

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

取組17 思春期や妊娠期からの支援

取組18 子育て支援に係る情報発信

取組19 子育ての仲間づくり

取組20 子育てと介護の「ダブルケア」に関する啓発事業

取組21 児童虐待の防止

取組22 プレママ・プレパパ応援事業

取組23 子どもの健全な育成

取組24 事故や犯罪に巻き込まれない環境づくり

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

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。

区政運営

熱田区将来ビジョン
　区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、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もの。（令和２年５月策定）

熱田区将来ビジョン（令和2年度～令和5年度）

令和3年度

区政運営方針
令和2年度

区政運営方針

具体的な
取り組み

中長期の
取り組み

令和4年度

区政運営方針

令和5年度

区政運営方針
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風水害や地震災害に備えて、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要配慮者に

配慮しながら実施します。

※記載内容は、４月当初に計画したものです。新型コロナウイルス感染症の影響により、取組内容が変更となる可能性があります。

年少リーダー講習会やキャンプ実

習などの活動を通じて、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。

「青少年を守る運動」や

「地域の世話やき活動」

などを支援します。

青少年健全育成の推進

思春期セミナーや新生児・乳児の

いる家庭への保健師・助産師によ

る訪問など、思春期や妊娠期から

の支援を行います。

「あつた子育てカレンダー」などに

より、地域の子育ての情報を提供

します。

子育て中の親や妊娠中のご夫婦を

対象に、子育て世帯応援講座（講演

会＆コンサートなど）を開催します。

子育て支援

ペットの適正な飼い

方を啓発します。

快適なまちづくりの推進

地域の皆さまと連携して清掃活動

を実施します。また、空地の適切な

管理に向け、啓発や指導を行います。

区内の犯罪実態に即した犯罪抑止

対策を策定し、防犯を啓発します。

安心して暮らせる
まちづくりの推進

主な取組項目 ：新規事業 ：拡充事業
新 拡

拡

安心して子育てができ、

子どもや若者が健全に育つまち

安心・安全で

快適なまち

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、「熱田区区民ま

つり」を開催します。

●「にぎわい秋まつり」

●「文化祭」

・区民書道展・美術展

・秋のいけ花展

・区民芸能オンステージ

区内の大学、商店街などと協働で、

「あったか！あつた魅力発見市」を

開催します。

区役所1階の歴史資料展示コー

ナーなどで、保有する歴史資料を

展示します。

産学民官が協力して、ウェブサイ

ト「熱田ブランド＋（プラス）」を中

心として一元的

に熱田の魅力を

発信します。

皆さまに信頼される

あったか区役所
令和3年10月に、

自転車等放置禁止

区域に指定される

地下鉄西高蔵駅・

神宮西駅、JR熱田

駅周辺において放

置自転車防止を啓

発します。

区民の皆さまの感染

不安を軽減するため

に、感染症予防に関

する正しい知識や感

染防止に関する技術

の普及啓発の講習会

を開催します。

感染症防止対策の普及啓発事業

障害者への支援

高齢者への支援

災害に強いまちづくり
の推進拡

生涯学習の振興
拡

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。

区民サービスの向上

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

組みなどに反映させるよう努め

ます。

区民ニーズの把握

さまざまな情報媒体を活用し、積

極的な情報発信に努めます。

区民への情報提供

熱田生涯学習センター

などと連携し、「熱田

と妖怪のつながりに関

わる講座」や「子ども向

け環境学習講座」を

開催します。

高齢者が新しい生活

様式の下で、楽しみ

ながら取り組みを続

け ら れ る 環 境 を 整

え、健康寿命の延伸

とフレイル予防を図

ります。

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。

地域団体や大学、NPO法人などが

行う活動を支援します。

地域活動への支援
拡

町内会・自治会への加入促進を

支援します。

障害に対する理解を深め

るため及び障害者の社会

参画の機会を増やすため

に、区役所や区内商業施

設における授産製品定期

販売の実施を推進します。
地域包括ケアシステム
の推進

地域包括ケアシステムの

構築に向けて、さまざま

な取り組みに関心を持

ち、理解を深めていただ

けるよう、周知・啓発を

行います。

区民の健康づくり
の推進
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熱田神宮南側地域の観光魅力度

向上をめざし、地域の歴史を紹介

する銘板を設置し除幕式を開催し

ます。

熱田神宮南側地域の
観光魅力度向上事業新

熱田ゆかりの歴史人物や現代の

“あつた人（びと）”の活動を通して、

熱田の歴史文化を学ぶことができ、

楽しく区内を回ることができるク

イズマップを作成します。

“あつた人（びと）”
応援事業新

あつたの魅力向上・魅力発信

歴史的資産、

文化的風土を活かした

活気あるまち

妊娠中のご夫婦、ご家族を対象に、

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こと

で出産後、子育ての不安を解消す

るための講座を開催します。

プレママ・プレパパ
応援事業新

誰もが

「生きがい」や

「あったかさ」を

感じられるまち

地域福祉の推進

支援の必要な方を地域で

見守り、助け合い、必要な

福祉サービスにつなげる

活動を、町内など小エリ

アから推進します。

新

「熱田ブランド＋（プラス）」

拡

新しく作成した「なご

や健康体操熱田区オ

リジナルバージョン

（立って体操）」と「あつたお口の体操」

を普及啓発します。

大規模地震災害の発生初期にお

いて、発見が遅れることで失う

命を減らすため、熱田区の全世

帯を対象とした安否確認訓練を

実施します。


