
コスモスビジョン 

（令和３年度取組み事業一覧） 



１ コスモスビジョン体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 自主的・主体的な区政運営予算及び区の特性に応じたまちづくり事業予算 

  令和３年度執行計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 令和３年度の取組み事業 

 将来像Ⅰ 魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！ 

 ~Let’s smile~ 

  （施策１）愛着と誇りを育むまちづくり・・・・・・・・・・・・・・３ 

（施策２）「発信」したくなるまちづくり ・・・・・・・・・・・・・９ 

将来像Ⅱ 誰もがいきいきと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on  smiling~ 

（施策３）安心して子どもを産み育てられるまちづくり・・・・・・１３ 

（施策４）子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり・・・・１９ 

（施策５）高齢者が自分らしく生活できるまちづくり・・・・・・・２２ 

（施策６）障害のある方が安心して生活できるまちづくり・・・・・２４ 

（施策７）区民が健康でいきいきと暮らすまちづくり・・・・・・・２８ 

将来像Ⅲ 安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！ 

~Protect your smile~ 

（施策８）地域防災力の高いまちづくり・・・・・・・・・・・・・３０ 

（施策９）安心・安全に暮らせるまちづくり・・・・・・・・・・・３４ 

（施策 1０）快適に暮らせるまちづくり・・・・・・・・・・・・・３８ 

信頼される区役所づくり・その他の取組み・・・・・・・・・・・・・４２ 

４ 令和３年度 北区内で行う主な各局事業・・・・・・・・・・・・・４９ 

※ 掲載内容は令和３年４月末日時点の内容です。 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止・変更となる場合があります。 



１ コスモスビジョン（北区将来ビジョン）体系  

コスモスビジョン（令和 3 年度取組み事業一覧）は、令和２年５月に策定したコスモスビジョン（北区将来ビジョン）に基づき策定する令和３年度の 

計画です。 
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主な取り組み事項 R3予算額(千円)

施策１

愛着と誇りを育むまちづくり

黒川友禅流し

黒川の桜保全プロジェクト

名古屋城脱出！隠密ロゲイニング大会 など

2,428

施策２

「発信」したくなるまちづくり

北区区民まつり きた・きたフェスタ

楠フェスタ

スポーツ・文化芸術活動・生涯学習の推進 など

5,238

施策３

安心して子どもを産み育てられるまちづくり

親子支援講座の開催

民生委員・児童委員活動の支援

子育てに役立つ情報の提供 など

318

施策４

子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり
子ども会活動の活性化への支援 183

施策５

高齢者が自分らしく生活できるまちづくり
高齢者「あんしんしーる」の作成 50

施策６

障害のある方が安心して生活できるまちづくり
障害のある方への就労支援 など 236

施策７

区民が健康でいきいきと暮らすまちづくり
出張健康相談、健康・感染症対策に関する普及啓発 65

施策８

地域防災力の高いまちづくり

防災ピクニックの支援

防災知識の普及啓発
40

施策９

安心・安全に暮らせるまちづくり

自転車の安全利用促進

防犯キャンペーン・防犯パトロールの実施
161

施策10

快適に暮らせるまちづくり

花いっぱい運動

犬猫の飼い主マナーの向上 など
186

1,253

10,158

主な取り組み事項 R3予算額(千円)

北区ジャズの街プロジェクト 4,000

北区まるっとすまいる大作戦 5,000

9,000

19,158

※１ 自主的・主体的予算

※２ 区の特性に応じたまちづくり事業

＜自主的・主体的な区政運営予算及び区の特性に応じたまちづくり事業予算 令和３年度執行計画＞

自主的・主体的な区政運営予算 合計

施策

＜自主的・主体的な区政運営予算＞

総計

区民ニーズを把握し、地域の特性に応じた施策を実施するため、区役所が自主性・主体性を発揮し、区政 運営方針に掲げた取り組みを行う予算

区の課題に対し、地域住民とともに重点項目として取り組む事業のための予算

将来像Ⅰ 魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！～Let's smile～

将来像Ⅱ 誰もがいきいきと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！～Keep on smiling～

将来像Ⅲ 安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！～Protect your smile～

信頼される区役所づくり

区民アンケートの実施

 来庁者サービスの充実

 ３S運動の推進

＜区の特性に応じたまちづくり事業予算＞

施策

施策１

愛着と誇りを育むまちづくり

施策５

高齢者が自分らしく生活できるまちづくり

区の特性に応じたまちづくり事業予算 合計
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将来像Ⅰ 

魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！ 

~Let’s smile~ 

施策１ 愛着と誇りを育むまちづくり

目 標 評 価 

区民が愛着や誇りをもてるまち 
（「北区独自の魅力や文化で自信をもって紹介で

きるものがある」と思う区民の割合） 

★ ★ ★ 

当初値(元年度) 32.7% 

現状値(２年度) 36.7% 

目標値(５年度) 40.0% 

～ 評価について ～ 

★★★ … 当初値（元年度）に対して向上 

★★  … 当初値（元年度）に対してやや向上または維持 

★   … 当初値（元年度）を下回った
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黒川などの水辺空間の魅力発信

取組み名 黒川友禅流し 地域力推進室

令和3年度目標 当日来場者数　1,300人以上

令和２年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により中止
それに替わり、過去に実施した黒川友禅流しの映像を市公式Youtubeチャン
ネルにて公開
【平成31年実績】
　開催日：3月30日  　参加者：約1200人

取組み内容

かつて黒川で盛んに行われていた名古屋型友禅の糊落としを再現します。
川面に設けるステージでは、開会式のほか、ジャズや琴の演奏などを実施し
ます。また、川岸の歩道では、北区女性会による呈茶コーナーや、地元の辻
学区による桜まつりを開催します。

取組み名 黒川観察会、黒川清掃 地域力推進室

令和3年度目標 観察会、清掃活動への参加人数　1,000人以上

令和２年度実績等

観察会、黒川清掃への参加人数　47人
①小学生向けの黒川観察会（6～9月計1回）
　新型コロナウイルス感染症の影響により、1校のみ開催
【令和元年度実績】
　開催回数：6～9月に10校（うち3校はトワイライト）
　参加人数：457人
②夏休み親子黒川観察会（8月15日）
　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　区内参加申込者に「黒川の生き物図鑑」を配布
【令和元年度実績】
　開催日：8月10日　参加者：小学生とその保護者　18組52人
③黒川清掃（9月19日）
　4月、6月、9月とも新型コロナウイルス感染症の影響により中止
【令和元年度実績】
　開催日：4月20日、6月1日　参加者：194人、167人
　9月は雨天により中止

取組み内容

①小学生向けの黒川観察会
　ロマン黒川の会の協力のもと、希望のあった小学校やトワイライトルーム
　に対し、観察会を開催します。
②夏休み親子黒川観察会
　広報なごや等を通じて参加者（親子20組）を公募し、ロマン黒川の会の協
　力のもと、黒川観察会を実施します。
③黒川清掃（年3回)【コロナにより内容等変更】
　黒川ドリーム会が中心となって、周辺学区住民やボランティア団体などと
　協力して、北清水親水広場周辺の清掃を行います。
④黒川の啓発【コロナにより内容等変更】
　区民まつりにおいて、生き物展示やパネル展示、生き物博士による黒川の
　生き物説明会を実施するなど、黒川の魅力をPRします。

※黒川ドリーム会：北区民まちづくり推進協議会の専門部会のひとつ。黒川をまちの貴重な
　財産として再認識し、水に親しめる場所、うるおいの感じられる場所にするために活動。
※ロマン黒川の会：北生涯学習センターで行われた名古屋マイスター「夢とロマンの黒川」
　の参加者を中心に発足した団体。
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北区の歴史・文化の魅力発信

取組み名 「伝統工芸」のPR 地域力推進室

令和3年度目標
体験会の参加者に対するアンケートで、「よかった」、「まあまあよかっ
た」と回答した人の割合　80％以上

令和２年度実績等

①伝統工芸品の展示
　区役所・北図書館・北文化小劇場において和裁・建具・つげ櫛・表具を
　展示
②伝統工芸体験会の開催
　令和2年10月18日に開催予定であった区民まつりの中止に伴い中止
③北区に根付く伝統工芸を紹介するオンラインイベントの開催
　区民まつりの代替事業として、職人を紹介する映像を撮影し、オンライン
　で配信する事業を実施
　当該内容を基にした冊子等の作成

取組み内容

①伝統工芸品の展示
　北区に根付く伝統工芸を北区役所、北文化小劇場、北図書館の展示スペー
　スにおいて展示します。

②伝統工芸体験会【コロナにより内容等変更】
　職人の技を体感できるよう区民まつりなどで体験会を開催します。

③動画・冊子等を活用したPR

取組み名 「味鋺いも」のPR 地域力推進室

令和3年度目標
味鋺いも農作業体験の参加者に対するアンケートで、「よかった」、「まあ
まあよかった」と回答した人の割合　90％以上

令和２年度実績等

①味鋺いも農作業体験
　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
【令和元年度実績：4月20日 苗植え、10月27日 収穫、20組69人】
②味鋺いもSweets Collection
　区内和洋菓子店11店舗の協力のもと、令和2年10月15日～11月30日にかけ
　て開催
③その他
　区民まつりにおけるいも菓子販売は区民まつりの中止に伴い中止
　楠5学区の小学校へ味鋺いもの学習用リーフレットを配布

取組み内容

①味鋺いも農作業体験
・広報なごや等を通じて、公募した区民を対象に、中味鋺の圃場において、
　苗植えから畑の草刈りなどの日常管理、収穫に至る農作業体験を実施しま
　す。
②味鋺いもSweets Collection
・10～11月に名古屋北生菓子組合と区内洋菓子店の協力のもと、各店舗にて
　味鋺いもを使ったいも菓子を販売します。
③その他【コロナにより内容等変更】
・名古屋北生菓子組合、北区内の洋菓子店協力のもと、北区区民まつりにて
　いも菓子の販売を行います。
・楠5学区（楠、味鋺、西味鋺、楠西、如意）の小学校へ、味鋺いもの学習
　用リーフレットを配布します。

６
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キタッコプライドづくり
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将来像Ⅰ 

魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！ 

~Let’s smile~ 

施策２ 「発信」したくなるまちづくり

目 標 評 価 

北区の魅力や情報が発信されているまち 
（「北区の魅力や必要な情報が発信されている」と

思う区民の割合） 

★ ★ ★ 

当初値(元年度) 47.2% 

現状値(２年度) 52.1% 

目標値(５年度) 55.0% 

９



戦略的な情報発信
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生涯学習の推進
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将来像Ⅱ 

誰もがいきいきと健康で、 

いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on smiling~ 

施策３ 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

目 標 評 価 

安心して子どもを産み育てられるまち 
（「北区は子育てしやすいまちだ」と思う区民の割

合） 

★ ★ ★ 

当初値(元年度) 69.7% 

現状値(２年度) 74.8% 

目標値(５年度) 83.0% 
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地域ぐるみの子育て支援

取組み名 子育て支援るーむ 民生子ども課

令和3年度目標 「子育て支援るーむ」参加者の満足度　98％以上

令和２年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により休止

【令和元年度実績】
子育て支援るーむ参加者数　1,699組(3月末現在）
アンケートでの参加者の満足度　97.1％

取組み内容

子育て支援るーむの実施
区内の保育所や主任児童委員などの協力による子育て支援るーむを運営
し、子育て世代の交流を図ります。

（特徴）
　　・子どもと楽しく過ごしながら、保育士や主任児童委員に育児相
　　　談などができます。
　　・関係機関の協力による親子で楽しく交流できる企画を開催しま
　　　す。

（実施例）
　　　保健師による健康講座
　　　図書館司書による絵本の読み聞かせ
　　　スポーツセンターインストラクターによるストレッチ講座
　　　など

取組み名 赤ちゃん訪問事業 民生子ども課

令和3年度目標 前年度以上の面談（郵送対応含む）実施率（100％）

令和２年度実績等
お祝いの品（ガーゼハンカチ等）のほか、保育施設ガイドやほいくえん
子育てカレンダーなどを配布（主任児童委員の訪問は中止し、郵送での
対応）

取組み内容

地域の児童委員・主任児童委員が、子育て中の家庭を訪問して、子育て
支援情報などをお届けします。

（対象者）
出生後3か月から6か月までの第一子のいる家庭

（お届けしているもの）
・祝い品（ガーゼハンカチなど）
・北区子育てガイドマップ
・北区保育施設ガイド
・北区ほいくえん子育てカレンダーなど
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取組み名 子育て広場 民生子ども課

令和3年度目標 当日の来場者数　160名以上

令和２年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

【令和元年度実績】
令和元年11月16日（土）開催　来場者数143名

取組み内容

北区内の全保育所が参加し、実際の保育園で行われている遊びの紹介な
ど、乳幼児を持つ世帯の交流の場と子育てに役立つ情報を提供します。

（内容）
①保育所紹介、入園相談
②離乳食の相談
③手作りおもちゃを作るコーナー
④親子がふれあえるステージ
⑤保健センターによる子育て相談など

取組み名 民生委員・児童委員活動の支援 民生子ども課

令和3年度目標
主任児童委員研修の参加者アンケートで「役に立った」と感じた方の割
合　99％

令和２年度実績等

　令和2年5月11日に区役所周辺、5月12日に楠地区会館、10月18日に区民
まつり会場で実施する予定だったPR活動は、新型コロナウイルス感染症
の影響により中止
　各民生委員児童委員協議会にＰＲグッズを配布し、各学区でのイベン
トや訪問時などに配布
　開催を予定していた主任児童委員研修は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止

【令和元年度実績】
アンケートで「役に立った」と感じた方の割合　98.3％

取組み内容

　区民まつり会場や各学区の夏祭り会場などで民生委員・児童委員とと
もに、地域に根差して活動している主任児童委員や民生委員・児童委員
の活動内容をＰＲグッズを配布してＰＲします。
　また、児童虐待を早期発見し対応できるよう、地域の児童福祉の中心
となる主任児童委員の知識向上のため、研修を実施します。
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取組み名 出張保育園相談 民生子ども課

令和3年度目標 全ての学区で実施

令和２年度実績等

４学区で実施
（当初全学区に派遣予定であったが新型コロナウイル感染症の影響によ
り、各学区で行われる予定であった子育てサロンが中止となったため）

【令和元年度実績】
16学区で実施

取組み内容
保育案内人を各学区で実施される子育てサロンや子育て支援センターに
派遣し、保育を希望する保護者に対して、多様な保育サービスの紹介や
保育施設入所に関する相談を行います。

取組み名 ほいくえん子育てカレンダーの配布 民生子ども課

令和3年度目標 ほいくえん子育てカレンダーを毎月更新

令和２年度実績等

４月のみ、ほいくえん子育てカレンダーを更新し、区役所等に配架
ホームページに掲載するとともに、赤ちゃん訪問や子育て支援るーむな
どで配布
※新型コロナウイルス感染症の影響により、保育所の地域開放事業や子
育て支援るーむが中止されているため、５月分よりカレンダーの更新を
休止

取組み内容

エリア支援保育所と連携し、保育所が地域に開放している行事や子育て
支援るーむの開催日の情報を毎月カレンダーにして発行し、区役所、児
童館、図書館などの施設で配布します。また、主任児童委員の赤ちゃん
訪問の際にも配布します。

※エリア支援保育所：
　専任の職員を配置し、子育てに関する相談や情報提供、ご家庭の状況
　に応じた適切な関係機関の紹介等を行うことで、子育て家庭の皆さま
　が、地域で安心して子育てができるお手伝いをする保育所です。
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将来像Ⅱ 

誰もがいきいきと健康で、 

いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on smiling~ 

施策４ 子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり 

目 標 評 価 

子ども・若者がのびのびと育ち学べるまち
（「北区は子ども・若者がのびのびと育つ環境だ」

と思う区民の割合） 

★ ★  

当初値(元年度) 59.7% 

現状値(２年度) 60.4% 

目標値(５年度) 65.0% 
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子ども・若者がのびのびと育つ環境づくり
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将来像Ⅱ 

誰もがいきいきと健康で、 

いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on smiling~ 

施策５ 高齢者が自分らしく生活できるまちづくり

目 標 評 価 

高齢者が自分らしく生活できるまち 

（「北区は高齢者にとって住みやすいまちだ」と思

う区民の割合） 

★  

当初値(元年度) 74.0% 

現状値(２年度) 72.7% 

目標値(５年度) 80.0% 
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北区まるっとすまいる大作戦
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将来像Ⅱ 

誰もがいきいきと健康で、 

いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on smiling~ 

施策６ 障害のある方が安心して生活できるまちづくり

目 標 評 価 

障害のある方が安心して生活できるまち 

（「区民が心のバリアフリー（障害のある方への理

解）がすすんでいるまちだ」と思う区民の割合） 

★ ★  

当初値(元年度) 48.6% 

現状値(２年度) 49.9% 

目標値(５年度) 55.0% 
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障害のある方への理解の啓発
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障害のある方の就労支援

2６
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将来像Ⅱ 

誰もがいきいきと健康で、 

いつも笑顔で暮らせるまちに！ 

~Keep on smiling~ 

施策７ 区民が健康でいきいきと暮らすまちづくり

目 標 評 価 

区民が健康でいきいきと暮らすまち 

（「日常生活の中で健康について意識をしている」

区民の割合） 

★ ★  

当初値(元年度) 85.0% 

現状値(２年度) 85.1% 

目標値(５年度) 90.0% 
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家庭や地域で取り組む健康づくり
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将来像Ⅲ 

安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！ 

~Protect your smile~ 

施策８ 地域防災力の高いまちづくり

目 標 評 価 

地域防災力の高いまち 

（「自助」・「共助」に対する意識をもち、日頃から

災害に備えている」区民の割合） 

★ ★  

当初値(元年度) 60.3% 

現状値(２年度) 64.1% 

目標値(５年度) 100.0%
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災害に備えた訓練の実施

防災知識の啓発や地域防災力の向上支援

取組み内容

大規模な地震災害や、降雨災害を想定した訓練を防災関係機関と連携し
て実施し、区本部設置訓練、自主防災訓練、避難所運営訓練や防災意識
の啓発活動を実施し、防災意識の向上を図るとともに各種防災体制の確
認、推進を図ります。また、医療救護所訓練を北区医師会と連携して実
施します。【コロナにより中止（医療救護所訓練）】

取組み名
総合防災訓練・水防訓練・
医療救護所訓練の実施

総務課

令和3年度目標 訓練に参加し、「有意義」と感じた方の割合　95%以上

令和２年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により、総合防災訓練・水防訓練・医
療救護所訓練は中止

【令和元年度実績】
訓練に参加し、有意義と感じた方の割合
総合防災訓練　87.3%、総合水防訓練　93.1%

取組み内容

　学区ごとの指定避難所の状況などを確認し、学区ごとの状況に応じた
避難所運営訓練を実施できるよう学区の取り組みを支援します。
　また、避難所運営リーダー講習会の実施などを通じて、地域で避難所
運営にあたる方の増加、知識啓発に努めます。
　北区自立支援連絡協議会防災地域づくり部会が中心となって行う要配
慮者避難所体験・訓練において実施に必要な支援を行います。

取組み名
学区避難所運営訓練・

要配慮者避難所体験訓練の支援
総務課

令和3年度目標
令和３年度末までに各学区における避難所リーダー数の拡大（116名）
（各学区の避難所リーダー数≧学区の避難所数×２名以上）

令和２年度実績等

令和元年度末現在で62名
令和2年度
11月3日　第1回避難所運営リーダー講習会開催
　　　　 全受講者35名（新規受講者28名、通算受講者90名）

取組み内容
対象学区の全世帯を対象に消防職員が中心となって戸別訪問し、家具転
倒防止器具等の防災用品を1つ配付することで、家庭の防災対策を進めて
いただくよう働きかける事業です。

取組み名 戸別訪問を通じた防災意識の啓発
総務課、
北消防署

警防地域第一(二)課

令和3年度目標 戸別訪問を通じた防災意識の啓発の実施

令和２年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止

【令和元年度実績】
川中学区（2,370世帯）で実施
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取組み内容

地域防災に関する話し合い、ワークショップ等
地域の方や消防署、防災ボランティア団体などのさまざまな団体と連携
し、地区防災カルテをベースに今後の防災を考える話し合いを実施しま
す。災害時の危険個所や役立つ施設等をまとめた避難マップなどを作成
するワークショップ等を開催します。

取組み名
地区防災カルテの活用による

地域防災力向上
総務課

令和２年度実績等

ワークショップについては新型コロナウイルス感染症の影響により中止
各学区委員長に事業趣旨を説明
9学区で話し合いを実施し、6学区において避難マップ等を作成し学区内
全体への周知を実施

【令和元年度実績】
話し合い実施　2学区
ワークショップに参加して防災に興味を持った方の割合　93.8％

令和3年度目標 ワークショップ等に参加して防災に関心を持った方の割合　100％

取組み名 防災ピクニックの支援 総務課

令和3年度目標 令和3年度末までに全19学区で開催

令和２年度実績等

新型コロナウィルス感染症の影響により子育てサロン等の中止が多く、
防災ピクニックを開催した学区は令和元年度にも開催した大杉学区の
み。
令和元年度末時点で12学区において開催済

取組み内容

主任児童委員等と協力し、子育てサロンなどの機会を通じて、防災に関
するトークイベントの実施、乳幼児向け防災物品の備蓄などについての
紹介、防災に関するグループ討議、非常食の試食体験などを実施し、乳
幼児がいる世帯の防災意識の向上を図ります。
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取組み名 防災知識の普及啓発 総務課

令和3年度目標
各種防災イベントに参加し、「自助」「共助」の取り組み意識が高まっ
た方の割合　100％

令和２年度実績等

東海豪雨20年事業：
　新型コロナウィルス感染症の影響により当初の予定から変更して実施
啓発映像の作成：
　小中学生向けの啓発映像を作成し、まるはっちゅーぶで公開
パネル展示：
　9月上旬ごろを中心に、北図書館、楠図書館、楠地区会館、アピタ名古
　屋北店、モゾワンダーシティにおいてパネル展示を実施
サステナまち計画2020：
　11月15日及び12月12日に開催し、中高大学生25名のほか、地元企業、
　地元住民が参加

【令和元年度実績】
防災フェスタ参加者450名

取組み内容

防災イベント等の実施
北区内の商業店舗と協力し、主に来店客を対象として普段防災訓練等に
あまり参加していない層に対して、防災に関する啓発の確保や水害対策
等の勉強会を北区内の防災関係機関と連携しながら実施します。
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将来像Ⅲ 

安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！ 

~Protect your smile~ 

施策９ 安心・安全に暮らせるまちづくり

目 標 評 価 

安心・安全に暮らせるまち 
（「安心・安全な生活ができる環境が整っている」

と思う区民の割合） 

★ ★ ★ 

当初値(元年度) 55.2% 

現状値(２年度) 62.1% 

目標値(５年度) 60.0% 
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交通安全の推進
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取組み名
キタク大作戦

子ども・高齢者の交通安全
地域力推進室

令和3年度目標
子ども・高齢者が当事者となる交通事故死傷者数　90人以下
※子ども：～15才、高齢者：65才～

令和２年度実績等

子ども・高齢者が当事者となる交通事故死傷者数　98人

5月子ども会・6月なごやかクラブ・10月区民まつり・11月楠フェスタ【2
年度中止】R1.5月子ども会・6月なごやかクラブ・10月区民まつり・11月
楠フェスタ実施
11月 楠学区交通安全イベントにて自転車などシミュレーターによる体験
型啓発を実施
12月 味鋺学区老人クラブクリスマス会にて交通安全講習会を実施

取組み内容

悲惨かつ重大な交通事故が発生する可能性が高い高齢者や子どもたちの
交通安全意識の向上を図ります。

①小学校、幼稚園、保育所における交通安全教室の実施
　これから行動範囲、交通手段が広がる子どもに対して、交通ルールや
　マナーを学ぶ機会を通じて交通安全意識の向上を図ります。
②自転車シミュレーターを用いた体験型の啓発事業
　子ども会の行事や学区における交通安全イベントにおいて、自転車の
　運転技術を検証することにより交通ルールやマナーをわかりやすく学
　び、交通安全意識の向上を図ります。
③自動車シミュレーター及び自転車シミュレーターを用いた体験型の啓
　発事業
　なごやかクラブ北連合会の行事において、自己の運動能力の状態を確
　認し、自動車及び自転車の適切な運転を心がけてもらいます。
④ふれあい給食会での啓発活動
　交通事故の加害者又は被害者にならないよう講話等を実施します。
⑤区民まつり、楠フェスタでの啓発
　交通安全ゲームや体験型機材を用い、自分の身を守る行動について考
　える機会を設けます。
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生活安全の推進
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将来像Ⅲ 

安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！ 

~Protect your smile~ 

施策１０ 快適に暮らせるまちづくり

目 標 評 価 

快適に暮らせるまち 
（「誰もが快適に生活できる環境が整っている」と

思う区民の割合） 

★ ★ ★ 

当初値(元年度) 56.3% 

現状値(２年度) 63.1% 

目標値(５年度) 60.0% 
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町を美しくする運動

取組み名 地域ぐるみの清掃活動の推進 地域力推進室

令和3年度目標 まちがきれいだと感じている区民の割合　75％以上

令和２年度実績等

まちがきれいだと感じている区民の割合　　72.2％
 6月　全市一斉クリーンキャンペーン【2年度中止】R1.6月実施
10月　町美重点学区（楠西、六郷）との協働清掃
11月　事業所との協働清掃
　　　　北愛知三菱自動車販売㈱志賀本通店
　　　　愛知日産自動車㈱辻本通店
　　　　東海マツダ販売㈱北店
　　　　 ㈱ヤナセ楠支店
12月　愛知学院大学との協働清掃

取組み内容

①全市一斉クリーンキャンペーンの日を中心に地域や環境事業所及び土
　木事務所と連携した清掃活動を実施します。

②区内民間事業所及び愛知学院大学の学生などと協働で清掃活動を実施
　します。

③毎月25日の「ウェルカムなごや・クリーンアップ運動の日」に昼休み
　を利用した職員による清掃活動を実施します。

④所有者に対し、雑草やごみ等で汚れた空地及び建物の調査や適正な維
　持管理を勧奨します。

取組み名 花いっぱい運動 地域力推進室

令和3年度目標 区の花が「コスモス」であることを知っている区民の割合　６０％以上

令和２年度実績等

区の花が「コスモス」であることを知っている区民の割合　32.3％
 4月　区役所来庁者へコスモスの種を配布
 6月　注文のあった学区及び町内会へ秋苗を配布(17団体 1,770株)
 9月　保育園～大学及び病院や社会福祉施設にコスモスの苗を配布
　　　　小学校19校、中学校7校、保育園29園、幼稚園11園、
　　　　病院・社会福祉施設5施設(71団体　1,400株)
 9月　注文のあった学区及び町内会へコスモスの苗を配布(4団体 520株)
11月　注文のあった学区及び町内会へ春苗を配布(17団体 2,045株)

取組み内容

地域や保育園、学校及び事業所と協力してコスモスの普及と地域緑化の
推進を図ります。

①学区及び町内会へコスモスやその他の花苗を斡旋します。
②区役所来庁者へコスモスの種を配布します。
③保育園・幼稚園、小・中学校、高校、大学へコスモスの苗を配布しま
　す。
④病院や社会福祉施設など花壇を有する事業所へコスモスの苗を配布し
　ます。
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取組み名 違反広告物をなくす運動 地域力推進室

令和3年度目標
商店街振興組合員の意識向上を図るとともに、事業所に対する意識の定
着を図る。

令和２年度実績等

 9月　商店街振興組合定例会において注意喚起
　　　 (大曽根本通商店街振興組合、柳原通商店街振興組合）
 9月　違反広告物パトロール(大曽根商店街で実施)
 3月　ＰＴＡ全市一斉パトロール：7月、12月、3月【2年度中止】
      R1.7月、5月、12月実施、R2.3中止
毎月1回　道路障害パトロール

取組み内容

①土木事務所や警察など、関係機関と連携した違反広告物パトロールを
　行い、公共空間である電柱、街路樹、道路等に掲出された張り紙、看
　板、のぼり旗など違反広告物を掲げる事業所に対して指導を行いま
　す。

②ＰＴＡ全市一斉パトロールにおいて違反広告物を把握し、対象事業所
　に対して関係機関と連携して指導を行います。

③各商店街振興組合の定例会において、組合員に対する周知を図ること
　により違反広告物意識の定着を図ります。
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犬猫の飼い方マナーの向上
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信頼される区役所づくり・その他の取組み 
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区民ニーズの把握・区政への反映

令和3年度目標 会議参加アンケートで有意義と感じた参加者の割合　70％以上

令和２年度実績等

①区民会議の開催
　新型コロナウイルス感染症の影響により会議中止
②各種団体会議などでの意見聴取
　令和3年2月に会議にあわせて実施
③区政推進会議　参加団体33団体（区役所除く）
　4・5月は新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　6・7月は令和2年度の会議の進め方（テーマ「SDGs」）を決定
　10月は愛知学院大学関教授による講演「地域課題としてのSDGs」開催
　12月にSDGsをテーマしたワークショップ実施

取組み内容

①区民会議の実施
　区内にある団体などで構成する会議で、区政運営方針の振り返りや北
　区のめざす将来像達成のための取組みについてのご意見をいただき、
　今後の区政に生かします。

②各種団体の会議等での意見聴取
　それぞれの団体の会議において、区の主要な取組みや団体に身近な取
　組みを説明し、ご意見をいただきます。

③区政推進会議
　北区内にある公所等間の連携や意見交換を通して、様々な分野の区民
　の区政への参画を図ります。

取組み名 区民会議・区政推進会議 企画経理室

令和２年度実績等

令和2年度寄附件数　12件

広報なごや6月号に制度の趣旨、令和元年度寄附実績を掲載
区民まつり、大曽根ジャスストリートは新型コロナウイルス感染症の影
響により中止のため、募金活動等PRは未実施。区役所主催のジャズイベ
ント、美術展で募金活動等PRを実施

取組み内容

①基金の趣旨等の積極的なPR
　区民が集まるイベントや広報なごや等での寄附の呼びかけを行いま
　す。

②寄附を活用した取組みのPR
　寄附が活用された具体的な取組みについてPRし、寄附の機運醸成を
　図ります。

令和3年度目標 区まちづくり基金への寄附件数　12件以上

取組み名 区まちづくり基金の活用・周知 企画経理室
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誰もが利用しやすい区役所づくり

令和２年度実績等

令和２年度アンケート結果　97.8％

①：通年実施。ただし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、
　　４・５・１月は中止
②：12月にパンジー・葉ボタンを庁舎南側花壇に植栽
③：継続実施
④：２階西側トイレの様式化、楠支所階段照明のLED化を実施

取組み内容

　来庁されるお客様にとって心地よい空間となるよう、利用しやすい施
設環境の整備、季節にあわせたおもてなし等による、お客様サービスの
充実を図ります。

①毎月２５日　：庁舎周辺等の清掃活動の実施
②通年　　　　：コスモスなど季節の花の植栽
③通年　　　　：１階フロアでのジャズ音楽による心地よい空間
　　　　　　　　づくり
④年１か所以上：区役所トイレの洋式化

　来庁されるお客様からの意見をもとに、分かりやすい、利用しやすい
区役所づくりを目指します。

令和3年度目標
「窓口アンケート」（毎月11月実施）で「本日の窓口での対応に満足し
ていただけましたか？」に「とても満足・満足」と回答した区民の割合
100%

取組み名 来庁者サービスの充実 総務課

令和２年度実績等

コスモスビジョンの認知度　26.1％（令和2年度区民アンケート）

令和2年5月　区将来ビジョン、令和2年度取組み事業一覧の公表
令和2年6月　区将来ビジョン概要版を全戸配布
令和2年6～7月　区民アンケートの実施（回収率32.9％）

取組み内容

①コスモスビジョンの公表
　令和3年度の取組み事業、北区のめざす将来像ための目標の達成度を
　お示しします。

②コスモスビジョン概要版の作成
　将来ビジョンの進捗状況および令和3年度取組み事業を紹介する概要
　版を作成し、コスモスビジョンの周知を図ります。

③区民アンケートの実施
　区民2,000人アンケートを実施し、結果を区将来ビジョンにおける成
　果指標の進捗や今後の取組みの参考とします。

令和3年度目標 コスモスビジョンを知っていた区民の割合　20％以上

取組み名
区民アンケートの実施
コスモスビジョンの公表

企画経理室
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令和3年度目標
「窓口アンケート」（毎月11月実施）で「本日の窓口での対応に満足し
ていただけましたか？」に「とても満足・満足」と回答した区民の割合
100%

令和２年度実績等

令和２年度アンケート結果　97.8％

①３S推進リーダーの選定
②３S推進シートの作成
　各所属にて３S推進リーダーを選定し、所属長とともに所属の３S目標
　を３S推進シートとして掲げました。
③３S推進リーダーを対象とした、接遇研修を実施しました。

取組み内容

３Ｓ運動（スマイル「笑顔で」、スピーディー「素早く」、セキュリ
ティ「正確に」）を心掛け対応するよう実施します。

①区役所職員の取組み
　職員の窓口応対の意識を向上させるための取り組みを検討、実施しま
　す。
・推進シートの作成
　各所属の３S課題の洗い出し、具体的な改善取組みを考案します。
・推進リーダーの設置
　各所属で３S推進リーダーを選定。所属長とともに、所属での具体的
　な改善取組みを推進し、取組み進歩の振り返りを行います。
②３S運動推進の認知度向上
　区民の皆様に運動の趣旨などを知っていただきます。

取組み名 ３S運動の推進 総務課

取組み内容

　来庁されるお客様にとって心地よい空間となるよう、快適な空間づく
りなどお客様サービスの充実を図ります。

①通年：１階ロビーの結婚メモリアルボードでの記念撮影
②通年：出生届提出の方へ出生お祝いカードの贈呈
③通年：市民課待合にマガジンラックを設置し、待ち時間の快適化
④通年：１階フロアでのジャズ音楽による心地よい空間づくり
⑤通年：市民課通路等での絵画、書道、生け花展示スペースの提供
⑥通年：混雑ランプ導入による市民への混雑情報提供

　来庁されるお客様からの意見をもとに、分かりやすい、利用しやすい
区役所づくりを目指します。

令和3年度目標
「窓口アンケート」（毎月11月実施）で「本日の窓口での対応に満足し
ていただけましたか？」に「とても満足・満足」と回答した区民の割合
100%

令和２年度実績等 ①～⑤：継続実施

取組み名 来庁者サービスの充実 市民課
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その他

令和２年度実績等

 5月　自転車盗難防止ツーロックの日キャンペーン
　　　【令和2年度中止】 R1.5月2回実施
 8月　スポーツ・健康づくりによるまちづくりコンソーシアムへの入
　　　会、第１回全体会議への参加
 8月　安心安全で快適なまちづくり区民大会及びパレード

【令和２年度中止】 R1.8月実施
 8月　防犯キャンペーン【2年度中止】R1.8月実施
10月　区民まつりにおけるキャンペーン【令和２年度中止】R1.10月実施
11月　サステナまち計画2020（1日目）
11月　スポーツ・健康づくりによるまちづくりコンソーシアム第2回全体
　　　会議への参加
12月　協働清掃活動（名城公園）
12月　年末特別警戒合同パトロール出発式及び年末特別警戒青色回転灯
　　　車防犯パトロール【2年度中止】
　　　サステナまち計画2020（2日目）
12月　大学生に対して交通安全・生活安全講話を実施
 2月　スポーツ・健康づくりによるまちづくりコンソーシアム第3回全体
　　　会議への参加

取組み内容

北区内にキャンパスを置く愛知学院大学との連携協定に基づき、まちづ
くり、防災、生涯学習、文化など幅広い分野において、相互に協力し、
地域社会の発展に寄与することを目的に取り組んでいきます。

①「サステナまち計画」の開催
　「サステナブル＝持続可能な」社会やまちづくりについて考え、地域
　課題解決のためのアイディアを提案するワークショップを開催しま
　す。
　地元企業、愛知学院大学、青少年交流プラザと連携して実施します。

②愛知学院大学が主催するまちづくりコンソーシアムに参加し、参加団
　体とスポーツや健康づくりを軸とした連携を行います。

③学生防犯ボランティアである愛知学院大学防犯ボランティア団体「Ｃ
　ＰＵ」と連携し、防犯パトロールの実施や区民まつり及び区役所等で
　行う防犯啓発活動を実施します。

④学生主体のボランティア団体である愛知学院大学ＡＧＵボランティア
　センター「くりりん」と連携した清掃活動を行うことにより、北区を
　きれいな町、ポイ捨てのない町にするとともに地域住民のモラルやマ
　ナーの向上を目指します。

取組み名 愛知学院大学と連携した取組みの推進 全所属
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令和２年度実績等

・一部学区のサロンを通じて、オープンデータによる公開を前提に
　北区の古い写真を公募
・イベント情報のオープンデータによる公開の開始（令和2年4月号～）
・楠西学区でのⅠＣＴ利活用の実証事業の実施
・民生会長会でのⅠＣＴ学習会の実施
・北区ⅠＣＴ利活用推進プロジェクトチーム会議の開催

取組み内容

北区のさまざまな取組みにおけるICTの利活用について、国立大学法人名
古屋大学、株式会社デンソーと連携した検討や実施をすすめます。

①オープンデータによる北区の魅力発信
　北区の古い写真を公募し、「北区今昔写真集」としてオープンデータ
　による公開を行います。

②イベント情報のオープンデータ化
　広報なごやに掲載する北区のイベント情報を二次利用がしやすい形式
　で公開します。

③ICT利活用による地域包括ケアシステムの構築

④ICT利活用推進プロジェクトチーム会議を開催し、北区の魅力、健康、
　福祉及び安心安全なまちづくりを推進するためのICT利活用策の検討
　や、北区役所における業務の効率化のための方策の検討、実験などを
　行います。

令和２年度実績等

10月　ＵＲ尾上団地でのKITA JAZZ!ワークショップの開催と詐欺
　　　被害防止啓発（10/12）

11月　還付金等詐欺被害防止ポスター掲出

12月　交通安全ポスター掲出（年末の交通安全市民運動)
　　　アーバンラフレ志賀での作品展の実施

取組み名
名古屋大学、デンソーと連携した
ICTを活用した取組みの推進

全所属

取組み内容

尾上団地において「地域医療福祉拠点化」をすすめることを契機とした
独立行政法人都市再生機構（UR）との連携協定に基づき、少子高齢化へ
の対応や災害に強いまちづくりなど社会環境の変化に伴う多様化する地
域課題に対応し、持続可能な地域社会づくりを目的に取り組んでいきま
す。

①区内のＵＲ賃貸住宅集会所の掲示板へ特殊詐欺被害防止ポスターを掲
　示し、特殊詐欺被害防止の啓発を実施します。

②集会所で行う多世代交流会や、防災及び福祉関連講話を行う際、振り
　込め詐欺や還付金詐欺など、高齢者を狙った特殊詐欺に遭わないよう
　生活安全講話や周知チラシを使って注意喚起を行います。

③UR尾上団地での関係者会議の開催・介護予防事業の実施

取組み名
独立行政法人都市再生機構（UR）と連携した

取組みの推進
全所属

4７



令和２年度実績等

・定期的な窓口カウンターの消毒
・窓口カウンターへのアクリルパネルの設置
・会議開催時の座席配置の配慮、換気の徹底、マスク装着及び
　手指の消毒の勧奨

取組み内容

窓口対応やイベント等運営において、新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策を行い、安心して利用していただける区役所を保ちます。

・定期的に窓口カウンターの消毒を行います。
・窓口のカウンターにビニールシート等を設置し、飛沫感染を予防しま
　す。
・毎月月初めの生活保護費支払時は、生活保護受給者がソーシャルディ
　スタンスを確保できるよう、床に待機場所の表示をします。
・庁内各所に「３D大作戦」シールを貼り付け、感染症拡大防止にかか
　るポスターを掲示します。
・会議等は三密に配慮した座席配置とし、十分な換気と参加者へのマス
　ク装着及び手指の消毒を促します。
・街頭啓発事業において、ハンドマイクの使用や手袋を着用するなど、
　感染予防対策を講じるとともに、対面方法以外の啓発活動を展開しま
　す。
・イベント等を実施する際は、「市が主催する催物（イベント等）に係
　るガイドライン」に基づき、参加者にはマスクの着用や会場入り口に
　おける手指の消毒を依頼するとともに、非接触型温度計による体温測
　定と発熱時における参加自粛要請、感染追跡調査のための連絡先の把
　握等を行います。
・庁内での感染症対策マニュアルを作成します。
・庁内消毒用物品を備蓄するとともに、指定避難所への衛生用品のさら
　なる配備を行います。
・指定避難所における感染症拡大防止のためのマニュアル整備と小中学
　校における避難スペースゾーニングを考案します。
・指定避難所における感染症対策訓練実施の支援をします。
・授産製品の販売再開に向け、出店マニュアルを作成します。

取組み名 新型コロナウイルス感染症に配慮した区役所運営 全所属
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令和３年度　北区内で行う主な各局事業

福 祉

認知症高齢者グループホーム居住費助成

認知症高齢者グループホームに入居する低所得者に対する居住費の一部助成

について、対象者を拡大します。【健康福祉局】

防 災

指定避難所通信環境の整備及び電源の確保

主要な指定避難所である市立小中学校において、災害時に避難者が通信環境

を活用できるよう整備するとともに、電気自動車等を活用して指定避難所に

おける避難者用の電源確保を行うことにより、災害による通信障害や長期停

電への対応強化を図ります。【防災危機管理局】

大規模風水害時における広域避難行動指針の策定等

大規模風水害時に市民の命を守るための広域避難について、本市の地域特

性、国等における広域避難の考え方やこれまでの検討結果に基づき、各地域

における計画の策定等を実施します。【防災危機管理局】

橋りょうの耐震補強（喜惣治大橋左岸取付橋）

緊急輸送道路等に架かる喜惣治大橋左岸取付橋について、耐震対策として橋

脚補強を行います。【緑政土木局】

下水道の浸水対策

1時間63㎜の降雨に対して浸水被害をおおむね解消するとともに、1時間100

㎜の降雨に対して床上浸水をおおむね解消することをめざして整備を進めま

す。【上下水道局】

安心・快適

手術支援ロボットの購入

西部医療センターにおいて、従来の手術に比べて傷口が非常に小さく、出血

が少ないなど、患者にとってメリットの大きい手術を行うための手術支援ロ

ボットを整備します。【総務局】

青少年交流プラザの天井等落下防止対策

1階オープンスペース全体の吊り天井について落下防止対策工事を実施しま

す。【子ども青少年局】

駅構内トイレのリニューアル

訪日外国人、高齢者をはじめ、誰もが快適にご利用いただくため、全ての便

器の洋式化、全ての駅への温水洗浄便座の設置、ご利用の多い駅及び観光施

設最寄り駅のトイレ改修を進めます。（設計：名城公園駅、工事：大曽根

駅）【交通局】

救急隊増隊に伴う特別消防隊第三方面隊庁舎改修の設計等

増加する救急需要への対応を充実するため、救急隊増隊に向けた特別消防隊

第三方面隊の庁舎改修の設計等を行います。【消防局】
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コスモスビジョン（令和 3年度取組み事業一覧）についての 

皆さまのご意見・ご提案をお寄せください。 

名古屋市北区役所区政部企画経理室 

〒４６２－８５１１ 名古屋市北区清水四丁目 17 番 1 号  

  電話：０５２－９１７－６４２８・６４２９ 

  ファクシミリ：０５２－９１４－５７５２ 

  メールアドレス：a9176427@kita.city.nagoya.lg.jp

    ホームページ：http://www.city.nagoya.jp/kita/


