
コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 黒川などの水辺空間の魅力発信

約1,200人

中止

1,300人以上

中止

870人

47人

1,000人以上

39人

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

当日来場者数
※

黒川友禅流しは、新型コロナウイルス感染
症の影響により中止となりました。
代替として、黒川の魅力を紹介する動画を
作成し、令和4年5月2日にまるはっちゅー
ぶ（名古屋市市政広報映像）にて配信を開
始しました。

地域力推進室黒川友禅流し

北区に伝わる伝統工芸・
名古屋型友禅に触れるこ
とで、区民のふるさと北区
に対する誇りと愛着を育
みます。

かつて黒川で盛んに行われていた名古屋型友禅の糊落
としを再現するイベントを実施予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止となりました。

目標

評
価

評価の理由

地域力推進室
黒川観察会
黒川清掃

黒川の水辺環境の保全を
推進するとともに、黒川に
親しみ、その魅力を知る機
会を提供することで、北区
の豊かな自然を次世代に
伝えます。

観察会、清掃活動
への参加人数

※
観察会、清掃活動のほとんどが新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止となりま
した。

①小学生向けの黒川観察会
　計4校から申込がありましたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により、いずれも中止となりました。

②夏休み親子黒川観察会
　広報なごや等を通じて参加者を公募し、ロマン黒川の会
の協力のもと、黒川観察会を実施しました。区内在住の
親子13組39人が参加しました。

③黒川清掃（年3回)
　４月は雨天により中止。６、９月は新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となりました。

④黒川の啓発
　黒川を含む区の魅力PRチラシを作成・配布しました。
　中止となった黒川友禅流しの代替として、黒川の魅力を
紹介する動画を作成・配信しました。

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 黒川などの水辺空間の魅力発信

－

－

－

－

78.0%

中止

80％以上

中止

黒川の桜保全
プロジェクト

地域住民と行政で協力し
て黒川の桜の保全に取り
組むことで、「地域の誇り」
として次世代へ引き継いで
いきます。

①保全計画（維持管理計画）の策定（北土木事務所）
　健全度調査の結果を基に、黒川の桜を次世代に引き継
いでいくための維持管理作業の内容を示す保全計画を策
定しました。

②行動計画の策定（地域力推進室）
　市民や地域団体等によるワークショップを実施し、その
結果を踏まえて市民による桜保全活動の内容を示す行動
計画を策定しました。

③保全計画（維持管理計画）に基づく保全活動（北土木事
務所）
　作業（剪定、施肥など）

④行動計画に基づく見守り活動（市民）

⑤行動計画に基づく見守り活動の支援および啓発活動
（地域力推進室）

行動計画に基づく
市民活動の支援
や、黒川の桜に対
する市民の理解を
深める啓発活動を
通して、黒川の桜
保全に対する地域
住民の意識の向
上と定着を図る。

５
保全計画と行動計画の両輪からなる「くろ
かわ　桜咲くプロジェクト」を策定し、今後の
桜保全活動の方向性を示しました。

地域力推進室
北土木事務所

水辺空間の魅力発
信

水辺空間の魅力を広く発
信することで、地域とふる
さとの河川との密接な関
係を築きます。

①桜マップの配布
  黒川沿川を中心とした北区内の桜の名所をまとめたマッ
プを配布しました。

②「矢田川あそび」への協力
  矢田川子どもの水辺協議会・矢田川あそび実行委員会
主催（事務局：国土交通省庄内川河川事務所）のイベント
「矢田川あそび」への協力を予定していましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

矢田川あそびに参
加した子どもに対
するアンケートで、
「楽しかった」「まあ
まあ楽しかった」と
回答した人の割合

※ 地域力推進室
矢田川あそびは新型コロナウイルス感染
症の影響により中止となりました。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 北区の歴史・文化の魅力発信

－

中止

80％以上

中止

伝統工芸のＰＲ

北区の伝統工芸の認知度
を高め、北区民の地域へ
の「愛着」と「誇り」を醸成
します。

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した。

②伝統工芸体験会
　区民まつりにおいて職人の技を体感できる体験会の開
催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により区民まつりが中止となり実施できませんでした。

③動画・冊子等を活用したPR
　北区役所の新型コロナウイルスワクチン集団接種会場
や展示コーナーにおいて動画を放映しました。
　より多くの方に動画を観てもらえるようYouTube広告を
実施しました。
　海外の方にも北区の伝統工芸を知っていただくため、動
画の英語テロップ版を作成しました。
　区内の小学校4年生から6年生の生徒に対して冊子を配
布しました。
　楠中学校において出張授業を実施しました。
　伝統工芸を含む区の魅力PRチラシを作成・配布しまし
た。

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

※

伝統工芸体験会は新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となりました。
しかしながら、新型コロナウイルスワクチン
集団接種会場や展示コーナーにおいて動
画を放映したほか、伝統工芸を含む区の魅
力PRチラシを作成・配布しました。
また、区内の小学校4年生から6年生の生
徒に対して冊子を配布しました。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 北区の歴史・文化の魅力発信

86％

中止

90％以上

中止

97％

98％

99％以上

中止

味鋺いも農作業体験は新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となりました。

名古屋城脱出！
隠密ロゲイニング大
会

北区の歴史・文化や自然
と触れ合いながら、幅広い
年齢層に魅力を再発見し
てもらい、地域への愛着と
誇りを醸成します。

地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、見本と同じ
写真を撮影し得点を集めるスポーツである、「ロゲイニン
グ大会」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により中
止となりました。

味鋺いものＰＲ

味鋺いもの収穫・PRを通じ
て地域に愛着を持ってもら
うとともに、大都市と農業
の共生を図ります。

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する予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

②味鋺いもSweets Collection
　10月15日～11月30日に名古屋北生菓子組合と区内洋
菓子店の協力（区内9店舗）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した。

③その他
　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する予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、区民まつりが
中止になったことに伴い実施できませんでした。
　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した。
　味鋺いもを含む区の魅力PRチラシを作成・配布しまし
た。

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

※ 地域力推進室

地域力推進室

参加者アンケート
で、大会について
「よかった」「まあま
あよかった」と回答
した人の割合

※



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 北区の歴史・文化の魅力発信

8.1%

9.9%

15%以上

18.7％

「ジャズ」という魅力を区民
とともに育て、地域への愛
着と誇りを醸成する。「北
区＝ジャズの街」のイメー
ジを広く浸透させ、まちの
活性化を図ります。

①「KITA JAZZ！」のPR
　北区でジャズが聴ける場所やイベントなどの情報を発信
するとともに、北区のテーマ曲「Departure」や「KITA
JAZZ！体操」の普及活動、KITA JAZZ！紹介動画の放
映やジャズを含む区の魅力PRチラシを作成・配布などを
通してジャズの街をPRしました。

②ジャズコンサートの開催
　定期的にジャズコンサートを開催しました。ジャズ映画
上映会にコンサートを組み合わせるなど、幅広い層に興
味を持っていただけるイベントを開催しました。鉄道でのコ
ンサートは、新型コロナウイルス感染症の影響により実施
できませんでした。

③ジャズミュージシャン派遣
　学区行事にジャズミュージシャンを派遣しました。保育園
への派遣は新型コロナウイルス感染症の影響により実施
できませんでした。

④ワークショップの開催
　ジャズにのせたベビーマッサージ体験など、聴くだけで
なく、ジャズの楽しさを体感できるワークショップを開催し
ました。

⑤「KITA JAZZ！メンバーズ」の募集
　店舗等においてジャズを流すなど、KITA JAZZ！を区役
所と共に盛り上げてくれるメンバーを募集し、区民の皆さ
まと一緒にジャズを通したまちの活性化を図りました。

５
北区ジャズの街プロ
ジェクト
KITA　JAZZ！

目標である15％を3.7ポイント上回りました。 地域力推進室
「北区＝ジャズ」の
イメージを持つ区
民の割合
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R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策１　愛着と誇りを育むまちづくり

事業 キタッコプライドづくり

73.7%

中止

100%

中止

90.0％

84.3％

85%以上

79.8%

北区一日子ども区
長

※

子ども未来会議

子どもたちが自分たちの
まちを知り、まちの将来や
まちづくりについて主体的
に考えることで、次世代を
担う若者の地域への愛着
を育みます。

子どもたちにまちの将来やまちづくりについて考えてもら
うことで、まちづくりへの興味関心を高めるとともに、自分
たちのまちの将来について考える機会を提供することを
目的に、楠中学校において北区の伝統工芸について考え
る出張授業を実施しました。

子ども未来会議に
参加した子どもへ
のアンケートで北
区を自慢したいと
思った方の割合

４

北区の小学生が区の魅力
や特性を知り、北区への
愛着「キタッコプライド」を
育みます。

①北区一日子ども区長の実施
　北区内各小学校から1名が「北区一日子ども区長」とし
て参加し、区役所の仕事や区の魅力や特性を知ってもら
うことを予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症
の影響により中止となりました。

②子ども向けウェブサイトを活用した北区を知る機会の提
供
　子ども向けウェブサイト「キタッコくらぶ」を通して区の魅
力や特性を知ってもらうため、夏休みにサイト内コンテン
ツ「北区クイズ」を用いた企画を実施しました。

③みらいの北区ダンボールタウンプロジェクトの試行実施
　北区一日子ども区長の代替事業として、北区内の小中
学生を対象に企画・運営を担う高校生・大学生と一緒に
未来の北区をダンボールで創り上げながら、まちの機能
や魅力を学び、考える機会を提供することでまちづくりに
関わってもらう機運を醸成する「人づくり」を目的に実施し
ました。

北区一日子ども区
長に参加した子ど
もが北区を自慢し
たいと思った割合

企画経理室

地域力推進室

北区一日子ども区長は新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となりました。
子ども向けウェブサイトは随時イベント情報
などの更新を実施しましたが、サイト閲覧
者数の大きな増加には結び付きませんでし
た。
北区一日子ども区長の代替事業として子ど
もや保護者の意見聴取の機会とするととも
に子ども向けウェブサイトのコンテンツを充
実させるため、令和4年3月27日に「みらい
の北区ダンボールタウンプロジェクト」を試
行的に実施しました。

目標値の85％に届かなかったが、91％の
子どもが「自分の住むまち（北区）について
関心が高まった」と回答しており、一定の成
果は見られる。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策２　「発信」したくなるまちづくり

事業 戦略的な情報発信

313人

567人

600人以上

625人
（R3.11.25時
点）

95%

中止

97%以上

中止

５

各種SNSを通じて北区の
情報に触れる機会を提供
することで、区民の北区へ
の愛着を育むとともに、
SNSの特性を生かし広く情
報の拡散を図ります。

以下の各種SNSを用いて、イベント、子育て、防災、防犯、
福祉などの暮らしの情報を発信しました。

・Facebook
　ターゲット：主に30～50代
・Twitter
　ターゲット：主に10～20代
・ピアッザ
　ターゲット：主に30～40代のファミリー層
・市公式LINE
　ターゲット：幅広い世代

キタッコ広報大使

※

以下の内容で実施する予定でしたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止となりました。

①北区区民まつり実行委員会が主体となり、区役所と八
王子中学校において、地域に根ざした催し物を開催しま
す。

②区役所会場にステージを設け、公募による出演者のス
テージ発表や女性会による民踊などを実施します。

③北区社会福祉協議会主催の「きた福祉フェスティバル」
をはじめ区内各所で同時開催のイベントを展開します。

目玉事業として、令和元年度に八王子中学校と共同制作
した地域かるた「い・ろ・は・ち・お・う・じ」を使ってかるた大
会を開催します。

区民まつりの来場
者アンケートで、ま
つりについて「よ
かった」「まあまあ
よかった」と回答し
た人の割合

各種SNSの積極的な活用により目標を上
回りました。

地域力推進室

地域力推進室

Facebook及び
Twitterのフォロ
ワー数

北区区民まつり
きた・きたフェスタ

区民の「ふるさと北区」に
対する愛着と誇りを醸成
するとともに、「笑顔が満
開！のまち」の実現に向
けて、幅広い世代の交流
が深められる場として実施
します。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策２　「発信」したくなるまちづくり

事業 戦略的な情報発信

－

90%

90%以上

98%

97%

中止

95%以上

中止

味鋺、西味鋺、楠、如意、楠西の５学区では、地区住民の
ふれあいと交流を図りまちづくりを推進するため、楠地区
連絡協議会を設け、楠地区５学区が楽しむことができる
行事を実施していきます。

①　親睦スポーツ大会(ウォーキング大会)
　他機関・他団体の行うウォーキング大会に５学区住民に
も参加していただき、健康づくりとあわせて住民のふれあ
いと交流を進め、同時に歩行中の交通安全意識を高める
ため反射材等の交通安全用具を配布します。

②　５学区ふれあいまつり・楠地区会館文化祭
　楠地区会館が自主事業として行う楠地区会館文化祭と
楠地区５学区が主催する５学区ふれあいまつりのコラボ
イベントとして作品展示、活動発表、模擬店、官公署にお
けるお楽しみ行事等の実施を支援し、同時に行政情報を
発信していきます。

5学区ふれあいま
つり・楠地区会館
文化祭の来場者ア
ンケートでよかった
と回答した人の割
合

※

　親睦スポーツ大会、５学区ふれあいまつ
りおよび楠地区会館文化祭とも参加型イベ
ントであり、コロナウィルス感染症対策のた
め開催中止となりました。
　これらの事業は楠地区５学の住民のふれ
あいと交流を図り、まちづくりの推進を目的
とするもので、Web等での開催は趣旨にそ
ぐわないと考えます。

サステナまち計画
の参加者に対する
アンケートで、参加
した感想として「満
足した」または「ま
あまあ満足した」と
回答した人の割合

５サステナまち計画

SDGsの視点も踏まえなが
ら地域課題をテーマにした
ワークショップを開催し、持
続可能な社会やまちづくり
についての若者や地元企
業の関心を高めます。

北区の30代の人口が減り続けていることを踏まえて、
“ずっとスキ ”、住み続けたいまちとはどんなまちなのか
考え、参加者間で共有するワークショップを開催しました。
中学生以上を対象とし、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した。

楠支所区民生活課

目標を達成しました。 地域力推進室

楠フェスタ
楠地区住民のふれあいと
交流を深め、住みよいまち
づくりの推進を図ります。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅰ　魅力と誇りに満ち、笑顔いっぱいの未来に！

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

指標
取組名

取組の目的
（この取組を実施する目

的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

施策２　「発信」したくなるまちづくり

事業 生涯学習の推進

95.70%

95.00%

90%以上

95.15%

スポーツ・文化芸術
活動・生涯学習の推
進

生涯にわたりスポーツや
文化芸術活動を通した生
きがいづくりを支援しま
す。

　スポーツや文化芸術活動に親しむ機会や場の提供、区
役所ホームページなどの広報ツールを活用した情報提供
を行います。
①スポーツ
・区主催事業として、予定していた9事業のうち4事業が新
型コロナウイルスの影響により、中止となりました。OBソ
フトボール大会と女性レクバレー大会（4月）は、新型コロ
ナウイルスの影響により、一部日程のみの開催となりまし
た。11月のふれあいウォーキング、3月のすまいるウォー
キングと女子ソフトボール大会は、開催しました。
・連協等主催事業として、予定していた9事業のうち7事業
が新型コロナウイルスの影響により、中止となりました。
10月のOBソフトボール大会は実施、女性レクバレー大会
は、交流大会として開催しました。
・子ども向け事業として、キッズ走り型教室は、5月と9月
の2回予定していましたが、新型コロナウイルスの影響に
より、中止となりました。
・民生子ども課との共催を予定していた、キタッコドッチ
ボール大会は、新型コロナウイルスの影響により、中止と
なりました。
・東京オリンピック・パラリンピック競技体験事業として、
ボッチャ体験会を7月に開催しました。

②文化芸術活動
・春のいけばな展は、開催しましたが、秋のいけばな展
は、新型コロナウイルスの影響により、中止となりました。
・四季折々のいけばな展示事業は、新型コロナウイルス
の影響により、開始を当初の4月から6月に変更して開催
しました。また、展示翌月に区HP、Twitter、Facebookに写
真を掲示し、広報を行っています。
・子どもいけばな体験教室（春・秋）は、新型コロナウイル
スの影響により、中止となりました。
・美術展（10月）は、新型コロナウイルスの影響により、中
止となりました。
・12月に子ども書道教室を開催しました。

子どもを対象とし
た事業参加者満足
度（「よかった」、
「まあまあよかっ
た」と回答した人の
割合）

４

　目標としていた指標としては達成すること
ができた。一方で予定していた事業のうち
開催できなかったものもあるため概ね目標
を達成とした。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

施策３　安心して子どもを産み育てられるまちづくり

事業 地域ぐるみの子育て支援

97.1%

中止

98%以上

100%

95.4%

100%

100%

143名

中止

160名以上

中止

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

※

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、令和２年度から継続的に休止し
ておりました。令和４年１月に一時的に再
開しましたが、再び休止しております。今後
の再開に向けて、関係機関と調整中です。

民生子ども課

赤ちゃん訪問事業

子育ての負担感や孤立感
を軽減させるため、親子が
孤立しないよう、地域や関
係機関などが連携・協力し
て見守り支援を行います。

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

前年度以上の面
談実施率

子育て支援るーむ

子育ての負担感や孤立感
を軽減させるため、親子が
孤立しないよう、地域や関
係機関などが連携・協力し
て見守り支援を行います。

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。令和3年度は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、１回のみ
の開催となりました。

（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

「子育て支援るー
む」参加者の満足
度

４
新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業の実施に影響を受けたものの、方法を
変えて実施できました。

民生子ども課

子育て広場

子育て世帯の交流や子育
てに役立つ情報を提供す
るイベントを開催し、子育
て世帯が楽しく子育てでき
るよう支援します。

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

当日の来場者数 ※
子育て広場は新型コロナウイルス感染症
の影響により中止となりました。

民生子ども課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策３　安心して子どもを産み育てられるまちづくり

事業 地域ぐるみの子育て支援

98.3%

中止

99%以上

96.7%

―

45%

50%以上

90.1%

100%

中止

100%

100%

民生子ども課

児童虐待防止推進
キャンペーンの実施

子どもを虐待から守るまち
づくりを進めるため、児童
虐待問題に対する深い関
心と理解を得ることができ
るよう、広報・啓発活動を
集中的に実施します。

ドッチボール大会での啓発活動は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため中止としました。代替事業
として、オレンジリボンをはじめとした福祉に関わるリボン
運動の認知度向上のためのキャンペーンを１１月に実施
しました。また、５月と１１月には、行政モニタへの案内掲
出や啓発グッズの配布、庁内放送などにより、児童虐待
防止について啓発しました。

アンケートでのオレ
ンジリボンの認知
度

民生委員・児童委員
活動の支援

民生委員・児童委員や主
任児童委員の活動内容を
ＰＲし、住民の活動への理
解を深め、住民とのさらな
る信頼関係を築き、地域
全体で地域福祉課題の解
決に取り組める地域づくり
を行うとともに、児童虐待
を早期発見し対応できるよ
う主任児童委員の知識向
上を図ります。

　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。

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

※

民生委員の訪問活動やサロンなどでＰＲ
グッズを配布してもらいました。
また、主任児童委員研修については、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため１２月のみ開催しました。

５

ドッチボール大会での啓発活動は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め中止としましたが、代替事業として、オレ
ンジリボンをはじめとした福祉に関わるリボ
ン運動の認知度向上のためのキャンペー
ンを１１月に実施しました。また、５月と１１
月には、行政モニターへの案内掲出や啓
発グッズの配布、庁内放送などにより、児
童虐待防止について啓発しました。

民生子ども課

親子支援講座の開
催

子育て中の保護者を対象
とした講座を関係機関と連
携して開催し、保護者が持
つ育児不安を解消したり、
子育て力の向上を進める
ことで、児童虐待などの
様々な課題解決を図りま
す。

なごや子ども応援委員会や北生涯学習センターと協働
し、児童虐待に関する幅広い知識の習得、子育て家庭の
孤立化・密室化防止、地域ぐるみの子育て家庭の支援を
目的に講座を開催しました。

講座参加者のアン
ケートで「役に立っ
た」と回答した方の
割合

５

なごや子ども応援委員会と連携したイライ
ラしない子育て講座については、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、若葉中学
校体育館では実施できませんでしたが、Ｚｏ
ｏｍを活用したオンライン講座を実施しまし
た。また、未就学児をもった保護者向けの
講座として、生涯学習センターでの対面講
座を１回、Ｚｏｏｍを利用したオンライン講座
を３回実施いたしました。

民生子ども課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策３　安心して子どもを産み育てられるまちづくり

事業 地域ぐるみの子育て支援

―

－

95%以上

100%

―

84％

90%以上

中止

妊娠期からの支援

　すべての妊婦が安心し
て妊娠・出産期を過ごし、
子どもを産み育てることが
できる。

　母子健康手帳交付時、妊娠期サポートカレンダーを用
いて、妊娠・出産期サポーターによるアドバイスを行って
います。また妊娠32週頃の出産に向けた不安や判らない
ことが現実的になる時期に、電話等によりアプローチを継
続しています。妊婦の孤立感を解消し、安心して出産期を
迎えられるように支援しています。

妊娠32週頃に妊婦
支援を実施した割
合

５
出産前の妊婦全員に支援をすることができ
たため。

保健センター
保健予防課

保健センター
保健予防課

周産期支援連絡会

  周産期支援連絡会を開
催し、妊娠期からの保健と
医療の切れ目のない支援
の強化を図る。

　2月初旬の開催を計画していましたが、4月からの新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延状況と第6波に備えるため、今
年度の主担当である西区の方針で開催を中止することに
なりました。

連絡会参加者アン
ケートで「役に立っ
た」と回答した方の
割合

※
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、
今年度は開催を中止することになりました。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策３　安心して子どもを産み育てられるまちづくり

事業 子育て環境の整備

12月までに
実施

11月までに
実施

16学区

4学区

全学区
(19学区）

5学区

子育てに役立つ情
報の提供

安心して子どもを産み育てら
れるよう、子育てに必要な情
報の発信を進めます。

①北区保育施設ガイドの更新
　保護者に多くの保育施設の情報を知っていただき、入
所申込時に複数の保育施設を希望してもらい、待機児童
が発生しないようにするとともに、各家庭のニーズにあっ
た保育施設が選択できるよう、令和元年9月から北区ホー
ムページに「北区保育施設ガイド」を掲載しました。
　令和2年度は、内容の修正を職員で行いました。
　令和3年度は、区民から多い質問ページの追加などを行
います。

②北区子育てあんしんカードの配布
　令和2年6月から、急病時の連絡先や子育ての悩み相
談窓口の連絡先を記した、子ども医療証カバーに入れる
情報カードを作成し、子ども医療証とともに配布していま
す。

③区内子ども向けイベント等の情報発信
　区役所各課、区内公所が北区内で行う、子ども向けイベ
ントの情報をまとめ、北区ホームページ内に掲載し子育て
世帯が笑顔になれるよう支援していきます。

④ＩＣＴの活用による情報発信の検討
　ＩＣＴを活用した子育て情報の発信を検討します。

12月までに実施 ５
目標であった12月までに各事業を実施しま
した。

民生子ども課

出張保育園相談

多くの子育て家庭に対し
て、多様な保育サービス
の紹介や子育てに関する
相談を行うことで、子育て
の不安解消に努めます。

　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。

全ての学区で実施 ※
新型コロナウイルスの影響により各学区で
開催の子育てサロンが中止となり、事業を
縮小しました。

民生子ども課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策３　安心して子どもを産み育てられるまちづくり

事業 子育て環境の整備

毎月更新

４月のみ実施

毎月更新

中止

施策４　子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり

事業 子ども・若者がのびのびと育つ環境づくり

―

90.9％

80%以上

84.4%

民生子ども課

青少年の健全育成
活動

次世代を担う青少年が健
やかに成長できるよう、地
域における声かけ、見守り
活動の推進を図ります。

①夏の青少年をまもる運動（7月1日～8月31日）
大型商業施設や商店街での啓発活動は、新型コロナウイ
ルスの影響により、中止となりました。7月、8月に区役所
庁舎内で啓発物品の配布を行いました。
②冬の青少年をまもる運動（12月11日～1月10日）
③ＰＴＡ全市一斉パトロール（夏・冬・春）
7月29日（木）に重点校の楠西小において、学校、PTA、学
区等とパトロールを実施しました。
④「家庭の日」関連事業（通年）
11月13日（土）にふれあいウォーキングを開催しました。3
月5日（土）にすまいるウォーキングを開催しました。
⑤地域の世話やき活動（通年）
全19学区で実施しました。
⑥ネットモラル塾
11月29日（月）にネットモラル塾を開催し、インターネット等
の利用に関する注意点の啓発促進を行いました。
⑦子どもを対象としたスポーツ事業の実施（再掲※）
⑧子どもを対象とした文化教室の実施（再掲※）

※「スポーツ・文化芸術活動・生涯学習の推進」参照

 自分たちの住んで
いる地域が、子ど
もにとって安全・安
心して過ごせる居
場所であると感じ
ている人の割合

４

ほいくえん子育てカ
レンダーの配布

子育て世帯を支援する仕
組みや施策を充実させ、
その情報を子育て家庭に
もれなく行き届かせること
で、子育ての不安を解消
し、子育てを楽しむことが
できるようにする。

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。

ほいくえん子育て
カレンダーを毎月
更新

※
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
子育て支援るーむを休止しており、カレン
ダーの作成も休止しております。

　目標としていた指標としては達成すること
ができた。一方で予定していた事業のうち
開催できなかったものもあるため概ね目標
を達成とした。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策４　子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり

事業 子ども・若者がのびのびと育つ環境づくり

80%以上

中止

子ども会活動の活
性化への支援

子ども会活動を支援する
ことにより、地域を単位に
異年齢間交流を通じた子
どもの健全な育成を図りま
す。また、北区子ども会育
成連絡協議会（以下、「区
子連」という。）と連携し、
子ども会への加入促進を
行います。

①区子連と連携し、ソフトボール大会やキャンプなどの事
業を実施することにより、異年齢間交流を通じた子どもの
健全な成長を図ります。

②加盟・非加盟や、子ども会への加入、非加入を問わず、
誰もが参加可能なキタッコドッチボール大会を区子連と共
催で開催し、多くの子どもに子ども会事業を体験してもら
うことや、大会当日に子ども会の活動を広報することによ
り、子ども会活動の活性化や加入促進を目指します。

キタッコドッチボー
ル大会の参加者ア
ンケートで、「参加
してよかった」と感
じた方の割合

※
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、キタッコドッチボール大会は中止
となりました。

民生子ども課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策５　高齢者が自分らしく生活できるまちづくり

事業 北区まるっとすまいる大作戦

-

-

70%以上

92.0%

北区まるっとすまい
る大作戦

団塊の世代が75歳以上と
なる2025年を目標に、北
区地域包括ケアみらい図
実現のため、住み慣れた
地域で最期まで自分らし
い生活を送ることが出来る
よう、地域づくりを進めるも
の。

①認知症フレンドリーアイデアミーティングの開催
　認知症フレンドリーコミュニティガイドに基づき、認知症
当事者をはじめとして、福祉関係者、企業、学生等がつな
がり、当事者の課題ややりたいこと等を共有し、認知症の
ある人が暮らしやすいまちづくりのアイデアを話し合う場
づくりとして、「認知症フレンドリーフォーラム」「認知症フレ
ンドリーアイデアミーティング」を開催しました。

②「健康つながりまちカルテ」を活用した地域づくりの推進
　令和２年度に作成した学区単位の人口や高齢化率、高
齢者の健康と暮らしに関わる調査結果等をまとめたカル
テを活用して、地域主体のまちづくりを進めるため、モデ
ル学区2学区においてそれぞれ3回のワークショップを実
施した。

③ＫＩＴＡ　ＪＡＺＺ！を活かした健康づくり・まちづくり
　ジャズのリズムやステップを体感し、介護予防につなげ
てもらうためのDVD「KITA JAZZ！リズム＆ステップ」を作
成するとともに、DVDを活用した教室やイベント等のサ
ポートを行うサポーター養成教室を開催しました。

④ICT利活用の推進
　名古屋大学情報学部と連携し、学生が高齢者のデジタ
ルに関するお困りごとの相談にのる「デジタル相談会」を
開催しました。また、2学区でスマートスピーカー体験会や
勉強会を実施し、見守りや孤立防止に向けた活用の試行
実施を行いました。

⑤アウトリーチ型の普及啓発事業
　「老いること」「認知症」「看取り」等のテーマについて、考
え、語り合う場を創出することを目的に、図書館や公園、
コミュニティセンターなどに出向いて、「絵本（生老病死等
をテーマとする絵本）の朗読会」を開催しました。

ワークショップや事
業への参加者向け
アンケートで、北区
で暮らし続けること
が出来ると感じる
人の割合

４

コロナ禍で開催時期の遅れ、オンライン実
施に変更などはありましたが、コロナ禍でも
やれる方法等を模索しながら、予定通り事
業を開催することができました。

福祉課
北保健センター保健
予防課
地域力推進室
民生子ども課
楠支所区民福祉課
北区社会福祉協議会



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策５　高齢者が自分らしく生活できるまちづくり

事業 北区まるっとすまいる大作戦

70%以上

94.1%

施策６　障害のある方が安心して生活できるまちづくり

事業 障害のある方への理解の啓発

60%以上

―

55%以上

中止

※

北区ホームページへの掲載、ケアマネ勉強
会での照会などを行い、ケアマネージャー
や民生委員さんを通じて予定数を配布いた
だいた。

福祉課

障害のある方への
理解の啓発

障害のある方への理解
を深めるよう啓発活動を
行う他、障害のある方
からの相談に対し、障
害者差別相談センター
と連携し適切に対応しま
す。

①　北区民生委員児童委員総会において、「知的障
害者疑似体験講習」を開催する予定で準備していま
したが、総会がコロナ感染対策で中止とされ、本事
業も中止としました。

②　自立支援連絡協議会と共催で、講習会、映画
会、交流会、作品展等を実施し、区民に対し障害の
ある方への理解を啓発をしています。昨年度から引
き続き、コロナ感染対策のため、延期・中止・規模縮
小・オンライン開催など、状況を見ながら実施できる
ことをしています。

③　障害に対する理解につながる記事を、毎月発行
する「キタッコいちば」カレンダーの裏面に掲載してい
ます。

④　障害のある方からの差別に関する相談があった
場合、障害者差別相談センター等と連携し、対応し
ています。

新しい試みであ
る「知的障害者
疑似体験講習」
において、「知的
障害者に対する
理解が深まった」
と思う方の割合

※ 中止となった為 福祉課

高齢者あんしんシー
ルの配布

高齢者の緊急連絡先を救
急等に伝える体制づくり

令和2年度に作成した「あんしんシール」及び「ひとり暮ら
し向け高齢者パンフレット」について、北区ホームページ
への掲載、ケアマネ勉強会での紹介などを行い、区民や
ケアマネジャー向けに周知を進めた。

ケアマネ勉強会に
参加するケアマネ
ジャーのうち、あん
しんシールを利用
者に進めたいと答
えた人の割合

４

北保健センターで計画した研修会はコロナ
ウイルス感染拡大の影響で中止となりまし
た。

保健センター
保健予防課

精神保健福祉研修
会の開催（障害者地
域生活支援の充実）

精神障害を抱える区民
が、より豊かな地域生活
が送れるよう、関係機関を
始めとした支援者のスキ
ルアップを図り、適切で円
滑な支援ネットワークの構
築と運用を目指す。

６月１１日（金）にペストコントロール協会の職員を招き「感
染予防対策と消毒について」をテーマに北区内の就労支
援A型事業所の職員に対して研修会を実施し、感染症予
防の理解を深める機会とすることを予定をしていました
が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となり
ました。

「心のバリアフリー
（精神障害のある
方への理解）がす
すんでいるまち」だ
と思う区民の割合



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策６　障害のある方が安心して生活できるまちづくり

事業 障害のある方の就労支援

93.1%

64.2%

95%以上

85.7％

5回

中止

令和元年度
比増

12回

　楠地区管内で催されるイ
ベントにおける販売企画
等、新たな授産製品の販
売機会を創出することで、
障害のある方の就労と自
立生活を支援します。

①　北区楠地区会館における「くすのっちいちば」の開催
　新型コロナウイルスの影響により楠フェスタをはじめとす
る各イベントが開催中止となったことを受け、当該事業は
中止しました。

②　楠支所内における授産製品販売の試行実施
　楠支所敷地内において授産製品の販売を試行的に実
施しました。

③　くすのっちいちばのPR活動拡大
　キタッコいちばにおけるくすのっちいちばの宣伝等、より
多くの人にくすのっちいちばを知ってもらえるようなPR活
動を実施しました。

障害のある方への
就労支援

障害のある方の就労や
自立生活の支援につな
がるよう、授産製品の販
売促進を行う。

①　区役所内で毎日、「キタッコいちば」を開催してい
ます。（閉庁日等除く）

②　区社会福祉協議会と協力し、「プチサロンふく
ちゃんきたちゃん」を開催し、イベント内での販売を
行っています。今年度は９月、１１月、３月に実施しま
した。

③　「キタッコいちば」の出店事業者を紹介するカタロ
グ・カタログ概要版共に更新しカラー化しました。納
品が年度末となった為、４月の区政協力委員協議
会、民生会長連絡会、校長会、各会議に出席した公
所に配布しました。また、区内主要施設（図書館・生
涯学習センター・スポーツセンター等）に配布しまし
た。５月には保健環境委員会、保育園長会で配布を
予定しています。また、区民の皆さんが自由に手に
取って貰えるよう４月から概要版を区役所１階EV
ホールにて配架しています。

授産製品販売事
業所の満足度

授産製品販売の
実施回数

４

従来実施してきたくすのっちいちば自体は
コロナのため事業中止となったが、新たに
取組みを始めた支所内におけるくすのっち
いちばの実施は滞りなく実行できた。継続
的な販売機会を確保できたという点から、
概ね目標を達成できたと考える。

楠支所区民福祉課

４

満足度アンケート結果について、昨年
度から改善したが、目標には及ばな
かった。低く評価をした事業所の声は、
コロナ感染症対策（人数制限等）や緊
急事態宣言期間中の中止など、様々な
制限がある状況下にあり、やむを得な
いが、満足度としては可もなく不可もな
くとした、との意見があった。評価基準
を参考に、目標の８割は達成しているこ
とから、「概ね目標を達成」とした。今後
もカタログの活用含め、区民の利用を
促進していきます。

福祉課

楠支所管内での販
売機会の創出
(授産製品の販売）



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅱ　誰もが活き活きと健康で、いつも笑顔で暮らせるまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策６　障害のある方が安心して生活できるまちづくり

事業 障害者福祉施策の推進

83.2％

90%以上

87.2%

施策７　区民が健康でいきいきと暮らすまちづくり

事業 家庭や地域で取り組む健康づくり

実施

中止

5回実施

出張健康相談、健
康・感染症対策に関
する普及啓発

誰もがいきいきと健康に暮
らすことができるよう、健
康づくりや感染症への必
要な知識の普及啓発を図
るために、「出張健康相
談」はじめ健康増進・感染
症対策事業を開催しま
す。

出張健康相談
新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況により中止し
ました。
②ロコモ予防教室
各学区において2回実施しました。
③がん検診の受診勧奨・普及啓発
保健センターにおける乳がん検診を7月、3月に実施し、検
診と併せて自己触診に係る講話等の普及啓発を行いまし
た。

障害福祉施策の
推進

関係機関と連携し、障
害のある方が地域で安
心して暮らせるよう、支
援のネットワークを構築
するとともに、地域課題
の検討を行う。

①　自立支援連絡協議会と連携し、研修会等を実施
しています。自立支援連絡協議会では精神部会、事
業所部会、防災まちづくり部会、相談支援部会の４
部会が定例的に集まり問題点を話し合い共有すると
共に、事業のアイデアを出し合っています。各部会に
おいても幹事会、勉強会、障害者も参加する意見交
換の場も定期的に実施されています。研修等は中
止・延期もありましたが、10回は実施出来ました。
②　障害者基幹相談支援センターと共催し、出張相
談窓口を月１回各学区を巡回する形で開設していま
す。また各学区に障害者基幹相談支援センター職員
が出向き、民生委員児童委員との懇談会を実施して
います。談話のなかで学区ごとの福祉ニーズをお伺
い、学区内の支援困難な事例があれば、関係機関と
連携した支援を実施しています。（生活困窮の場合
は仕事・暮らし自立サポートセンター等とも連携。）

出張健康相談を2
回開催予定
保健環境委員と連
携して各学区での
ロコモ予防教室の
開催予定
各種講座・教室で
のがん検診の受診
勧奨及び感染症対
策等の啓発活動

３

出張健康相談については、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大の状況により中止し
ました。
ロコモ予防教室は3回、がん検診及び乳が
ん自己触診に係る講話は2回実施しまし
た。
以上の状況を踏まえ、計画の半分程度の
事業を実施できたと考えております。

保健センター
保健予防課

４

中止にせざるを得なかったもの以外は
延期等はあれど実施しました。満足度
アンケートの結果は令和２年度から向
上しましたが、目標の90％には僅かに
届きませんでした。コロナ禍での中止や
オンラインなど開催方法を変更した影
響がある状況下ではありましたが、概
ね目標は達成出来たと評価しました。

福祉課
研修会に出席し
た事業所の満足
度



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

施策８　地域防災力の高いまちづくり

事業 災害に備えた訓練の実施

総合水防訓練：
93.1%

総合防災訓練：
87.3%

中止

95%以上

中止

62名

90名

118名

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

訓練に参加し、「有
意義」と感じた方の
割合

※

各訓練ともに、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、一部訓練の中止若しくは
訓練全体を中止しました。縮小した上で実
施した訓練では住民参加型訓練を中止し
たため、区及び関係機関のみでの訓練実
施となりました。

総務課
総合防災訓練・水防
訓練・医療救護所訓
練の実施

市民、防災関係機関、事
業者及び市が協力・連携
して、大規模水害・地震災
害を想定した総合的、実
践的な訓練を実施し、防
災意識の高揚及び各種防
災対策の推進を図ります。

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。

①新型コロナウィルス感染症により訓練の
中止を決定した学区がありました。
②避難所運営リーダー養成講習会につき
ましては、2月23日（祝）に第2回を開催する
予定でしたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため書面開催に変更しました。
③要配慮者避難所訓練につきましては、避
難所運営リーダー養成講習会の中で学区
への研修機会の確保に努めました。

総務課
学区避難所運営訓
練・要配慮者避難所
体験訓練の支援

避難所の迅速な開設や円
滑な運営のため、避難所
運営訓練を各学区で実施
するための支援を行いま
す。
また、要配慮者の避難所
体験訓練の実施を支援し
ます。

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。

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
（各学区の避難所
リーダー数≧学区
の避難所数×２名
以上）

５



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策８　地域防災力の高いまちづくり

事業 防災知識の啓発や地域防災力の向上支援

川中学区

新型コロナウ
イルス感染症
により未実施

大杉学区
清水学区
名北学区
西味鋺学区

大杉学区
清水学区
名北学区
西味鋺学区

93.8%

中止

100%

中止

戸別訪問を通じた防
災意識の啓発

各世帯を戸別に訪問し、
家庭内における「命を守
る」ための取組みを調査し
たうえで、各世帯に地域防
災力向上の実現を目指し
ます。

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。

戸別訪問を通じた
防災意識の啓発
の実施

５
令和３年度実施予定４学区で実施できたた
め。

北消防署総務課
警防地域第一（二）課

地区防災カルテの
活用による地域防
災力向上

地域の方と連携し、災害
時の危険箇所等を確認す
る街歩きや、把握している
情報を地区防災カルテに
反映するための話し合い
を実施します。また、話し
合いの内容を踏まえ、学
区の特性に合った取り組
みを進めます。

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。

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

※

新型コロナウイルス感染症の影響により大
学やボランティア団体等と連携したワーク
ショップは中止となりましたが、地区防災カ
ルテの改訂や避難マップの原案の作成な
どの業務を進め、各学区との意見交換を実
施しています。

総務課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策８　地域防災力の高いまちづくり

事業 防災知識の啓発や地域防災力の向上支援

12学区

1学区

1学区

中止

100%

中止

防災ピクニックの支
援

北区の災害特性を踏まえ
た防災活動の一環として、
乳幼児がいる世帯を対象
に親子が一緒に楽しんで
学べる防災ピクニックを支
援します。

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。

令和3年度末まで
に全19学区で開催

※

新型コロナウイルス感染症の影響により防
災ピクニックを行う子育て広場やサロンな
どが長期間中止になったため、1学区（川中
学区）のみ開催となりました。

総務課

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、商業施設等でのイベント開催が困難な
ため、東日本大震災等震災に関連したパ
ネル展示や支所管内における避難行動に
関するアンケートを実施し、避難行動に関
する意見交換会を実施することで防災に関
する啓発活動を実施しました。

総務課
防災知識の普及啓
発

水害等の発生しやすい北
区の特性を踏まえた、区
民の防災意識向上のため
の啓発活動を実施し、自
助・共助の活動が広く区民
に浸透するような取り組み
を実施します。

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。

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

※



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策９　安心・安全に暮らせるまちづくり

事業 交通安全の推進

570人

477人

460人以下

466人

地域力推進室
キタク大作戦
主要幹線道路での
広報・啓発

交通事故の防止を進めま
す。

「キタク大作戦」とは、「区民の皆さまが無事に自宅に帰宅
する」を合言葉に、区の花「コ・ス・モ・ス」の頭文字を使っ
た交通安全標語の周知や、地域や関係機関と連携した
啓発活動により交通事故の減少につなげるものです。
　交通安全標語
【ドライバー向け】
　交通安全 スピード注意 モラルを守って すてきな笑顔
【子ども向け】
　こわいんだ スピード出てる自転車は もっと落とせよ ス
マートに

〇交通安全標語を使った地域及び民間事業所との啓発
活動
　交通安全市民運動期間（4・7・9・12月）に、交通安全標
語（自転車利用者向け）を記載したプラカードを各学区に
配布し、主要交差点で街頭啓発活動を実施。また、区内
公所等の車両に交通安全標語のマグネットシートを貼付
し交通安全を呼びかけました。
　交通安全標語の定着を図るため、PR動画を作成し、新
型コロナウイルスワクチン接種会場等で放映しました。

人身事故死傷者
数

４
死傷者数の目標値を若干上回りましたが、
概ね予定通りの取組みができました。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策９　安心・安全に暮らせるまちづくり

事業 交通安全の推進

149人

135人

120人以下

109人

キタク大作戦
自転車の安全利用
促進

交通事故の防止を進めま
す。

自転車は車両であるとの認識を持ち、交通ルール・マ
ナーを遵守するよう広報啓発活動を実施します。

①コスメット隊によるヘルメット着用の啓発
　ヘルメットの装着率向上のため、地域の方によるコス
メット隊（区の花「コスモス」とヘルメットの造語）を光城学
区で結成（小学生6名、大人5名）し、地域イベントや日頃
の地域活動において率先して着用していただき、地域住
民に対する着用意識の向上を図りました。
②自転車レベルアップ作戦
　5月の街頭啓発活動は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止しましたが、9月～12月に北区女性団体
連絡協議会、なごやかクラブ北連合会、北区女性レクリ
エーション･バレーボール連絡協議会及び交通指導員とと
もに自転車の安全利用促進に関する街頭啓発活動を実
施しました。
③小学生を対象とした自転車実地訓練を計6回実施しま
した。

自転車乗車用ヘルメット着用のPR動画を作成し、新型コ
ロンウイルスワクチン接種会場等で放映するとともに、北
区オリジナルポスターを作成し、来庁者等にヘルメット着
用を周知しました。

自転車が当事者と
なる人身事故死傷
者数

５
概ね予定通りの取組みができ、死傷者数
の目標値を下回ることができました。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策９　安心・安全に暮らせるまちづくり

事業 交通安全の推進

102人

98人

90人以下

81人

キタク大作戦
子ども・高齢者の交
通安全

交通事故の防止を進めま
す。

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
の向上を図りました。
②自転車シミュレーターを用いた体験型の啓発事業
　楠学区の小学生交通安全イベントで、シミュレーターを
使用して自転車の運転技術を検証し交通ルールやマナー
をわかりやすく学んでいただき、交通安全意識の向上を
図りました。
③自動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、自動車の適切な運転を心がけても
らう機会としました。
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
実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、交通安全チラシの配布を行いました。
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る予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため区民まつり・楠フェスタ
が中止となったため、啓発活動ができませんでした。

子ども・高齢者が
当事者となる交通
事故死傷者数

５
コロナの影響で区民まつり等での啓発はで
きませんでしたが、死傷者数の目標値を下
回ることができました。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策９　安心・安全に暮らせるまちづくり

事業 生活安全の推進

576件

404件

380件以下

410件

重点犯罪の発生
数

４
重点犯罪の発生数の目標値を上回ることと
なりましたが、概ね予定通りの取組みがで
きました。

地域力推進室
楠支所区民生活課

防犯キャンペーン・
防犯パトロールの実
施

身近で多発する犯罪被害
の防止を進めます。また、
子ども、女性、高齢者を犯
罪から守る活動を推進し
ます。

　北区内で発生件数が多い自動車盗、部品ねらい、住宅侵入
盗などの重点犯罪防止のための啓発活動を実施します。
①学区防犯委員と協力した防犯パトロールを実施
　4月・7月・10月・12月の市民運動期間に青パト等による防犯
パトロールを依頼した。
　4月に楠学区防犯委員、北警察署とともに防犯パトロールを実
施しました。また、10月に光城・川中学区、11月に金城学区と北
警察署とともに防犯パトロールを実施しました。
②区内事業者と協力した防犯キャンペーンを実施
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防犯キャンペーン
は実施できませんでしたが、生活安全市民運動期間（4月・7月・
10月・12月）に、㈱白洋舎の取次店に防犯チラシを配架してもら
うよう依頼しました。
③区内金融機関等と協力した特殊詐欺への啓発活動を実施
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため金融機関との啓発
活動は実施できませんでしたが、北警察署とともに、特殊詐欺
被害の多い城北・味鋺学区の全世帯に注意喚起文をポスティ
ングしました。
④北警察署と連携した防犯教室、防犯講話を実施
　10月に光城・川中学区で11月に金城学区で防犯講話を実施
しました。
⑤愛知学院大学学生ボランティアと連携した啓発活動を実施
　区役所1階ロビーで行った防犯キャンペーンに愛知学院大学
学生ボランティアも参加して啓発活動を実施しました。
⑥ＵＲ都市再生機構と連携した団地住民への啓発活動を実施
　生活安全市民運動期間（7月、10月）に防犯チラシを掲示して
もらうよう依頼しました。
⑦「スキのない地域」を目指し、楠地区連絡協議会の行う犯罪
撲滅キャンペーンを共同実施
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止しました。
⑧防犯カメラの設置を推進するとともに、設置後６年を経過した
防犯カメラの更新費助成及び電気料助成事業の周知
　4月に北区内全自治会に防犯カメラの設置助成及び電気料助
成事業のチラシを配布しました。
⑨ＬＥＤ防犯灯の設置を促進
　4月に北区内全自治会にLED防犯灯の設置助成チラシを配布
しました。
特殊被害防止動画を作成し、新型コロナウイルスワクチン接種
会場等で放映しました。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策９　安心・安全に暮らせるまちづくり

事業 生活安全の推進

100%

中止

85%以上

施策１０　快適に暮らせるまちづくり

事業 町を美しくする運動

69%

72.2%

75%以上

65.7%

高齢者世帯の防
火指導において、
住宅用火災警報
器未設置の世帯
が設置して改善し
た割合

※

新型コロナウイルス感染症の影響により令
和３年度は高齢者世帯への直接訪問が可
能な期間が限定され短かったため統計的
な改善率は計算できていないが、代替手段
による啓発に努め１２月末時点で（昨年比）
区内の火災件数は７件減少しています。

北消防署予防課
住宅防火対策の推
進

住宅火災の死者をなくす
ために住宅防火対策を推
進します。

火災による死者のうち、高齢者の占める割合が増加傾向
にあることから、高齢者の焼死事故防止対策は極めて重
要な課題であり、火災の早期発見のための住宅用火災
警報器の設置促進と高齢者世帯への火気管理を始めと
する防火指導等を行うことで、住宅防火対策を推進しま
す。

まちがきれいだと
感じている区民の
割合

４
目標値を若干下回りましたが、全市一斉ク
リーンキャンペーンなどを除き概ね予定通
りの取組みができました。

地域力推進室地域ぐるみの清掃
活動の推進

区民一人ひとりが美しいま
ちづくりに心掛けるととも
に、地域において積極的
な参加のもとに、ゴミ減量
意識の普及及び啓発活動
を展開します。

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す
る予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため6月の全市一斉クリーンキャンペーンは中止となり
ました。町美重点学区との協働清掃は、10月に六郷北学
区と実施しました。なお、飯田学区は9月に予定していまし
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
した。

②11月に㈱白洋舎と協働で清掃活動を実施しました。12
月に㈱ヤナセ楠支店、㈱ニッショーと協働で清掃活動を
実施しました。また、11月に愛知学院大学の学生および
大学職員と協働で清掃活動を実施しました。

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は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、11月、12月、3月のみの
実施となりました。

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した。
　学区連絡協議会へ「空地をきれいにする運動」のチラシ
を配布し、意識の向上に努めました。通報のあった27件
のうち、16件は適正な管理がなされました。11件は適切な
管理を指導しています。
　いわゆるごみ屋敷は、これまでに25件の通報（令和3年
度は1件）があり、24件が解消されています。



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策１０　快適に暮らせるまちづくり

事業 町を美しくする運動

―

32.3%

60%以上

34.8%

花いっぱい運動
区の花「コスモス」の普及
を図り、地域を花や緑で
いっぱいにします。

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
　学区及び町内会に花苗を購入してもらい、花いっぱいの
町となるようご協力いただきました。
②区役所来庁者へコスモスの種を配布
　区役所来庁者のうち希望者に対してコスモスの種を配
布しました。
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
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
　保育園、幼稚園、小・中・高校、病院、社会福祉施設な
どにコスモスの苗を配布し、区の花のPRを行いました。
　また、名古屋フラ環プロジェクトを活用し、区内のコミュ
ニティセンター等の公共施設にコスモスの苗を配布し、区
の花のPRを行いました。

区の花コスモスのPRのため、PR動画を作成し新型コロナ
ウイルスワクチン接種会場等での放映や各種チラシ等へ
掲載しました。

違反広告物をなくす
運動

美しい街の景観の確保を
進めます。

①9月29日（水）に飯田学区、北土木事務所、北環境事業
所、住宅都市局都市景観室と地下鉄平安通駅から上飯
田駅までの路上の違反広告物パトロールを実施する予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が
発令されたため、中止となりました。

②7月29日(木）に楠西学区、教育委員会生涯学習課、北
警察署、北土木事務所、楠西小学校とＰＴＡ全市一斉パト
ロールを行い、違反広告物パトロールも行いましたが、違
反広告物がありませんでした。

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。

4
コロナの影響で、9月の違反広告物パト
ロールは実施できませんでしたが、他は予
定通りの取組みができました。

地域力推進室

区の花が「コスモ
ス」であることを
知っている区民の
割合

３
概ね予定通りの取組みができましたが、区
民アンケートの結果が目標値を下回りまし
た。

地域力推進室



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

将来像Ⅲ　安心・安全・快適で、笑顔がいっぱいのまちに！

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

施策１０　快適に暮らせるまちづくり

事業 犬猫の飼い方マナーの向上

20回

7回

10回以上

6回

同行避難訓
練実施

中止

中止

犬猫の飼い方マ
ナーの向上等

犬猫による迷惑防止対策
を推進し、ペットを飼ってい
る方と飼っていない方の双
方が快適で安心して暮ら
せるまちを目指します。

①キャンペーン等による啓発活動
　狂犬病予防集合注射会場で犬の飼主に対し、啓発品を
用いた適正な飼養方法を周知し(4会場241件)、12月と1月
に各1回犬のフン害防止パトロールを実施しました。また、
保健環境委員会の協力により、犬のフン害防止ポスター
の掲示を行いました。

②注意喚起の看板の配布や猫忌避装置の貸し出し等
　個別の苦情対応時に、看板、リーフレット等の配布を
行っています(犬17件48枚、猫3件13枚、猫の忌避装置貸
出件数6件)。

③多頭飼育の届出制度の周知・指導
　窓口等で個別に周知して、5件の届出を受理し必要な指
導を行いました。

④「ＴＮＲ活動」及び「地域猫活動」の推進等
　のら猫による迷惑や殺処分頭数の減少を目的として
TNR活動を行う市民に対し、177件の手術補助券を交付し
ました。

ペットの災害対策

ペットの災害対策の視点
から日頃のしつけの重要
性等を啓発し、ペットを
飼っている方と飼っていな
い方の双方が快適で安心
して暮らせるまちを目指し
ます。

①ペットの災害対策の啓発
　新型コロナウイルス感染症の影響により、区民まつり等
各種イベントが中止となったため、10月の狂犬病予防集
合注射会場及び窓口にて犬の飼主にペットの災害対策に
ついて周知しました。

②同行避難訓練の実施
　総合防災訓練が中止となったため、同行避難訓練を実
施できませんでした。

総合防災訓練での
ペット同行避難訓
練の実施

※
代替事業として、窓口来所等飼主へ個別に
接する機会を利用して、ペットの防災対策
の啓発を行いました。

保健センター
健康安全課

ペットの飼い方マ
ナー啓発回数

３

区民まつり等各種イベントが中止となり、4
月に予定していた狂犬病予防集合注射会
場が10月に延期し12会場から4会場へ減少
したこともあり、人が集まる啓発機会が減
少しました。

保健センター
健康安全課



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

信頼される区役所づくり

区民ニーズの把握・区政への反映

13件

12件以上

12件以上

19件

―

中止

70％以上

96.8%

12.3%

26.1%

20%以上

19.7%

企画経理室

区民アンケートの実
施
コスモスビジョンの
公表

区民の意識やニーズなど
を把握し、取り組みに反映
することで、区政への参画
や協働を推進します。

①コスモスビジョン（令和3年度取組み事業一覧）の公表
　5月に策定し、ウェブサイトで公表するとともに、区内各
所に配架しました。

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及び令和3年度の取組み事業
を紹介する概要版を作成し、ウェブサイトに掲載するとと
もに区内各所に配架しました。
　また、コスモスビジョンのの紹介リーフレットを作成・区民
アンケートに同封することで、コスモスビジョンのPRをしま
した。

③区民アンケートの実施
　10月25日～11月18日に区民2,000人アンケートを実施し
ました。（回収数788人、回収率39.4％）

コスモスビジョンを
知っていた区民の
割合　20％以上

４

目標としていた20%以上を僅かに下回りまし
た。
令和2年度にはコスモスビジョンの全戸配
布を行いましたが、その後は全戸配布して
いないため、認知度が下がったと考えてい
ます。
今後、イベント等の機会を利用してコスモス
ビジョンの周知を図っていきます。

企画経理室

目標としていた12件を上回りました。
企画経理室

区民会議・区政推進
会議

地域で活動する区民や団
体の相互理解を深め、区
政への参画や協働を推進
します。

①区民会議の実施
　新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催となり
ました。

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
　4月（例会）、5月（幹事会）は新型コロナウイルス感染症
の影響により書面開催となりました。
　例会では「誰もが安心して暮らせるまち」をテーマに講演
会を開催しました（6月：高齢者、10月：色の見え方の多様
性、12月：多文化共生）

会議参加アンケー
トで有意義と感じ
た参加者の割合

５

令和3年12月に実施した区政推進会議にお
けるアンケートでは、32名中、31名の方が
有意義であった、1名の方がどちらでもない
との回答でした。

区まちづくり基金の
活用・周知

区にゆかりのある方や区
民の想いを区の取組みへ
反映することによる、区民
の区政参画や協働の推進
を目指します。

①基金の趣旨等の積極的なPR
　ジャズコンサート等の各種イベント会場に募金箱を設置
しPRしました。
②寄附を活用した取組みのPR
　広報なごや6月号にてPRを実施しました。区民アンケー
ト同封リーフレットで寄附が活用された具体的な取組みに
ついてPRしました。

区まちづくり基金
への寄附件数

５

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

信頼される区役所づくり

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

誰もが利用しやすい区役所づくり

市民課

98.7%

目標値には届きませんでしたが、概ね
計画した事業が実施でき、令和2年度よ
りも数値が高くなったため

総務課

97.8%

４

来庁者サービスの充実
来庁されるお客様に心
地よく感じていただけ
るサービスの充実

　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等

　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。

「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

97.7%

来庁者サービスの充実

来庁されるお客様に心
地よく感じていただけ
るサービスの充実

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
図りました。

①通年：１階ロビーの結婚メモリアルボードでの記
念撮影を実施しました。

②通年：出生届提出の方へ出生お祝いカードの贈呈
しました。

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
※新型コロナ感染症対策のため中止

④通年：心地よい空間づくりのため１階フロアでの
ジャズ音楽を流しました。

⑤通年：市民課通路での明るい選挙啓発と赤い羽根
共同募金の絵画、書道の展示を実施しました。

⑥通年：混雑ランプ導入による市民への混雑情報提
供を実施しました。

100%



コスモスビジョン（令和３年度取組み事業一覧）点検表

R元当初値

将来像・施策・事業 R２実績

R３目標

R３実績

信頼される区役所づくり

指標

（評価について）５・・・目標を達成　　　　４・・・概ね目標を達成　　　　３・・・目標の半分程度達成　　　　２・・・目標達成度が半分未満　　　　１・・・取組を実施できなかった（最終評価のみ）　　　　※…コロナの影響で中止・縮小

取組名
取組の目的

（この取組を実施する目
的）

取組内容
（実際に取り組んだ内容）

目標

評
価

評価の理由

担当部署
（アンダーラインの
部署が主担当
（とりまとめ課））

誰もが利用しやすい区役所づくり

97.7%

97.8%

100%

98.7%

目標値には届きませんでしたが、概ね
計画した事業が実施でき、令和2年度よ
りも数値が高くなったため

総務課４３S運動の推進
来庁されるお客様から
安心で信頼される対応
を目指します。

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、所属での具体的な取改善組みを推進し、取組み
進歩の振り返りを行います。
②　３S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。

「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


