
コスモスビジョン 

（令和４年度取組み事業一覧） 
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（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・・・・・２５ 

（施策７）区民が健康でいきいきと暮らすまちづくり・・・・・・・２８ 

（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 

※ 掲載内容は令和４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。 

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~



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４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４年度の 

計画です。 
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主な取り組み事項 R4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、黒川観察会、黒川清掃
「味鋺いも」のPR
未来の北区ダンボールタウンプロジェクト

1,838

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

5,038

施策３
安心して子どもを産み育てられるまちづくり

民生委員・児童委員活動の支援
親子支援講座の開催
子育てに役立つ情報の提供

542

施策４
子ども・若者がのびのびと育ち学べるまちづくり

青少年の健全育成活動
子ども会活動の活性化への支援

32

施策５
高齢者が自分らしく生活できるまちづくり

北区まるっとすまいる大作戦 区の特性

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
(授産製品の販売)楠支所管内での販売機会の創出
障害のある方への理解の啓発

262

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

防災知識の普及啓発
防災ピクニックの充実

112

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

320

施策10
快適に暮らせるまちづくり

花いっぱい運動
ペットの災害対策

335

1,611

10,155

主な取り組み事項 R4予算額(千円)

北区ジャズの街プロジェクト 4,450

北区まるっとすまいる大作戦 6,950

11,400

21,555
※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４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

 ３S運動の推進
 来庁者サービスの充実 など

＜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% 

前年値(２年度) 36.7% 

現状値(３年度) 52.2% 

目標値(５年度) 40.0% 

～ 評価について ～ 

★★★ … 当初値（元年度）に対して大きく向上 

★★  … 前年値（２年度）に対してやや向上または維持 

★   … 前年値（２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4年度目標 当日来場者数 1,300人以上

令和3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となった。
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）にて配信開始。
【平成31年実績】
　開催日：平成31年3月30日
　参加者：約1,200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4年度目標 観察会、清掃活動への参加人数　1,000人以上

令和3年度実績等

観察会、黒川清掃への参加人数　39人
①小学生向けの黒川観察会（6～9月）
　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7日）　区内在住の親子13組39人が参加
③黒川清掃（4,6,9月）
　4月は雨天により中止
　6月、9月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】
　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
④黒川の啓発　黒川を含む区の魅力PRチラシを作成・配布

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）
　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
　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。
　区内の小中学生を対象に、動画等を用いた出張授業を実施します。
　（再掲　※「子ども未来会議」参照）

※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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取組み名 黒川の桜保全プロジェクト
地域力推進室
北土木事務所

令和4年度目標

保全計画に基づき黒川の桜の保全・回復、景観の向上をめざすとともに、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。

令和3年度実績等

保全計画（維持管理計画）の策定
　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
②行動計画の策定
　市民や地域団体等が参加す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

取組み内容

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、施肥等）

②行動計画に基づく見守り活動及び軽易な作業（市民）

③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）

取組み名 水辺空間の魅力発信 地域力推進室

令和4年度目標
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　80％以上

令和3年度実績等

①桜マップの配布
　区内公所や地下鉄名城線の区内各駅に配架
②矢田川あそび
　新型コロナウイルス感染症の影響により中止

取組み内容

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す。
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」の実施に協力しま
　す。
　矢田川沿川に住む小学生の親子を対象として、東区と北区の2会場で開催
　されます。
　北区では「矢田川子どもの水辺」にて、水生生物の捕獲・観察や説明、水
　質調査、ボート遊びなどが行われます。

※矢田川子ども水辺：矢田川にかかるふれあい橋より下流右岸側に位置し、浅瀬となってい
る場所
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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4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3年度実績等

①伝統工芸品の展示
　北区役所・北図書館・北文化小劇場において和裁・工芸建具・つげ櫛・名
　古屋型友禅を展示
②伝統工芸体験会の開催
　令和3年10月17日に開催予定であった区民まつりの中止に伴い中止
③動画・冊子等を活用したPR
・北区役所の集団接種会場や展示コーナーにおいて動画を放映
・より多くの方に動画を観てもらえるようYouTube広告を実施
・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
・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
・令和4年1月に楠中学校において出張授業を実施(再掲「子ども未来会議」参照)

・伝統工芸を含む北区の魅力PRチラシを作成・配布

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伝統工芸体験会の開催
　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
　区内の小中学生を対象に出張授業を実施します(再掲 「子ども未来会議」参

照)

　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す。

取組み名 「味鋺いも」のPR 地域力推進室

令和4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3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】
　開催日：4月20日 苗植え、10月27日 収穫　参加者：20組69人
②味鋺いもSweets Collection
　区内和洋菓子店9店舗の協力のもと、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
　味鋺いもを含む区の魅力PRチラシを作成・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月に区内和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
　区内和洋菓子店の協力のもと、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（味鋺、西味鋺、楠、如意、楠西）の小学校に、味鋺いもの学習
　用リーフレットを配布します。
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取組み名 北区ジャズの街プロジェクト　KITA JAZZ！ 地域力推進室

令和4年度目標 「北区＝ジャズの街」のイメージを持つ区民の割合　20％以上

令和3年度実績等

「北区＝ジャズの街」のイメージを持つ区民の割合　18.7％
①ジャズコンサート・ワークショップの開催
　・定期的なミニコンサートの開催（9回）
　・オンラインベビーマッサージ教室の開催（11/30）
　・作って楽しむ♪クリスマスワークショップ＆ミニジャズコンサートの開
催（12/18）
　・親子で楽しむ♪クリスマス映画上映＆ジャズコンサートの開催
（12/24）
　・オンラインリトミック教室の開催（3/19）
　・鉄道コンサートは新型コロナウイルスの影響により断念
②ジャズミュージシャン派遣
　・学区行事への派遣 4学区
　・保育園への派遣は新型コロナウイルスの影響により断念
③KITA JAZZ！メンバーズ募集
④広報
　・特設サイトの改修・運営
　・ジャズを含む区の魅力のPRチラシの作成・配布

取組み内容

①ジャズコンサート・ワークショップの開催
　定期的にジャズコンサートを開催するほか、若葉中学校ジャズアンサンブ
　ル部と連携したオンラインコンサート（新規）やジャズを活用したワーク
　ショップを開催するなど、幅広い層がジャズを体感し、参加したくなるよ
　うな事業を実施します。
②ジャズミュージシャン派遣
　学区行事や保育園にジャズミュージシャンを派遣し、より身近にジャズを
　感じていただきます。
③KITA JAZZ！メンバーズの加入促進
　店内でジャズを流したり、KITA JAZZ！のポスターを掲示するなど、KITA
　JAZZ！を区役所と共に盛り上げてくれる店舗等を募集し、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す。
④広報
　特設サイトの運営やチラシ作成を通じて、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」の普及活動を行うなど、ジャズの街をPRします。
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キタッコプライドづくり

取組み内容

・子どもが参加できるイベント等の最新情報を発信します。
・親子でお出かけできる北区のスポットの情報や、区の特徴や魅力等を知る
ことができるコンテンツを充実させます。
・ウェブサイトを活用した投稿企画や参加型企画の実施にあわせて子どもや
保護者のニーズを聴取し、区政に反映させます。

令和4年度目標 北区子ども向けウェブサイト「キタッコくらぶ」アクセス数　8,000以上

令和3年度実績等
キタッコくらぶアクセス数　5,259件（令和3年4月1日～令和4年3月31日）
子どもが参加できるイベント情報等の発信　11回
令和3年7月～8月　「クイズに答えて区長のイスにすわろう！」実施

取組み名
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
企画経理室

取組み名 みらいの北区ダンボールタウンプロジェクト 企画経理室

令和4年度目標
未来の北区ダンボールタウンプロジェクトに子どもを参加させた保護者の満
足度　90％以上

令和3年度実績等

令和4年1月30日　第1回企画検討会議
令和4年2月20日　第2回企画検討会議
令和4年3月13日　第3回企画検討会議
令和4年3月27日　みらいの北区ダンボールタウンワークショップ

取組み内容

（新規）
・参加する小学４年生から中学３年生には、ダンボールで未来の北区を創作
　する過程で、楽しみながらまちの特徴や魅力について関心を持ってもら
　い、自分も社会の一員であるという意識を育んでもらいます。
・プロジェクトの企画運営を担う大学生・高校生には、より深いレベルで北
　区の特徴・課題を調査・分析してもらうとともに、異なる大学等の学生同
　士で議論を重ねるなかで、北区に対する深い理解と愛着心を誘発するもの
　です。
・当プロジェクトのサブテーマであるSDGｓの理念に共感してもらえた企業
　には、ダンボール等の資材提供で協力を受けながら、地域と一体となった
　まちづくりを進めていきます。
・プロジェクトの内容を北区子ども向けウェブサイト「キタッコくらぶ」に
　掲載しコンテンツの充実を図るとともに、実施の機会を捉えて子ども向け
　事業に対する区民の意見を聴取します。

取組み名 子ども未来会議 地域力推進室

令和4年度目標
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
思った人の割合　85％以上

令和3年度実績等

令和4年1月13日に楠中学校において出張授業を実施（再掲）
参加者：楠中学校1年生　168名
アンケートで、北区を自慢したいと思った人の割合　79.8％

※「伝統工芸のPR」参照

取組み内容

区内の小学4年生以上の児童と中学生を対象に、北区の伝統工芸や黒川に関
する映像資料や冊子を用いて、感じたことやそれらを未来に受け継ぐための
課題等を話し合っていただく出張授業を実施します。（再掲　※「伝統工芸
のPR」「黒川観察会、黒川清掃」参照）
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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% 

前年値(２年度) 52.1% 

現状値(３年度) 29.8% 

目標値(５年度) 55.0% 
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戦略的な情報発信

サポーターづくり

取組み名 キタッコ広報大使 地域力推進室

令和4年度目標
Twitterのフォロワー数及び市公式LINEの北区からのお知らせの受信設定
者数　1,800人以上
※令和3年度まではFacebook及びTwitterのフォロワー数

令和3年度実績等

・Facebookフォロワー数：149人（令和4年2月21日時点）
・Twitterフォロワー数：514人（令和4年3月末時点）
・広報効果が低いと考えられるFacebookページを閉鎖し、新たに市公式
LINEの
　セグメント配信を開始。
　北区からのお知らせの受信設定人数：1,079人（令和4年3月末時点）
・ピアッザを用いた子育て世代への情報発信の実施。

取組み内容

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す。

・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

・LINE
　ターゲット：幅広い世代

取組み名 北区区民まつり　きた・きたフェスタ 地域力推進室

令和4年度目標
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　97％以上

令和3年度実績等

新型コロナウイルスの影響により中止

【令和元年度実績】
　・10月20日開催
　・目玉事業として、警察・消防等と連携し中学生を対象とした「憧れ
　　の職業フェア」を開催
　・区内9か所で同時開催のイベントを展開（うち西部医療センターで
　　の同時開催は初）

取組み内容

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。
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取組み名 楠フェスタ 楠支所区民生活課

令和4年度目標

アンケートで「よかった」と回答した割合　95％以上
令和2年度はコロナウィルス感染防止対策のため未開催のため、構成員及
び事務局の実施に関するノウハウが薄れている。そうしたコロナ禍の中
で、楠地区5学区のふれあいと交流を図りまちづくりを推進するため、5
学区ふれあいまつりと楠地区会館文化祭をコロナ禍の中で企画・運営を
工夫して開催すること。

令和3年度実績等 新型コロナウイルスの影響により中止

取組み内容

味鋺、西味鋺、楠、如意、楠西の5学区では地域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。
※令和2年度新規事業、令和2・3年中止

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。

取組み名 サステナまち計画 地域力推進室

令和4年度目標
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　90％以上

令和3年度実績等

・11月6日に愛知学院大学にて開催
・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
・中学生6人、高校生世代5人、大学生世代・専門学校生世代22人、その
他の世
　代（小学生以下を除く）14人の計47人が参加
・北区の30代の人口が減り続けていることを踏まえ、テーマは「創ろ
う！
　“ずっとスキ ”なまち」

取組み内容

若者を対象として、地域課題をテーマに「サステナブル＝持続可能な」
社会やまちづくりについて学ぶことができ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。
（再掲 ※「愛知学院大学、名古屋造形大学と連携した取組みの推進」参照）
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生涯学習の推進

取組み名 スポーツ・文化芸術活動・生涯学習の推進 地域力推進室

令和4年度目標
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）　90％以上

令和3年度実績等

①スポーツ
・区主催事業等の開催（令和元年度 9事業、令和2年度 1事業、令和3年
　度 3事業）
・北区キッズ走り型教室の開催（令和元年度 1回、令和2年度 春中止・
　秋1回、令和3年度 春・秋中止・12月1回）
・連協等主催事業との共催（令和元年度 9事業、令和2年度 4事業、令和
　3年度 2事業 ）
・ボッチャ体験会の開催（7月）

②文化芸術活動
・いけばな展の開催（令和元年度 春・秋2回、令和2年度 中止、令和3年
　度 春1回・秋中止）
・四季折々のいけばな展示（令和3年度 6月21日～令和4年3月7日）
・親子いけばな体験プロジェクトの実施（令和2年度 11月～12月）
・美術展の開催（令和2年度 9月26日～27日、令和3年度 中止）
・子どもいけばな体験教室の開催（令和2年度 中止、令和3年度 中止）
・書道教室の開催（令和2年度 中止、令和3年度 1回）

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止事業が多いため、令和元年度および2年度
の実績を記載

取組み内容

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
・区主催事業等の開催（通年）
・連協等主催事業との共催（通年）
・スポーツ事業のＰＲ（通年）
・子ども向け事業の実施　キッズ走り型教室（春・秋）、ウォーキング
（11月・3月）

②文化芸術活動
・いけばな展の開催（春・秋）
・四季折々のいけばな展示（通年）
・子どもいけばな体験教室の開催（春・秋）
・美術展の開催（10月）
・子ども書道教室の開催（12月）
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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% 

前年値(２年度) 74.8% 

現状値(３年度) 66.0% 

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4年度目標 「子育て支援るーむ」参加者の満足度　98％以上

令和3年度実績等

子育て支援るーむについては、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、令和3年12月まで休止しました。令和4年1月より再開しましたが、市
内における新型コロナウイルス感染者が急増したことから再度休止した
ため、令和3年度の開催は1回でした。

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の相
　　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4年度目標 前年度以上の面談実施率（郵送・ポスティング対応含む）

令和3年度実績等
新型コロナウイルス感染症の影響により、訪問が実施できない時期につ
いては、郵送やポスティングで対応しました。

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）
・お祝い品（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4年度目標 当日の来場者数　160人以上

令和3年度実績等
令和3年11月20日（土）に名古屋市総合社会福祉会館にて開催予定だった
が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止

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4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％以上

令和3年度実績等

ＰＲ活動は、令和3年5月10日に区役所周辺、5月12日に楠地区会館、10月
に区民まつり会場で実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため中止しました。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していただき
ました。
2回開催を予定していた主任児童委員研修は、市内での新型コロナウイル
ス感染者数が減少したことから、12月16日に、児童虐待防止の内容で1回
実施しました。

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 児童虐待防止推進キャンペーンの実施 民生子ども課

令和4年度目標 アンケートでのオレンジリボンの認知度　50％以上

令和3年度実績等

①5月　児童虐待防止推進月間における啓発活動

②11月　児童虐待防止推進月間における啓発活動
　　　　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実施

取組み内容

5月と11月の「児童虐待防止推進月間」における啓発活動

子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は、社会全体で取
り組むべき重要な課題であり、区民の方に対し、行政モニタへの案内掲
出や啓発グッズの配布などを行い、広報・啓発活動を行います。

取組み名 親子支援講座の開催 民生子ども課

令和4年度目標 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100％

令和3年度実績等

①10月  小中学生の保護者向けの講座の開催（若葉中学校区）
　　　　オンラインにより実施

②11月　未就学児の保護者向けの講座の開催
　　　　オンライン３回、対面１回の計４回実施

取組み内容

①10月  小中学生の保護者向けの講座の開催（八王子中学校区）

②11月　未就学児の保護者向けの講座の開催

③夏休み期間に、博物館との連携による
　「サマーリサーチ in Museum」の開催（新規）

④図書館との連携による
　「ようこそ絵本！はじめての読み聞かせ」講座の開催（新規）

取組み名 妊娠期からの支援
保健センター
保健予防課

令和4年度目標 妊娠32週頃に妊婦支援を実施した割合　95％以上

令和3年度実績等 妊娠32週時の対応数975件(内訳：電話839件・面接11件・文書発送125件)

取組み内容

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。
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子育て環境の整備

取組み名 周産期支援連絡会
保健センター
保健予防課

令和4年度目標 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 90％以上

令和3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（主担当である西区の方針
により中止）

取組み内容

　周産期支援に関わる管内の産婦人科医療機関、助産所、保健師、訪問
指導員等が一堂に会し、研修会や意見交換を行うことで、全体のスキル
アップ・連携体制の強化を図ります。
　また、周産期支援に関する課題を検討し、母子保健の向上を目指しま
す。

取組み名 子育てに役立つ情報の提供 民生子ども課

令和4年度目標 8月までに実施

令和3年度実績等
令和3年4～5月　　北区保育施設ガイドの内容修正

(令和２年度末に令和３年度使用分の子育てあんしんカードを増刷）

取組み内容

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3年
度に、区民や職員からの意見を取りいれ、内容を刷新しました。
　令和4年度は、開設園の追加を職員で行い、情報の更新を行います。

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、
北区保育施設ガイドの情報を記した、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。令和4年7月か
らは、なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」の情報を付記し、保護
者に対し、ⅠＣＴを活用した子育て情報の周知を進めていきます。（新
規）

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
援しています。

④保育園入園申込の電子申請の普及
　令和4年4月入園申込より始まった電子申請について、保育園選びに有
益な情報を発信している北区保育施設ガイドの紹介を含めた案内チラシ
を作成し、窓口で保育園相談があった場合にチラシをもとに、電子申請
を勧め、業務のデジタル化を進めます。（新規）
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取組み名 出張保育園相談 民生子ども課

令和4年度目標 全ての学区で実施

令和3年度実績等
５学区の子育てサロンに派遣
（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）

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。

また、出張相談の際に、令和4年4月入園申込より始まった電子申請につ
いて、保育園選びに有益な情報を発信している北区保育施設ガイドの紹
介を含めた案内チラシをもとに、電子申請を勧め、業務のデジタル化を
進めます。（新規）

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4年度目標 ほいくえん子育てカレンダーを毎月更新

令和3年度実績等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、子育て支援るーむや
保育園での市民向け事業が休止したため、カレンダーの作成も中止しま
した。

取組み内容
毎月、ほいくえん子育てカレンダーを更新し、区役所等に配架します。
また、ほいくえん子育てカレンダーを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します。
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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% 

前年値(２年度) 60.4% 

現状値(３年度) 57.4% 

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

取組み名 青少年の健全育成活動 地域力推進室

取組み内容

①夏の青少年をまもる運動（7月1日～8月31日）
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）
④「家庭の日」関連事業（ポスターの掲示・リーフレットの配架 通年、
　キッズ走り型教室 春・秋、ウォーキング 11月・3月）
⑤地域の世話やき活動（通年）
⑥ネットモラル塾（11月）
⑦子どもを対象としたスポーツ事業の実施（キッズ走り型教室 春・秋、
　ウォーキング 11月・3月　計4回 ※）
⑧子どもを対象とした文化教室の実施（いけばな体験教室 春・秋、書道
　教室 12月　計3回 ※）

※再掲 「スポーツ・文化芸術活動・生涯学習の推進」参照

令和4年度目標
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　80%以上

令和3年度実績等

①夏の青少年をまもる運動（令和元年度 4回、令和2年度 2回、令和3年
　度 3回）
　例年、区役所行事はじめ商店街や大規模商業施設にて啓発活動を実施
しているが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度および
令和3年度は黒川交差点や区役所庁舎内にて、職員のみで啓発物品を配布

②冬の青少年をまもる運動（令和元年度 2回、令和2年度 2回、令和3年
　度 3回）
　例年、大規模商業施設で啓発活動を実施しているが、令和2年度は女性
会、北区子ども会ボランティアサークルと黒川交差点にて啓発物品を配
布

③ＰＴＡ全市一斉パトロール（重点校）（令和元年度 2回（夏・冬）春
　中止、令和2年度 夏・冬・春中止、令和3年度3回（夏・冬・春））

④「家庭の日」関連事業（キッズ走り型教室 春・秋、ウォーキング 11
　月）（令和元年度 2回、令和2年度 2回、令和3年度 2回）

⑤地域の世話やき活動（19学区）

⑥ネットモラル塾（令和2年度 11月20日、令和3年度 11月29日）

⑦キッズ走り型教室（定員40人/1回）の開催（令和元年度 1回、令和2年
　度1回、令和3年度 1回）

⑧子どもいけばな体験教室（定員20人/1回）の開催（令和2年度 中止、
令和3年度 中止、書道教室（定員20人/1回）の開催（令和2年度 中止、
令和3年度 1回）

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止事業が多いため、令和元年度および2年度
の実績を記載
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取組み名 子ども会活動の活性化への支援 民生子ども課

取組み内容
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。

令和4年度目標 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　80％以上

令和3年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により、ソフトボール大会、キャン
プ、キタッコドッチボール大会は中止となりましたが、タコ作り講習会
とタコあげ大会は実施できました。子ども会普及のための中心事業と考
えていたキタッコドッチボール大会が中止となったことから、代替事業
としてタコの作り方の動画を作成しました。
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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% 

前年値(２年度) 72.7% 

現状値(３年度) 66.3% 

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

令和4年度目標
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　70％以上

令和3年度実績等

地域の高齢者が、地域課題について話し合い、将来に向けた主体的な取組みを
考える学区単位のワークショップをモデル学区(2学区)にて開催しました。来
年度以降、他学区への展開を予定しています。
また、KITA JAZZ!を活用した介護予防プログラム動画「KITA JAZZ!リズム＆ス
テップ」の作成や、ボランティア養成講座の開催を行いました。
ICT利活用事業については、名古屋大学情報学部と連携し、高齢者のICTに関す
る困りごとに応える「デジタル相談会」の開催、スマートスピーカーを活用し
た見守りの実証実験の実施等を行いました。
【実績】
・東志賀学区、大杉学区にて「健康つながりまちカルテ」ワークショップ開催
（各３回）
・「KITA JAZZ!リズム＆ステップ」DVD作成、ボランティア養成教室4回開催
・「デジタル相談会」の開催、スマートスピーカー勉強会の開催（２学区）等

取組み内容

①北区まるっとすまいる見える化大作戦（新規）
　令和２年度に作成した学区単位の「健康つながりまちカルテ」を活用した
ワークショップを学区ごとに開催し、地域主体のまちづくりを進めるととも
に、ワークショップの成果をもとに「北区地域包括ケアみらい図」の中間評
価、今後の方向性の見える化を行います。
②KITA JAZZ!を活かした、大規模集合住宅での健康まちづくり（新規）

　大規模集合住宅等で地域から孤立し、閉じこもりがちな高齢者の健康づくり
や地域とのつながりづくりを目的として、UR都市機構等と連携して、ジャズの
リズムを体感できる「KITA JAZZ!リズム＆ステップ」教室を開催するなど、健
康まちづくりの取組みを進めます。

③シニアのICT利活用の推進
　名古屋大学等と連携して、デジタル相談会の開催、デジタルサポーターの養
成等を行い、高齢者のICTリテラシーの向上を図ります。また、見守りや孤立
防止へのICT利活用について検討・実施していきます。

取組み名 地域主体の健康つながりまちづくり 福祉課、保健予防課、地域力推進室、
区民福祉課、北区社会福祉協議会

取組み名 北区認知症フレンドリーコミュニティづくり 福祉課、保健予防課、区民福祉課、北
区社会福祉協議会

取組み内容

①認知症×まちづくりアイデアミーティングの開催
　令和2年度に作成した「北区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、地元住民、地元企業、NPO法人、福祉関係者がつなが
り、まちづくりのアイデアを話し合う場を開催し、認知症当事者中心の取組み
を進めていきます。

②認知症フレンドリーコミュニティの普及啓発
　北区認知症フレンドリーコミュニティの理念や取組みを知ってもらう講座の
開催や北区認知症フレンドリーコミュニティ月間のキャンペーン実施などの普
及啓発を行います。

令和4年度目標 認知症×まちづくりアイデアミーティングを年2回以上開催

令和3年度実績等

令和3年度の取組みを通して、認知症フレンドリーコミュニティの理念に共感
し、連携協働できる産官学のネットワークが生まれており、認知症にやさしい
まちづくりに向けた機運の醸成、自主的なプロジェクトの創出に寄与していま
す。
【実績】
・認知症当事者による「本人の集い」「当事者向け勉強会」等の開催
・北区認知症フレンドリーコミュニティづくりに向けたアイデアミーティング
の開催（３回）
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取組み名
人生100年時代の備え・
すまいるみらい塾の開催

福祉課

取組み内容

①「すまいるみらい塾」の開催（新規）
　人生100年時代において、現在の高齢者は、フレイル（虚弱）期の過ごし
方、おひとりさまの老後など、これまでの高齢者が経験してこなかった課題に
直面しています。これらの課題について知り、自ら対処できるよう、老後の備
えについて学び考える「すまいるみらい塾」を開催します。

②高齢者あんしんシールの普及
　高齢者の緊急連絡先を救急等に伝えるためのあんしんシールについて周知を
行うとともに、ウェブサイト等で公開し、ダウンロードして活用できるように
します。

令和4年度目標
「すまいるみらい塾」への参加者アンケートで「役に立った」と回答した方の
割合　80％以上

令和3年度実績等

あんしんシールの活用を促進するため、コスモスビジョンへの掲載やケアマネ
勉強会にて周知。その結果、ケアマネージャーへの配布が増えたため、シール
を増刷
【実績】
・あんしんシール増刷　400枚
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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% 

前年値(２年度) 49.9% 

現状値(３年度) 43.6% 

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

障害のある方の就労支援

令和4年度目標 授産製品販売事業所の満足度　95％

令和3年度実績等

①　平日開庁日に実施している（新型コロナウイルス感染症の蔓延によ
る緊急非常
　　事態宣言発令期間は中止）
②　7/20、11/9に実施。3月1日に拡大プチサロンを実施。
③　3月末に発行。

取組み内容

①　「キタッコいちば」
　　区役所内で平日開庁日は毎日開催します。

②　「プチサロンふくちゃんきたちゃん」
　　区社協と協力し、イベント内で授産製品販売を行います。

③　カタログの更新増刷
　　令和３年度に作成した、授産施設とその商品を紹介するカタログ
　　（冊子）及びカタログ概要版（A3中折リーフレット）を改訂・増刷
　　します。民生会長連絡会や保育園長会等、区主催の会議等にてカタ
　　ログを配布し、区役所やイベント等でカタログ概要版を広く配布
　　することで、授産製品の受注機会増加に努めます。

取組み名 障害のある方への就労支援 福祉課

令和4年度目標
知的障害者疑似体験講習における参加者の理解が深まったと思う方の
割合　60％以上

令和3年度実績等
・コロナウイルス感染症の影響により知的障害者疑似体験講習は中止
・音楽祭を作品展に変更し実施。

取組み内容

①　「知的障害者疑似体験講習」（新規）
　　職員研修等において開催し、周囲の理解が得られず孤立しがちな知
　　的障害者に対する理解を広げるための　取り組みをします。

②　講演会・音楽会等の開催
　　自立支援連絡協議会と共催で、講演会や音楽祭等を企画し、区民に
　　対し障害のある方への理解を啓発します。

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、区民への啓発に努めます。

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
　　談センターと連携し、適切に対応します。

取組み名 障害のある方への理解の啓発 福祉課
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障害福祉施策の推進

令和4年度目標 研修会に出席した事業所の満足度　90％以上

令和3年度実績等

①　２回実施（１２月、３月）
②　○出張相談窓口
　　　六郷北学区、清水学区、杉村学区、川中学区、名北学区、
　　　東志賀学区、宮前学区、金城学区、辻学区、楠西学区、飯田学
　　　区、光城学区で実施。（３月末時点）
　　○民生委員との懇談
　　　城北学区（4月）六郷北学区（5月）飯田学区・宮前学区（9月）
　　　金城学区（11月）で実施。
　　　※コロナウイルス感染予防の為、中止と判断された学区有

取組み内容

①　自立支援連絡協議会と連携し、研修会等を実施し、施設職員のスキ
　　ルアップを行うとともに、顔の見えるネットワークづくりに努め
　　ます。

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、伺った困難な事例を共有し、関係機関と
　　連携した支援を実施します。（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します。）。また、地域の福祉ニーズ
　　を捉える機会として各学区民生委員との懇談を実施します。

取組み名 障害福祉施策の推進 福祉課

令和4年度目標 授産製品販売の実施回数　前年度比増

令和3年度実績等
・毎月1回、楠支所敷地内において授産製品販売を実施
・開催に合わせてチラシの配架、掲示等（民生会長連絡会、キタッコい
ちば、楠図書館、楠地区会館等）

取組み内容

①　楠地区会館等における「くすのっちいちば」の開催
　楠地区の行事での授産製品販売を企画し、楠地区会館等と相談、調整
及び連携のもと、楠地区会館等における「くすのっちいちば」の開催に
向けて取り組みます。

②　楠支所内における「くすのっちいちば」の開催
　楠支所敷地内において「くすのっちいちば」を開催し、授産製品の販
売を実施します。

③　くすのっちいちばのPR活動拡大
　くすのっちいちばの認知度向上を目指し、チラシの配布・掲示等、く
すのっちいちばのPRを行います。

取組み名
（授産製品の販売）

楠支所管内での販売機会の創出
楠支所区民福祉課
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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% 

前年値(２年度) 85.1% 

現状値(３年度) 72.2% 

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

取組み名
出張健康相談、

健康・感染症対策に関する普及啓発
保健センター
保健予防課

取組み内容

メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームに代表される生
活習慣病は、認知症や脳血管疾患、心臓病、がんなどの病気の原因にな
るといわれています。家庭や地域などといった身近な場所を活用し、若
い時から健康に関心を持ち生活習慣病などの予防に取り組んでいくた
め、保健環境委員と連携した健康教室や保健センターの専門職員による
出張健康相談会を開催します。また、がんの早期発見・治療の推進にあ
たり、各種講座・教室でのがん検診の受診勧奨や啓発活動を実施しま
す。
　新型コロナウイルス感染症が世界的に流行しているため、日常生活に
おける感染症対策の推進にあたり、各種講座・教室での啓発活動を目指
します。

令和4年度目標
出張健康相談を2回実施
保健環境委員と連携して各学区でのロコモ予防教室の実施
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

令和3年度実績等
新型コロナウイルス感染症感染拡大により出張健康相談は中止
ロコモ予防教室は3回、がん検診については2回実施
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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% 

前年値(２年度) 64.1% 

現状値(３年度) 72.2% 

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。

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4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3年度実績等

①令和3年6月　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部訓練を中
止し、関係機関のみで水防活動訓練及び区本部運営訓練を規模を縮小した
上で実施
②令和3年12月　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部訓練を
中止し、関係機関のみで区本部設置運営訓練を実施
③新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

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養成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4年度目標
令和４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（５７名）×２名以上）

令和3年度実績等

①10学区で実施
②11月3日　第1回避難所運営リーダー養成講習会開催
（第2回は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）
　全受講者34名（うち新規受講者28名）　通算受講者118名
③新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。災害対策委員等への啓
発を進めるため、避難所運営リーダー養成講習会で避難所における要配慮
者対応についての講義を実施

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
北消防署・総務課、
警防地域第一（二）

課

令和4年度目標
令和4年8月下旬までに、予定4学区（城北、杉村、金城、味鋺学区）で1回
目戸別訪問実施

令和3年度実績等 大杉、清水、名北、西味鋺学区（約16,000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、大学及び防災ボランティア団体等と連携し、地区防災
カルテや避難行動について等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。
特にハザードマップが新しくなるため、高潮等の新たな災害リスクやこれ
までの想定と新たな想定の違い等について地域に周知・啓発した上で話し
合いやワークショップ等を実施します。

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3年度実績等
令和2年度末時点で未実施であった11学区に対して話し合いを実施しまし
た。話し合いの中で成果物として6学区で避難行動マップの新規作成、4学
区で避難行動マップの更新、1学区で啓発チラシを作成しました。

令和4年度目標 ワークショップ等に参加して防災への関心が高まった方の割合　100％

取組み名 防災ピクニックの充実 総務課

令和4年度目標 令和6年度末までに全19学区で開催

令和3年度実績等

令和2年度末時点で13学区において開催済みです。
令和3年度は東志賀学区及び大杉学区で9～10月、杉村学区及び楠西学区で
2月に実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止となりました。唯一、川中学区で3月11日（金）に実施をしまし
た。

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の実施に加え、防
災物品の体験会、防災用品の配布や紹介やSNS（LINE・Twitter・ピアッ
ザ）による啓発を実施する（新規）などこれまでの取組みからさらなる内
容の充実を図ることで乳幼児がいる世帯の防災意識のより一層の向上を図
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4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3年度実績等

新型コロナウイルス感染症の影響により、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を実施
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

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。
また、SNS（LINE・Twitter・ピアッザ）を用いてハザードマップが新し
くなることに伴う周知や啓発等様々な防災に関する情報発信や啓発を実施
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% 

前年値(２年度) 62.1% 

現状値(３年度) 52.5% 

目標値(５年度) 60.0% 
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交通安全の推進

取組み名
キタク大作戦

主要幹線道路での広報・啓発
地域力推進室

令和4年度目標 人身事故死傷者数　450人以下

令和3年度実績等

R3人身事故死傷者数　466人
（北区内の交通事故死者数　2人）
一斉街頭啓発、啓発活動実施　4月・7月・12月　（9月【中止】）
交通安全標語の定着を図るため、PR動画を作成し放映

取組み内容

「キタク大作戦」とは、区の花「コ・ス・モ・ス」を頭文字とした交通
安全標語を公募し、地域や関係機関と連携して、「区民の皆さまが無事
に自宅に帰宅する」を合言葉に取組む啓発活動です。
　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）に下記を実施します。
　・交通安全標語を記載したプラカードを使用し、主要交差点での街頭
　　啓発活動を実施
　・公用車や社用車などに交通安全標語を記載したマグネットシートを
　　掲示

取組み名
キタク大作戦

自転車の安全利用促進
地域力推進室

令和4年度目標 自転車が当事者となる人身事故死傷者数　100人以下

令和3年度実績等

R3自転車が当事者となる人身事故死傷者数109人
光城学区コスメット隊結成　4月
自転車レベルアップ作戦　　5回実施（9・11・12月（5月・7月【中
止】））
小学生の交通安全訓練　6回実施

自転車乗車用ヘルメット着用を推進するため、PR動画を作成、放映する
とともにポスターを作成

取組み内容

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）を結成し、地域イベントや日頃の
地域活動において率先して着用することにより、地域住民に対する着用
意識の向上、定着を図ります。
②自転車レベルアップ作戦
　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す。
③小学生を対象とした交通安全訓練を実施します。
④自転車及び自動車シミュレータを体験してもらい、自転車及び自動車
の安全利用を呼びかけます。
⑤交通事故発生多発地点を掲載したインターネット上のマップ「eマッ
プ」を愛知学院大学学生ボランティアと作成し、交通事故の注意喚起を
図ります。（新規）
⑥自転車ヘルメット着用推進動画を作成し、区役所などで放映します。
（新規）
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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4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　80人以下

令和3年度実績等

R3子ども・高齢者が当事者となる交通事故死傷者数　81人
交通安全教室　67回実施
自転車シミュレータ体験　１回実施（12月楠学区交通安全教室）
自動車シミュレータ体験　１回実施（10月なごやかクラブイベント）
ふれあい給食会（配食時用）のチラシを配布
10月　区民まつり【中止】　11月 楠フェスタ【中止】

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子ども向け体験型啓発事業（自転車シミュレータ）
　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高齢者向け体験型啓発事業（自動車シミュレータ・自転車シミュレー
タ）
　なごやかクラブ北連合会の行事などにおいて、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

取組み名 防犯キャンペーン・防犯パトロールの実施
地域力推進室

楠支所

令和4年度目標 重点犯罪の発生数　380件以下

令和3年度実績等

R3重点犯罪の発生数　410件
青パト等による防犯パトロール（4月、7月、10月、12月）
学区防犯委員との合同パトロール　4回実施（4月、10月、11月）
区内事業所との防犯キャンペーン【中止】
（白洋舎取次店へのポスター掲出）
金融機関との特殊詐欺啓発【中止】
（被害多発学区への注意喚起文全戸配布）
北警察署と連携した防犯教室　3回実施（10月、11月）
愛知学院大学学生ボランティアと連携した啓発　1回実施
UR都市再生機構との連携した啓発（7月、12月）
楠地区連絡協議会犯罪撲滅キャンペーン【中止】
防犯カメラ、ＬＥＤ防犯灯設置補助金の周知
特殊詐欺被害を防止するため、PR動画を作成し放映

取組み内容

　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します。
②区内事業者と協力した啓発活動を実施します。
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します。
④北警察署と連携した防犯教室、防犯講話を実施します。
⑤防犯上注意する箇所を掲載したインターネット上のマップ「eマップ」
　を愛知学院大学学生ボランティアと連携し、防犯意識の高揚を図りま
す。（新規）
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します。
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します。
⑧防犯カメラの設置を促進します。
⑨ＬＥＤ防犯灯の設置を促進します。
⑩防犯動画を作成し、区役所などで放映します。（新規）

取組み名 住宅防火対策の推進 北消防署予防課

令和4年度目標
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85%以上をめざします。

令和3年度実績等

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。

取組み内容

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。
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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% 

前年値(２年度) 63.1% 

現状値(３年度) 53.9% 

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4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3年度実績等

まちがきれいだと感じている区民の割合　　65.7％
全市一斉クリーンキャンペーン【中止】
（町美重点学区（六郷北）との協働清掃（飯田学区との協働清掃【中
止】））
白洋舎㈱との協働清掃、愛知学院大学との協働清掃　11月
ヤナセ㈱との協働清掃　ニッショー㈱との協働清掃　12月
毎月25日職員による清掃活動（4月～10月【中止】）
空地清掃　通報27件（清掃16件）　空地をきれいにする運動期間中
ごみ屋敷　通報1件（未解消1件）

取組み内容

①6月の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4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3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　34.8％
注文のあった学区及び町内会へ秋苗（3,340株）を配布　6月
注文のあった学区及び町内会へコスモスの苗（200株）を配布　9月
注文のあった学区及び町内会へ春苗（2,890株）を配布　11月
区役所来庁者へコスモスの種（1,000袋）を配布　4月
保育園、幼稚園、小・中学校、高校、大学及び病院や社会福祉施設にコ
スモスの苗（1,545株）を配布　9月
フラ環プロジェクトにより公共施設にコスモスの苗（582株）を配布　9
月

区の花「コスモス」の普及のため、PR動画を作成し放映

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。
⑤区内の区民が集う公所へコスモスの苗を配布します。（新規）
⑥コスモスのPR動画を作成し、区役所などで放映します。（新規）
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犬猫の飼い方マナーの向上

取組み名 違反広告物をなくす運動 地域力推進室

令和4年度目標
商店街振興組合員等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3年度実績等

違反広告物パトロール【中止】
楠西小学校PTAパトロール　7月
ＰＴＡ全市一斉パトロール　12月、3月
道路障害パトロール　毎月1回

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。

取組み名 犬猫の飼い主マナーの向上等
保健センター
健康安全課

令和4年度目標 ペットの飼い方マナー啓発活動　10回以上

令和3年度実績等

①ペットの飼い主への取組み
・窓口来所者等への啓発：1,244件
・10月狂犬病予防集合注射会場での啓発：4回241件
・多頭飼育届受付件数：5件(現在15件)
②区民への取組み
・ステッカー等配布件数：犬17件 猫3件、猫忌避装置貸出：6件
・のら猫の避妊去勢手術補助券交付件数：177件

取組み内容

①ペットの飼い主への取組み
・窓口来所、パトロール、各種イベント等の機会を通じて、犬はフンの
持ち帰りや危害防止等、猫は室内飼養の推進等を指導・啓発します。
・ペットへの身元表示の重要性等を周知します。
・犬猫の多頭飼育届出制度について、公式ウェブサイト等により引き続
き周知を行うと共に、届出者に対し必要に応じて適正飼養指導を行いま
す。

②区民への取組み
・犬のフンや放し飼い等でお困りの方に対し、注意喚起を促す看板やス
テッカーを配布します。
・猫の無責任な餌やり等でお困りの方に対し、猫忌避装置の貸出等を行
います。
・のら猫による迷惑や殺処分頭数の減少を目的とした活動を行う区民に
対し、避妊去勢手術補助券を交付します。
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取組み名 ペットの災害対策
保健センター
健康安全課

令和4年度目標 総合防災訓練でのペット同行避難訓練の実施

令和3年度実績等

①窓口来所者や公園巡回等における啓発
・窓口来所者への啓発：789件
・ペット防災関係グッズ等の展示：
　10月の狂犬病予防集合注射会場にて4回実施
②ペット同行避難訓練：総合防災訓練中止のため未実施

取組み内容

①ペットの災害対策の啓発
　犬の新規登録等に関する窓口来所者、公園巡回や区民まつり等の機会
において、ペットの飼い主に対して啓発品を配布し、ペットの災害対策
として日ごろから備えておくべきグッズやしつけの重要性を啓発しま
す。

②同行避難訓練の実施
　災害時の混乱を避けるためにも、飼主だけでなくペットを飼っていな
い地域住民の理解を得られるよう、総合防災訓練時にペットの同行避難
ルールについて、広く啓発を行います。

※ペット同行避難とは、災害発生時に自宅が危険な場合においてペット
と共に移動を伴う避難行動を示す言葉であり、避難所でのペットは、人
とは別の場所で管理されることとなります。
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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

取組み名 区まちづくり基金の活用・周知 企画経理室

令和3年度実績等

令和3年度寄附件数　19件

広報なごや6月号に制度の趣旨、令和2年度寄附実績を掲載
区役所主催のジャズイベントで募金活動等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。
　・名古屋市外の人に対して北区の認知度をあげ、寄附につなげる取組
みを検討します。

②寄附の活用方法の検討
　寄附を有益に活用するため、活用方法について区民のニーズを汲み取
りながら検討します。

令和4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 区民会議・区政推進会議 企画経理室

令和4年度目標 会議参加者からの意見聴取　会議参加者の20％以上

令和3年度実績等

【区民会議】
　令和3年5月18日（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催）
【各種団体などでの意見聴取】
　令和4年2月に会議に合わせて実施
【区政推進会議】
　例会にて「誰もが安心して暮らせるまち」をテーマに講演会を開催（3
回）

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。
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取組み名
区民アンケートの実施

コスモスビジョン（区政運営方針）の公表
企画経理室

令和3年度実績等

コスモスビジョンを知っていた区民の割合　19.7％
令和3年5月
　コスモスビジョン（令和3年度取組み事業一覧）公表、概要配布
令和3年10月～11月
　区民アンケートの実施（回収率39.4％）
　アンケートにコスモスビジョン紹介リーフレットを同封

取組み内容

①コスモスビジョン(区政運営方針)の公表
　令和4年度の取組み事業、北区のめざす将来像実現のための目標の達成
度をお示しします。
②コスモスビジョン(区政運営方針)概要版の作成
　コスモスビジョン(北区将来ビジョン）の進捗状況および令和4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(北区将来ビジョ
ン・区政運営方針)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、結果をコスモスビジョン(北区将来
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。ま
た、区民アンケートにコスモスビジョン(北区将来ビジョン・区政運営方
針)を紹介するリーフレットを同封し周知を図ります。

令和4年度目標
コスモスビジョン(北区将来ビジョン)を知っていた区民の割合20％以
上。区民の皆さまの区政への参画や協働のきっかけとなるよう、さらな
る認知度の向上を目指します。
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誰もが利用しやすい区役所づくり

取組み名 来庁者サービスの充実 総務課・区民生活課

令和3年度実績等

①：11・12・3月実施
　　上記以外の月は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止
②：9月中旬に名古屋フラ環（ワー）プロジェクトと連携してコスモス
　　を植栽、年度末に向けて12月中旬頃に葉ボタン・パンジーを植栽
③：継続実施
④：現在41％洋式化しており、2月に2階東トイレ2基の洋式化を実施
　　また、新型コロナウイルス感染症対策として11月に3階トイレの手
　　洗い場の自動水栓化を実施
⑤：8月より、女性用トイレへの生理用品の配備を試行的に実施

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階フロアや庁内放送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
⑤通年　　　　：女性用トイレの生理用品の継続配備
⑥通年　　　　：区役所・支所でおくやみコーナーの試行実施（新規）
⑦通年　　　　：区役所1階・支所1階待合スペースに無料Wi-Fi試行設置
（新規）

　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4年度目標
「窓口アンケート」（毎年11月実施）で「区役所職員の対応がとても満
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 市民課

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　結婚メモリアルボードでの記念撮影（1階ロビー）
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　ジャズ音楽による心地よい空間づくり（1階フロア）
④　通年　絵画、書道展示スペースの提供（1階通路等）
⑤　通年　混雑ランプ導入による市民への混雑情報を提供

　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4年度目標
「窓口アンケート」（毎年11月実施）で「区役所職員の対応がとても満
足・満足」と回答した区民の割合　100%

令和3年度実績等 ①～⑤　継続実施
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取組み名 ３S運動の推進 総務課

令和4年度目標
「窓口アンケート」（毎年11月実施）で「区役所職員の対応がとても満
足・満足」と回答した区民の割合　100%

令和3年度実績等

①区役所職員の取組み
・３S運動のキャッチフレーズに対する分かりやすい説明を追加
・３S推進リーダーの選定
・３S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。
・３S推進リーダー接遇研修の実施
　各所属の３Ｓ推進リーダーに接遇スキルの向上を目的とした研修を実
施しました。
②ポスター掲示や缶バッジの着用等３S運動推進の認知度向上を目指した
取組み
・ポスター掲示や職員の缶バッジ着用、庁内放送等を実施して、３S運動
推進の認知度向上を図る取り組みを行いました。
・窓口アンケートをアンケート用紙裏面に３S運動推進に関する独自項目
を追加して引き続き実施しました。

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
取改善組みを推進し、取組み進歩の振り返りを行います。
・推進リーダー接遇研修
　選定した各所属の３Ｓ推進リーダーに接遇スキルの向上を目的とした
研修を行います。
②　３S運動推進の認知度向上
　区民の皆様に庁内放送やポスター掲示等を通して、運動の趣旨などを
周知していきます。
　窓口アンケートをアンケート用紙裏面に３S運動推進に関する独自項目
を追加して実施していきます。
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その他

取組み名
愛知学院大学、名古屋造形大学と連携した取

組みの推進
全所属

令和3年度実績等

交通安全市民運動期間中に、キャンパス内にキタク大作戦の標語を記し
た横断幕掲出
8月3日　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出
席
8月13日　防犯キャンペーンの実施
11月6日　サステナまち計画2021の開催
11月18日　愛知学院大学学生ボランティア、大学職員と協働清掃

取組み内容

北区内にキャンパスを置く愛知学院大学・名古屋造形大学と連携し、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愛知学院大学名城公園キャンパス内にキタク大作戦の標語を記した横
断幕を掲出し交通安全意識の高揚を図ります。

②愛知学院大学学生ボランティアと交通事故多発地点や防犯上注意する
箇所などをインターネット上のマップ「eマップ」に掲載(入力）し、学
生および地域への交通事故注意喚起、防犯意識の高揚を図ります。（新
規）

③サステナまち計画の開催（再掲）
若者を対象として、地域課題をテーマに「サステナブル＝持続可能な」
社会やまちづくりについて学ぶことができ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。
※「サステナまち計画」参照

④スポーツ・健康づくりによるまちづくりコンソーシアム
愛知学院大学、企業、団体等と連携体制を構築し、地域社会の活性化を
目的として、スポーツ・健康づくりを推進します。
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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

令和3年度実績等 ７月、１２月　特殊詐欺被害防止チラシの配架

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。

①UR事務所に、特殊詐欺防止チラシなど防犯に関するチラシの配架やポ
スターを掲出し（新規）、防犯意識の高揚を図ります。

②区内のUR賃貸集宅集会所等で、防災及び福祉関連の講話、介護予防等
の普及啓発事業を実施します。

③UR尾上団地での関係者会議を開催し、自治会、UR、区等関係団体が連
携して地域課題に取り組みます。

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
　北区の写真をオープンデータとして公開します。

②ICT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。

③ICT利活用の推進（再掲）
　ICTの活用を推進するボランティアの育成を行い、地域住民のICTリテ
ラシーの向上を図るとともに、ICTボランティアを活用した一人暮らし高
齢者の見守り・孤立防止事業の検討・実施をしていきます。

令和3年度実績等

10月14日　ICT利活用推進プロジェクトチーム会議の開催

高齢者のICTに関する困りごとに応える「デジタル相談会」の開催、ス
マートスピーカーを活用した見守りの実証実験の実施等（再掲）
・「デジタル相談会」の開催
・スマートスピーカー勉強会の開催（２学区）等
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コスモスビジョン（令和 4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/


