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事業別取り組み結果一覧表 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(00) 区民ニーズの把握に努めます〈企画経理室〉 Ｂ 

①区民アンケートの

回収率 40％ 

②区民アンケートに

おいて、「区政運営方

針の取り組みについ

て満足」と答えた方

の割合 60％ 

①令和元年度区政運営方針の取り組み結

果について、区民 2,000 人アンケートを

実施 回収率 34.6% 

②区民アンケートにおいて、「区政運営方

針の取り組みについて満足」と答えた方

の割合 64.7% 

区民アンケートの回収率は目標を

達成することができませんでし

た。区民ニーズの把握と適正な事

業評価のため、アンケート方法を

改善し、回収率の増加を図りま

す。 

今後も各種アンケート結果を参考

に、区民ニーズに即した事業の実

施に努めます。 

(00) 広報・情報提供の多様化を図ります〈総務課、企画経理室、地域力推進室〉 Ａ 

― ○区役所、支所、保健所に設置した行政

情報表示ディスプレイにおいて、緑区独

自の広報を延べ 116 件放映しました。 

行政情報表示ディスプレイにおい

て、緑区からのお知らせやイベン

ト情報など独自の広報を放映して

います。今後も、区民ニーズに即

した独自の情報を提供できるよう

努めます。 

評

価

欄

の

説

明

Ｓ ・目標を達成し、期待を上まわる成果があったもの 

Ａ 
・目標を達成し、期待どおりの成果があったもの 

・目標は達成できなかったが、期待を上まわる成果があったもの 

Ｂ 
・目標は達成したが、期待どおりの成果があがらなかったもの 

・目標は達成できなかったが、期待どおりの成果があったもの 

Ｃ ・目標を達成できず、期待どおりの成果があがらなかったもの 

× ・事業に着手できなかったもの 

目標に対応する実績値、

取り組みの具体的な結果

等を記載しています。 

令和元年度の取り組みに対する担当課の自己評価や今後の事業実施の考え方等について記

入してください。自己評価については、評価欄の根拠となる内容を記入してください。「期

待を上回る成果」というのは取り組みの結果が他所属の模範となったり、事業が新聞に取り

上げられたような場合であり、単に目標値を大きく上回っただけの場合は該当しません。特

に、S評価をつける場合は「期待を上まわる成果」を具体的に記載してください。

事業別取り組み結果凡例 

令和元年度緑区区政運営方針での掲載事業名を記載しています。 
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令和元年度みどりっちプラン掲載事業の取り組み結果及び進捗状況について（３月末現在）

1 安心・安全で快適に暮らせるまち 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)緑区安心・安全で快適なまちづくり協議会を中心としたまちづくりを推進します〈地域力推進室、

保健センター、緑警察署、緑消防署、緑環境事業所、緑土木事務所〉 
Ａ

・アンケートで「安

心･安全で快適なま

ちだと感じる」と答

えた方の割合 90％ 

・他公所(署)や地域

住民との連携、協力

活動 100 回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 いずれも目標を達成することができ

ました。 

他公所（署）や地域住民との皆様と

の連携・協力活動を引き続き行い、今

後も安心・安全で快適なまちづくりを

進めてまいります。 

・参加型啓発キャンペーンアンケートにお

いて、「安心･安全で快適なまちだと感じ

る」方の割合 97％ 

2 他公所(署)、地域住民との連携、協力活

動 153回

(2)放火されない環境づくりを推進します〈緑消防署〉 Ａ

パトロール及びキャ

ンペーンの実施 

12 回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 放火防止モデル地区に指定された

４学区を中心に啓発活動を実施。地

域の方が中心となって企画立案され

積極的に啓発されていました。 

キャンペーン 1回実施済 

放火防止パトロール３回実施済 

(3)緑市民病院から特殊詐欺被害の防止について啓発します〈緑市民病院、緑警察署〉 Ａ

警察官を招いての講

座の実施 

毎月 1回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 特殊詐欺については緑区での被

害も懸念されています。警察とも

緊密に連携し情報提供を受け、質

の高い注意喚起情報の提供の在り

方なども工夫しながら啓発に力を

入れていき、今後も交通安全や他

の被害も未然に防ぐように努力し

て参ります。 

毎月 1回の健康講座の実施に併せて、地域

で発生している犯罪（特殊詐欺や侵入盗な

ど）に遭わない為の注意点や予防策につい

て警察官を招き、講座形式で実施した。

(4)災害時における共助のしくみづくりを推進します〈総務課、緑消防署〉 Ａ

モデル町内会･自治会

による安否確認札を

使用した訓練 １回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 総合防災訓練の機会を捉え、安

否確認札を活用した初動訓練を実

施しました。 

今後も引き続き迅速な安否確認

が実施できるよう訓練に取り組み

ます。 

モデル町内会・自治会による安否確認札を

使用した訓練 １回 

(5)防災先進区・緑区として区独自の取り組みを含めた各種防災訓練を実施します 

〈区役所(総務課)、緑消防署はじめ各公所(署)〉 
Ａ

・宿泊型避難所開設 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 大規模な災害に備え、関係機関と

1 安心・安全で災害にも強いまち 
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訓練の実施 1学区 

・全学区避難所開設

訓練の実施 

全 28学区 

・訓練参加者アンケ

ートにおいて、「災害

時に必要な対応が理

解できた」方の割合 

90％ 

・宿泊型避難所開設訓練の実施 １学区 

・全学区避難所開設訓練の実施 全28学区 

・訓練参加者アンケートにおいて、「災害時

に必要な対応が理解できた」方の割合 94％

連携しながら地域の皆さまとともに

各種防災訓練を開催しました。１人

でも多くの方が防災・減災対策を進

めていただけるよう関係機関との連

携をさらに強めるとともに、地域特

性を勘案した訓練の実施に努めま

す。 

(6)緊急地震速報対応訓練(シェイクアウト訓練)を実施します〈区役所(総務課)はじめ各公所(署)〉 Ａ

緊急地震速報対応訓

練参加機関 

21 公所（署）等 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 大規模地震を想定し、来庁者及び職

員が安全な行動をとれるよう３月11

日に区内関係機関においてそれぞれ訓

練を実施しました。 

緊急地震速報対応訓練参加機関 

24 公所（署）等 

(7)家具転倒防止ボランティア派遣事業を行います〈総務課、緑消防署〉 Ｂ

家具固定取付世帯数 

180 世帯 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 各種訓練やイベント、消防署による

戸別訪問などの機会を捉えた啓発によ

り、目標を達成できる見込みでした

が、新型コロナウイルス感染症の影響

で活動を休止したため目標世帯数を達

成できませんでした。 

地震による家具転倒の被害から１人

でも多くの命を守るため、今後も引き

続き啓発及び利用者募集に努めます。

家具固定取付世帯数  

147世帯

(8)地域の避難行動計画を策定します〈総務課、緑消防署〉 Ｂ

避難行動計画新規策

定学区 10 学区 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 大規模災害時を想定し、地域の皆さ

まがお住いの地域の危険箇所や避難経

路について話し合い、日ごろからいざ

というときのことを考えられるよう地

域ごとの避難行動マップを作成しまし

た。 

引き続き地区防災カルテの話し合い

の機会を捉え、地域の防災活動の支援

を行ってまいります。 

避難行動計画新規策定学区９学区 

(9)海抜表示板を更新します〈総務課〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 既存の海抜表示板を更新するととも

に、未設置の公所への設置を行いまし

た。 

(10) 緑区防災フェスタを開催します〈区役所(総務課)はじめ各公所(署)〉 Ａ

来場者アンケートに

おいて、「今後も参

加したい」方の割合 

 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 11月９日に区役所はじめ37団体が

協働し、開催しました。当日は、1500

名と多くの方に来場していただき、防

災・減災について啓発しました。 

来場者アンケートにおいて、「今後も参加

したい」方の割合 95％ 

(11)親子防災イベント「あそぼうさい・まなぼうさい」を開催します〈総務課〉 ×

来場者アンケートに 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ３月８日に名古屋みどり災害ボラン
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おいて、「今後も参

加したい」と答えた

方の割合 90％ 

３月８日 開催予定 → 中止 ティアネットワークとともに開催する

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しました。 

(12)防災に関する講座を行います〈緑生涯学習センター、緑区社会福祉協議会〉 Ａ

防災に関する講座、

事業の開催 5回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今後も、区民ニーズに即した講座

の実施に努めます。防災に関する講座･事業の開催 5回

(13)健康危機管理サポーターのリーダーを育成します〈保健センター〉 Ｂ

・リーダー養成数 

12人 

・地域健康危機管理サ

ポーター講座 2回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 新たなリーダー養成には至りませ

んでしたが、自分達が行いたい自主

活動について考える機会が持てまし

た。地域におけるサポーターのさら

なる知識の習得と今後の主体的な活

動を支援します。 

1 リーダー数 8 人 

リーダー定例会７回 

2 地域健康危機管理サポーター養成講座 

   １回（鳴海学区） 

サポーターフォローアップ研修２回 

リーダー養成研修      1 回

(14)災害ボランティアセンターの開設及び運営訓練を実施します〈緑区社会福祉協議会、総務課〉 Ｂ 

参加者数 70 人 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 回数を重ねるなかで参加者が固定

化されつつあるため、より多くのお

方に災害ボランティアセンターを知

っていただけるよう内容等を検討し

ます。 

５月１１日（土）緑区役所講堂にて開催。

一般参加者４０人。 

大規模災害時に災害ボランティアセンター

が立ち上がる場合があることを知っていた

人の割合７６％。 

(15)消防団員の確保を支援します〈緑消防署〉 Ｃ 

緑区消防団員 

600名確保 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施  今年度当初 551 名から 15 名減少

し、充足率が 78.7％から 76.6％と

後退しました。今後もあらゆる機会

を通じて、消防団員募集活動を実施

し、消防団員の充足率向上の推進に

努めます。（令和 2年 3月 31 日現

在）

区民まつり及び防災フェスタなどの区内で実

施されたイベントにおいて現役の消防団員の方

と共同して消防団員の募集活動を実施しまし

た。 

R2.3.31現在 消防団員実員：536名 

(16)区民一人ひとりの防災力の向上を図ります〈緑消防署〉 Ａ

自助力啓発活動の実

施 130 回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 学区や町内会等が主催する防災訓

練や防火・防災の講習会、各種イベ

ントなどで自助力向上講習を 実施

しました。また、小坂学区をモデル

学区として戸別訪問を実施し自助力

の啓発に努めた。 

3 月末現在の進捗状況 53回 

戸別訪問による防災用品の配付及び啓発を

実施（1 学区・3156 世帯） 

(17)事業所と地域との支援協力体制を推進します〈緑消防署〉 Ｂ

支援協力に関する覚

書の締結 83 事業所 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今年度は新規の協定の締結はあり

ませんでした。今後もあらゆる機会

を通じて事業所に啓発を実施し、協

定締結の推進に努めます。

3月末現在の進捗状況 82事業所 

(18)災害活動の迅速な対応をめざし、名水協との連携強化を図ります〈上下水道局緑営業所〉 Ａ 
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－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 名水協には率先して防災訓練等

に参加していただき、災害活動に

関する連携を強めることができま

した。今後も連携を深め、迅速な

災害活動につなげます。 
防災訓練、宿泊型避難所開設訓練、防災

フェスタ等に参加しました。 

発災時に応急給水ができるよう、仮設給

水栓を寄託し、緑区内に 13 か所ある応急

給水施設のうち、あらかじめ指定した 7か

所に設置します。

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)緑区クリーンキャンペーン・なごや 2019 を実施します〈地域力推進室、保健センター、緑環

境事業所、緑土木事務所〉 
Ａ

メイン会場参加者

アンケートにおい

て、「町を美しく

する活動に関心が

高まった」と答え

た方の割合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標を達成することができました。

引き続き、クリーンキャンペーンを

通じ、町を美しくする活動を進めてま

いります。 

メイン会場参加者アンケートにお

いて、「町を美しくする活動に関心が

高まった」と答えた方の割合 98％

(2)緑区環境バザーを開催します〈地域力推進室、緑環境事業所〉 Ｂ

・参加者数 450 人 

・売上品数 1,800 点 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 区民の皆さまにリユースに対す

る意識啓発として大変好評をいた

だきました。売上品数はわずかに

目標を達成することができません

でしたが、参加者数は目標を達成

することができました。 

1 参加者数 450 人 

2 売上品数 1,724 点 

5 月 25 日（土）に開催しました。

(3)環境デーなごや 2019 ｉｎ みどりを開催します〈緑生涯学習センター〉 Ａ

参加者アンケートに

おいて、「満足した」

と答えた方の割合 

95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 受講者アンケートの目標を達成

することができました。 

今後も各種アンケート結果を参考

に、区民ニーズに即した事業の実施

に努めます。

参加者アンケートにおいて、「満足し

た」方の割合 100％

(4)地域環境イベントを開催します〈緑環境事業所、南東部公害対策担当〉 Ａ

参加者アンケートに

おいて、「環境問題へ

の関心が高まった」

「よりよい環境づく

りに向け行動しよう

と思う」と答えた方

の割合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 風呂敷の活用方法、ゴーヤによ

る緑のカーテンづくりを学ぶこと

で、環境問題に関心を持っていた

だく良い契機になりました。引き

続き環境問題に主体的に参画する

人づくり・人の輪づくりに取り組

みます。

6月 15日に緑生涯学習センターにおいて

「ふろしきと緑のカーテン」をテーマに地

域環境イベントを開催し、24 名の方に参加

していただきました。 

参加者アンケートにおいて、「環境問題へ

の関心が高まった」、「よりよい環境づくり

に向け行動しようと思う」と答えた方の割

合 100% 

(5)資源・ごみの分別推進に取り組みます〈緑環境事業所〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 資源・ごみの分別とリサイクル

2 環境にやさしく快適なまち 
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分別マナーアップ推進月間（6月、11 月）

に特別巡回を実施しました。6 月は 4 学区

の保健環境委員会と協働し、11月は全学区

において、環境局本庁と連携して収集前の

地域を回り、分別状況の確認及び現地指導

を行いました。 

日々の収集業務の中でも、分別マナーが

不十分な場合は、直接指導を行うなどの取

り組みをしています。 

の推進は、保健環境委員を始め地

域役員の熱心な活動に支えられて

います。今後も地域役員と協働し

て、資源とごみの分別徹底を呼び

かけ 3R※を推進して、ごみ減量を

めざしていきます。 

※3R（スリーアール）：リデュース＝ごみそのものを

減らす、リユース＝ごみにしないで繰り返し使う、

リサイクル＝ごみを資源として再利用する

(6)ペットの愛護と適正な飼育の普及啓発を行います〈保健センター〉 Ａ

・犬のしつけ方教室 

3 回、巡回指導 5回

・ペット同行避難啓

発 2回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施  しつけ方教室は、保健センター

で２回、大高緑地で１回実施しま

した。巡回指導は、フンと放し飼

いの苦情の多い地域を中心に巡回

しました。 

 ペット同行避難啓発は、総合防

災訓練と防災フェスタにて啓発を

実施しました。

・犬のしつけ方教室 3回、巡回指導 5回 

・ペット同行避難啓発 2回 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)町内会・自治会への加入を促進します〈地域力推進室〉 Ｂ

・みどりっちポスト受

付数 70 件 

・学区行事や防犯キャ

ンペーンでのリーフレ

ット頒布 10 回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 町内会･自治会加入申込受付ポス

トによる受付数については、みど

りっちポストの周知に努め、引き

続き達成を目指してまいります。 

・町内会･自治会加入申込受付ポストによ

る受付数 44 件 

・学区行事や防犯キャンペーンでのリー

フレット頒布 10 回

(2)緑区区民まつりを開催します〈地域力推進室〉 Ａ

来場者アンケートにお

いて、区民まつりに来

場して「満足した」と

答えた方の割合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標を達成することができまし

た。来年度も、区民の交流の場と

して、地域に対する愛着心を高め

られるような内容を企画していき

ます。 

○来場者アンケートにおいて、区民まつ

りに来場して「満足した」方の割合 

99％ 

○10 月 26 日（土）に開催し、約 75,000

人が来場しました。 

○来場者参加型のメインイベントで、830

枚の絞りの布に皆さまからメッセージ

を記載いただくことができました。 

(3)緑生涯学習センターまつりを開催します〈緑涯学習センター〉 Ａ

来場者アンケートにお

いて、「満足した」と

答えた方の割合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 来場者アンケートの目標を達成

することができました。 

今後も、区民ニーズに即した事

業の実施に努めます。

来場者アンケートにおいて、「満足し

た」方の割合 97％

(4)徳重地区会館まつりを開催します〈徳重地区会館〉 Ａ

来場者アンケートにお 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 地域で活躍されているボランテ

3 地域をつなぐ絆づくり 
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いて、「満足した」と

答えた方の割合 95％ 

1 参加人数 1,000 人 

2 参加者アンケートにおいて満足した方

の割合 95％ 

ィアの方にご協力いただき、来館

者が楽しいおまつりであった。 

今後も地域の方にご参加いただ

けるおまつりとなるように努力し

ます。 

(5)徳重地区会館における住民参加型自主事業を実施します〈徳重地区会館〉 Ｂ 

来場者アンケートにお

いて、「満足した」と

答えた方の割合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 アンケート結果を参考に事業を計

画し、実施している。地区会館の存

在は知っていても、利用をされてい

る方は少ないようであった。 

地区会館が区民、市民の活躍の場

所になるような運営に努めます。 

１ 実地事業 １０事業 

２ 参加延べ人数 １５００名 

３ 参加者アンケートにおいて満足した

方の割合 ９０％ 

(6)区民と区内農家の交流及び地産地消を推進します〈東部・緑農政課〉 Ａ

スタンプラリーの有効

応募件数 400 件 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今年はスタンプラリー開始後 10

周年を迎え、従来の「地産地消ス

タンプラリー」に加え、もっと

「農」を身近に感じ、農家との交

流を促進し応援していただくため

に記念事業として絵手紙コンテス

トも開催いたしました。 

また、当初はスタンプラリーの

応募者数が伸び悩み、大きな台風

による農産物への影響も懸念され

ましたが、何とか無事に目標を達

成することができました。 

今後も多くの方に参加していた

だけるように努めてまいります。

有効応募件数 400 件 

(7)人権に関する講座・事業を開催します〈緑生涯学習センター〉 Ａ 

人権に関する講座・事

業の開催 7 回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 性的少数者について、同和問題につ

いての講座を実施しました。
人権に関する講座･事業の開催 7回（2月

2日の人権特別講演会実施で 7回目とな

ります）

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)花・水・緑の公園通り推進事業を促進します〈地域力推進室〉 Ａ

イベントなどでのアン

ケートにおいて、「花

植え･緑化活動をよい

と考える」方の割合 

95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標を達成することができまし

た。19 の部会が活動しており、今

後も花植え・緑化活動の促進を図

ります。 

○10 月 26 日（土）開催の緑区区民まつ

りにてアンケートを実施し、「花植え・

緑化活動をよいと考える」方の割合 

96％ 

(2)区民プラザにおける区民活動を支援します〈支所〉 Ｂ

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 

4 協働によるまちづくり 
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案内･見守り活動 

 1 週間あたり 8回 

いっしょに楽しめるような活動を共に行 

うなど引き続き支援していきます。 

・1 週間 10 回中、9回以上実施した。

みどり区民プラザサポーターク

ラブが、区民プラザにおいて案

内・見守り活動を実施していま

す。令和元年 12 月に区民プラザ利

用者向けに実施したアンケート結

果は、前年度までに比べサポータ

ークラブの活動がより評価されて

います。今後も、より快適な区民

プラザを目指して、サポーターク

ラブの活動を支援します。 

(3)地域におけるボランティア活動を推進します〈緑区社会福祉協議会〉 Ａ

ボランティア調整件数 

100 件 

実施済 ・ 実施中・ 未実施 目標を達成することはできませ

んでしたが、これまでボランティ

アに関わったことのない方にも参

加してもらうことができました。 

年間調整件数８６件。

(4)ボランティア団体の竹林整備事業を支援します〈みどりが丘公園事務所〉 Ａ

・竹林整備 9回 

・体験教室 8回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今後も竹林整備を進め、来園者

が楽しめる里山空間を作りつつ、

竹工作などイベントを通し、竹を

身近に感じてもらえるように努め

ていきます。

・竹林整備 9回 

・体験教室 8回 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)道路・公園の整備をすすめます〈緑土木事務所〉  Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 桶狭間勅使線では、愛知用水を

下越しして道路を整備する工事を

実施しております。今後も、沿線

や地域の皆さまの協力を得なが

ら、工事を実施していきます。 

・桶狭間勅使線、敷田大久伝線、水主ヶ

池線で工事を実施しています。 

・新海池公園では遊具更新等の工事を実

施しました。 

(2)市街地の整備をすすめます〈緑都市整備事務所、地域力推進室〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 鳴海駅前では、引き続き、ＡＢ

工区の施設建築物の建築に向けた

準備および用地取得を行ってまい

ります。 

大高駅前においても、早期収束

に向けて事業を進めてまいりま

す。 

鳴海駅前では、AB工区において施設建築

物の建設に向けて準備を進めるとともに、

用地取得交渉を行いました。 

大高駅前では、大高駅前土地区画整理事

業において、建物移転交渉を行いました。

有松地区では、敷田大久伝線東側区間の

道路築造工事に向けた準備を行いました。

(3)誰もが安心して利用できる市バスをめざします〈交通局緑営業所〉 Ａ

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 

5 便利で住みよいまち 
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－ ・乗務員の運転操作及び接客応対の状況

を添乗等により個別に把握し、教育・

指導しています。 

・発生した事故・運行ミス等の事例と原

因について映像等を使用して全乗務員

に周知し、事故・運行ミスの発生防止

に努めています。 

・お客さまから頂戴したご意見や賞詞を

周知して接客サービスの向上に努めて

います。 

今後もハード・ソフト両面にお

いて、効果が見込まれると考える

様々な取組みを行い、より安全で

快適な市バスの運行に努めてまい

ります。
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2 子どもから高齢者まで誰もがいきいきと過ごせるまち 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)児童虐待を防止します〈民生子ども課、支所、保健センター、東部児童相談所、なごや子ど

も応援委員会〉 
Ｂ 

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 関係機関が緊密に連携して支援

を行い、多くのケースで養育環境

の改善をもたらしています。 

また、親支援プログラム講座を

複数開講するなど、児童虐待を予

防する子育て文化の普及啓発も進

めています。今後も引き続き充実

に努めます。 

○支援が必要なケースに対し、情報共

有・早期対応のため、関係機関による会

議を毎月 1回開催 

○児童虐待を事前に防ぐため、親支援プ

ログラム講座を前期 1回、後期 2回開

催。また、地域子育て支援拠点と協力し

て前・後期各 1回講座を開催。 

親支援プログラム講座の全 6回中 6回目

と地域子育て支援拠点と協力して行う後

期の講座が、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止。 

(2)保育施設利用のための出張相談会を開催します〈民生子ども課、支所〉 Ａ

参加者アンケートにお

いて、「ためになっ

た」と答えた方の割合

95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今後は、相談者の実情や参加者

アンケートの結果等を参考に、区

民ニーズに即した、より効果的な

事業の実施を考えてまいります。 

参加者アンケートにおいて、「ためになっ

た」と答えた方の割合 100％ 

(3)みどり親育ちのがっこう（子育て講座）を開催します〈民生子ども課、保健センター、緑生涯

学習センター、緑児童館〉 
Ａ

各講座アンケートにお

いて、「参加してよか

った」と答えた方の割

合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 関係団体の積極的な連携によ

り、多くの講座、講演会を開催す

ることができています。各講座と

も参加者から大変好評です。 

来年度はこれまで以上に連携を

密にし、子育ての助けとなる講座

の提供を行ってまいります。 

各講座アンケート（3クール中 2クー

ル）において「参加して良かった」と答

えた方の割合 100％ 

(4)多様なニーズに応じた子育て教室を開催します〈保健センター〉 Ａ 

・高年妊産婦対象の 

ラベンダーのつどい

（２日間コース）の開

催 2回 

・発達が心配な幼児と

親対象の「子育て教

室」の開催 8回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ラベンダーのつどいでは、高年

齢妊婦の方から「同年代の仲間が

でき心強い」、また子育て教室参加

者からは、保護者同士の交流やグ

ループワークを通し、「発達を促す

ための関わり方がわかり安心でき

た」といずれも好評でした。引き

続き多様なニーズに応じた子育て

教室を実施してまいります。 

1 ラベンダーのつどい（2日間コース）

2回開催  ①6・7月②10 月  

計 実 41 人、延 71人参加 

2 子育て教室 ７回(全 8回)3 月分中止

 発達に心配のある幼児とその親 

計 87 組参加 

(5)子どもに安全をプレゼントし、命を守る事業を実施します〈保健センター、緑消防署〉 Ａ

・「揺さぶられ症候群 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 消防署の救急隊員による心肺蘇

1 子どもの健やかな育ちを支えるまち 
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予防事業」実施回数 87

回 1,500 人 

・「子どもの事故予防･

救急法教室」実施回数

37 回 480 人 

1 「揺さぶられ症候群予防事業」 

実施回数 75 回 1,581 人(R2.3 月末現

在)※3月分は実施中止 

2 「子供の事故予防・救急法教室」 

子育てサロン対象：47回実施 591 組

参加 

消防署と連携：5回実施 75 組参加 

(全 5回) 

計 52 回実施 666 人(R２.３月末現在) 

※3 月分は実施中止 

生法の実技指導を始め、内容は参

加者に大変好評でした。 

子育てサロン参加中の乳幼児及

び広報で募集した乳幼児の保護者

を対象に各会場で開催しました。 

2 事業とも、実際に体験しなが

ら意見交換し、学びが深まりまし

た。参加者の少ない回があったた

め、引き続き地域で積極的に周知

していきます。 

(6)「みどり赤ちゃんまつり 0．1．2」を開催します。〈民生子ども課〉 Ｂ 

参加者アンケートにお

いて、「役立つ情報を

得た」と答えた方の割

合 92％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 事業の実施から 13年が経過し、

各地域において「ミニ赤ちゃんま

つり」の開催や社会資源の充実な

ど、一定の役割を果たしたと考え

ています。 

今後は、区民ニーズに即した、

より効果的な事業の実施を考えて

まいります。 

参加者アンケートにおいて、「役立つ情報

を得た」と答えた方の割合 89.3％ 

(7)子ども会の支援及び子どもが育つ地域のつながりづくり事業を実施します〈民生子ども課、

緑区社会福祉協議会、緑児童館〉 
Ｂ

大高南地区、鳴子地

区、鳴海東部地区での

プレーパークの開催 

毎月 1回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 地域での認知が進み、子どもや

親の参加も増えています。地域の

つながりづくりのため、今後も 3

地区での定期開催を実施していき

ます。 

大高南地区、鳴子地区、鳴海東部地区で

のプレーパークの開催 毎月 1回実施。3

地区共に 3月の開催は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止。 

(8)子育て世代に向けたシリーズ事業「ゆめみどり」を開催します〈緑文化小劇場〉 Ｂ

来場者アンケートにお

いて、「良かった」と

答えた方の割合 96％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施  地域の未来を担う子どもたちに

文化芸術にふれる機会を提供する

とともに、子育て世代の方々の交

流の場とすることができました。 

来場者アンケートにおいて、「良かった」

と答えた方の割合 93％ 

〇6/29 おやこで楽しむファミリーコンサ

ート 98％ 

〇12/14・15 人形劇団むすび座 90％ 

〇12/25 クリスマスにおくるファミリー

コンサート 94％

(9)子ども読書活動を推進します〈緑図書館、徳重図書館、保健センター〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 「はじめての本との出会い事業」

として、ボランティアの方と協力

しておはなし会を実施しました。

今後も継続して実施し、たくさん

の「本との出会い」を作ることが

出来るよう努めます。 

「はじめての本との出会い事業」として

おはなし会を実施しました。 

緑図書館  35 回実施 

徳重図書館 16 回実施 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)緑区地域包括ケア推進プラン2019 を推進します〈福祉課、支所、保健センター、緑区社会福祉

協議会、いきいき支援センター、医師会、歯科医師会、薬剤師会、大学等関係機関〉 
Ａ

2 人にやさしい福祉のまち 
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－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ５つの部会等（認知症専門部会、

地域支援ネットワーク部会、在宅医

療・介護連携部会、介護予防推進検

討会、生活支援連絡会）において引

き続き協議・検討を重ね、引き続き

緑区の地域包括ケアを推進していき

ます。 

地域の代表の方々とともに、区内の医

療・保健・福祉・介護の関係団体・行政

で組織する「緑区地域包括ケア推進会

議」で協議し取り組みを推進しました。 

(2)「あんしんカード」などにより、高齢者の孤立防止・生活支援を強化します〈福祉課、支所、

緑区社会福祉協議会〉 
Ａ

・「あんしんカード」

7,000 枚作成 

・たまり場（ふれあ

い・いきいきサロン）

210 か所 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ・新たな「緑区あんしんカード」を

緑区内の関係機関からの意見を集

約し作成しました。 

ひとり暮らし高齢者等を対象に民

生委員から配付（一部の学区）を

し、高齢者の地域の見守り体制を

強化することができました。 

・たまり場の数については目標を達

成しました。引き続きたまり場が

増えるように支援を続けます。 

・新たな「緑区あんしんカード」 

 3,045 枚作成 

・たまり場（ふれあい・いきいきサロ

ン）213 か所 

(3)認知症になっても支え合って暮らせる地域づくりをめざします〈福祉課、支所、いきいき支援

センター、国立長寿医療研究センター、保健センター〉
Ｓ

・脳活体操リーダー養

成研修 開催 1回 

・認知症の方にやさし

い店の登録拡大 

 10 か所

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ・脳活体操リーダー養成研修を1回開

催。研修を受講した全員の13人が

自主グループ「脳トレみどり」に加

わりました。人員が25人になった

ことから、地域の行事において脳活

体操を実施する機会が増え、認知症

予防活動をさらに推進できるように

なりました。 

・「認知症の方にやさしい店」の登録

拡大は目標を達成しました。引き続

き、認知症の方が、地域で安心して外

出や買い物ができるように「認知症の

方にやさしい店」の登録拡大を進めま

す。 

・脳活体操リーダー養成研修 

1 回開催 

・認知症の方にやさしい店の登録拡大 

 11 か所 

(4)介護予防を活発に取り組む地域づくりをめざします〈保健センター、福祉課、支所、いきいき

支援センター、緑区社会福祉協議会〉
Ａ

・健康＆介護予防のお

でかけマップ（仮称）

の作成、配布 2,000 部

・65 歳からのセカン

ドライフセミナー（仮

称）新規開催 1回

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 健康・介護予防・生活支援の視点で

のマップを作成。第1弾「仲間と集い

たい」編を作成しました。 

地域で活動する担い手を増やすた

め、男性対象の情報発信と意見交流の

教室を開催しました。今後のニーズや

企画への意見をいただきました。 

1 「緑区高齢者きらきら発見マップ」

の作成・配布 2000 部 

2 「60 歳からの男のセカンドライフセ

ミナー」の開催 

11 月 21 日開催 13人参加 

(5)在宅医療・介護連携の推進に努めます〈保健センター、はち丸在宅支援センター〉 Ａ

・医療と介護に従事す 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今年度は新たに、ＡＣＰ（アドバ
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る専門職向け研修会 2

回 

・地域出張講座 2回 

1 多職種連携研修会の開催 2回(全 3回)

① 11 月 10 日（日）「アドバンス・ケ

ア・プランニング（概論編）」  

76 人参加 

② 12 月 1 日（日）「多職種で取り組む

“口から食べる”ための支援〈第 3

弾〉」 63 人参加 

③ 令和 2年 1月 23 日(木)予定 映画上

映会「ピア～まちをつなぐもの～」 

85 人参加 

2 地域出張講座の開催 全 5回 

開催時期：令和元年 9月～令和 2年 3月 

実施団体：滝の水学区、片平学区、民生

委員・児童委員会長研修会、長根台学

区、神の倉学区 

延べ 59 人参加 

3月12日（木）に開催予定だった滝の水学

区給食会は中止しました。 

ンス・ケア・プランニング：終末期

における本人の意思決定を尊重し寄

り添った支援を実践すること）の考

え方を取り入れた研修会を開催しま

した。医師の講義やグループ討議を

通じて、多職種での連携の重要性や

価値観の違い等を共有しました。 

また在宅で大切な「食支援」につ

いても連続性のある研修会を開催し

ています。 

地域出張講座では、市民向けに在

宅療養やＡＣＰの知識普及を行って

おり、今年度は主に地域の民生委

員・児童委員の方々を対象に行いま

した。今後も地域の方々が抱える疑

問や質問に答え、意見交換をしなが

ら幅広い世代に向けた周知に務めて

まいります。 

(6)地域支えあい活動を支援します〈緑区社会福祉協議会〉 Ｂ

地域支えあい事業新規

実施学区 1 学区 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 数学区に働きかけは行ったもの

の、残念ながら新規実施には至りま

せんでした。今後も働きかけを継続

し、新規で実施される学区の増加に

努めます。 

新規実施に向けて、数学区に事業概要等 

を説明中。 

(7)地域福祉活動の拠点づくりをすすめます〈緑区社会福祉協議会、福祉課、支所、保健センター〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 これまで社協と関わりがなかった

団体、ボランティアの方々にもご利

用いただいています。今後も多くの

方にご利用いただけるよう、ＰＲを

続けます。 

４月に開設した緑区在宅サービスセンタ 

ーについて、会議室を貸出などにより福 

祉活動の活動拠点として活用していただ 

けるよう周知を進めている。 

(8)老人クラブへの加入を促進します〈福祉課〉 Ａ

加入促進チラシの配布

1,000 部 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ・区役所のモニターにより老人クラ

ブ加入のＰＲをしたほか、老人ク

ラブ開催の福祉大会や趣味の作品

展において独自に作成したチラシ

を配布するなど、老人クラブへの

加入促進のＰＲをしました。 

・加入促進チラシの配付１，１４０部 

(9)緑区自立支援連絡協議会の活動を通して障害のある方がいきいきと暮らせるまちをめざしま

す。〈福祉課、民生子ども課、支所、保健センター、緑区障害者基幹相談支援センター、緑区社

会福祉協議会〉〉 

Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ・各部会の活動のほか、研修会や講

演会を開催するなど、今後も障害に

対する理解を深める取り組みを進め

ていきます。 

日中・居宅・児童・相談・精神の５部会

に加え、防災対策の推進のため新たに防

災部会を立ち上げ、より幅広い課題に対

応できる連携体制となりました。 

(10)障害児を育てる親のグループなどへの活動支援事業を実施します〈保健センター〉 Ａ 

・講演会、交流会の開 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施  医療的ケア児や重症心身障害児の
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催 年 2回 

・講演会、交流会の参

加者アンケートにおい

て、「参加してよかっ

た」と答えた方の割合

90％ 

1 講演会の開催  年 3 回 

① 10 月 8 日「障害のある子どもの親な

きあと～お金の話・今からできるこ

と～」51人参加 

② 11 月 12 日「発達の遅れのある子ども

の性について学ぶ～性の悩みや戸惑

いに向き合う～」36 人参加 

③ 2月 25 日(延期)「子どもの立ちふる

まいを観る、診る、看る」 

2 交流会への保健師参加 

 年 5回 

3 グループ活動時の保健センター及び徳

重分室の会場貸出 1 グループ 5回 

4 講演会アンケートにおける「よかっ 

た」と答えた方の割合 

① 94％② 97％③ 未実施 

保護者及び医療機関、福祉機関等の

専門職の方に多数ご参加いただきま

した。 

 交流を通して横のつながりがで

き、今年度は各種グループ共同での

イベント開催も企画されました。 

今後も、障害のある子ども達が地

域で健やかに成長できるよう、親た

ちの生の声を共有しながら、講演会

の開催やネットワークづくりなどの

活動を支援してまいります。 

(11)授産製品の販売を支援します〈福祉課、支所〉 Ｓ 

・展示販売コーナーの

設置 300 回 

・イベント記念品とし

ての活用などによる販

売支援 5回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 区役所、支所で定期的に授産製品

販売コーナーの設置を行いました。

令和 2年 3月は新型コロナウィルス

の感染拡大防止のため、ほとんど設

置できませんでしたが、目標を達成

することができました。 

イベントなどにおける販売支援

は、昨年度に引き続き様々なイベン

トに出店・出品の声掛けを行い、目

標を達成することができました。 

区役所・支所での展示販売のＰＲ

の効果もあり、今年度新しい事業所

の参加もありました。 

今後も事業所との連携を図り、取

り組みを継続します。 

・展示販売コーナーの設置 327 回 

・イベント記念品としての活用などによ

る販売支援 5回 

(12)「障害のある人もない人も共につくる緑区民のつどい」を開催します〈福祉課、支所、保健

センター、緑区障害者基幹相談支援センター、緑区社会福祉協議会〉 
Ａ

・参加者アンケートに

おいて、「満足した」

と答えた方の割合 

90％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 これからも障害のある人やそのご

家族への理解を深め、障害のある人

もない人も共に生きる社会づくりを

目指します。 

「第 9 回障害のある人もない人も共につ

くる緑区民のつどい」を、東京 2020 パラ

リンピックの競技「ボッチャ」の出場内定

選手を招いて、交流会を開催しました。 

開催日：令和 2年 1月 18 日（土） 

参加者アンケートにおいて 

「満足した」と答えた方の割合 

第一部（座談会） 84％ 

第二部（交流会）100％ 
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(13)障害のある方のお口を《歯援〈支援〉》します〈保健センター〉 Ａ

・講習会 2 回開催 

・参加者アンケートに

おいて、「講習会の内

容に満足できた」と答

えた方の割合 80％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 講習会では、障害(児)者の生活の

質の維持・向上と関連の深い口腔ケ

アの重要性について、施設関係職員

や地域の歯科医師・歯科衛生士に周

知しました。今後も引き続き講習会

を開催し、普及啓発を図ります。 

１ 講習会 

① 令和元年 5月 20 日（月） 

31 人参加 

対象 高齢者デイサービスセンター職員 

② 令和元年 11 月 7 日（木） 

31 人参加 

対象 緑区の医療従事者、保健センター

職員 

２ 参加者アンケート 

講習会の内容に満足できた」と答えた方

の割合 83％ 

(1)ノロウイルスなどの感染防止にかかる巡回指導などを実施します〈保健センター〉 Ａ

巡回指導の実施 新規

事業所 20か所（新規

の保育園 10 か所、小

規模保育所 10か所） 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 流行期前に実施することで、不足し

ている物品や消毒の確認、施設状況

を確認し指導ができ、感染拡大の防

止ができるので、今後も引き続き実

施してまいります。 

令和元年 7月～9 月に実施 

新規の保育園  5か所 

小規模保育所  8か所 

作業所     1 か所 

小学校     1 か所 

老人保健施設  1か所 

合計 16 か所 

(2)被保護者の健康管理支援事業を実施します〈保健センター、民生子ども課、支所〉 Ｂ

・事業参加者 50 人 

・事業終了後に実施す

るアンケートにおい

て、「健康を意識する

ようになった」と答え

た方の割合 85％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 個別生活指導により、対象者の方

は積極的に生活習慣の改善に取り組

み、体重や腹囲など数値の上でも改

善が見られました。今後も生活習慣

病予防のための支援に取り組んでま

いります。 

1 事業参加者数  ※3 月は未実施 

実 31 人、延 145 人(R2.3 月末現在) 

2 アンケートにおいて「健康を意識する

ようになった」と答えた方の割合 86.4％

(3)ロコモ（運動器症候群）予防教室を開催します〈保健センター〉 Ａ

・区民向けロコモ予防

教室の開催 3コース

・保健環境委員会と協

働によるロコモ予防教

室 年 5回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 

子育て中のママ向け及び福祉会館

利用中の高齢者向けのいずれの教室

も、自身の健康を意識する機会とな

ったと好評のため、今後も継続して

実施します。 

 保健環境委員会と協働によるロコ

モ予防教室は、保健環境委員を中心

とする各学区でのロコモ予防講座の

開催につながっており、今後も地域

の活動を支援していきます。 

ポールウォーキング講座は、幅広

い年代の区民にご参加いただき、手

軽で安全に取り組むことができると

＜区民向けロコモ予防教室＞ 

「子育てママのロコモ予防教室」（2 日間

コース） 

① 6/12、7/3 延べ 16人参加 

② 11/7、11/20 延べ 11 人参加 

「緑福祉会館利用者のためのロコモ予防

教室」（1日コース） 

③10/30 28 人参加 

＜保健環境委員会と協働によるロコモ予 

防教室＞ 

「保健環境委員向けロコモ予防講座」 

①7/138 人参加 

「はじめよう！ 楽しくポールウォーキ

ング」 

3 健康づくりができるまち 
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②9/4、③10/7、④10/21 

 延べ 52 人参加 

⑤2/4、⑥2/17、⑦3/2 

 延べ 11 人参加 

好評であったため、今度も継続して

実施します。

(4)区内各所にスポーツ指導者を派遣します〈緑スポーツセンター〉 Ａ 

・実施回数 9回 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 区民の皆様に運動の楽しさを伝

え、習慣化していただけるよう今後

も実施して参ります。 
コミセンをはじめ、区内各所において運

動指導を実施しました。 

(5)市民向け健康講座を実施します〈緑市民病院〉 Ａ

健康講座の実施 毎月

1回 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 健康講座の実施 毎月１回

健康に役立つ情報を中心に講座を実

施していますが、イライラしない子

育て講座など、育児に係わる内容の

講座も実施しました。今後も区民の

皆さまに感心を持って頂ける内容を

充実して参ります。 

生活習慣病の発症や重症化を予防する

ため、病気の予防法や健康管理方法など

について健康講座を実施し、区民の皆さ

まの健康を保持し、増進する役割を担い

ます。また認知症に対する理解及び認知

症予防対策の普及啓発に努めます。 

3 魅力にあふれ歴史・文化を大切にするまち 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)緑区の魅力を発信します〈区役所(企画経理室)〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 区役所情報コーナーに配架したも

のを持ち帰られる方も多く、今後と

も緑区の魅力を発信していきます。

緑区の魅力をお伝えする冊子「魅力発

見・まるっと発信！」を策定し、区役

所、支所、保健センターなどで配布しま

した。 

(2)緑区プロモーション映像を制作します〈地域力推進室〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 完成した映像を活用して、効果的

に区内外の皆さまに緑区の魅力を広

げてまいります。 
 緑区にある豊富な魅力をオリジナルBGM

に乗せた動画「いろとりどり緑区」を制作

し、YouTube等での配信や、中部国際空港

でのタペストリー掲示等による動画配信

に係るPRを行いました。 

(3)「みどりっち」を活用して緑区をＰＲします〈地域力推進室〉 Ａ

アンケートにおいて、

「みどりっち」を知っ

ていると答えた方の割

合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標は達成できませんでしたが、

アンケート結果では相当程度の認知

率でした。 

引き続き、みどりっちを活用して

緑区を PRするよう努めてまいりま

す。 

区民まつりアンケートにおいて、「み

どりっち」を知っていると答えた方の割

合 93％ 

(4)緑区観光推進協議会の活動を推進します〈地域力推進室〉 Ｂ

・アンケートにおいて、 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 緑区の魅力に関する認知度が目標

1 魅力の発信と観光推進 
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緑区あちこちマップを

「利用しやすいと思う」

と回答した方の割合 

95％ 

・観光 PRキャンペー

ンで実施する各種アン

ケートにおける緑区の

様々な魅力に関する認

知度 95％ 

・観光ボランティアガ

イド育成講座参加者へ

のアンケートにおい

て、「受講してよかっ

た」と答えた方の割合

95％ 

○歴史散策会や観光PRキャンペーンにて実

施したアンケートにおいて、緑区あちこち

マップを「利用しやすいと思う」方の割合

95% 

○キャンペーンで実施した各種アンケートに

おいて、緑区の様々な魅力に関する認知度

94% 

○3月6日（金）に開催予定だった育成講座

は中止しました。

を達成できませんでしたが、今後も

緑区あちこちマップの活用やガイド

の技術向上などに努め、緑区の観光

推進にしっかり取り組みます。 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)歴史文化交流支援事業を推進します〈地域力推進室〉 Ａ 

参加者アンケートにお

いて、「緑区の歴史に

ついて理解が深まっ

た」と答えた方の割合 

95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標を達成することができまし

た。今後もより多くの方に緑区の

歴史に触れていただけるよう努め

ます。 

○歴史散策会やおこしもんづくり体験な

どのイベントで実施した参加者アンケ

ートにおいて、「緑区の歴史について理

解が深まった」方の割合 97% 

(2)区の特色を活かした講座を開催します〈緑生涯学習センター〉 Ａ 

・緑区の特色を活かし

た講座の開催 6講座 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 緑区の歴史に関する講座や緑区

のマイスターグループの活動を広

める講座を実施することができま

した。今後も、区民ニーズに即し

た講座の実施に努めます。 

緑区の特色を活かした講座の開催6講座 

(3)伝統野菜である「大高菜」の普及やＰＲを図ります〈東部・緑農政課、緑生涯学習センター〉 Ａ 

・大高菜の種子配布  

800 人 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 今年もご好評をいただき目標と

していた数量の大高菜の種を配布

することができました。 

区民まつりでは、「今年も育てな

くっちゃ！」とブースまで足を運

んでいただいた方が多くいらっし

ゃいました。このようなお声をい

ただけるのは嬉しい限りです。 

また、会場には職員が実際に栽

培しているプランターも展示し、

来場者の方に簡単に栽培できるこ

ともＰＲした結果、「初めてだけど

大高菜の種子配布 800 人 

2 歴史･伝統の継承 
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チャレンジします！」と種を受け

取っていただくこともできまし

た。 

緑生涯学習センターと大高菜を

使った料理教室を共催し、数多く

の小中学生に大高菜のおいしさを

知ってもらうことができました。 

(1)緑区民美術展を開催します〈地域力推進室〉 Ａ

・来場者アンケートに

おいて、「美術展を良

いと思った」方の割合 

96％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 目標を達成することができまし

た。 

区民の皆さまの創作活動成果発

表の貴重な場として発展させてい

きます。 

来場者アンケートにおいて、「美術展を

良いと思った」方の割合 98％ 

○9 月 20 日(金)~9月 22 日(日)に開催 

し、637 人が来場しました。

(2)緑区民舞台発表会を開催します〈地域力推進室〉 Ｂ

・来場者アンケートに

おいて、「見てよかっ

たと思った」と答え

た方の割合 90％ 

・出場者アンケートに

おいて、「出てよかっ

たと思った」と答え

た方の割合 90％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 見てよかったと思った方の割合、

出てよかったと思った方の割合と

も、目標を達成することができませ

んでしたが、日頃の練習の成果を発

表していただく場として、出場者か

らは大変好評をいただきました。 

来年度以降も継続してたくさん

の方が参加できるよう、内容の充

実を図っていきます。 

1 来場者アンケートにおいて、「見てよ

かったと思った」方の割合 71％ 

2 出場者アンケートにおいて、「出てよ

かったと思った」方の割合 80％ 

○11 月 16 日（土）に開催し、221 人が出

演しました。

(3)緑フェスタを開催します〈緑文化小劇場〉 Ａ

来場者アンケートにお

いて、「良かった」と

答えた方の割合 87％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 受付、客席整理など公演当日の運営

業務を参加団体と小劇場職員が一緒に

行うことで、市民参画の事業運営を実

現しました。 

また、今年度は飲食店の出店、フリ

ーマーケットの開催を実施しました。

今後も近隣住民の方々が気軽に来館で

きる環境を整えていくことで、「緑フ

ェスタ」を市民による地域のおまつり

へと発展させていきます。 

○来場者アンケートにおいて、「良かっ

た」と答えた方の割合 90％ 

○2 月 22 日（土）、23日（日）の 2日間

にわたり開催しました。緑文化小劇場の

練習室を利用する 21 団体が出演し、900

名の来場がありました。 

(4)地域劇団「劇団みどり」の活動を支援します〈緑文化小劇場〉 Ｂ 

来場者アンケートにお

いて、「良かった」と

答えた方の割合 70％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 劇団が地域の新しいコミュニテ

ィとなり、地域に活力をもたらす

とともに、地域の方々が健康で生

きがいを持って暮らすことができ

る社会の実現に貢献することがで

きました。 

○来場者アンケートにおいて、「良かっ

た」と答えた方の割合 67％ 

○10 月 19 日（土）に本公演を開催しま

した。入場者は 205名でした。 

(5)生涯スポーツの振興を図ります〈地域力推進室〉 Ｂ

・スポーツ大会の総参 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 市民スポーツ祭においては、16区

3 文化・芸術・スポーツ活動の支援 
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加者数 3,600 人 

・市民スポーツ祭区対

抗の部において上位入

賞 

1 スポーツ大会の総参加者数 2,454 人 

2 市民スポーツ祭区対抗の部 8位 

中8位の結果に終わりました。今後

も子どもから高齢者まで幅広い世代

に対して気軽にスポーツを楽しんで

いただけるよう、広報等を充実さ

せ、企画に工夫をこらしていきたい

と考えております。 

4 親しまれ信頼される区役所づくり 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)フロアサービスを実施します〈区役所(総務課)、支所〉 Ａ

― 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 引き続き、来庁者サービスの向上

に努めます。 通年で窓口案内などを行いました。 

(2)日曜窓口を実施します〈総務課、市民課、民生子ども課、福祉課、保険年金課、支所、税務窓口〉 Ａ

― 実施済・ 実施中 ・ 未実施 引き続き、来庁者サービスの向上

に努めます。 原則毎月第 1日曜日 8時 45 分から正午 

まで、窓口業務を行いました。 

(3)精神・難病・障害児等福祉の受付窓口を区役所へ移設します〈保健センター〉 Ａ

― 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 市民の方からは「窓口が区役所・

支所で一つになり便利になった」と

好評を頂きました。 

令和 2年度から精神障害、難病等

に係る業務の担当を保健センター保

健予防課から区役所福祉課・支所区

民福祉課に変更し、区民の皆さまに

より分かりやすく、利用しやすい窓

口を目指します。 

令和元年 5月より保健センターの精神・

難病・障害児等受付窓口を区役所へ移設し

ました。 

(4)お誕生オリジナルお祝カードをプレゼントします〈市民課、支所〉 Ａ

― 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 ご好評いただいております「お誕

生お祝いカードプレゼント事業」を

来年度も実施します。 
平成 31 年 4 月～令和 2年 3月  

2,185 枚（区役所 1,315 枚、支所 870 枚） 

(5)「更正保護サポートセンターみどり」の活動を支援します。〈総務課〉 Ａ

― 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 企画調整保護司定例会等において継

続的に意見交換を行い、サポートセン

ターの活動が円滑に進むよう、事務局

として引き続き支援してまいります。

サポートセンターの活動（月～金_10～

16 時／保護司常駐 1名）につき、事務局と

してサポートを行いました。 

(6)区民意見を区政に反映させます〈企画経理室〉 Ｂ

区民アンケートにお

いて、区政運営方針

の取り組みについて

「十分」「おおむね

十分」と答えた方の

割合 71％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 アンケート回答数は昨年度を上

回りましたが、満足度は下がる結

果となりました。区政運営方針の

取組みについて満足度が高まるよ

う、努めてまいります。

区民アンケートにおいて、「区政運営方

針の取り組みについて満足」と答えた方の

割合 62％ 

(7)広報・情報提供の多様化を図ります〈総務課、企画経理室、地域力推進室、支所〉 Ａ

－ 実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 各種広報媒体を活用し、様々な世

1 快適な市民サービスの提供 
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【総務課】

防災イベント等について広報なごや、ホ

ームページ、フェイスブック等に掲載し、

事業の広報を図りました。 

代の方にお知らせできるよう引き

続き広報を行ってまいります。

【企画経理室】

みどりっちプランの内容等をホームペー

ジに記載し、事業の広報を図りました。 

区役所などに設置した行政情報ディスプ

レイにおいて、新規に開始したみどりっち

プランの広報をはじめ、緑区独自の広報を

13 件放映しました。 

今後も、区民ニーズに即した独

自の情報を提供できるよう努めま

す。

【地域力推進室】 

区のウェブサイトやフェイスブック、

インスタグラムを活用したインターネッ

ト上の広報を推進しています。 

今後もウェブサイト、SNS などを

活用し、より多くの方に緑区の情

報を知ってもらうことができるよ

う努めます。 

【支所】区民プラザに寄贈していただいた

大型ディスプレイでの身近な情報や館内

情報の提供を継続して行っています。ま

た、授産施設の紹介など新たな情報も増

やしました。 

今後も、大型ディスプレイや館

内放送を活用し、区民に身近な情

報や、交通安全など啓発情報をタ

イムリーに提供できるよう努めま

す。 

事業名 〈担当〉 評価

目標 取り組み結果 担当課コメント 

(1)全学区避難所開設訓練、災害時初動訓練により職員の災害対応能力を伸ばします〈総務課〉 
Ｂ

・全学区避難所開設訓

練の実施全28学区 

災害時初動訓練の実

施 1 回 

・アンケートにおい

て、「ためになった」

と答えた職員の割合

95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 職員の災害対応能力及び危機管理意

識の向上を図るために、アンケートの

結果を踏まえ、工夫しながら今後も引

き続き実効的な訓練に取り組みます。

・全学区避難所開設訓練の実施全28学区 

・災害時初動訓練の実施１回 

・アンケートにおいて、「ためになった」と

答えた職員の割合92％

(2)職員の能力向上を図ります〈総務課〉 Ａ

・接遇研修 1回、 

経理事務研修 1 回 

・アンケートにおい

て、窓口対応に「満

足」と答えた方の割

合 95％ 

実施済 ・ 実施中 ・ 未実施 経理事務研修は、制度・システムの

変更を踏まえた内容とし、理解の深化

に努めました。接遇研修は、外部講師

が実際の接遇状況を踏まえて講義を行

うことで、研修効果の向上を図りま

す。 

1 接遇研修：R2.2.6（木） 

経理事務研修：R1.11.7（木） 

2 窓口アンケート…97.6％ 

2 区役所機能の強化 


