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瑞穂区民のみなさま� 

��は、瑞穂区政の運�にご��とご��をいただき、�に�りがとうございます。 

瑞穂区では、���「��」とな�た今年度の基���を「���も住み続けたく

なる瑞穂区づくり」とし、� つの方�に��て、区役所や関係する�関の��的な�

り�みを「瑞穂区区政運�方�」にまとめました。 

また、来年度には、瑞穂区の将来�を�き、�れを実�するために�長�で�り�

�施�の方向性等をまとめた「瑞穂区将来���ン」を��します。 

「��さくら名所 100 選」に選�れた���を�し、

市内��の��区でも�り、犯�や��、交通事�が�

なく、安心・安全で住みやすいまち「瑞穂区」がさらに

���る、住み続けたくなるまちとなるよう、�さまと

ともに、区政を推進してまいりますので、ご��、ご�

�をよ�しくお�いします。 

���年 � � 瑞穂区長 �� �� 

  

 

 

 

４つの方針  
１ 瑞穂区の魅力が輝くまちづくりをすすめます 
２ 安心・安全で快適なまちづくりをすすめます 
３ 健康でいきいきと暮らせるまちづくりをすすめます 
４ みなさまに満足いただける区役所づくりをすすめます   

何世代も住み続けたくなる瑞穂区づくり   
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４つの��と�な�り�み  

何世代も住み続けたくなる瑞穂区づくり  
��������を��すま�づくり��� 

�主�取り組み� 
����のま�����り�������、���の
��������� 
��������・����・����との�� 
������との�� 
���による地域のに��い��り�� 
�地�の��発��������体� 
�����区の���を��した��発��� 
���������ー��の�� 
�������の��      
��������にすすめるま�づくり��� 

�主�取り組み� 

���区民ま�り 2019の�� 

2026��������に��た���区�����
���ー���������の�����ー�の��� 
��ー�����の�� 

������ー�ーみ��の��の�� 

����・自�����の����の�� 

������・������・�を�し�する�の�
� 

�����ー��ー・ま������の�� 

��������ー���している自主����ー
�の�� 

�み���������ーま�り 2019の�� 

  

�����に�い��なま�づくり��� 

�主�取り組み� 

���応��策�上��の実施 

��������所の�発 

�����所��・運営��の実施 

�����所��の実施 

�����所運営�ー�ーの�� 

�����ーを��した�������所����
��所の����の発� 

����いの�組み��りの�� 

��う�い���の実施 

����の����の�� 

�地域に��る���応�の�上 

���に��る�����策の�� 

���を�ー�とした��の��   
�����なま�づくり��� 

�主�取り組み� 

������策の����発の実施、����施�の
��� 

2026 ��������に��た���区����
����ー���������の�����・��
�ま���り� 

����策の�� 

���区����������ー�み�����を�
�した��・���ま���りをすすめる�発�� 

���の�����ー�の�� 

 

 

�����な��づくり��� 

�主�取り組み� 

����ーみ�� 2019の�� 

������ー���の�� 

�����ズ��ー���の�� 

����の����い方の�発�� 

���の���� 

��み��、�み・��の��、����の�� 

�����の�� 

��み・��の��に��る区民�ー��の�上 

����の��の���������の�����
�の�� 

 

� 瑞穂区�����く 

�ち�く�を����� 

��No.1を���て 

� ��・�����な 

�ち�く�を����� 

��・�� No.1を���て 

� 

� 

� 

� 

� 
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（１）福祉活動の推進 

＜主な取り組み＞ 

児童向け民生委員・児童委員活動の広報 

○地域包括ケアの推進 

○在宅医療・介護に関する出前講座の開催 

○みずほフェスタ’19の開催 

○みずほっぺあんしん情報シートの普及 

○老人クラブの会員増への支援 

○障害を理解し、お互いに助け合う地域づくりの推進 

○瑞穂区マスコットキャラクター「みずほっぺ」イラ
スト入り医療情報カードの配付 

○ご近所での見守り・支えあい活動の推進 

○福祉ボランティア活動の推進 

○福祉会館事業の実施 

 

 

 

（２）子育て支援の推進 

＜主な取り組み＞ 

児童虐待のないまちづくりの推進 

○瑞穂区子育てサロン「さくらひろば」の開催など子
育てしやすいまちづくりの推進 

待機児童対策の推進 

○子育て情報の発信 

発達年齢に合わせた子育て教室の開催 

○妊娠期からの切れ目のない支援の充実 

○児童館事業の実施 

 

 

 

（３）健康づくりの推進 

＜主な取り組み＞ 

○みずほ健康づくりマップによる健康づくりの普及
（区役所・保健センター・土木事務所の連携） 

○みずほ体操の普及と健康ささえ隊の活動支援 

○高齢者サロン等における介護予防の推進と活動支
援 

○乳幼児期の歯の健康づくりの推進 

○乳がん検診の実施とがん検診のＰＲ強化 

 

（１）快適な窓口サービスの提供 

＜主な取り組み＞ 

お客様満足度向上・区役所サービス向上をめざし
た取り組みの実施 

○受付番号札発券機の設置による窓口環境の改善 

○正確で迅速な証明書交付事務 

○各種証明取得のための便利な窓口サービスの案内 

○おもてなし向上事業 

○フロアサービスの実施  

○ボランティア清掃の実施 

 保健予防課の一部窓口移設 

 

 

 

（２）広報・広聴の充実など 

＜主な取り組み＞ 

○広報の充実 

○広聴事務（地域懇談会等）の実施 

○区政への参画の推進 

○区民ニーズの把握 

○区内の官公所（署）の連携 

○区まちづくり基金の設置 

○明るい選挙の推進運動 

○瑞穂土木だよりの発行、名古屋市ウェブサイトへ
の掲載 

  新規 

  拡充 

○ 継続 

３ 健康でいきいきと暮らせる 

まちづくりをすすめます 

支え合いNo.1をめざして 満足度No.1をめざして 

４ みなさまに満足いただける 

  区役所づくりをすすめます 

瑞穂区マスコットキャラクター 

みずほっぺ 

拡 

拡 

新 

新 

拡 

新 

拡 

※平成３０年度「瑞穂区区政運営方針の取組結果」に

ついて、瑞穂区ウェブサイトにて公表しております。 

新 
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１ 瑞穂区の魅力が輝くまちづくりをすすめます  
（１）個性と魅力を活かすまちづくりの推進

【現状と課題】 

瑞穂区の特徴・魅力として思い浮かぶものとしては、山崎川沿いに続く桜並木がまず挙

げられるのではないでしょうか。瑞穂区のシンボルマークも山崎川と花びらをアレンジし

たもので、区の木、区の花もサクラであり、サクラは瑞穂区の魅力として、区民に馴染み

深いものです。  そして、区内にはパロマ瑞穂スポーツパーク（瑞穂運動場）があり、さまざまなスポー
ツ大会の会場、名古屋グランパスの本拠地、また、市のスポーツ振興の拠点として、選手

や観客が数多く訪れる場所があるのも魅力のひとつです。  さらに、教育施設が多いことが特徴として挙げられます。市内 16区で比較すると、瑞

穂区内に高校は７校、短大は２校、大学は３校あり、いずれも 16区で３番目以内に入る

数です。  こうした瑞穂区の魅力や特徴をふまえ、区内に本拠地を置くトップスポーツチームや教
育施設と連携し、魅力がよりいっそう輝くまちづくりをすすめる必要があります。  一方、区内には大曲輪貝塚などの遺跡もあり、瑞穂区は太古の昔から人が生活する場所
でした。また寺社などの史跡も数多く残されており、明治時代以降からは、区の西部を中

心に工場がつくられ、そこで働く人々がその周辺に居住し、西から東へと開発がすすみ、

現在の瑞穂区がつくられていきました。地域への愛着を深めるためにも、瑞穂区の歴史を

区の魅力として発信していく必要があります。 

 

【指標】 

事項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

区民アンケート 

「瑞穂区が魅力的なまちだと思う人（※）」の割合 
90.5％ 90％以上 

地元の魅力発見！子どもお仕事体験参加者アンケート  

「瑞穂区の新たな魅力を知ることができたと感じた人」の割合   
― 90％以上 

※「思う」「まあまあ思う」と回答した方 
  

区民アンケートでいただいたご意見 
サクラの開花予想に

応じてライトアップ

をお願いします。 

名古屋市の文化・教育の中心として、

いろいろな催し、区民参加のイベン

トの充実を望みます。 

とても魅力的なまちだと思いますし、

区役所の方々が日々取り組んでくだ

さっている様子が伝わってきます。 
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【主な取り組み】�   

���瑞穂市との連携 

防�・�業・����をはじめと

した各��での連携の�り�み

をすすめることにより、瑞穂区�

�瑞穂市の活性�をはかります。

ま�は、各�イ�ント等の�会を

とらえて��の情報発�、住民の

交�を行います。 （総務課） 
名古屋市立大学・��学園・��学園との連携 

区内に�る�学等と区役所は、連携����を��でいます。

まちづくりや��て��、�性の活�、健��進などのさま

ざまな��で��関係をより一層深め、連携した�画を��

するなど��区としての瑞穂区への��を深めるとともに、

さらに住みよい、���る瑞穂区をめざして�り�みます。

 （総務課・企画経理室・地域力推進室・民生子ども課 

 ・福祉課・保健センター） 

サクラのまち瑞穂づくり 
（さくら写真展�山崎川のライトア��など） 

瑞穂区の区の木、区の�で�るサクラを通じて区の��を発

�するため、一�公�による「瑞穂のさくら���」の��

やさくら�ッ�の��、サクラ情報をツイッターやフェイス

ブックでお�えします。また、���の��を�し�でいた

だけるよう、3 ����� ���の��時�にライトアッ�

を行います。  

 （地域力推進室・��事務所） 

音楽による地域の 
にぎわいづくり事業 

地域住民・学�・�業などの交�の�会とに��

いを�出するために、サクラの��時�など、�

���の時�に、地域の��なとこ�を会�とし

た���ンサートを��します。 

（地域力推進室） 
地元の魅力発見！ 
子どもお仕事体験 

区内�住の�どもたちを対�と

して、区の��を�じ、同時に区

への��を深めていただくため

に、瑞穂区に�かりの�る�業等

において�事を��するイ�ン

トを実施します。 

 （地域力推進室） 

�子「瑞穂区の��」 
を����魅力発�事業 

地域への��を深めていただく

ため、平成 30 年 2 �に発行した、

明治�����の瑞穂区の発�

の��を区内 � つの��アに�

けて��した��「瑞穂区の�

�」の��等を通じた��発�を

行います。 （地域力推進室） 

なごや学マイスター講座の 
開催 

まち�きや区�����の��

�を通して、瑞穂区の��を発�

する人�を�成することを�的

とした「なごや学�イスター�

�」を��します。  

 （生涯学習センター） 
なごや学講座の開催

市民が名古屋に��を�じ、�りに�え

るように、名古屋の��や��、�業、

��などの��から、名古屋をより深く

�り、名古屋の��を�発見できるよう

にすることを�的とした「なごや学」の

��を��します。 

 （生涯学習センター） 

音楽による地域のにぎわいづくり

山崎川のライトアップ
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（２）地域とともにすすめるまちづくりの推進 

【現状と課題】 

区民まつりを始めとした区民との協働によるまちづくり事業は、区民が相互に交流する

機会となっているとともに、区民が地域活動に参加する契機となっています。今後、さら

に区の特性・魅力を活かしながら、さまざまな年齢層や団体との交流の機会を提供するこ

とにより、地域の誰もが、地域の活動に主体的に参加ができるまちづくりをめざしていき

ます。 

また、平成 28年 9月に、2026年アジア競技大会の開催地が愛知・名古屋に決定されま

した。アジア競技大会は、スポーツの振興や国際交流の促進などさまざまな効果を生み出

すと期待されており、そのメイン会場としてパロマ瑞穂スタジ

アム（瑞穂公園陸上競技場）が予定されています。メイン会場

の所在地として、アジア競技大会の開催機運を盛り上げていく

必要があります。さらに、パロマ瑞穂スポーツパーク（瑞穂運

動場）では、大規模なスポーツ大会や試合が多く開催されてお

り、そこに参加する選手や観客などの来訪者が安心・安全に訪

れることができる瑞穂区にしていく必要があります。 

 

 

【指標】 

事項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

区民アンケート 

「地域の事業やイベントに参加した人」の割合  
59.0％ 60％以上 

区民まつり来場者数 延べ 20,000人 延べ 20,000人以上 

 

  

老若男女問わず参加できるイベントがあれば

核家族化であっても地域とのつながりが増え

るのではないかなと思います。 

個人情報が守られる一方で、コミュニケー

ションの取り方が大変になっています。 

高齢化がすすんでいくので町内会のあり方に疑問があ

ります。人数も減り役員をする人も少なくなります。回

覧板を回すことも上手にできなくなった時、何か違う

形で通知をすることはできないでしょうか。そのうち、

組長や町内会長をする人がいなくなると思います。 

区民アンケートでいただいたご意見 
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【主な取り組み】   
瑞穂区民まつり 2019の開催 

区民同�の�れ�いを深めるとともに防�意�の向�をはか

るため、区の��を活かした区民まつりを���瑞穂�ク�

�ー��ン広�、瑞穂�������瑞穂生�学��ンター

にて��します。また今回は 30 回�の��となるため、��

イ�ントを実施します。 

 （地域力推進室・生涯学習センター） 

2026�アジア��大会に���「瑞穂区ジョ�ング 
パトロール（ジョグパト）」の推進 (スポーツの推進) 

���ン��ト�ー�を通じて、安心・安全な瑞穂区をめざすとともに、区民が��にス�ーツ

を行う�会づくりに�え、202� 年ア�ア���会��へ向けた�り��をはかります。 

今年度は、イ�ントなどの�会を通じて、この事業の��をはか�ていきます。 

※���ン��ト�ー� 

 ��の���ン�、ウ�ー�ン�や�ットの��などの�会に区民から公�した��インの

��ッ�・�ブスを�に�けて地域の�ト�ー�を行うことで、地域の安心・安全の向�と

ス�ーツの��をめざす�ランテ�ア活動です。 （地域力推進室） 

スポーツイベントの開催 

区内地域���ニテ�の活性�、

区の��発���区民のス�ー

ツ��を�的としたス�ーツイ

�ントを��します。 

 （地域力推進室） 
�内会・��会���の 

�入�進の�援 

地域���ニテ�活性�をはか

るため、区役所に�内会・�治会

���ストを設置する�か、「広

報なごや」や�ラ�で広報するこ

とにより、�内会・�治会の��

�進を��します。 

 （地域力推進室） 

�ングサポーターみずほの 
��の�援 

区内 � �の高�生と意見交換を

行い、��年をまもる運動、区民

まつり、安心・安全で��なまち

づくりフェスタで��ン�ーン

を実施します。（地域力推進室） 
�路�パート�ー・まごこ�

���の�� 

�くの�人・�人に地域��にご

��いただけるよう、「���

�ート�ー」「����ー�ン�

ライツ�ート�ー」「まごこ��

�」��「なごやか�ン�」の�

度の��をすすめます。 

 （��事務所） 

生涯学習センターで���て
いる��学習グルー�の�援 

生�学��ンターで活動してい

る��学���ー�に対して、�

ご�の学�・活動成�の��・発

�や��づくりなど、��ー�活

動の発�・活性�の��をすすめ

ます。 （生涯学習センター） 

公園愛�会・�路�愛�会・
川を美�くする会の�援 

��により安心・安全で��な公

�・���・��を��するとと

もに、�度・活動事�の��や�

�設�の��かけを行います。 

 （��事務所） 
みずほ生涯学習センター 
まつり 2019の開催 

生�学�の��をはかるため、生�学��ンターで

活動する��学���ー�の学�成�の発�と、地

域住民の方�との交�の�として「み��生�学�

�ンターまつり 201�」を��します。 

 （生涯学習センター） 

瑞穂区民まつり
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２ 安心・安全で快適なまちづくりをすすめます  
（１）災害に強い安心なまちづくりの推進

【現状と課題】 

南海トラフ巨大地震の発生が懸念されており、人的被害や建物被害など甚大な被害が想

定されています。 
また、災害は地震だけでなく、台風や近年多発する集中豪雨等による風水害もあり、こ

れらの災害にも対策や備えが必要です。 
大規模な災害が発生すると、行政の力だけでは十分な対応はできません。そのため、自

分で自分や家族を守る「自助」、市民や事業者が助け合って地域を守る「共助」、行政が市

民や事業者の活動を支援し、安全を確保する「公助」により被害を少しでも軽減するため、

行政による災害対策の充実をはかるとともに、区民一人ひとりの、さらには地域の中で防

災意識の向上をはかる必要があります。           
【指標】 

事  項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

指定避難所に関する区民向けイベント 

（訓練・研修・セミナー等）の実施回数 
15回 16回 

ぼうさいカフェ参加者アンケート 

「防災に関心をもった」と回答した方の割合 
97.1％ 100％ 

   
区民アンケートでいただいたご意見 
災害についての取り組

みや住民への周知等、

不安があります。 

避難所の充実など、災害に強い

まちづくりをしてほしい。 

ハザードマップを駅などの見やすい

ところに展示し、避難所などがわかり

やすく伝わるようにできたら良いと

思います。 

◇南海トラフで地震が発生する可能性 

（算定基準日：平成 30年 1月 1日） 

地震の規模 M8～M9クラス 

地震発生確率 30年以内に、70％～80％ 

地震調査研究推進本部(文部科学省に設置)地震調査委員会資料より 

◇平成 30年度 自助力向上の促進事業 

瑞穂区実施状況 

回数 234回 

人数 11,030人 

 

建物の耐震化や家具等の転倒・落下防止などの対策により、 
かなりの被害を軽減することができます。 
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【主な取り組み】   

地域にお�る防災対応力の��

�学�区��で��された防�安心まち

づくり�員会を�心とした住民参画�の

防�活動をすすめるとともに、�内会�

�によるきめ�かい実�的な防���の

実施を�き続きすすめ、地域における防

�対��の向�をはかります。 

 （�防署） 

災害応�対策��訓練 
の�� 

名古屋市��対���瑞穂区�

���各区�等の連携����

対��の向�をはかるため、区内

の公所（署）が同じ想�のもと�

���を実施します。 

 （総務課・�防署） 
�定����場所の�発 

「������イ�」等を活用

し、��の��に�じた����

���所����方�の啓発を

はかります。 （総務課） 
�定��所開�・��訓練 

の�� 

発�時にス�ー�な����所

運�ができるよう、行政�関や施

設��者と��しながら、地域の

����所運��ー�ーを�心

に実施する学区の����所�

設・運���をすすめます。 

 （総務課） 
����所訓練の�� 

瑞穂区の��会等が��する�

�に参�し、��時に����所

となる市��学�において�設

����活動の��を実施しま

す。 

（総務課・保健センター・�防署） 

�定��所��リー�ーの��

発�時に地域のみなさまで円�に����所を運�していた

だけるよう、����所運��ー�ーの�成に�り��とと

もに、より実�的な�ー�ーを�成するため、��に���

�所�設�運���を�り�れることで、地域における防��

のさらなる向�をはかります。（総務課） 
ツイ�ターを�����定�
���場所���定��所の

開���の発� 

��時の�������所��

����所の�設��をツイッ

ターで発�します。 （総務課） 
��合いの仕�みづくり 

の推進 

高齢者や��者など��時に�

�が��な方�について、平�時

から地域での安���や��の

方�などを�し合い、��に�え

る「�け合いの��みづくり」の

�り�みを��します。 

 （総務課） 
ぼうさいカフェの��

�どもと�の��者を対�に、防�に関

する�かりやすい��や����ーク

��ッ�を��し、��に�しみながら

防�について学�る�を��すること

で、��における���や地域における

防��の��につな�ます。 （総務課） 

�合�の����の推進 

�合�は、������に��さ

れている����名古屋�の�

��に�かる��な�です。 

�の�合�において、�����

事を実施します。（��事務所） 

家�にお�る防�防災対策の推進

���向�の�進事業により��の�

�、���出�の��など、��で行う

防�対�の���進をはかるとともに、

設置から 10 年を��した住�用��警

報�の�り換えが行�れるよう防�対�

の推進をはかります。 （�防署） 
防災をテーマと��講座の開催

地�や��・��などとい�た����

について、防�・��のために地域や�

�でできる�えについて学�、防�に対

する区民の意�向�と�えをすすめてい

くための��を��します。 

 （生涯学習センター） 
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（２）安全なまちづくりの推進 

【現状と課題】 

瑞穂区は、犯罪や火災、交通事故などが他区より少なく、比較的安全な区です。 

犯罪については、平成 30 年の刑法犯認知件数は前年と比べ減少し、平成 26 年から 5

年連続で 16区中 1番少ない区となっています。 

しかしながら、住宅対象侵入盗は平成 30年に 44件発生し前年に比べ 15件増加してお

り、また還付金詐欺などの特殊詐欺が 17件発生し、引き続き対策が必要な状況です。 

火災については、平成 30年の火災発生件数は 18件で 16区中 3番目に少ない区となっ

ています。 

交通事故については、平成 30 年の人身事故件数及び死傷者数は 16 区中 1 番少ない区

となっています。しかし人身事故件数及び死傷者数が減少している中、平成 30年も死亡

事故が発生し、２人の尊い命が失われました。平成 26 年から 30 年までの交通事故によ

る死者数 8人のうち 3人は高齢者となっています。 

犯罪、交通事故のこうした状況を地域に周知するとともに、状況に応じた効果的なパト

ロールや啓発活動などを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

事項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

青色回転灯パトロール実施回数 41回 45回以上 

交通安全啓発活動実施回数 61回 65回以上 

 

  

空き巣、ひったくり、自動車盗難、自転車泥棒等

を警察の取締りと協力しながら減少させ、安心

して暮らせるまちづくりに力を入れてほしい。 

街路灯のＬＥＤ化やセキュリティカメラ

の増設等をすすめてほしい。 

歩きタバコ、ながらスマホの方をよく見かけ

ます。本当に危険で迷惑でもあるので、こう

いった行動をやめさせるような取り組みを

していただけるとありがたいです。 

区民アンケートでいただいたご意見 ◇瑞穂区刑法犯認知件数 
年 26 27 28 29 30 

件数 956 916 700 714 678 

発生地域別に集計したもの（警察本部生活安全総務課で集計） ◇瑞穂区交通事故死者数 
年 26 27 28 29 30 

人数 1 2 0 3 2  
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【主な取り組み】  
�通安全対策の推進 

（�発の����通安全��の��）

各�学�へ交通��員を��し交通�ー�などの��を行います。��運�の根�や���の安全

�用�進などを��として啓発活動を実施し、交通�ー�の��と��ーの向�、安全意�の高�

をはかります。 

この�か、���や区画�（��）などの交通安全施設の設置・����を実施します。�に、「�ー

ン 30」に��された区域においては、区域��の�ラー�・区画�の明��などの安全対�をすす

めます。 

※�ーン 30 

生活��における�行者等の安全な通行を��することを�的に、公安�員会が�ーンを�め時

� 30 �の�度��を実施するとともに、�の�の安全対�を��に�じて�み合��、�ーン

内における�度��や、�ーン内を�け�として通行する��の��をはかるもの 

        （地域力推進室・��事務所） 

2026�アジア��大会に���「瑞穂区 
ジョ�ングパトロール（ジョグパト）」の 
推進 (安心・安全なまちづくり) 

 �� 

��� 

防�対策の推進 

�学�通学�や��犯��発地

域を�心に、警察署等と連携して

�ト�ー�を継続して実施しま

す。また、防犯��ン�ーンや啓

発活動、防犯に関する地域での�

り�みを推進します。 

 （地域力推進室） 
瑞穂区マスコ�トキャラクター「みずほ�ぺ」を���� 

安心・安全なまちづくりをすす�る�発事業 

歩道のバリアフリー化 
の推進 

����がきつい��について

����を実施し、��に���

�者��ブ�ックの設置を行う

ことで、��の��アフ�ー�を

すすめます。 

※���� 

��を�く�の�方向（��）

の��のこと 

 （��事務所） 
交通安全や防犯等の��ン�ーンの実施に�し、瑞穂

区�ス�ット��ラクター「み����」を活用して、

安心・安全なまちづくりをめざす�り�みを、より親

しみやすく��に�じていただけるような�で行いま

す。  

（地域力推進室）

交通安全対策の推進
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（３）快適な環境づくりの推進 

【現状と課題】 

瑞穂区では平成 18年度に「瑞穂区エコライフのまちづくり

宣言」を行い、以降環境先進区をめざした取り組みを実施し、

環境意識の向上をはかってまいりました。その中の取り組み

の一つにあるように「ごみも資源も、元から減らす」発生抑

制の視点で取り組みをすすめ、ごみの排出量を減らすことが

重要です。 

また、犬や猫に関しては、飼主の方への責務やマナー向上につながる啓発を実施し、 

危害・迷惑発生防止に取り組んでまいりました。区民のみなさまに、引き続き、犬や猫の

愛護や適正な飼い方についての関心及び理解を深めていただくため、効果的な事業を実施

し、快適な環境づくりをすすめる必要があります。 

 

 

【指標】 

事 項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

区民アンケート 

「以前に比べ犬のふんを放置する人を見かけ
なくなった人（※）」の割合 

63.5％ 70％ 

（※）「見かけなくなった」、「あまり見かけなくなった」と回答した方 

 

  

ごみ出しルール、ペット等への対応をお願いします。ま

た、騒音など、マナーの大切さをさまざまな機会を通じて

区民へアピールしてください。 

河川の清掃を皆で協力して生き物がたくさん来て

くれるよう、また、私達も散歩道が楽しくなるよう、

ごみ、缶等なくなるようにしたいです。 

猫のふん害の対策についての情報提供や

忌避装置の貸出をしているとは知りませ

んでした。ホームページだけでなく広報に

載せてもらえると嬉しいです。 

区民アンケートでいただいたご意見 
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【主な取り組み】  
「環境デーみずほ 2019」 

の開催 

区役所を��会�として、�しく

��について学�るイ�ントを

実施する�か、区内全域で��活

動などに�り�みます。 

 （地域力推進室） 
�瑞�クリーン作�の推進 

��推進��区域で�る�瑞�

�スター�����の��活動

を、関係公所や関係��との連携

をはかりながら実施します。 

 （地域力推進室） 
愛犬クイズラリー山崎川の開催

�の��が�い���沿�で、�の�い

方��ーアッ�に関するクイ�ラ�ーを

��し、ウ�ー�ン�を通じて��ー

アッ�をはかります。�ー�地�では�

に関するブースを用意し、��について

の�談に対�します。 （保健センター） 
犬や�の適正な�い�の�発推進

�や�による��発生防�活動の一�と

して、�て�板や啓発ラ��ートの��、

��方�の��や������置の�

出、��への����等を行います。ま

た、��時の�ット対�のため、�ット

同行����や����を実施します。 

 （保健センター） 

�川の����

一����人名古屋�設業�会

の��により、���の����

��に関する情報��を行い、�

やかな��の����を実施し

ます。 

 （��事務所・パロマ瑞穂 

 スポーツパーク） 

ごみ���ごみ・��の��� 
適正��の�進

��での�合�、��対�時の�か、�

��ー、区民まつりを�めさまざまな地

域活動の�会��に市公�ウェブサイト

やス�ートフ�ンなどの情報��向けア

��による情報発�により、啓発をすす

めていきます。 （環境事業所） 
����の防止 

���の��投�を防�するた

め、��意�所の�回�ト�ー�

や���ト�ー�を実施します。

 （環境事業所） 
ごみ・��の�集にお�る 
区民サービスの��

��で�実なごみ・��の��に�り�

みます。また、ひとり�らしの高齢者や

��者等の��で、ごみ・��を所�の

�所へ出すことが��な��を対�に、

�関�等で��する「なごやか��」を

実施します。 （環境事業所） 
山崎川の水辺の生き物観察教室
などの環境イベントの開催 

���親�広�における��の生き��

察��をはじめ、地域の�まりやイ�ン

トなどさまざまな�会をとらえて、��

学�を推進します。（南区公害対策室）

愛犬クイズラリー
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３ 健康でいきいきと暮らせるまちづくりをすすめます  
（１）福祉活動の推進

【現状と課題】 

瑞穂区の高齢化率（65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合）は名古屋市平均よ

り高く、高齢化が進んでいます。ひとり暮らし高齢者数も年々増加傾向にあり、後期高齢

者（75歳以上）の割合も増加しており、地域ぐるみの見守りや支援が必要です。 

また、平成 31年 4月に「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差

別解消推進条例」が施行され、その理念の普及・啓発に取り組んでいます。 

今後も障害を理由とする差別をなくし、誰もが自分らしくいきいきと暮らせるよう引き

続き啓発につとめます。 

◇瑞穂区における高齢化率の推移         ◇瑞穂区における後期高齢者の割合の推移 

 

【指標】 

事 項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

みずほフェスタにおける来場者数 775人 900人 

地域支えあいマップづくりに取り組ん

でいる町内数 

239/249町内 

11学区 

245/249町内 

11学区 

 

  

区民アンケートでいただいたご意見 
少子・高齢化や地域コミュ

ニティの希薄化といった変

化をふまえたまちづくりが

必要です。 

高齢者が一人で立ち寄り、暇を

つぶせる、会話を楽しめる場所

があればとても助かります。 

地域包括ケアシステムについて知

らない人も多いと思うので、もっと

広がってほしいです。 

※名古屋市年齢５歳階級別人口（全市・区別）より (各年 10月 1日現在) 

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

H26 H27 H28 H29 H30

瑞穂区 名古屋市

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

H26 H27 H28 H29 H30

瑞穂区 名古屋市
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【主な取り組み】  
児童��民生��・ 
児童����の広� 

��や�の��者などの若い�

�に対して、民生�員・���員

の活動を��する��を�成し、

�度や活動内�について��を

深めていただきます。 

 （民生子ども課） 

地域��ケアの推進 

地域��ケア�ステ�の啓発用�ンフ�ッ

トを活用して、��の�進につとめます。ま

た、連携����を��でいる�学の学生等

に対し、���サ�ーター�成��を��

し、若い層への啓発にもつとめます。  

（福祉課・保健センター・区�会福祉�議会）

����・��に関する 
��講座の開催 

ご��がどう�らしたいか、人生

の�活から���までの���

�や��について区民に学�で

いただく出���を��し、地域

��ケアを推進します。 

 （福祉課） 

みずほフェスタ’19の開催

区民に地域��ケア�ステ�を��啓発するため、区役所を

はじめ��・��関係者が��して�画・運�する��イ�

ントを��します。�����は、��会や�ン��ウ�、

各���を��し、地域��ケア�ステ�を一人でも�くの

区民に��ていただくことをめざします。 

 （福祉課・保健センター・区�会福祉�議会） 

みずほ�ぺあん�ん��シートの�� 

かかりつけ�や��連��等を��した「み�

�����し�情報�ート」を民生�員を通じ

�� ���のひとり�らし高齢者�� �� ���

の高齢者のみの��に��します。さらに、��

や��に��となる高齢者で希望する方にも�

�します。         （福祉課・�防署）

��クラ�の会���の�援

�人クラブの会員�をめざして、広報なごやへの�事掲載（�

人クラブの活動の��等）をはじめ、クラブ行事を実施する

�に �� �ラ�の��や���談を行うなどの��をしてい

きます。また、瑞穂区�人クラブ連合会の��で�る「なご

やかクラブ瑞穂」の��をはかります。 （福祉課） 

「みずほ�ぺ」イラスト入り
����カー�の�� 

いざという時に安心して��し

ていただけるよう、��・��に

����な���関の情報が掲

載された�ー�を���ととも

に��します。 （保���課） 

�害を理���お�いに��合う
地域づくりの推進 

地域でも意�の��アフ�ーの向�が進

�よう、瑞穂区��者����連��議

会と連携し、さまざまな��への��に

向けた啓発につとめます。また、��者

の����の一�として、区役所での�

���の��を��します。 （福祉課）

ご�所での見�り・�えあい��の推進 

「地域�え�い�ッ�づくり」を通して高齢者等を見�

る「�れ�い�ット�ーク活動」をさらに推進するとと

もに、�ッ�づくりに�り��でいただく�内�を�や

します。また「地域�え�い事業」の実施学区を�やし、

高齢者等の����活動の充実をはかります。 

 （区�会福祉�議会）

福祉ボランティア�� 
の推進 

区�会���議会�ランテ�ア

�ンターで、�ランテ�ア活動に

関する�談、�ー���ート等を

推進します。また、各��ラン

テ�ア����や�成��を��

し、�ランテ�ア活動の��につ

とめます。（区�会福祉�議会） 

福祉会館事業の��

生きがいづくり・健�づくり・�

�づくり・���防等を�的に、

趣�や各���の��、���防

事業・��サー�ス等を実施しま

す。また、���との��で、�

どもと高齢者との交�事業を行

います。 （区�会福祉�議会） 

区民に��ていただくことをめざします。 
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（２）子育て支援の推進 

【現状と課題】 

名古屋市では少子高齢化の傾向が続いています。そのなかで、瑞穂区においては、高齢

化が進行している一方、区外からの転入者が区外への転出者を上回る状況が続いているこ

となどにより、15 歳未満人口の割合が名古屋市の平均よりも高く、子育て世代に注目さ

れている地域といえます。 

保護者に対して仲間づくりや相談の場を提供することにより、子育ての不安感や孤立感

を和らげ、保護者が子どもと十分に向き合い、子育てを楽しむことができるよう、地域全

体で子どもの育ちを支えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

事 項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

さくらひろば参加者の満足度 84.5％ 90％ 

オレンジリボン認知度 37.1％ 40％ 

子育て教室が役に立ったと思う人の割合 ― 80％ 

 

 

  

子育てのしやすいまち、虐待ゼロ

のまちをめざしてほしい。 

子育て世代の横のつながりが少なくなっ

てきているので、区を挙げてまつりや教室

等のイベントをやってもらい、子どもを育

てやすい区にしてほしいです。 

区民アンケートでいただいたご意見 H26 H27 H28 H29 H30

転入 6,239 6,659 7,350 7,039 6,622

転出 6,145 6,138 6,331 6,040 6,299

0

2,000

4,000

6,000

8,000

瑞穂区の人口動態（人）

※各年４月１日現在 

※割合は年齢不詳を含まない人口総数を分母として

います。 

名古屋市年齢５歳階級別人口（全市・区別）より 

※各年 前年 10月～当該年 9月 

瑞穂区の人口動向調査より 

保育所の空き人数かボーダーライン

をホームページ上で公開し、来所せ

ずにわかるようにしてほしいです。 

H26 H27 H28 H29 H30

名古屋市 12.8 12.7 12.5 12.4 12.3

瑞穂区 12.2 12.3 12.3 12.5 12.5

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

１５歳未満人口の割合の推移（％）
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【主な取り組み】  
児童虐待のないまちづくりの推進

� �と 11 �に��ン���ン��ン�ーンとして、区内の�

学と連携した��活動の�か、親�向けの��会などのイ�

ントを��し、����防�の啓発を行います。また、地域

での見�り活動の充実や親�����ラ�の実施などを通し

て、����の��防�をはかります。 （民生子ども課） 
瑞穂区子育てサロン「さくら���」の開催など 

子育て�やすいまちづくりの推進 

��てしやすいまちづくりをめざし、区内の��て��者と��して実施している��て

サ�ン「さくらひ��」を�き続き��するとともに、区内�学とも連携して��てサ�ン

を��する等、サ�ン内�の充実をはかります。また、「さくらひ��」��地域の��て

サ�ンで、�健�ンターの�健�・���・���生�が出���て�談を行います。さら

に、区��に対�を��して実施している�����員等による「�ち����」など、�

�に対する�安��・��て��の��防�のための�り�みをすすめます。 

 （民生子ども課・保健センター） 

待�児童対策の推進 

��所等の�用を希望する��者

などに対して�明会や�談会を�

�し、��な��サー�スの内�や

���等の情報などを��するこ

とにより、��のニー�に�したき

め�かな対�を行�ていきます。

 （民生子ども課） 
子育て��の発�

「瑞穂区��て�ッ�」を��し、�ち����の�会を�

心に��する�か、瑞穂区��て�ット�ーク「さくら�こ

�」と��して、区内の��て情報を発�します。 

※「瑞穂区��て�ッ�」は瑞穂区ウェブサイトでご�いた

だけます。 （民生子ども課） 
発���に合わせ� 
子育て教室の開催 

��て�の��者に対して、�ど

もの発�年齢に�じた正しい�

�の��をすることで、���安

の��や���の健全な成長を

��します。 （保健センター） 
��期�らの�れ目のない 

�援の��

���から��て�までの�れ�のない

��の充実のため、�健�等がす�ての

���等の��を継続的に把握し、��

�が��な��て��施�を円�に�用

できるように情報��していきます。ま

た、��に�じて�談・��を行います。

 （保健センター） 

児童館事業の��

��を通した��・交�を基に�どもの

��性・��性・�会性を�み、��て

��の��として�と親の�ちの��に

つとめます。また、�動���の実施や、

��会�・地域の���関と��した高

齢者や地域住民との交�の充実につとめ

ます。 （区�会福祉�議会） 

さくらひろば

オレンジリボンキャンペーン
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（３）健康づくりの推進 

【現状と課題】 

瑞穂区は、平成 21年 3月に健康づくりのボランティアグループ「健康ささえ隊」を結

成し、自宅近くの公園やコミュニティセンターで「みずほ体操」を実施しているほか、健

康づくりのためのさまざまな取り組みを行っています。

今後は、こうした取り組みを効果的に PR することによ

り、幅広い世代の方々が健康に対する関心を持てるよう

にすることが必要です。 

また、胃がん・大腸がん検診、乳がん検診を実施して

います。なかでも乳がんは子育てや介護、仕事など女性

として一番忙しい時期にかかりやすい病気であり、り患

率・死亡率も年々増加しています。区民に身近な場所に

出向いて検診を実施することにより、多くの方に受診し

ていただくことが必要です。 

  

 

 

【指標】 

事  項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

「健康づくり会場」等の参加者数 延べ 41,154人 延べ 42,000人 

区民アンケート「みずほ体操を

知っている人（※）」の割合 
19.2％ 20％ 

※「知っている」「聞いたことはある」と回答した方 
 

  

老若男女が安全で安心して健康

に生活できることを期待します。 

瑞穂区民としてみずほ体操があるのはとても誇らしく思っ

ています。動作が多すぎて一つの動作を覚えきらないうち

に次の動きになり、全て半端なうちに終わってしまうため、

もう少し一つ一つの動きをしっかり終えてから次の動きに

移ることができるようになればと思っています。 

区民アンケートでいただいたご意見 
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【主な取り組み】  
みずほ健康づくりマ��による 
健康づくりの��（区役所・保健 
センター・��事務所の連携） 

��な�所で健�づくりができるよう、区内

の��的な健�づくりの�の情報をまとめ

た「み��健�づくり�ッ�」を区役所や�

健�ンター等で��します。  

（保健センター・地域力推進室・��事務所） 

���サロン�にお�る��予防の
推進と���援

地域で��されている高齢者�れ�いサ

�ンや高齢者�れ�い��会等に、�健

�ンターの�健�・�����・���

生�等が出向き、健��談や健���を

行い、���防を推進するとともに、高

齢者サ�ン等の活動を��します。 

 （保健センター） 

みずほ体�の��と 
健康ささえ�の���援

 

（保健センター）

��児期の歯の健康づくりの推進

���・��所における��で行う

フッ����の実施�を��さ�、

区内の �・� �のう�（��）��者

�の��をはかります。また、瑞穂区

����会・���生�会とともに

��する「�と�の 1 �健��ン

ター」の��につとめ、��で���

の����・�談・フッ���等を実

施します。 

 （保健センター） 

�がん��の��とがん��の 
���化 

30 ��から��し�め �0 ��後に�ークを�

える�が�について、��性の高い�所での出

���を実施し、��発見・��治�につな�

ます。また、同時に�が�・��が���など

の��を行い���の向�につとめます。 

 （保健センター）

健康ささえ隊

みずほ体操

みずほ健康づくりマップ
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４ みなさまに満足いただける区役所づくりをすすめます  
（１）快適な窓口サービスの提供

【現状と課題】 

平成 30年度に実施した窓口アンケートでは、窓口サービスに対する総合満足度が“と

ても満足”または“満足”と感じられた区民の方の割合が、97.9％と高い水準にあります。 

一方で、自由意見では「説明が分かりにくい」や「待ち時間が長い」などの意見が寄せ

られています。 

 

◇窓口サービスに対する総合満足度の三ヵ年比較 

 

 

【指標】 

 

 

  

37.3%

44.5%

45.2%

59.8%

51.7%

52.7%

1.9%

3.1%

2.1%

1.0%

0.6%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28

H29

H30

とても満足 満足 やや不満 不満

事 項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

窓口サービスに対する総合満足度 97.9％ 99％ 

わかりやすい説明についての満足度 97.3％ 98％ 

※平成 28年～平成 30年度 さわやか市民サービス運動「窓口アンケート」実施結果より 

数字は小数点以下第二位を四捨五入したもの 

最近区役所の職員の方々が

とても親切で心くばりがよ

く嬉しく思っています。 

受付番号札発券機は待っ

ている間、他のこともでき

るのでありがたいです。 

区役所の手続きは市民にはわかりにく

く面倒なことでもあるので、笑顔で対応

していただくだけで気持ちが楽になる

と思うのでお願いします。 

区民アンケートでいただいたご意見 
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【主な取り組み】   ��番��発��の��に 
よる�口環境の�� 

市民�に�����発��を設

置し、��たままお�ちいただく

ことの��につとめます。 

 （市民課）

正�で��な�����事務 

各��明��を正�で��に発行・

交�します。また、��時は���

�を�やすなどにより�ち時�の

��をはかります。 

 （市民課） 
������の��の 

��な�口サービスの�内 

�住区��の区役所や��時��でも

住民票の�しなどの�明�等が��で

きる��サー�スの�内や、����の

���や����情報などの広報をす

すめ、��性の向�をはかります。 

 （市民課）

おもてな���事業

瑞穂区�ス�ット��ラクター「み����」を��インに

�り�れた����ーを���合ス�ースに設置し、�合フ

�アを明るい���に�ちます。また、「み����」を用い

た瑞穂区��������・出生�を��するとともに、�

��を�出される�に��に����できるよう��総合�

内�に�モ�ア��ー�を設置するなど、��いただける区

役所づくりにつとめます。 （市民課・保���課） 

フロアサービスの�� 

���内や���載��などを行うフ�

アサー�ス員・���ン�ェ���を�置

し、��時�の��など��サー�スの向

�をはかります。 

（総務課・市民課・福祉課・保���課） 

ボランティア��の��

����的に職員が区役所��の��を�心に��を行い、

お��に��ちよくご�用いただけるようつとめます。 

また、区内一円に�た�て、�健�ンター、土木事務所、��

事業所、�防署、�会���議会などの区内の官公所（署）等

とも連携して�ランテ�ア��を実施します。 

 （全課） 

お�������・区役所サービス��を 
�����り�みの�� 

���明�や���ニケー��ン��の向���事務���

りの防�に��を置いた職員��などを実施して、職員全�

の接�・事務��対�の���アッ�をはかり、お��の�

�度のさらなる向�につとめます。 

 （全課） 

保健予防課の一部�口�� 

����者��や��等の��の��

を�健�ンターから区役所��内に�

設し、��時の�続きや��者���

�成の�度�用に�たり、��性の向

�をはかります。 

 （保健センター）

瑞穂区オリジナル婚姻届・出生届
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（２）広報・広聴の充実など 

【現状と課題】 

現在、瑞穂区では広報なごや、区ウェブサイト、

情報サテライト（地下鉄瑞穂区役所駅構内に設置）、

行政情報モニター（１階待合スペースに設置）等を

利用して区民のみなさまへの情報発信を行っていま

す。しかし、各種イベントや区政の取り組み内容な

ど、区民における認知度が十分であるとは言えず、

更なる広報の充実が必要であると考えています。 

そのため各戸配布の「広報なごや」については、

情報を整理し、見やすい紙面づくりに引き続き取り

組むとともに、多様な媒体での情報発信のツールを

充実するため、区公式ツイッターやフェイスブック

の更新を積極的に行い、情報の量的・質的な充実を

はかっています。 

また、広聴活動については、より良い瑞穂区をめざしていくため、継続的に区民ニーズ

を把握していく必要があることから、区民のみなさまのご意見をお伺いするために地域懇

談会や区民アンケート等を実施しています。 

 

 

 

【指標】 

 

 

  

事項 平成 30年度 令和元年度（目標） 

区ウェブサイト総ページアクセス数 

（トップページを含む全てのページ） 
421,431件 430,000件以上 

区公式ツイッターのフォロワーの数 1,550件 1,700件以上 

広報なごやはとても良い情報誌だと思いま

す。その中の瑞穂区の行事や案内などの

ページはいつも見て活用しています。 

インターネットなどを活用し、幅広い年代

に取り組みや各種制度がわかりやすくな

ると良いと思います。 

区民アンケートでいただいたご意見 
区民にもっと周知してもらえるような

工夫があると良いと思いました。 

0.0
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(平成30年度瑞穂区区民アンケート結果より)

◆区役所の事業・行事・お知らせなどの情報をどのよう

にして（どの媒体から）入手していますか（複数回答） 

％ 
(81.6) 

(29.4) 

(21.1) 

(7.3) 
(1.6) (4.1) 
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【主な取り組み】   広�事務（地域��会�） 
の�� 

区長をはじめとする区内公所

（署）長や関係局職員が各学区へ

順次出向いて、地域の方と直接意

見交換する地域懇談会などによ

り、行政についての広報・広聴の

充実をはかります。 

 （地域力推進室） 
区政�の�画の推進 

区民会議を実施し、区の将来の方

向性などに関して意見交換を行

うなど、区民のみなさまの区政へ

の参画をすすめます。 

 （企画経理室） 
区民�ーズの�� 

区民アンケートなどにより、区民

のみなさまの考えやご意見を把

握し、今後のまちづくり、区役所

づくりに活かします。 

 （企画経理室） 
区まちづくり��の��

より安心に、より健やかに、より住みやすいまちをめざし、

みなさまの想いを生かして区のまちづくりをすすめるため、

区まちづくり基金を設置しています。いただいた寄附金は、

ご希望の使途に沿うさまざまな事業に活用してまいります。 

※平成 30 年度の瑞穂区への寄附金実績は 2 件 1,100,000 円

です。 （企画経理室） 

区内の�公所（署）の連携 

区における総合行政の推進をは

かるため、区内の官公所（署）長

等で構成する区政推進会議を実

施し、より一層の連携を深めま

す。 

 （企画経理室） 

広�の�� 

広報なごや・区ウェブサイト・行政情報モニター・瑞穂区役

所駅構内の情報サテライトや掲示板等を活用するとともに、

ツイッターやフェイスブックを活用して積極的な広報を行い

ます。また、瑞穂警察署と連携して、防犯や交通安全の情報

をツイッター等で広報します。 

 （地域力推進室・企画経理室） 

�るい��の推進��

「私たちの一票が正しく投票されるこ

と、同時に、国民一人ひとりの政治に対

する関心と意義を深めていく」という、

明るい選挙の推進運動の趣旨に基づき、

若者から高齢者まで地域に根ざした啓発

活動を継続してすすめていきます。 

 （総務課）

瑞穂��だよりの発行� 

「瑞穂土木だより」を年 2 回発行

するとともに名古屋市ウェブサ

イトへ掲載し、より親しまれる土

木事務所をめざします。 

 （��事務所） 
※区民アンケートでい�だい�ご�見について 

平� 30��瑞穂区区民アンケート��において�せられ�ご�見�ら��・����ものです。 

アンケート��の�� 

��期間�平� 30� 7月 25日～平� 30� 8月 7日 

��対��瑞穂区に��する� 18���の区民 2,000�（�作���） 

回������ 934�（回�� 46.7�） 

�問内��平� 29��の区政����の��策について���力を入れていく�き� � 

�����政��� 

�営���イ�ージ�����ー 

���く� 

区民会議
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����� �������な区���に��る��に�い� 

区民ニーズをより的確に把握し、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ための予算として計上しています。  
区 � 

��� 

(��) 
� � (��) 

��区�����く 

ま�づくりを 

すすめます 

6,066 

�����������に�る������ 78 

����ま���づくり 101 

��に�る���に��いづくり�� 420 

���������������� 17 

��区�ま�り 2019��� 4,900 

����������� 252 

��������み�������� 298 

��������な 

ま�づくりを 

すすめます 

612 

��さい������ 296 

������� 99 

�����������を���た 

�����なま�づくりをすすめる���� 
121 

����み�� 2019��� 96 

���い�い�� 

���るま�づくりを 

すすめます 

1,525 

���け�������������� 214 

み�������19��� 219 

み���������������� 230 

�����ないま�づくり��� 522 

��区�������さく��������な� 

�����すいま�づくり��� 
143 

��������� 197 

みなさまに 

満足いただける区役所 

づくりをすすめます 

1,242 

���満足����区役所������を 

め��た�り�み��� 
345 

区������� 297 

��区区�������� 600 

� � 9,445 
  

����� 区���に��たま�づくり��に��る��に�い� 

�  � ���(��) 

������������ 700 

��区����������������� 600    



�� 30�� �������な区���に��る�������に�い� 25  

�� 30�� �������な区���に��る�������に�い� 

������の�行�����のと�り�す。  
区 � 

��� 

(��) 
� � (��) 

��区�����く 

ま�づくりを 

すすめます 

6,092 

����ま���づくり 213 

��に�る���に��いづくり�� 429 

����������������� 128 

�����������に�る������ 78 

��区��������������� 4 

���������������� 14 

��区����������� 369 

��区�ま�り 2018��� 4,445 

���������� in������た 

�区������������� 
128 

��������み�������� 284 

��������な 

ま�づくりを 

すすめます 

549 

��さい������ 273 

������������������� 126 

�����������を���た 

�����なま�づくりをすすめる���� 
118 

����み�� 2018��� 32 

���い�い�� 

���るま�づくりを 

すすめます 

1,576 

��������� 543 

み�������18��� 67 

み���������������� 376 

�����ないま�づくり��� 489 

��区�������さく��������な� 

�����すいま�づくり��� 
101 

みなさまに 

満足いただける区役所 

づくりをすすめます 

1,028 

���満足����区役所������を 

め��た�り�み��� 
261 

区��������� 151 

��区区�������� 616 

� � 9,245 
  

�� 30�� 区���に��たま�づくり��に��る�������に�い� 

�  � ���(��) 

��区����������������� 95  

い�

�)
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令和元年度 瑞穂区��主な��・���� 
������ 

�� ����� 

��に�する���

���� 

���が自�を��し、����を����し、���施�、��、���

����の�る�所に�いて�����を行います。 
����������

���� ����の��を��るため、���行������自��に�す

る��取�りにより、�行���・自���策を行います。

�������� 

�� ����� 
�区�����を�

��た������

� 地��地域の��、�������の地域特性�地域に��る����の�

���、地域��に�する����を��した�区��の�地区������

を地域��行�計������します。 

����所����

���� ��発���の��の��に�い、��と��する�����������、

��の�����を������するため、主������所と�る���

��������を��します。

��������� �������策実施計���� 30��策��に���、����、���

�所������に�いて������の��的��実を��ります。 

���������

��� 地��の�����策として��と��る����ー�ー��������

の���の����の��を��します。

���� 

�� ����� 
����に�ける�

����������

���に�けた�� ��的��の�い����発�����に�する��的���を行うために

�����������体����の��・�������ー������

の���を行います。 
������に�け

る���������

���に�けた��

������ 
���の�行に�う��の������の����������地��発�

�に��の��を���い���の������として����に�する�

�����に�応するため、������の��・����の����に�

�た��計�の策���地�・地���を行います。 
����に�ける�

����������

� ��������の�������に�いて、����地�発��に��の

��が�る�に�いて、�行��に��が���いよう��し、��の��

の�い�����に��します。

������ 

�� ����� 

����������

��� 地域�民と施���に�いて��し、���区に���ニ�����ーを�

�します。

����ー��予��� 4�6�  �民�� 

 7�� 実施�計 

 12�� �� 

���行������自��に�す

る��取�りにより、�行���・自���策を行います。
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●緑政土木局 

事項 事業の概要 
幹線道路等の整備 
（道路改良・高田町線） 高田町線において、都市計画道路事業を行います。 

区間・内容：大喜町～大喜新町・用地補償  豆田町～大喜新町・用地測量 
山崎川の耐震対策 南海トラフ巨大地震への対策として、堤防補強を実施します。 

場 所：神穂町、荒崎町地内 
山崎川名鉄本線橋りょ

うの改築等 治水上の安全性と道路交通の円滑化を図るために、橋りょうの改築と鉄道の

高架化に向けた測量等を行います。 
 内 容：用地測量等 

●教育委員会 

事項 事業の概要 
瑞穂公園全体計画の

策定 瑞穂公園陸上競技場改築及び瑞穂公園全体の維持管理運営のための中長期計

画を策定します。 
瑞穂公園体育館の建

設 
スポーツ総合推進拠点である瑞穂運動場に体育館を建設します。 
災害時の緊急物資集配拠点としての機能も備えることで、災害時における市

民の安心・安全を確保します。 

スケジュール（予定）：平成 30～令和 2年度 建設 

                     令和 3年度 開館準備後供用開始 
博物館の魅力向上調

査 大規模な展覧会の誘致や作品の魅力を体感できる展示等、博物館の魅力向上

に向けた調査等を実施します。 
●消防局 

事項 事業の概要 
戸別訪問による防災

用品を活用した意識

啓発 各世帯を戸別訪問し、防災用品を配付することで家庭内における「命を守る」

ための取り組みをアシストし、地域防災力の向上をはかります。 
家具の固定ができる

ボランティアの養成

及び派遣 家具の固定が自らできない市民に対し、地域に家具の固定が

できるボランティアの養成及び派遣を行います。 
●交通局 

事項 事業の概要 

地下鉄駅ホームの

冷房化 地下鉄をより快適に利用いただけるよう、桜山駅ホームの冷房化をすすめます。 
スケジュール（予定）：令和元年度 設計・整備 
           令和 2年度 完成予定 
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������ 

�� ����� 
���������

�     
より���た��し�すい���をめ�し、�との��い���の�しみを

�る��を��し、�しみ�すい�����りに�とめます。 

��の���ー�ー�、��が�ま�ま���に���します。 

������と��した���������� 50 ��を��した��を実

施します。 

�区の�、区の���る������ー�ー����������ー�ーの

�実に�とめます。 

�������� 

�� ����� 
������� ��区����の�����と�の����る�����による���、

�����・�������による���������ー、����しめる

�������ニー�����������������の��、��ー�

�����������・��ー���上���、���る�����を実

施します。 
��������� �����施���を��的に��し、��に�を運��とが���方�に

���������による���ー�������の��を��します。

���������

����������

�� �民��による���の��������������の��を��します。

��を�じて�����を行い、������、��の����との��の

��を��、��た��る��を��します。

������������� 

�� ����� 
��区������

�������� 
��������ー��に��る���������、��ー������

��� 

����て����に��る��体���、���ー�������に��る

実��� 

�������������に��る����ー����� 

������に�け

る������なま�

づくり����り�み �自�����ー��による地域����
�����を���

た��������

���������

�� 
������め��ー���の���� 106、う���� 3��� 

・��������と��した��������ー��ー��������

�ー��� 

・�����の����体��������すみ�����������

・���施�の地������ー�体����

・���の�の実����の自���を��した��の実������� 
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瑞 穂 区 の あ ら ま し  
瑞穂区の誕生(区制施行)  昭和 19(1944)年 2月 11日 

面 積 11.22 k㎡ (名古屋市 326.45 k㎡ ) 

世帯数 50,423世帯 (名古屋市 1,108,084世帯) 

人 口 107,018人 (名古屋市 2,317,646人) 

  (平成 31年 4月 1日現在)  
「瑞穂」の地名はかつての瑞穂村に由来する。明治元(1868)年、明治天皇が京都から遷都の

ため東京行幸の途上、東海道の八丁畷(現在の神穂町)で、収穫に励む農民の姿をご覧になられ、

この時、尾張藩主徳川義宜・父慶勝親子立会いのもと、岩倉具視が「稲穂」を明治天皇に献上し

たことにちなんで、同９年 10月７日、愛知県令(知事)安場保和(後藤新平の義父)が、内務卿大

久保利通の許可を得て、弥富村（弥＝ますます・富＝さかえる）とともに「みずみずしい稲穂」

そして日本国の美称「豊葦原千五百秋瑞穂国」（とよあしはらの ちいおあきのみずほのくに）

から瑞穂村と命名した。そして、昭和 19年２月 11日、昭和区弥富町、瑞穂町始め 48町並びに

熱田区伝馬町及び熱田東町を合わせて瑞穂区が誕生した。 

 

 

データでみる瑞穂区の特色（平成 30年） 

瑞穂区は…高等学校、短期大学、大学の数が多い。 

 高等学校数(市内 63校) 短期大学数(市内７校) 大学数(市内 23校) 

1位 千種区 ９校 瑞穂・昭和区 ２校 千種区 ４校 

２位 東 区 ８校 千種・東・西区 １校 瑞穂・昭和・天白区 ３校 

３位 瑞穂区 ７校  中村・中・守山区 ２校 

 

瑞穂区は…犯罪や火災、交通事故発生が少ない。 

人口千人あたりの件数 

 

刑法犯認知件数 

(市全体 9.70件) 

火災発生件数 

(市全体 0.24件) 

交通事故発生件数 

(市全体 5.24 件) 

1位 名東区  6.22件 緑  区   0.10件 昭和区    3.40件 

２位 天白区   6.23件 瑞穂区   0.12件 瑞穂区    3.66件 

３位 瑞穂区   6.32件 名東区   0.15件 緑 区    3.88件 

  

安心・安全な  
地域です。 文教的な 
地域です。 



 

令和元年度 主なイベントスケジュール  
開 催 時 期 行 事 場   所 担 当 部 署 

５月 ２９日 
児童虐待防止推進月間イベント「ベイビー 

シアター」劇場公演 
区役所講堂 民生子ども課 

６月 

１～４日 第１８回瑞穂のさくら写真展 区役所講堂 地域力推進室 

６日 歯と口の 1日健康センター 保健センター 保健センター 

９日 環境デーみずほ２０１９ 区役所さくらルーム 地域力推進室 

１１～１６日 瑞穂区美術家展 名古屋市博物館 地域力推進室 

１３日 瑞穂区の将来を考える学生ミーティング（仮称） 区役所さくらルーム 企画経理室 

３０日 
瑞穂区の将来を考えるミーティング 

瑞穂区🌸🌸🌸🌸将来カフェ 
区役所大会議室 企画経理室 

７月 ２７日 ぼうさいカフェ 区役所講堂 総 務 課 

８月 

３日 瑞穂区民まつり２０１９ 

パロマ瑞穂レクリエーション広場 

瑞穂文化小劇場 

生涯学習センター  

地域力推進室 

生涯学習センター  

中旬 名古屋市立大学との連携事業 名古屋市立大学 地域力推進室 

17日 水辺の生き物観察教室 山崎川親水広場 南区公害対策室 

１９～２２日 親子スケート教室 名古屋スポーツセンター 地域力推進室 

9月 

１日 なごや市民総ぐるみ防災訓練（瑞穂区） 中根小学校 総 務 課 

９/２６〜１１/７ 

（うち７日） 

子育てを応援する講座「完ぺきな親なんていない！ 

～ノーバディーズ・パーフェクト～」  
区役所内会議室 民生子ども課 

2６～２９日 瑞穂区民展 区役所講堂 地域力推進室 

１０月 

2０日 「瑞穂区一万歩コース」を歩く会 
瑞穂区一万歩コース 

（瑞穂公園南児童園集合） 
地域力推進室 

中旬 地元の魅力発見！親子お仕事体験 パロマ瑞穂スタジアム 地域力推進室 

2６～2７日 みずほ生涯学習センターまつり２０１９ 生涯学習センター 生涯学習センター  

27日（予定） 愛犬クイズラリー 山崎川沿道 保健センター 

１１月 

１日 児童虐待防止推進月間イベント親子音楽コンサート 瑞穂文化小劇場 民生子ども課 

1〜３０日の

平日開庁日 
瑞穂区オレンジリボンキャンペーン 区役所正面玄関入り口 民生子ども課 

９日 地域ふれあい音楽会 区役所講堂 地域力推進室 

１５～1７日 みずほフェスタ’１９ ※作品展 12日～ 
区役所講堂 

さくらルーム 
福 祉 課 

２３日 スポーツイベント パロマ瑞穂レクリエーション広場 地域力推進室 

１２月 未定 音楽による地域のにぎわいづくり（第１回） 未定 地域力推進室 

３月 

２０日 
第６回瑞穂区安心・安全で快適なまちづくり

フェスタ 
パロマ瑞穂レクリエーション広場 地域力推進室 

２０日 「山崎川散歩路コース」を歩く会 
山崎川散策路コース 

（瑞穂公園南児童園集合） 
地域力推進室 

未定 音楽による地域のにぎわいづくり（第２回） 未定 地域力推進室 

※行事の日程や場所は変更になることがあります。詳細については担当部署にお問い合わせください。 

区政運営方針についてご意見・ご提案をお寄せください。 
〒467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通 3丁目 32番地  

瑞穂区役所区政部企画経理室 

電話 052-852-9242 FAX 052-851-3317  

E-mail a8529241@mizuho.city.nagoya.lg.jp 

瑞穂区区政運営方針 
ページはこちら 


