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令和元年度 自主的・主体的な区政運営にかかる予算について 

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 分 
予算額 

(千円) 
事 項 (千円) 

瑞穂区の魅力が輝く 

まちづくりを 

すすめます 

6,066 

名古屋市立大学との連携による魅力発信事業 78 

サクラのまち瑞穂づくり 101 

音楽による地域のにぎわいづくり事業 420 

地元の魅力発見！子どもお仕事体験 17 

瑞穂区民まつり 2019の開催 4,900 

スポーツイベントの開催 252 

ヤングサポーターみずほの活動の支援 298 

安心・安全で快適な 

まちづくりを 

すすめます 

612 

ぼうさいカフェの実施 296 

交通安全の啓発 99 

マスコットキャラクターを活用した 

安心・安全なまちづくりをすすめる啓発事業 
121 

環境デーみずほ 2019の開催 96 

健康でいきいきと 

暮らせるまちづくりを 

すすめます 

1,525 

児童向け民生委員・児童委員活動の広報 214 

みずほフェスタ’19の開催 219 

みずほっぺあんしん情報シートの普及 230 

児童虐待のないまちづくりの推進 522 

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 
143 

待機児童対策の推進 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 

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 
345 

区民ニーズの把握 297 

瑞穂区区政運営方針の策定 600 

合 計 9,445 
 

 

令和元年度 区の特性に応じたまちづくり事業にかかる予算について 

事  項 予算額(千円) 

岐阜県瑞穂市との連携事業 700 

瑞穂区ジョギングパトロール事業の普及啓発 600 
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平成 30 年度 自主的・主体的な区政運営にかかる予算の執行状況について 

平成３０年度の執行内容は下記のとおりです。 
 

区 分 
執行額 

(千円) 
事 項 (千円) 

瑞穂区の魅力が輝く 

まちづくりを 

すすめます 

6,092 

サクラのまち瑞穂づくり 213  

音楽による地域のにぎわいづくり事業 429  

トップ・スポーツチームとの連携事業 128  

名古屋市立大学との連携による魅力発信事業 78  

瑞穂区の魅力発見！四季の風景撮影隊員 4  

地元の魅力発見！子どもお仕事体験 14  

瑞穂区史跡散策路マップの作成 369  

瑞穂区民まつり 2018の開催 4,445  

スポーティブ・ライフ in瑞穂と連携した 

学区参加スポーツイベントの開催 
128  

ヤングサポーターみずほの活動の支援 284  

安心・安全で快適な 

まちづくりを 

すすめます 

549 

ぼうさいカフェの実施 273  

ハンドアップ運動の推進・飲酒運転の根絶 126  

マスコットキャラクターを活用した 

安心・安全なまちづくりをすすめる啓発事業 
118  

環境デーみずほ 2018の開催 32  

健康でいきいきと 

暮らせるまちづくりを 

すすめます 

1,576 

地域包括ケアの推進 543  

みずほフェスタ’18の開催 67  

みずほっぺあんしん情報シートの普及 376  

児童虐待のないまちづくりの推進 489  

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 
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 

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 
261  

区民アンケートの実施 151  

瑞穂区区政運営方針の策定 616  

合 計 9,245  

 

平成 30 年度 区の特性に応じたまちづくり事業にかかる予算の執行状況について 

事  項 予算額(千円) 

瑞穂区ジョギングパトロール事業の普及啓発 95 
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令和元年度 瑞穂区内の主な事業・取り組み 
●瑞穂警察署 

事項 事業の概要 

住宅に対する防犯診

断の実施 

警察官が自宅を訪問し、建物などをチェックし、不備（施錠、照度、警報装

置など）のある箇所についてアドバイスを行います。 

歩行者保護・自転車対

策の実施 
交通事故の抑止をはかるため、横断歩行者妨害違反や自転車に対す

る指導取締りにより、歩行者保護・自転車対策を行います。 

●防災危機管理局 

事項 事業の概要 

地区防災カルテを活

用した防災活動の推

進 

地形や地域の歴史、災害リスクなどの地域特性や地域における防災活動の状

況など、地域防災に関する各種情報を整理した学区単位の「地区防災カルテ」

を地域避難行動計画などで活用します。 

指定避難所へのテレ

ビの配備 

災害発生からの時間の経過に伴い、刻々と変化する気象情報や被災状況など、

最新の災害情報等を避難者へ提供するため、主要な指定避難所となる市立小

中学校へテレビ等を配備します。 

災害用食糧等の備蓄 
名古屋市災害対策実施計画（平成 30年度策定）に基づき、引き続き、指定避

難所や備蓄倉庫等において災害用食糧等の段階的な充実をはかります。 

感震ブレーカーの設

置助成 
地震時の出火防止対策として有効とされる感震ブレーカー（分電盤タイプ）

の住宅への設置費用の一部を助成します。 

●総務局 

事項 事業の概要 

市立大学における認

知症・発達障害等の研

究強化に向けた改修 

社会的関心の高い認知症や発達障害などに関する先進的な研究を行うために

必要なバイオバンク（生体サンプルの管理・保存）設置スペース及び研究室

の改修等を行います。 

市立大学病院におけ

る救急・災害医療の機

能強化に向けた基本

計画の策定等 

高齢化の進行に伴う市内の救急搬送件数の増大や南海トラフ巨大地震等発生

時に津波の影響を受けない最前線の災害拠点病院として被災患者に対する災

害医療活動に対応するため、市立大学病院の救急・災害医療の機能強化に向

けた基本計画の策定及び地盤・地質調査を行います。 

市立大学における組

積造の塀等の撤去・改

修 

市立大学滝子（山の畑）キャンパスにおいて、大規模な地震発生時に倒壊の

恐れがある塀について、歩行者等に危険が及ばないよう撤去し、倒壊の危険

のないフェンス等に改修します。 

●市民経済局 

事項 事業の概要 

コミュニティセンター

の建設 
地域住民と施設内容について協議し、堀田学区にコミュニティセンターを建

設します。 

スケジュール（予定）： 4～6月  住民協議 

 7月～ 実施設計 

 12月～ 工事 
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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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●瑞穂図書館 

事項 事業の概要 

生涯学習の機会の提

供 
 
 
 
 

より開かれた利用しやすい図書館をめざし、本との出会いや読書の楽しみを

知る機会を提供し、親しみやすい図書館づくりにつとめます。 

○本の相談コーナーで、司書がさまざまな質問にお答えします。 

○文化小劇場と連携した企画や瑞穂図書館開館 50 周年を記念した事業を実

施します。 

○区の木、区の花である「サクラ」コーナー及び「グランパス」コーナーの

充実につとめます。 

●瑞穂文化小劇場 

事項 事業の概要 

鑑賞事業の実施 

瑞穂区雁道出身の三遊亭円丈とその弟子である三遊亭白鳥による落語会、 
水谷ミミ氏・ＴＡＫＵＭＡ氏による講談＆マジックショー、親子で楽しめる

スペインカンパニー「ＬＯＯ」や創作オペラ「雪おんな」の公演、ミュージ

カル映画「グレイテスト・ショーマン」上映など、魅力ある様々な事業を実

施します。 

訪問支援事業の実施 
病院や福祉施設などを定期的に訪問し、劇場に足を運ぶことが困難な方々に

ホスピタルクラウンによるパフォーマンスなど鑑賞の機会を創出します。 

子どものオペラ劇団

「瑞穂コペレッタ」の

活動 

市民参加による子どものオペラ劇団「瑞穂コペレッタ」の活動を継続します。

年間を通じて劇場で稽古を行い、舞台公演では、プロのソリストとの共演の

機会を設け、見ごたえある舞台を創造します。 

●パロマ瑞穂スポーツパーク 

事項 事業の概要 

瑞穂区主催講座等へ

の共催・事業協力 

○「なごやかウォーク」におけるストレッチング指導、スポーツ推進委員向

け講習 

○「子育てサロン」における親子体操指導、「ウォーキング講習会」における

実技指導 

○「赤ちゃん広場ｉｎ瑞穂」におけるレクリエーション指導 

瑞穂公園周辺におけ

る「安心・安全なまち

づくり」への取り組み 
○自転車パトロール等による地域防犯活動 

施設の特色を生かし

たパロマ瑞穂スポー

ツパーク開催事業の

実施 

○水泳教室始めスポーツ教室の開催（全 106、うち託児付 3講座） 

・名古屋グランパスと連携した「パロマ瑞穂スポーツパークグランパスサッ

カー教室」 

・スタジオでの「子ども体操教室」や「おやすみヨガ等レッスンタイム」 

・天然芝施設の地元開放「スポーツ体験事業」 

・公園内の木の実や小枝等の自然素材を活用した「木の実クラフト教室」 

 



28 令和元年度 瑞穂区内の主な事業・取り組み 

 

 

●瑞穂図書館 

事項 事業の概要 

生涯学習の機会の提

供 
 
 
 
 

より開かれた利用しやすい図書館をめざし、本との出会いや読書の楽しみを

知る機会を提供し、親しみやすい図書館づくりにつとめます。 

○本の相談コーナーで、司書がさまざまな質問にお答えします。 

○文化小劇場と連携した企画や瑞穂図書館開館 50 周年を記念した事業を実

施します。 

○区の木、区の花である「サクラ」コーナー及び「グランパス」コーナーの

充実につとめます。 

●瑞穂文化小劇場 

事項 事業の概要 

鑑賞事業の実施 

瑞穂区雁道出身の三遊亭円丈とその弟子である三遊亭白鳥による落語会、 
水谷ミミ氏・ＴＡＫＵＭＡ氏による講談＆マジックショー、親子で楽しめる

スペインカンパニー「ＬＯＯ」や創作オペラ「雪おんな」の公演、ミュージ

カル映画「グレイテスト・ショーマン」上映など、魅力ある様々な事業を実

施します。 

訪問支援事業の実施 
病院や福祉施設などを定期的に訪問し、劇場に足を運ぶことが困難な方々に

ホスピタルクラウンによるパフォーマンスなど鑑賞の機会を創出します。 

子どものオペラ劇団

「瑞穂コペレッタ」の

活動 

市民参加による子どものオペラ劇団「瑞穂コペレッタ」の活動を継続します。

年間を通じて劇場で稽古を行い、舞台公演では、プロのソリストとの共演の

機会を設け、見ごたえある舞台を創造します。 

●パロマ瑞穂スポーツパーク 

事項 事業の概要 

瑞穂区主催講座等へ

の共催・事業協力 

○「なごやかウォーク」におけるストレッチング指導、スポーツ推進委員向

け講習 

○「子育てサロン」における親子体操指導、「ウォーキング講習会」における

実技指導 

○「赤ちゃん広場ｉｎ瑞穂」におけるレクリエーション指導 

瑞穂公園周辺におけ

る「安心・安全なまち

づくり」への取り組み 
○自転車パトロール等による地域防犯活動 

施設の特色を生かし

たパロマ瑞穂スポー

ツパーク開催事業の

実施 

○水泳教室始めスポーツ教室の開催（全 106、うち託児付 3講座） 

・名古屋グランパスと連携した「パロマ瑞穂スポーツパークグランパスサッ

カー教室」 

・スタジオでの「子ども体操教室」や「おやすみヨガ等レッスンタイム」 

・天然芝施設の地元開放「スポーツ体験事業」 

・公園内の木の実や小枝等の自然素材を活用した「木の実クラフト教室」 
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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。 

 


