
目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標

Ⅰ 安心・安全で快適なまちづくり

Ⅰ-1　地域の防災活動を推進します

1

中学校における防災訓練・講演会の実施

【中学生による防災訓練】

災害時に中学生が地域において防災の担い手となれるよう、指定避難所開

設・運営訓練などの体験型訓練を実施します。

【中学校防災講演会】

過去の災害からの教訓や災害時に中学生ができることをテーマにした防災

講演会を実施します。

＜総務課＞

区内全中学校で防災訓練または防災講演

会を実施

【防災訓練】　　2校

【防災講演会】　6校

防災訓練・講演会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となり

ました。代替事業として、避難所における三密回避啓発ポスター「避難所の”３密”

どうしうよう？の巻」を作成し、区内小中学校に配布しました。ポスターには漫

画・イラストを使用し、小中学生に親しんでいただけるものとしました。

避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、間仕切りテン

トを購入し、区内小中学校に各校４張配備しました。

○
引き続き、中学生の防災への関心を高めるとともに、地域の防災

活動にも積極的に参加するよう啓発を行っていきます。

2

地域防災活動の推進

【指定避難所運営リーダー研修の実施】

各学区の指定避難所運営の中心となる方々を対象にリーダー研修を実施し

ます。

【防災講演会の実施】

近年、全国的に大規模な風水害が多発していることを踏まえ、風水害に関

する講演会を実施します。

【水防用土のうの保管場所の整備】

風水害への備えとして、水防用土のうの保管場所を整備し、災害発生時に

活用できるようにします。

＜総務課＞

【指定避難所運営リーダー研修】　全学

区を対象に実施

【防災講演会】　1回実施

【土のう保管場所の整備】　整備の要望

に応じて実施

【指定避難所運営リーダー研修の実施】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止となりました。

【防災講演会の実施】

避難行動策定会議を開催しました。（第1回：令和2年12月23日、第2回：令和3年3

月4日）守山区西部低地地域の減災行動推進のため、防災危機管理局が主体とな

り、区役所、名大、区民と連携し、最新の学術的知見や情報を取り入れた「庄内

川・矢田川5学区水防連合会広域避難計画」を策定しました。

【水防用土のうの保管場所の整備】

保管場所の整備実績はありませんでした。

○
引き続き、地域における防災活動を支援し、災害に強いまちづく

りを推進していきます。

Ⅰ-2　犯罪被害の防止に努めます

3

守山区重点罪種を中心とした防犯活動の推進

守山区の犯罪情勢を考慮した重点罪種を中心に、地域と協働して啓発活動

やパトロールを行います。また、住宅対象侵入盗や特殊詐欺の防止講座

等、関係機関と連携し様々な場面を活用して安心・安全について区民の皆

さまに啓発していきます。

【各種啓発活動】

・重点罪種撲滅講座の実施

・犯罪多発地域への防犯対策のキャンペーンの実施

・定期の犯罪対策

＜地域力推進室・警察署＞

守山区重点罪種認知件数を前年件数より

減少

令和2年の守山区重点罪種の認知件数は252件と、令和元年に比べて89件減少しま

した。

・特殊詐欺防止キャンペーン

　特殊詐欺啓発用にメモ帳を作成し、区内の高齢者サロンで活動している希望者に

配布しました。

・自動車ナンバープレート盗難防止キャンペーン

【回数】1回　【取替台数】60台

・年末の生活安全市民活動中のパトロール（12/1～12/10)

【回数】1回　【参加者数】150人

・区職員による青色防犯パトロール

【回数】8回

○
令和2年は守山区重点罪種の犯罪件数が令和元年に比べると減少

しましたが、手口が多様化する特殊詐欺や、住宅対象侵入盗など

に対して、引き続き対策を行います。

令和２年度　守山区区政運営方針　上期取り組み結果

取り組み＜所管課＞

〇＝達成できた　△＝達成できていない　×＝未実施　
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目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅰ-3　交通安全を啓発します

4

事故形態に応じた交通安全活動の推進

多発する交通事故を喫緊の課題として、地域・関係機関と協働し積極的な

啓発活動を行います。

【各種啓発活動】

・自転車の安全利用促進の実施

・高齢者への交通安全啓発の実施

・子どもへの交通安全啓発の実施

・すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用徹底の促

進

・夕暮れ時、夜間の交通安全

・飲酒運転の根絶

・その他各種啓発活動

＜地域力推進室・警察署＞

守山区交通事故発生件数を前年件数より

減少

令和２年の守山区の交通人身事故件数は517件と、令和元年の668件に比べて 151

件減少しました。

・交通事故抑止対策として、地域・警察と協力して区内主要交差点にてサインボー

ド掲出などのキャンペーンや巡回広報を行いました。

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から小学校における自転車安全利用

教室や、高齢者の集まる場所や保育園・幼稚園などでの交通安全教室は中止となり

ましたが、区役所窓口や小学校に啓発品を配付し、啓発を行いました。

・小学校入学時における交通安全PR

【啓発人数】1,670人

・夕暮れ時、夜間の交通安全キャンペーン

【回数】2回　【参加者数】38人　【啓発台数】200台

・地域交通安全キャンペーン

【回数】1回　【参加者数】13人　【啓発台数】100台

・違法駐車パトロール（地域をパトロールし違法駐車に対し啓発を実施）

【回数】4回

・交通死亡事故発生における交通安全キャンペーン

【回数】1回　【参加者数】　6人　【啓発人数】100人

・その他（巡回広報など）

【回数】19回

○

令和３年度も交通事故を発生させないために、事故形態に応じた

多面的な交通安全活動を推進するとともに、喫緊の交通課題を速

やかに把握し、地域と協力して積極的に啓発活動を実施していき

ます。

Ⅰ-４　清潔で住みよい環境づくりをめざします

5

全市一斉クリーンキャンペーンを始めとする各種啓

発活動の推進

地域、学校、行政が協働して、美化・緑化活動やごみ減量意識の普及啓発

活動などを展開し、清潔で住みよいまちづくりをめざします。

【各種啓発活動】

・全市一斉クリーンキャンペーン[6月]

・放置自転車追放活動及びキャンペーン[年18回]

・名古屋市に転入された方ごみの出し方を案内する

・「ごみ案内所」の設置[3月末～4月初旬]

＜地域力推進室・土木事務所・環境事業所＞

参加者数を前年より増加

・全市一斉クリーンキャンペーンは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け

中止いたしましたが、6月に各学区で地域の清掃活動が行われました。

【参加者数】6,300人

・放置自転車追放キャンペーンについて、5月は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を受け中止いたしましたが、11月に名鉄（大森・金城学院前、小幡）駅周辺及

びJR新守山駅周辺において広報車にて啓発を行いました。

【参加者数】4人

・区役所・支所の玄関において、名古屋市に転入された方にごみの出し方を案内す

る「ごみ案内所」を設置し、分別等に関する資料を配架しました（4月初旬）。

△
地域・学校等と協働して、快適で住みよいまちづくりを目指し、

地域の清掃活動に積極的に協力するとともに、地域の皆さまに一

層参加していただけるように努めます。

6

犬・猫による迷惑防止対策の実施

【イベント会場での啓発】

イベントの機会に飼主のマナー啓発資料を配布します。

　

【地域への支援】

地域からの相談や要望に応じ、啓発用の看板やステッカー、回覧用のチラ

シを配布し、飼主への啓発をします。

【のら猫への避妊去勢手術の支援】

地域住民やボランティアの協力のもと、のら猫の繁殖防止を目的とした避

妊去勢手術費用の助成をします。

【犬・猫による被害防止】

猫の忌避方法の紹介、超音波忌避装置の貸出をします。

犬のふん害防止の取り組みに、イエローチョーク作戦を活用します。

＜健康安全課＞

イベント会場での啓発　：　2回以上

・地域からの要望に応じて、看板、ステッカー、回覧板などにより犬・猫による迷

惑防止を図りました。

・地域住民やボランティアの協力のもと、のら猫の繁殖防止を目的とした避妊去勢

手術費用の助成をしました。

・猫の忌避方法の紹介、超音波忌避装置の貸出をしました。

犬のふん害防止の取り組みに、イエローチョーク作戦を活用しました。

・新型コロナウイルス感染予防のため、イベント会場での啓発はできませんでした

が、相談対応等の機会に啓発に努めました。

△

引き続き、窓口での応対時やイベントなどの機会をとらえて啓発

活動を行うとともに、地域の要望に応じて啓発用の看板やステッ

カーなどを配布し犬猫による迷惑防止対策を継続します。また、

地域防災活動を推進していく上で、引き続きペットとの同行避難

訓練を実施します。
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目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅱ　子どもが健全に育つまちづくり

Ⅱ-１　地域で連携した子育て支援を推進します

7

子育て支援ネットワーク連絡会の活動推進

【子育て支援ネットワーク事業守山チーム会議の開催】

・区内の保育園・幼稚園・主任児童委員・地域の子育てサークルなどで構

成する子育て支援ネットワーク事業守山チーム会議を開催します。

【子育て支援ネットワーク事業の実施】

・「もりやまっこ子育て広場」、「親支援プログラム講座」の開催、「子

育てサロン応援講師の派遣事業」の実施、「もりやまっこ子育てマップ」

の発行をします。また、地域の子育て情報を集約した区独自のウェブサイ

ト「もりやまっこ」を通じて、タイムリーな情報の発信に努めます。

＜民生子ども課・区民福祉課・保健予防課・エリア支援保育所・なごや子

ども応援委員会・守山図書館・志段味図書館＞

守山区内の子育て支援機関で構成する子

育て支援ネットワークと連携し、各種事

業を継続して実施

【子育て支援ネットワーク事業守山チーム会議の開催】

子育て支援ネットワーク事業守山チーム会議を開催し、関係機関と子育て支援に関

する情報共有をおこないました。（5月、7月、9月、1月に会議を実施）

【子育て支援ネットワーク事業の実施】

「もりやまっこ子育て広場」及び「親支援プログラム講座」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止になりました。

「子育てサロン応援講師の派遣事業」は3か所の子育てサロンに応援講師を派遣し

ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため多くの子育てサロンで応援講師

派遣が中止となりました。

「もりやまっこ子育てマップ」の配布をおこない、3月には2021年度版に改訂しま

した。

「もりやまっこ」を毎月1回以上更新し、情報発信をおこないました。

△
今後も、子育て支援事業を推進するために、子育て支援ネット

ワーク事業守山チーム会議を通じて関係機関相互の連携、子育て

支援事業の情報交換などを進め、各種事業を継続していきます。

Ⅱ-２　妊娠期からの切れ目のない支援に努めます

8

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援セン

ター）における相談支援

・母子健康手帳の発行時に、保健師等が妊婦さんと面接相談を行い妊娠期

からの支援を行います。

・妊娠後期に妊婦さんに電話をかけて、妊娠中の状況把握と育児に関する

情報発信を行います。

・子育てに関する電話相談や面接相談を実施します。

・子育て関連機関や医療機関、社会福祉事務所等との連携を強化します。

＜保健予防課・民生子ども課・児童相談所・医療機関・保育所等＞

市民が利用しやすい子育て総合相談窓口

の運営

子育て総合相談窓口は、開庁時間中は昼休みも含めて常時開設しています。

新型コロナ感染症の流行により、子育て支援施設等の利用ができず自宅での育児に

行き詰った状況での電話相談も多くありました。

【相談件数】電話１，５８３件　来所４，７０７件

【妊婦さん相談件数】１，２８４件

【関係機関連携】医療機関１１９件 　幼保育園３７件

○
引き続き、市民が利用しやすい子育て相談窓口の運営に努めてま

いります。

Ⅱ-３　親子が集う場や子育て講座・教室を提供します

9

学校と連携した思春期セミナーの開催

健全な母性・父性を育み、命の尊さや成り立ち、性に関する知識を普及す

る講話や体験学習等を区内の小・中学校で実施します。

＜保健予防課・区内市立小中学校＞

学校との連携を重視した思春期セミナー

の継続開催

今年度は新型コロナ感染症の流行を踏まえ、接触を減らした形で思春期セミナーを

開催してきました。小学校、中学校　５校で実施しました。
○

引き続き、学校と協力関係のもと、命の大切さを児童・生徒に伝

える取り組みを継続します。

3



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

10

親と子の交流イベントなどの実施

【「もりやまっこ子育て広場」の開催】

子育て支援ネットワーク連絡会と連携し、年2回開催します。

【「子育てサロン」の実施】

・主任児童委員が中心となり、各学区で子育てサロンを実施します。

・子育てサロンを充実させるため、子育てを応援する講師を派遣します。

＜民生子ども課・区民福祉課・保健予防課＞

【「もりやまっこ子育て広場」】来場者

数　：　1,000人

【子育てサロン】子育て応援講師の派遣

：　23か所

【「もりやまっこ子育て広場」の開催】

6月及び10月に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止に

なりました。

【「子育てサロン」の実施】

主任児童委員の方が中心になり各学区で実施している子育てサロンの充実を図るた

めに、リトミックなどの子育て応援講師を派遣しました。

【派遣実績】

7月に1か所、10月に1か所、12月に1か所を派遣（新型コロナウイルス感染拡大防

止のため多くの応援講師派遣が中止）

△
・今後も、保護者の方とお子さんが集い、お互いに交流を深め、

情報共有ができる場を設けるよう努めます。

・今後も、地域で開催する子育てサロンの支援に努めます。

11

親と子が遊べる場の情報提供

【子育てマップの発行】

保育園、幼稚園、公園など親子が遊べる場所や子育てサロン、子育て支援

関係機関の情報が一目でわかる「子育てマップ」を発行します。

【子育て情報サイトの運営】

保育園、幼稚園の「遊ぼう会」・「園庭開放」や学区の「子育てサロ

ン」、「子育てマップ」など、子育て支援情報を集約した区独自のウェブ

サイト｢もりやまっこ｣の運営を通じて、タイムリーな情報を発信します。

＜民生子ども課・区民福祉課・エリア支援保育所＞

様々な方法による親と子が遊べる場の情

報提供を定期的に実施

【子育てマップの発行】

区役所等でもりやまっこ子育てマップを配布しました。また、3月には2021年度版

に改訂しました。

【子育て情報サイトの運営】

月1回以上更新をおこない、「もりやまっこ子育てマップ」や学区の「子育てサロ

ン」等の情報発信を行いました。

○
今後も、子育てマップの配布に加え、区独自ウェブサイト「もり

やまっこ」での掲載情報の充実など、子育て支援に関連する情報

提供の充実に努めます。

Ⅱ-４　子どもの健全な成長を支援します

12

子ども会活動の支援

子ども会合同のオリエンテーリング大会や綱引大会、リーダー講習会の開

催、名古屋まつり「子ども会みこしパレード」への参加など、様々な活動

の支援を通して子ども会への関心を高め、子どもの活動の輪を広げます。

＜民生子ども課＞

子ども会の魅力の発信を行うことで子ど

も会への加入促進を図る

新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ、下記の活動を行いました。

【取り組み実績】

・年少リーダー養成講習会（6月、7月）

・市子ども会連合会「市内一斉交通安全キャンペーン」（10月）

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初予定していた下記の行事は中止

となりました。

・星の観察会（5月、7月、9月）・なわとび教室（5月）・安全教育研修会（5月）

・年少リーダー講習会（8月キャンプ講習会(2泊3日)、12月）

・名古屋まつり子ども会みこしパレード（10月）

・オリエンテーリング大会（11月）・綱引き大会（2月）・ソフトボール大会（3

月）

△
今後とも、子ども会活動の輪を広げるために、子ども会を支える

支援者の養成に努めるほか、事務局として区子ども会育成連絡協

議会の運営を支援していきます。

4



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅲ　「福祉と健康の守山」をめざしたまちづくり

Ⅲ-1　高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように支援します

区民向けには大規模な集まりを開くのではなく、今年度作成した

守山区の地域包括ケアシステムガイドブックTHEMOVIEを活用

し、学区単位など小規模な単位で、相談機関の周知、認知症の正

しい知識の普及、生活支援や介護予防や健康づくりの取組の啓発

などを行います。また、引き続きそれぞれの専門部会で、守山区

内の高齢者を取り巻く課題を共有しながら、課題解決のための事

業展開を模索します。

○13

地域包括ケアシステムの構築

守山区地域包括ケア推進会議が中心となり、高齢者が医療や介護が必要と

なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、住まい・医療・介護・在宅医療介護の連携推進・介護予

防・生活支援・認知症予防が一体的に提供される体制（地域包括ケアシス

テム）の構築を目指します。

【見守り】　高齢者が孤立しない・させない守山区

・8050問題に代表される高齢者を取り巻く様々な相談に対応できるよ

う、多職種・関係機関との連携を強化します。

・孤立防止のために地域の見守りネットワーク充実します。

【生活支援】ちょっとした困りごとを支えあえる守山区

・地域支えあい事業や生活支援ボランティアの充実のために、担い手の養

成と制度の理解を進めます。

【認知症】認知症になっても安心して暮らせる守山区

・講演会や認知症高齢者への声かけ模擬体験など実施し、地域の方の認知

症への正しい知識を啓発し理解を深めます。

・認知症カフェの充実や認知症サポーターの養成等を通し、認知症になっ

ても安心して暮らせる守山区を目指します。

・認知症の予防と早期発見のための取組を実施します。

【介護予防】誰もがいきいきと健康に暮らせる守山区

・高齢者サロン等ににおける介護予防の取組や生きがいづくりを推進しま

す。

・地域の健康課題を把握する取組を実施します。

【在宅医療・介護】住み慣れた地域でいつまでも過ごせる守山区

・守山区在宅医療・介護連携推進会議と連携しながら在宅医療・介護の関

係職種間の連携を深める取組を実施するとともに、ACP（アドバンスケア

プランニング）の普及に努めます。

【地域への情報発信】

・広報用映像やフェイスブックを使って、情報発信を行います。

＜福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・区いきいき支援センター・区

はち丸在宅支援センター等＞

地域包括ケア推進会議を中心に高齢者が

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けることができる地域社

会づくり

・課題解決専門部会・認知症専門部会・生活支援専門部会・地域支援ネットワーク

運営協議会、介護予防専門部会の５部会により地域包括ケア推進会議を構成し、守

山区在宅医療・介護連携推進会議と連携しながら守山区の地域包括ケアシステムの

構築への取組を行っています。取組状況及び関連事業については、守山区地域包括

ケア推進会議Facebookページで発信しています。

http://www.city.nagoya.jp/moriyama/page/0000062044.html

 ・コロナ禍で大規模なイベントは中止としましたが、各部会や、各種担い手養成の

ための小さな講座、個別の困難ケース会議を実施しています。

　また、地域包括ケアシステムの周知のため、広報なごやでの定期的なワンポイン

ト講座を行うとともに、令和元年度に作成した冊子を映像化した、地域包括ケアシ

ステムガイドブックTHEMOVIEの制作を行い、現在公開中です。

5



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

14

モリスちゃんのアクティブシニアチャレンジポイン

ト事業

対象となる活動に参加するごとにポイントを付与し、楽しみながら自発的

に健康寿命を延ばす活動への参加を促します、また、健康づくりの活動を

通して、仲間づくりを進めることで、地域の活性化や地域におけるつなが

りの強化を図ります。

一定数以上ポイントをためた方は、守山区内の企業・団体から提供された

協賛品の抽選に応募することができます。

＜福祉課・保健予防課・区社会福祉協議会・区いきいき支援センター・守

山福祉会館等＞

応募条件達成者数　：　535人

・昨年度からの変更点として、コロナ禍で地域のサロン活動などが無くなる中、サ

ロン等でポイントを貯める方式ではなく、自ら健康づくりの取組を記録して、応募

できるようにしました。

<今年度の実施>

7月号広報なごやで、応募券を添付。別に台紙も作成し、福祉課、区社会福祉協議

会、東西いきいき支援センター、福祉会館などへ配架。

令和2年7月1日（水）～ 令和2年12月31日(木)までの健康づくりの取組を対象に実

施。締切りは、令和2年12月31日（木）消印有効としました。

応募者は464名で、目標には到達できませんでした。コロナ禍によりサロン活動や

健康づくりのイベントの中止が相次いだことが背景にありますが、サロン活動等に

参加していない層（特に男性）の参加者を多く取り込むことができました。

景品当選者は370名、当選率は約80％です。コロナ禍により業種によっては企業業

績が悪化していることから団体のみの協賛募集としましたが、台紙作成費用などの

事務費を圧縮し、予算内で当選本数を維持しました。

△

コロナ禍において、地域のサロン活動や健康づくりのイベントの

減少が続くと予想されるため、引き続き今年度の実施方法を踏襲

し、自分の生活を自らチェックすることで、自ら健康づくりの意

識もって活動していただけるよう、事業を実施します。また、引

き続き多くの方に参加いただき、コロナ禍での健康増進と介護予

防の一助となるよう、様々な場面で事業の周知を行います。

15

モリスちゃん安心カプセル（救急医療情報キット）

の追加配付

「ひとり暮らし高齢者」の安心と安全を守るため、民生委員・児童委員と

連携して、「かかりつけ医」などの緊急時に必要な情報を保管する救急医

療情報キットを、新たに65歳以上になったひとり暮らし高齢者で希望さ

れる方に配付します。また、すでにキットを配付済みの方には、最新の情

報となるよう、更新用の情報シートを配付します。

また、カプセルタイプの他に、シートタイプの救急医療情報キットの活用

も始めます。

＜福祉課＞

新規配付件数　：　200個

更新用情報シートの配付　：　1,500枚

・希望される方には、区役所窓口や民生委員を通じて随時お渡ししました。

・定期的に記入内容の確認を促すチラシや更新用の情報シートを民生委員に必要枚

数お渡しし、記入内容が最新の情報となるよう促しました。

・新たにシートタイプのものを作成し、主に民生委員を通じて配付しました。（配

布枚数：約1,200枚）

△
・新規の方にはシートタイプのものを配付し、従来のカプセルタ

イプを引き続き使用される方のため、希望があれば更新用の情報

シートの配付も継続します。

16

地域支えあい事業実施学区の支援・拡充

学区住民のボランティア活動への参加促進、学区住民による支えあい（助

けあい）活動＜例：ゴミ出し、買物支援、電球の取り替えなど、日常生活

におけるちょっとした困りごとを助けあう＞推進を支援します。

【支援体制】

学区担当制による職員（地域コミュニティワーカー）の重点支援学区方針

に基づき、支えあい活動連絡会議の他、個別支援ケース調整等で、集中的

に地域に出向きフォローできる体制づくりを目指します。

【推進方法】

実施主体である各学区地域福祉推進協議会への定期研修会や、地域支えあ

い事業実施学区連絡会（Ｒ元～開催）により、実施学区への活動サポート

及び、未実施学区の実施への意識醸成等を図っていきます。

【連　　携】

第４次守山区地域福祉活動計画（社協強化項目）との連携、地域包括ケア

推進体制（特に生活支援専門部会）との協働を目指します。

＜区社会福祉協議会＞

【実施学区】　6学区（新規1学区）－

守山区20学区

※名古屋市では、全266小学校区での実

施を目指しています。

【生活支援活動件数】　年間400件（既

存5学区 各80件）

・R2年より新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地で行事や地域活動の中止を余

儀なくされる中、地域支えあい事業を実施している本地丘・吉根・白沢・大森北・

小幡北学区では引き続き相談窓口を開設し、住民の困りごと相談を受け付けて生活

支援活動等に取り組んでいます。（ 4～3月相談件数 130件、生活支援活動 142件

/5学区合計）

・８/21に「学区地域福祉推進協議会活動 事業説明・意見交換会」を開催し、コロ

ナ禍の今、日頃からの見守り・助けあい活動を通じた地域のつながりづくりが益々

求められてきており、その推進策の１つとして本事業のポイントを紹介しました。

また、実施学区からは「困ったときに窓口へ相談できるということが住民の安心に

繋がっている」とご意見をいただき、未実施学区へ本事業実施に向けた意識の醸成

とPRを行いました。

（今後の予定）

R3.3/26（実施学区対象）「守山区地域支えあい事業研修交流会」

　　　　　参加者：学区地域福祉推進協議会 役員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ―等

　　　　　第１部　講和)北区東志賀学区～ともに暮らす地域の実現を目指して～

　　　　　第２部　情報交換）小グループに分かれて実施

R3.3月「学区地域福祉推進協議会役員研修会」（コロナのため書面開催）

△

〇令和５年度までに新たに１学区の実施を目指します（全6学

区）

学区地域福祉推進協議会研修会において「地域支えあい事業の推

進」をテーマに、地域包括ケアの推進を担う区内実施学区の実践

報告を通じて、未実施学区へ地域支えあい事業実施に向けた意識

醸成等を図ります。

〇実施学区への支援

・学区担当制による職員（地域コミュニティワーカー）が、支え

あい活動連絡会議や個別支援ケース調整等で、集中的に学区へ出

向き各学区の生活支援ニーズ等状況の把握に務め、必要に応じて

多機関との連携を図ります。

・実施主体である各学区地域福祉推進協議会の研修会や、地域支

えあい事業研修交流会により、より充実した地域支えあい活動を

サポートします。

〇連携

「第４次守山区地域福祉活動計画（社協強化項目）」及び、「地

域包括ケア推進体制（特に生活支援専門部会）」と連携して本事

業を推進します。

6



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅲ-２　援助が必要な方へのサポート体制の充実を図ります

17

障害者の自立支援と社会参加の促進

・「守山区自立支援連絡協議会」を通じて、関係機関・団体と連携し、障

害への正しい理解を深めていただくため、各種啓発事業を実施するととも

に、障害者が地域で自立して暮らせるよう、事業所などによる情報提供を

行います。

・「授産製品共同販売ハートフルもりやま」の活動を支援し、授産製品の

PRや展示販売などを通じて障害者の社会参加を促進します。

【集まれ！チャレンジド】

障害者が通う事業所などの具体的な活動内容を、自立をめざす障害者や地

域の方々に紹介するイベントを開催します。［10月31日（土）］

注：チャレンジドとは、「障害のある人」を表す言葉のひとつで、「挑戦

すべき課題や才能を与えられた人」という意味が込められています。

＜福祉課・区民福祉課＞

「イベントに参加して有意義であった」

と回答する割合　：　95％以上

区役所・支所における授産製品販売の回

数増

 ・「集まれ！チャレンジド」のイベントについては新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から中止しましたが、障害のある方が通う事業所などの活動内容を紹介す

る冊子を10月末に500部発行し、区内の特別支援学校や障害者基幹相談支援セン

ター、事業所などに配布して活用しています。また、事業所の活動を紹介する動画

を作成し、３月中～下旬に区内の特別支援学校、障害者基幹相談支援センター、参

加事業所へDVDや画僧データを配布するとともにインターネットでの動画配信につ

いても実施に向け検討しています。

・「授産製品共同販売ハートフルもりやま」の活動は、新型コロナウイルス感染拡

大防止の対策を取ったうえで、区役所中央玄関ロビー等で実施しました。

【令和２年度実績】延べ販売回数108回　販売金額合計2,664,330円（４月～５月

は対面販売を中止）

○

・「集まれ！チャレンジド」については、新型コロナウイルス感

染拡大の状況を考慮し、イベントによらない新しい広報啓発のあ

りかたを検討してまいります。（名称を「はばたけ！チャレンジ

ド」に変更します。）

・「授産製品共同販売ハートフルもりやま」については、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の対策を十分に取りながら、さまざま

な方法での販売の機会を増やし、障害のある方の自立や社会参加

を促進します。

18

精神障害者・家族への支援

心の病気や障害についての理解を深め、情報交換や相互交流を行う「精神

障害者・家族のつどい」を開催します。

＜保健予防課＞

家族のニーズが把握できるよう工夫（ア

ンケート調査など）をこらし、参加者と

ともに検討しながらより良い事業として

いく

7月９日、１０月８日、１１月１２日、１月１４日、２月１８日、３月１１日に開

催しました。
△ なし、次年度取り下げ予定です。

19

難病保健活動

・日ごろの悩みを軽減できるよう、専門医の講話、医療生活相談、専門職

による実技指導や軽い体操を行う「神経難病患者・家族のつどい」を開催

します。

・難病の方を地域で支援する訪問看護事業者や居宅介護支援事業者等と連

絡会を実施し、連携を深めます。

＜保健予防課・福祉課＞

「神経難病患者・家族のつどい」の実施

連絡会の実施

「神経難病患者・家族のつどい」を開催しました。

【回数】３回（１回は新型コロナ感染症予防のため中止）集団での交流会は取りや

めて、個別相談での対応を行っています。

○ 引き続き、難病患者や家族の支援を実施していきます。

Ⅲ-３　がんの早期発見と健康づくりを推進します

20

胃がん・大腸がん・乳がん検診の受信者数（保健セ

ンター実施分）の向上

胃がん・大腸がん・乳がん検診について、日曜日に開催することや広報等

を行うことで、受診者数の向上を目指します。

＜保健予防課＞

胃がん・大腸がん・乳がん検診の受診者

数（保健センター実施分）　：　525人

・乳がん検診

　8月13日【受診者数】19人　9月4日【受診者数】29人

　その他の日程は新型コロナウイルス感染症蔓延のため中止しました。

・胃がん・大腸がん検診

　新型コロナウイルス感染症蔓延のため中止しました。

△
乳がん検診の日曜開催及び胃がん・大腸がん検診について、国民

健康保険の集団検診に統合されるため、国保の集団検診の干渉を

実施します。

21

乳がん自己触診法教室の開催

・あらゆる年代の女性を対象に乳がん自己触診法の教室を開催します。

・子育て中の女性が乳がん検診（自己触診法併設）を受診しやすいよう

に、託児体制をつくります。

・区内大学と連携し、大学生を対象とした乳がん講座や自己触診法を学ぶ

教室を開催します。

＜保健予防課・金城学院大学＞

若年層の女性が、乳がんの早期発見に関

する知識を習得する機会を提供する

乳がん自己触診法はがんモデルの触診など接触を伴う健康教育であり、新型コロナ

感染症の流行期は全面的に中止としています。
✕

新型コロナ感染症が終結次第、がん予防の普及啓発を進めていき

ます。

7



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅳ　区の特色・魅力を活かしたまちづくり

Ⅳ-１　区民相互のふれあいと交流の場を創出します

【元気まつり守山】

来場者数　：　50,000人、

来場者満足度　：　100%

元気まつり守山は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止しました。

（9月27日） ✕

【「守山区の日」記念事業】

来場者数　：　400人、

来場者満足度　：　100%

守山区の日記念事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止しまし

た。（2月21日）
✕

【ふれあい交流事業（モリスちゃん杯学

区対抗ディスクドッヂ大会）】

参加者数（来場者数を含む）　：　600

人

第7回モリスちゃん杯ディスクドッヂ大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため中止しました。（7月4日）

代替事業として、来年度以降の大会に繋がるよう、各学区にディスクドッヂで使用

するディスクを配付しました。

✕

23

「守山・しだみ　レモンまつり」の開催

東谷山フルーツパークに、名古屋のまちづくりを応援することを目的とし

た「ふるさとナゴヤレモン園」がオープンしたことから、レモンをテーマ

とした「まつり」を開催し、楽しみながら幅広い世代の皆さまが交流でき

るとともに、防災や地域のつながりなど区民生活を支える情報提供を行う

場をつくります。

＜地域力推進室＞

来場者数：10,000人

・「守山・しだみ　レモンまつり」事業は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑

み、集客型の「まつり」ではなく、絵本の制作と関連イベント（2月15日～3月19

日）により世代間交流や、地域の魅力等の発信を行うこととしました。

・子どもからお年寄りまで幅広い世代が「ともに楽しむ」ことができ、地域の歴史

や魅力等をわかりやすく・かわいらしく紹介する絵本「モリスちゃんのぼうけん

～おともだちっていいね～」を制作するとともに、関連イベント（2月15日～3月

19日）を開催します。

✕
・新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、区の特性

に応じて、関係機関や協力企業と連携のもと、区民の世代間交流

や地域の歴史・魅力を発信する事業を引き続き実施します。

22

みんなが参加したくなる「区民まつり」の開催

区民の地域に対する愛着心を高めるために、幅広い世代が交流できる場を

創出し、区民相互のふれあいや連携・交流の活性化を図ります。

【「元気まつり守山」の開催】

区民・事業者・行政の協働により、幅広い世代の皆さまが楽しめるような

まつりを開催します。出演者・出店者・ボランティア・来場者等、様々な

形での区民参加を進めます。［9月27日（日）］

【「守山区の日」記念事業】

守山区の誕生を記念して、広く区民の皆さまに「守山区の日」（注）の周

知を図るとともに、地域に対する愛着心をより高めることを目的として、

記念イベントを開催します。

注：昭和38年2月15日に名古屋市と守山市（当時）が合併した日を記念し

て、毎年2月15日を「守山区の日」としています。［2月21日（日）］

【ふれあい交流事業（モリスちゃん杯学区対抗ディスクドッヂ大会）の開

催】

行政・地域が一体となり、スポーツ大会を開催することで「する」「み

る」「ささえる」視点で幅広い区民の皆さまの交流の場をつくります。

［7月4日（土）］

＜地域力推進室＞

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、引き続

き、PRと内容の充実に努め、区民の交流とふれあいの場を提供

していきます。

・守山区の日記念事業については、新型コロナウイルス感染症の

感染状況を鑑み、全面的に事業を見直します。

8



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

24

特色・魅力の情報発信による区のイメージアップ

「人と自然の調和する 元気あふれるまち守山」の特色・魅力をPRし、区

のイメージアップを図ります。

・区の魅力を紹介するガイドマップを作成し、区内転入者や希望者に配布

します。

・守山区の魅力を伝える写真コンテスト・展覧会を開催します。

＜地域力推進室＞

守山区魅力紹介マップ「もりやま魅力探

訪」の作成・配布

・守山区内の見どころ、魅力を紹介するマップ「もりやま魅力探訪」を主に転入者

向けに配布しています。

・志段味地区の見どころ、魅力を紹介する「志段味カルタ散策マップ」を区役所・

支所などで配布しています。

・守山区魅力写真コンテストを開催し、写真を募集しました。（5月11日～8月31

日）

・コンテストで応募のあった写真を用いて、展覧会を開催しています。（12月1日

～3月30日）

○
引き続き、守山区の特色・魅力を様々な方法でPRし、区の更な

るイメージアップを図ります。

Ⅳ-２　豊かな水と緑の保全や広報に努めます

25

「守山自然ふれあいスクール事業」の実施

守山区の貴重な自然を守り、育てようと活動する自然保護団体・企業・大

学などと行政が一体となってＰＲ・啓発活動や各種イベントを実施しま

す。

・構成団体による「守山自然ふれあいスクール検討部会」の開催[毎月1

回]

・区内自然保護団体と連携したスタンプラリー[通年]

・守山自然ふれあいスクール主催・共催事業(自然観察会やマメナシ(注)

観察会など)の実施[年6回］

注：マメナシは、4月にはサクラに似た美しい白い花をつけ、秋にはナシ

に似た小さな実をつける樹木です。絶滅危惧種に指定されており、国内の

自生木はわずか350本ほどしかなく、そのうち約4割が守山区に生育して

います。守山区内の主な生育地は、小幡緑地、八竜緑地、蛭池、雨池、風

越池などです。

＜地域力推進室・土木事務所・金城学院大学＞

スタンプラリーの参加者数：3,300人

・事業に参加する自然保護団体等が集まる定例会を計5回開催し、情報交換やイベ

ントの検討・調整等を行いました。

・自然保護団体等と連携したスタンプラリー（観察会、工作教室など約100イベン

トが対象）を実施しています。（4月～3月）

【参加者数】約1,178人（4月～3月）

【主なイベント】

・「八竜緑地自然観察会」（9月12日、13日）

・「まめなしの実の観察会(オンライン)」（11月11日～1月29日）

・「凧の手作り・凧揚げ」（12月13日）

△

・引き続き、各自然保護団体間で情報共有を行うことにより、区

内の自然保護活動を支援します。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、自然観察

会などのイベント内容の充実や適切な広報活動を行い、スタンプ

ラリーを通して自然保護活動の支援を図ります。

26

「農」とのふれあいと「地産地消」の推進

【農産物品評会】

ＪＡなごや守山区内３支店と連携して「農産物品評会」を開催し、区内農

業をＰＲします。

＜西部・守山農政課＞

現状の参加者数の維持 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止しました。 ✕
・新型コロナウイルス対策を講じた上で開催できるよう、ＪＡと

調整していきます。

27

特色・魅力の情報発信による区のイメージアップ

守山区マスコットキャラクター「モリスちゃん」を活用して区のPR活動

の推進に努めます。

＜総務課＞

守山区マスコットキャラクター「モリス

ちゃん」のイラストや着ぐるみの活用に

よる、区の特色・魅力の更なる発信

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を啓発するために、「モリスちゃん」

の新規イラストを作成しました。

・小中学校で掲示する「避難所における3密回避ポスター」を作成することで、避

難所運営における新型コロナウイルス感染症対策の啓発を試みるとともに、「モリ

スちゃん」のPRを行いました。

・区をPRする卓上カレンダーを作成し、各所属カウンターへの配置、関係機関への

配布をし「モリスちゃん」と区ののPRを行いました。

○
引き続き、守山区の特色・魅力を様々な方法でPRし、さらなる

区のイメージアップを図ります。

9



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅳ-３　歴史や伝統を伝える人材の育成を図ります

28

区内の史跡・名所や志段味古墳群をガイドするボラ

ンティアの活動促進と養成

・守山区内の史跡・名所や志段味古墳群をめぐる散策会を、生涯学習セン

ターで活動を行っているマイスターグループ「ええとこ守山案内人」「歴

史の里マイスターの会」と共同して開催し、各グループが学習した成果を

区民の皆さまに情報発信します。

・区内の史跡・名所や志段味古墳群をガイドを通して、守山区の魅力を伝

える人材の育成を図ります。

『ええとこ守山案内人』…守山区の歴史・文化・史跡などを学習し、守り

伝えることを目的に、生涯学習センターにて活動を継続している自主学習

グループ

『歴史の里マイスターの会』…守山区上志段味地区に数多く残る古墳群

「歴史の里」の貴重な歴史遺産や魅力について広く区民の皆さまに啓発す

るため、各種イベントでのパネルガイドや現地でのガイド、小学校等の出

前事業などのＰＲ活動を行っている自主学習グループ

＜生涯学習センター＞

「ええとこ守山案内人」参加者数　：

16人

「歴史の里マイスターの会」参加者数

：　60人

今年は新型コロナウィルス感染症のため、前期講座・事業やセンターまつりなどす

べての事業が9月まで中止になりました。後期は使用する部屋の定員を半分にする

などして、11月より後期講座を開始いたしました。ええとこ守山案内人さんによる

地域めぐりは好評で20名定員一杯の参加者でした。1月から開始予定の歴史の里マ

イスター養成講座も25名の定員一杯の参加者です。また、2月にはええとこ守山案

内人さんのなかからお二人が、自分の学習成果を発表する講演会を開催し60名が参

加し大好評でした。

○

今年度同様、区内の史跡・名所をガイドするボランティアが学習

した成果を還元できる場を設定します。散策ルートや紹介する内

容について、マイスターグループと検討しながら、市民に広く守

山区の魅力を伝えていきます。

また、新型コロナウイルス感染症への対策として、ボードや写

真・図を用いた解説や、小グループに分けての解説など、受講者

への伝達方法についてマイスターグループと相談しながら、より

良い方法を検討します。

29

「守山探検隊によるお宝発見事業」の実施

広く一般に知られていない「区の魅力」を発見するきっかけづくりと情報

の発信を目的とし、まちあるきイベントの開催と、まちあるきマップの作

成を、区民の皆さまとの協働により推進します。

・公募スタッフによる「守山探検隊実行委員会」の開催[毎月1回]

・「守山探検隊まちあるきイベント」の開催[年1回]

・「まちあるきマップ」の発行[年1回]と、それを活用した「まちあるき

再探訪」の開催[年1回]

＜地域力推進室＞

・「まちあるきイベント」の満足度：

80％以上

・11コース目の「まちあるきマップ」

の作成

・原則毎月の定例会や、まちあるきコースの下見会などを開催し、事業実施に向け

ての検討・調整を行いました。

・昨年度策定した「小幡南部コース」のまちあるきイベントは、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため中止しました。（5月16日）

・まちあるきイベント「小幡・川村コース」は、リモート開催にて実施しました。

（11月11日～2月10日）

・まちあるきイベント「小幡・川村コース」の実施とあわせて、同コースをベース

に12コース目の「まちあるきマップ」を作成しました。

△

・新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、区内の自

然や歴史的・文化的財産などの「区の魅力」を発見するきっかけ

づくりと情報発信を、区民の皆さまとの協働により推進します。

・13コース目の「まちあるきマップ」を作成します。

Ⅳ-４　文化・芸術・スポーツ・社会教育活動を支援します

30

「守山文化祭」の実施

区民の皆さまと協働で、区内における文化活動の育成及び活性化を促進し

ます。

・公募委員による「守山文化祭委員会」の開催[10回]

・「守山文化祭オンステージ」の開催［11月14日（土）・15日（日）］

＜地域力推進室＞

来場者数：1,300人
・守山文化祭オンステージは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止し

ました。（11月14日、15日）
✕

・守山文化祭オンステージについては、新型コロナウイルス感染

症の感染状況を鑑み、全面的に事業を見直します。

31

芸術の振興

美術振興会員や区民の皆さまが創作した作品を、多くの方に観賞してもら

う機会を提供します。

・「守山区美術振興展」[5月15日(金)～18日(月)]

・「区民美術展」[10月2日(金)～10月4日(日)]

・「いけ花展」[10月25日(日)・3月28日(日）］　など

＜地域力推進室＞

各種展覧会の来場者数：2,200人

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から会場での各種展覧会等は中止

しました。

区民美術展は代替事業をWeb展として開催しました。

内容は、通常の区民美術展と同様に作品の審査は実施した上で、受賞作品は、展覧

会を名古屋市のホームページ上に作品の写真を掲載する形で開催しました。また、

広報なごやに上位3賞受賞作品まで掲載し、広く広報しました（通常は上位1賞の

み）。

△
新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、引き続き開

催し、事前広報に努めるとともに芸術振興に努めます。

10



目標 取り組み状況 評価 来年度への課題・目標取り組み＜所管課＞

Ⅴ　親しまれ信頼される区役所づくり

Ⅴ-２　区民ニーズの把握と区政への反映に取り組みます

Ⅴ-４　信頼される区役所づくりに努めます

33

接遇の向上に向けた取り組み

【さわやか市民サービス運動】

窓口アンケートの結果を窓口応対に反映するため、「守山区さわやかマ

ナーガイド」を活用し、接遇の向上に努めます。

【外部講師による研修】

専門の外部講師による研修を行い、接遇のレベルアップを図ります。

＜総務課＞

窓口アンケート結果…「とても満足」・

「満足」：95％以上（内「とても満

足」：45％以上）

【さわやか市民サービス運動】

・さわやかマナーガイド通信を毎月作成し、接遇向上の意識付けを行っています。

・窓口アンケートを実施しました。（11月5日～18日）

【結果】「満足」・「とても満足」94.5%（うち「とても満足」47.9%）

【外部講師による研修】

・外部講師による接遇研修を行いました。（10月29日）

○

・さわやかマナーガイド保存版やさわやかマナーガイド通信を有

効活用し、さらなる接遇向上に取り組みます。

・窓口アンケート結果の満足度を達成するため、市民の皆さまに

安心と信頼を与える応対を心がけます。
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公務員倫理・コンプライアンスの徹底された職場風

土の確立

・職場会議などを定期的に開催し、倫理規範とコンプライアンスの徹底を

図ります。

・公務員倫理や個人情報保護について研修などを開催し、職員の意識向上

と知識習得を図ります。（今年度は新たに「交通事故ゼロで信頼アップ事

業」を追加実施）

・業務のチェック体制を強化し事務処理誤りの防止に努めます。

＜総務課＞

職場単位の公務員倫理研修：3回以上

・ハラスメントや不祥事防止などをテーマに公務員倫理研修を各職場で開催し、職

員の倫理意識向上と知識習得を図ります。【回数】3回

・交通安全研修を実施しました。（10月15日、10月16日、10月20日）

○
引き続き、職場会議や研修などを開催し、倫理規範とコンプライ

アンスの徹底を図ります。
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【区民会議の実施】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、資料を送付し意見を募集する書面開催として開催しま

した。

【開催月】4月・8月・2月

【区民アンケート調査の実施】

区政運営方針に対する区民の皆さまの認知度や取り組みへの評価、ご意見などを把握し、今後の区

政運営のための基礎資料とするため、7月28日～8月19日に守山区にお住まいの18歳以上の男女

2,000人を対象としたアンケート調査を実施しました。また、アンケートの結果は区公式ウェブサイ

ト上で公開するほか、区役所内外へ広く情報提供しました。

【回収数】868人（43.4％）

※参考【回収数（令和元年度）】643人（32.2％）

地域における要望や課題に対する丁寧な

対応
○

区民の皆さまの要望を把握

【区民会議の実施】

地域の特性に応じた課題解決のために、地域で活動する区民の皆さまの視

点で区政全般の議論を行います。

【区民アンケート調査の実施】

無作為で抽出した区民の皆さまを対象に、区政に関するアンケートを実施

し、広く意見を収集します。

（会議概要、アンケート調査結果は後日守山区ウェブサイトに掲載しま

す）

＜企画経理室＞

引き続き、区民の皆さまのニーズを把握するために、区民会議や

様々な場面において、幅広く意見をお聞きするとともに、区民ア

ンケート項目の見直しなどを検討していきます。

11


