
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

【中学生による防災訓練】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため実施を見合わせました。
代替事業として、避難所運営のサポートを啓発するチラシを中学生に配布すること
で、中学生の防災力向上啓発をしました。

【中学校防災講演会】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため実施を見合わせました。
代替事業として、避難所運営のサポートを啓発するチラシを中学生に配布すること
で、中学生の防災力向上啓発をしました。

○

【中学生による防災訓練】
中学生が防災について関心を持ち、地域の防災活動に積極的に参加す
ることができるよう、継続的に訓練を行っていきます。

【中学校防災講演会】
中学生が防災への関心を高め、地域の一員として自分たちができるこ
とについて考える機会となるよう、継続的に講演会を行っていきま
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。

【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
【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拡大防止のため実施を見合わせました。

【水防用土のうの保管場所の整備】
全学区に要望を伺った結果、要望はありませんでした。

✕

【指定避難所運営リーダー研修の実施】
避難所運営の中心的役割を果たすリーダーを育成するため、多角的視
点から見た避難所運営の講義やワークショップを行い、地域における
防災活動を支援するため、継続的に研修を行っていきます。

【水防用土のうの保管場所の整備】
近年は要望がなく、次年度以降の実施については継続・廃止を検討し
ます。

3

高齢者世帯の防火指導
75歳以上の要支援者のひとり暮らし世帯等を訪問し、住宅に
おける火気管理を始めとする防火指導を行い、火災による高
齢者の死者ゼロを目指します。

＜守山消防署・守山区いきいき支援センター＞

高齢者の火災死者数ゼロ
令和3年度における高齢者世帯の防火指導の実施件数は413件でした。 △ 来年度も350件程度の実施を目標とし、火災による高齢者の死者を減

らすことを目指します。

令和3年度 守山区区政運営方針 取り組み結果
〇＝達成できた　△＝達成できていない　×＝未実施　

取り組み＜所管課＞
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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＞

4

戸別訪問による防災用品の配付及び意識啓
発
瀬古、小幡、下志段味、本地が丘の４学区内のすべての世帯
を訪問し、「家具の転倒防止対策」、「風水害から命を守る
行動」の啓発を実施するとともに、防災用品（家具転倒防止
器具）を配布します。

＜守山消防署・総務課＞

対象4学区全世帯への啓発
瀬古、小幡、下志段味、本地丘の4学区全世帯への戸別訪問による意識啓発及び防災
用品の希望調査を実施し、各世帯が希望した防災用品を配付しました。 ○

・来年度も引き続き戸別訪問による防災用品の配付及び意識啓発の実
施を予定しています。
・約20,000世帯への実施を予定しています。

5

個々の自主防災組織に対する活動支援
個々の自主防災組織に積極的に働きかけを行い、防災診断書
を活用しながら、地域の実情に即した自主防災活動の支援を
計画的・継続的に実施します。

＜守山消防署＞

120自主防災組織以上働きかけを実
施する。 97自主防災組織に対して働きかけを実施しました。 △ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえて、来年度も地域

の実情に即した自主防災活動の支援を計画的・継続的に実施します。
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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＞
Ⅰ-2　犯罪被害の防止に努めます

6

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・守山警察署＞

守山区重点罪種認知件数前年件数以
下

・春の生活安全市民運動（4月１日～１０日）中のパトロール
　【回数】１回　【参加人数】60人
・夏の生活安全市民運動（7月１日～１０日）中のパトロール等
　パトロール【回数】１回　【参加人数】60人
住宅対象防犯診断会【回数】１回 【参加人数】10人

・秋の生活安全市民運動（10月1日～10月20日）中のキャンペーン（予定）
　ナンバープレート盗難防止ネジ取り付け
　【回数】2回　【参加予定人数】90人
・年末の生活安全市民運動（12月1日～２０日）キャンペーン（予定）
・特殊詐欺防止キャンペーン
特殊詐欺防止を啓発する川柳を募集し、優秀作品でシールを作成。

　希望する学区を通じて配布しました。

△
令和3年の重点罪種は前年より全体として増加しました。
被害が増加した特殊詐欺や自転車盗について、啓発品やチラシを配布
するなどして注意喚起を行います。

Ⅰ-3　交通安全を啓発します

7

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・守山警察署＞

守山区交通事故発生件数前年件数以
下

令和3年の守山区の交通人身事故件数は508件と、令和2年の517件に比べて9件減少しまし
た。
・交通事故抑止対策として、保育所等で交通安全教室を実施したほか、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。

・高齢者向け交通安全教室の実施
【回数】1回　【参加者数】32人
・保育所、幼稚園等での交通安全教室の実施
【回数】18回　【参加者数】823人
・小学校入学時における交通安全PR
【啓発人数】1,680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】39人　【啓発台数】200台
・地域交通安全キャンペーン
【回数】3回　【参加者数】63人　【啓発台数】1,500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】8回
・その他（巡回広報など）
【回数】16回

○
令和4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。
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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-４　清潔で住みよい環境づくりをめざします

8

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＞

前年参加者数以上

・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】3,510人
・放置自転車追放キャンペーンについて、5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。

9

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。

＜健康安全課＞

【イベント会場での啓発】
２回以上

【イベント会場での啓発】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベント会場での啓発はできませんで
したが、窓口での応対時などの機会をとらえて啓発を行いました。
【地域への支援】
地域からの要望に応じ、啓発用の看板やステッカー、回覧用のチラシを配布し、飼
主への啓発を行いました。
【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
術費用の助成を行いました。
【犬・猫による被害防止】
苦情相談の対応時に、飼主等に適正飼育について助言・指導を行い、犬・猫による
被害防止に努めました。また、のら猫による被害については、忌避方法について紹
介し、必要に応じて超音波忌避装置の貸出を行いました。

○
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、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

10

子育て支援ネットワーク事業守山チームの
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】
   区内の子育て支援センター・子育て支援拠点・保育園・幼
稚園・主任児童委員などで構成する 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」及び「親支援プログラム講座」
の開催、「子育てサロンへの子育て応援講師の派遣」の実
施、「もりやまっこ子育てマップ」の発行をおこないます。
また、地域の子育て情報を集約した独自のウェブサイト「子
育て情報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、10月、2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」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。
「親支援プログラム講座」を５月、11月に実施しました。
「子育てサロンへの子育て応援講師の派遣」は4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症拡大防止の観点から、多くの子育てサロ
ンで応援講師の派遣が中止となりました。
「もりやまっこ子育てマップ」を配布しました。3月には2022年度版に改訂しまし
た。
「子育て情報サイトもりやまっこ」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

11

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
１.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。
２.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。
３.子育てに関する電話相談や面接相談を実施します。
４.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

1、2　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おり、コ
ロナ禍においても、相談件数及び家庭訪問件数の減少はなく、引き続き区民の方へ
の支援を行いました。
3、4 例年と比較し、母子健康手帳交付時のアンケート集計から兄弟との年齢差が
近い方が多く見受けられたこと、新型コロナウイルス感染症のまん延防止策を受
け、自宅のみでの育児に不安を持つ方が増えるなど、起こりうる育児困難に対し継
続的な個別や関係機関と連携した健康及び育児支援に取り組みました。
【相談件数】電話1,427件 来所3,991件（再掲：母子健康手帳交付時等の妊婦相
談件数　1,695件）生後4か月までの保健師等による家庭訪問　1,249件
【関係機関との連携件数】医療機関222件 幼保育園90件

○ 引き続き、市民が利用しやすい子育て総合相談窓口の運営に努めてま
いります。
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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-３　親子が集う場や子育て講座・教室を提供します

12

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・区内小中学校等＞

学校との連携を重視した思春期セミ
ナーの継続開催

新型コロナ感染症の感染拡大予防のため、感染防止対策を講じた方法での開催に向
け、学校と学区担当保健師が中心に準備し、学校主体で開催しました。
【実施校】小学校11校、中学校2校

○ 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。

13

はじめての離乳食教室
１.離乳食の開始時期（５～６か月頃）に教室を開催します。
２.実際に試食を食し、栄養士が適切なアドバイスをして、母
の育児不安の軽減につなげます。
３.離乳食の作り方を体験し、動画、フードモデルを通じて家
庭での調理に役立てます

＜保健予防課＞

教室を開催することにより参加者の
育児不安を取り除きます。
参加者アンケート満足度70％以上

・コロナ禍の中、計画した定員での開催は感染の可能性が高く実施が困難であると
判断し、会場の広さ・感染状況を勘案し実施しました。
・試食を活用し、器の中で乳幼児に適した離乳食に仕上げる方法を紹介し、理解を
深めました。
※開催後のアンケート集計結果 満足度（とても満足、満足） 98.2％

○
乳幼児期は個人差が大きく、保護者の育児不安が大きいことから、
個々にマッチしたきめ細やかな栄養指導等を行っていきます。

14

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事業守山チームと連携し、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
【子育てサロンへの子育て応援講師
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。

△
・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。

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＞

15

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「あそぼう会」・「園庭開放」や学区の
「子育てサロン」、「もりやまっこ子育てマップ」など、子
育て支援情報を集約した独自のウェブサイト「子育て情報サ
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2022年度版
に改訂しました。

【子育て情報サイトもりやまっこの運営】
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。
子育て情報サイトもりやまっこをPRするため、サイトのノベルティを配布しまし
た。

○
今後も、子育てマップの配布に加え、独自のウェブサイト「子育て情
報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

16

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（7月）
・安全教育研修会（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、8月、10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。

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＞
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

引き続き、動画「地域包括ケアシステムTHE MOVIE」を活用した普
及啓発を行うとともに、学区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。

○17

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
症支援が一体的に提供される体制（地域包括ケアシステム）
の構築と深化を目指します。

【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
・認知症の方本人と家族の支援をするとともに、認知症サ
ポーター養成講座や講演会などを通じ、地域の方の認知症へ
の正しい知識を啓発し理解を深め、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
・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・守山福祉会館等＞

守山区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

守山区における地域包括ケアシステムの推進母体として守山区地域包括ケア推進会
議を設置し、認知症に関する地域課題の検討等を行う認知症専門部会をはじめ5つの
部会の活動により、また、守山区在宅医療・介護連携推進会議と連携しながら、地
域包括ケアシステムの構築と深化に取り組んでいます。

地域での取り組み、各分野で活躍する方々を紹介するとともに、地域社会づくりの
担い手となっていただくきっかけとなることを目指し作成した動画「地域包括ケア
システムTHE MOVIE」を活用した普及啓発を行うとともに、コロナ禍において活動
が制限されてしまっていることもある担い手の支援を行っています。
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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＞

18

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
健康づくりの取り組みにポイントを付与し、楽しみながら健
康寿命を延ばす活動を支援します。
また、取り組みを通じて、仲間づくりを進めることにより、
地域の活性化及びつながりの強化を図ります。
一定数以上のポイントを貯めた方は、お楽しみ記念品の抽選
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：575人

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮し、イベント、集
まり等への参加を促すものではなく、自主的に健康づくりに取り組み記録すること
で、景品の抽選に応募できるという方法で実施しました。（応募条件達成者数：
434人）
また、応募された方には、継続して健康づくりに取り組んでいただくようご案内す
るとともに、みんなで一緒に健康づくりに取り組むことがより効果的であるため、
知人・友人にも参加を呼び掛けていただくようお願いする文書をお送りしました。

△

今年度と同様に自主的な取り組みを促すことを基本としつつ、新型コ
ロナウイルス流行状況に応じて、イベント等との連携を随時検討、実
施していきます。
また、引き続き多くの方にご参加いただけるよう、様々な場面で事業
を周知していきます。

19

緊急時あんしん情報シートの配付
ひとり暮らしの65歳以上高齢者で希望される方に、緊急時に
必要な医療や薬、親族等の連絡先などの情報をあらかじめ記
載し、いざという時に備える「緊急時あんしん情報シート」
を民生委員・児童委員と連携して配付する事業を継続実施し
ます。

＜福祉課＞

新規のシート配付：1,000枚

希望された方に、区役所窓口や民生委員を通じて配付しました。（配付枚数：約
1,700枚）

守山消防署へシートについての情報提供をし、有事の際にはご活用いただくようお
知らせしました。

○
引き続き、シートの配付を行います。また、カプセルタイプのものを
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。

20

地域支えあい事業実施学区の支援・拡充
【概　要】
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）活動推進を支援します。
例：ゴミ出し、買物支援、電球の取り替え等、日常生活に
おけるちょっとした困りごとを助けあう
【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）が重点
支援学区方針に基づき、支えあい活動連絡会議開催の他、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＜略：推進協＞へ
の定期研修会や、地域支えあい事業実施学区連絡会等の場に
おいて、実施学区への活動サポート及び、未実施学区の取り
組み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との連携、地域包括ケア推進体
制との協働を目指します。

＜区社会福祉協議会・福祉課・守山区いきいき支援センター
＞

【実施学区】
6学区（新規1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年から新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地の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、住民からの困りごと相談を受け付け、感
染症対策を実施しながら生活支援活動等に取り組んでいただいています。（R3年相
談件数 91件、生活支援活動 128件/5学区合計）
・9/1 生活支援専門部会と合同の研修交流会を企画。「いきがい・助け合いサミッ
ト in 神奈川」全体シンポジウムをオンライン視聴後、交流会を実施予定でしたが愛
知県緊急事態措置を受け、各自でオンライン視聴をしていただきました。シンポジ
ウムでは、社会に不可欠ないきがいと助け合い活動の意義等について各シンポジス
トから発表があり、参加者からは「コロナの影響を受けているが、皆でアイデアを
出し合い、地域で支えあいを必要とする皆様にささやかなまごころを届けられた
ら」といったご意見をいただき、本事業の意義について改めて振り返る機会となり
ました。
・3月「守山区地域支えあい事業研修交流会」（書面開催）

対象：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

△

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。

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＞
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

21

障害者の自立支援と社会参加の促進
・区内の障害児・者団体及び障害者支援施設・事業所、関係
機関が参加する「守山区自立支援連絡協議会」を通じて、区
民の障害への正しい理解を深める事業を実施するとともに、
障害のある方が地域で自立して生活できるよう、活動の場に
ついての情報発信を行います。
【ハートフルもりやま】
区内の障害者支援施設・事業所で生産された製品の広報や区
役所庁舎内などでの展示販売を通じて、障害のある方の社会
参加を促進します。
【はばたけ！チャレンジド※】
障害のある方が利用する施設・事業所について、具体的な活
動内容を冊子や動画（ＤＶＤ、ウェブサイト）で情報発信し
ます。

※チャレンジドとは「障害のある人」を表すことばのひとつ
で、「挑戦すべき課題や才能を与えられた人」の意味が込め
られています。「集まれ！チャレンジド」の名称で、障害の
ある方が通う事業所などの具体的な活動内容を紹介するイベ
ントを平成25年度から令和元年度まで実施してきました。

＜福祉課・区民福祉課＞

【ハートフルもりやま】
展示販売の回数増
【はばたけ！チャレンジド】
実施

【ハートフルもりやま】
緊急事態宣言の発令に伴い展示販売を中止した施設・事業所もありましたが、新型
コロナウイルスの感染状況を注視し、できるかぎり販売の機会を増やせるよう努め
てまいりました。
3月末現在の参加事業所：8か所 令和3年度延べ販売回数：113回
また、守山区社会福祉協議会でも事務局（アクロス小幡２階）に展示コーナーを常
設し、製品が目に触れられる機会を増やしました。

【はばたけ！チャレンジド】
守山区自立支援連絡協議会ハートフル部会で、区内の生活介護事業所、就労支援事
業所等から掲載記事を募集し、12月に発行しました。
記事掲載施設・事業所：20か所 発行部数：1,000部

○

【ハートフルもりやま】
新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、販売を行う施設・事業
所や回数の増を目指してまいります。

【はばたけ！チャレンジド】
冊子については特別支援学校や事業所へ配布するほか、区役所窓口で
の配布や守山区自立支援協議会のウェブサイトでのPDFデータ公開も
行っていますが、今後は冊子についてより多くの方への周知を図って
まいります。

22

難病保健活動
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により交流会は
中止する。専門医による医療生活相談、専門職による実技指
導を個別相談で実施する。
・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、連携を深める。

＜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」を年4回計画しましたが、対象者が、基礎疾患を
お持ちの方であることから、新型コロナウイルス感染症の拡大により交流会は中止
しましたが、個別で相談できる医療相談は開催しました。また、家庭訪問及び電話
等での相談支援事業においては、計画的に実施しました。
・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の連絡会
は、各機関の新型コロナウイルス感染症へ対応を鑑み開催を中止いたしましたが、
個別での連携による難病患者の療養生活支援に努めました。

○ 引き続き、難病患者や家族の支援を実施していきます。

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＞
Ⅲ-３ がんの早期発見と健康づくりを推進します

23

胃がん・大腸がん・乳がん検診の受診者数
（保健センター等実施分）の向上
【胃がん・大腸がん・乳がん検診の受診者数の向上】
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す。（国
保集団検診分含む）

＜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（※国
保集団検診分含む））
600人

受診者数の向上を目指し、全世帯に配布するがん検診ガイドや広報なごやの守山区
版での検診日程の掲載をし、身近な保健センターで受診いただけるよう努めまし
た。
・乳がん検診
　7月26日（志段味分室）【受診者数】35人 、10月29日【受診者数】39人
　11月19日【受診者数】39人、12月16日（志段味分室）【受診者数】15人、
　1月18日　【受診者数】36人
・その他の日程および、胃がん・大腸がん検診については、開催予定会場が新型コ
ロナウイルスワクチン集団接種会場になったことから、協力医療機関での検診受診
を勧奨いたしました。

○ 新型コロナ感染症により受診率が低下しないよう、広報なごや等を通
じて、一層の勧奨を進めてまいります。

24

乳がん自己触診法教室の開催
新型コロナウィルス感染症の蔓延状況により、事業開催がで
きない状況です。
事業計画・評価ともに未定延期の状況です。

＜保健予防課＞

事業内容が未定のため目標未設定。

・保健センターで実施する乳がん検診の機会を捉え、乳がん自己触診法を乳がん触
診モデルを使用して健康教育を行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、感染対策を考慮して少人数ずつの体験型教室を行いました。
　【開催回数】５回（乳がん検診日に併設）163人
・金城学院大学との連携による大学生を対象とした乳がん講座の開催については、
新型コロナウイルス感染症の拡大により大学側と協議し中止しました。代替方法と
して、知識普及のためのリーフレットによる啓発を行いました。大学３.４年生向け
に、385部のリーフレットを活用いただく連携調整を行いました。

○ 新型コロナ感染症の感染状況に応じて、情報提供形態を工夫し、がん
予防の普及啓発を進めていきます。

11



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%

【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

26

地域とともに取り組む「守山・しだみ　レ
モンプロジェクト」
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。

※「名古屋市区まちづくり基金」を活用した事業です※

＜地域力推進室＞

・アニメーション動画「モリスちゃ
んのぼうけん ～おともだちってい
いね～」制作に参加して世代間交流
が進んだと回答する割合：80％以
上
・「しだみ謎解きまち歩き」参加者
の満足度：80％以上

【アニメーション動画制作について】
・アニメーション動画について、本編とは別にディレクターズカット版を区民参加
によるアフレコ体験などを実施しながら制作しました。また、区内で活動する合唱
団とともに制作した守山区イメージソング「We Love MORIYAMA！」の合唱をア
ニメーション動画で使用しました。
・アニメーション動画内で使用される「モザイクアート」の素材（ピース）となる
絵の募集を区内小学校を始め、広く区民より募集しました。
・アニメーション動画の上映会を守山文化小劇場で開催開催しました。（2月20
日）
参加者数：43人

【しだみ謎解きまち歩きについて】
・志段味地区を楽しみながら巡るイベントとして「しだみ謎解きまち歩き」を開催
しました。（2月15日～3月21日）
参加者：560人 満足度：88.4％

△
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。

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。

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
23日（木・祝）］
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から変更とな
る場合あり。

【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3日（土）］
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から変更とな
る場合あり。

＜地域力推進室＞

元気まつり守山、モリスちゃん杯学区対抗ディスクドッヂ大会は、新型コロナウイ
ルス感染症の対策を徹底する観点から、中止しました。 ✕25

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、区民相互のふれあいと交流の場を提供していきま
す

12



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＞

27

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。
・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＞

写真コンテストの応募数70枚以
上、展覧会の実施

・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。（7月12日～11月26
日）
　応募数72枚
・コンテストで応募のあった写真を用いて、展覧会を開催しました。（2月15日～2
月17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

13



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-２　豊かな水と緑の保全や広報に努めます

28

「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」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＞

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検討部会を計410回（書面開催3回含む）
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（観察会等、約90イベントが対象）を
実施しています。（4月～3月）
【参加者数】約1,738人（4月～3月）

【主なイベント】
・「まめなしのお花見＆観察会」（4月6日）
・「春の八竜緑地自然観察会」（4月10日、11日）
・「秋の八竜緑地自然観察会」（9月11日、12日：両日とも中止）
・「小幡緑地野鳥観察会」（1月22日：中止）

△

・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。

29

「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

コロナ禍の状況に合わせ式典等を中止、さらに、地産地消の取り組みをＰＲするな
ど、従来の内容を変更して開催しました。
12月8日　展示（ＪＡ守山東支店）
12月16日　表彰（守山区役所）

○ 従来からの内容を大幅に見直して開催するため、開催中にも問題点を
意識しながら課題を洗い出し、来年度の内容を検討します。

30

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

【モリスちゃん図書館共通貸出券】
区のPRを行うため、モリスちゃんデザインの図書館共通貸出券を作成しました。
R4年2月15日（区の日）より限定発行中です。

【モリスちゃんのイラスト】
モリスちゃんのイラストを使用しコロナウイルス感染拡大防止の啓発を行いまし
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。
来年度の区制60周年をモリスちゃんと一緒に盛り上げていきます。

14



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

31

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」と協働
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

令和3年度前期もコロナ感染症のため、例年の1/2の人数での開催となりました。
夏休み期間中に企画した「勾玉づくり」では、定員8人に対して39人の応募があ
り、歴史の里マイスターの会に対応して頂きました。
また、9月には講演会を開催し、参加者は60人で定員に達しました。
ええとこ守山案内人は小中学校の出前講座を5件行いました。
後期は2つのマイスター合同により守山散策会を開催し13人参加、ええとこ守山案
内人では養成講座を開催しました。22人定員に対し39人の応募があり充足率100％
でした。また、2月にはメンバーお二人の自ら学んだ成果を3回目の発表会として開
催しました。

○

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。

32

「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
・12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・川村コース」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15日）
・まちあるきイベント「志段味中部コース」を実施しました。（10月30日）
参加者数：34人 満足度：88％

・まちあるきイベント「志段味中部コース」を10月30日に実施後、同コースをベー
スに13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。
・14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

33

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14日(金)～17日(月)]
・「区民美術展」[10月1日(金)～10月3日(日)]
・「いけ花展」[10月24日(日)・3月27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中止しました。 ✕ 新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しつつ、引き続き芸術の
振興に努めます。

15



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-1 区民ニーズの把握と区政への反映に取り組みます

Ⅴ-2　信頼される区役所づくりに努めます

35

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発行し、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。
   窓口アンケート結果：「とても満足」「満足」：94.9％

○ ・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。
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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。
・交通安全研修を開催し、交通事故のリスクについて知識習
得を図り
　ます。
・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。職場内のリスク対策についての職場会議が拡
充されたため、今年度より当該回議と合わせて年３回以上開催します。
・交通安全研修を実施しました。

○ 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】
令和3年度は7月と2月に開催し、区政運営方針及び区の特性予算等について意見を
聴取しました。

【区民アンケート調査の実施】
令和3年度は９月後半に18歳以上の区民2000人に送付しました。
回収件数は910件、回収率は45.5％でした。

地域における要望や課題に対する丁
寧な対応

【区民アンケート調査回収率】
現状を維持

○

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。（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＞

来年度も引き続き区民の皆さまの意見を吸い上げる機会を設け、区政
に反映してまいります。
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