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「中村区将来ビジョン（令和２～５年度）」について 

概

要

●区役所が区民の皆さまとともに地域の課題解決や区の特性に応じた
まちづくりに取り組んでいくために、令和2年度に『中村区将来ビ
ジョン』を策定 

⇒中村区の基本目標を掲げ、基本目標達成に向けた中長期の取り組み
をお示しするもの 

●ビジョンの位置づけ 

名古屋市

基本構想

名古屋市総合計画

2023

令和元～令和5年度

（2019～2023） 中村区区政運営方針

（単年度計画）

区のあり方基本方針

平成29年度（2017）

から概ね10年間

中村区将来ビジョン

令和２～5年度

（2020～2023）

個別計画

区
の
特
性
・
課
題

●６５歳以上の人口比率が市全体の比率より高く、１５歳未満の人口比
率が市全体の比率より低い 

●名古屋駅を有しており、リニア中央新幹線の開業によって交流人口の
増加などが見込まれる 

●木造住宅が密集している地域が広く分布しており、大規模地震発生に
よる家屋の倒壊などの被害や大雨による浸水被害が想定されている  

●豊臣秀吉・加藤清正の生誕地であり、ゆかりの史跡などがある 

区
の
基
本
目
標

「夢」・「笑顔」・「やさしさ」あふれるまち中村区 

⇒各年度の事業をお示しするものとして中村区区政運営方針を策定 
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基
本
目
標
達
成
に
向
け
た
４
つ
の
柱
と
施
策

①大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の 

向上に取り組みます 

②交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、 

広報・パトロールするなど、啓発に取り組みます 

③ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、 

民間事業者や警察等と連携した空家・空地の適正管理の推進に 

取り組みます 

④子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、 

相談・支援の充実を図ります 

⑥障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人も 

ない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域 

社会となるよう啓発活動に取り組みます 

⑤地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な 

居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に 

取り組みます 

⑦太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする 

地域の魅力を発信するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの 

人が訪れる活力にみちたまちづくりをすすめます

⑧文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの 

区民が参加することにより、地域の交流を促進します 

⑨地域コミュニティの推進・支援に取り組みます 

⑩便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます 

⑪区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿

Ⅱ いきいきと暮らせる「支え愛」のまち 

Ⅰ 安心・安全で快適なまち 

Ⅲ 魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち 

Ⅳ 身近で信頼される区役所づくり 
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Ⅰ 安心・安全で快適なまち 

①大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取り組みます 

※地区防災カルテ：地域の地形、歴史、災害リスク、防災活動状況など、防災に 

関連する情報を学区ごとにまとめたもの 

②交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、広報・パトロールするなど、 

啓発に取り組みます 

③ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、民間事業者や警察等と連携 

した空家・空地の適正管理の推進に取り組みます 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して清潔で快適

に暮らせるようになったと思う区民の

割合 

６４.４％ 

（令和元年度） 

６３.３% 

（令和３年度） 
７０％ 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して防災意識が

高まったと思う区民の割合 

６３.０％ 

（令和元年度） 

５６.8% 

（令和３年度） 
７０％ 

中村区において地区防災カルテ※を通

した避難行動計画の策定・防災訓練を

実施した学区数 
（平成30年度）

１２学区 

（令和３年度末） 

18学区

（全学区） 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して交通事故・ 

犯罪が少なく安心して暮らせるように 

なったと思う区民の割合 

３３.９％ 

（令和元年度） 

４２.９% 

（令和３年度） 
４０％ 

●成果指標の状況 

ビジョンにおいては、施策ごとに「成果指標」を設定しています 

成果指標の状況については、毎年度実施する区民アンケート等により把握し、区政運営 

方針でお示しします。
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Ⅱ いきいきと暮らせる「支え愛」のまち 

④子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相談・支援の充実を 

図ります 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して子育てしや

すいまちになったと思う区民の割合 

６２.５％ 

（令和元年度） 

５６.６% 

（令和３年度） 
７０％ 

⑤地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な居場所づくりや 

生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組みます 

  ※認知症サポーター養成講座：認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で 

認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を 

養成する講座いきいき支援センターなど地域の身近な場所で随時開催 

⑥障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もない人もお互いに 

人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会となるよう啓発活動に取り組みます 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して高齢者が暮

らしやすいまちになったと思う区民の

割合 

６０.９％ 

（令和元年度） 

５９.１% 

（令和３年度） 
６５％ 

認知症サポーター養成講座※受講者数 

（累計） 

１１,８４２人 

（平成 30年度末）

１４,４６８人 

（令和3年度末）

21,２００人 

（令和5年度末）

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して障害者が暮

らしやすいまちになった思う区民の割

合 

５０.３％ 

（令和元年度） 

４７.６% 

（令和３年度） 
５５％ 
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Ⅲ 魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち 

⑦太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする地域の魅力を発信 

するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの人が訪れる活力にみちたまちづくりを

すすめます 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して歴史と地域

資源を活かしていると思う区民の割合 

６５.９％ 

（令和元年度） 

５４.４% 

（令和３年度） 
７０％ 

⑧文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの区民が参加する 

ことにより、地域の交流を促進します 

⑨地域コミュニティの推進・支援に取り組みます 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して文化・芸

術・スポーツ活動などの生涯学習が

活発になったと思う区民の割合 

５６.７％ 

（令和元年度） 

４１.２% 

（令和３年度） 
６０％ 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区では以前と比較して地域コミ

ュニティの交流が盛んになったと思

う区民の割合 

４５.1％ 

（令和元年度） 

３１.２% 

（令和３年度） 
５０％ 
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Ⅳ 身近で信頼される区役所づくり 

⑩便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます 

指標 基準値 現状値 
目標値 

（令和５年度） 

中村区役所窓口における対応がよかっ

たと思う方の割合 

９７.６％ 

（平成３０年度）

９９.５% 

（令和３年度） 
１００％ 

⑪区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます 

指標 基準値 現状値 
目標値 
（令和５年
度） 

中村区ウェブサイトのアクセス件数 
415,455件 

（平成30年度）

474,724件 

（令和 3年度末）
450,000件 
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取り組み名 （１） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域住民の自助力・共助力の向上

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・地域と区役所及び消防署等が「地区防災カルテ（※）」を活用し地域
　の災害リスクを共有したうえで、災害リスクや地域のニーズに応じた
　避難行動計画の作成、勉強会、訓練等を行います（地区防災カルテを
　活用した防災活動）。
・実践に即した各種防災訓練を行います。
・防災知識を習得していただく出前トーク・防災講話を行います。
・訓練や講話等では新しいハザードマップや感染症対策の啓発もあわせ
　て行います。
※地区防災カルテとは、地域の地形、歴史、災害リスク、防災活動状況
　など、防災に関連する情報を学区ごとにまとめたデータベースです。

【実施スケジュール】
　通年　　　地区防災カルテを活用した防災活動　１８学区
　５月　　　総合水防訓練　１回
　９月　　　総合防災訓練　１回
　９月　　　要配慮者に配慮した指定避難所運営訓練　１回
　１０月　　宿泊型指定避難所運営訓練　1回
　２月　　　指定避難所運営リーダー養成講座　1回
　通年　　　出前トーク・防災講話　5回

・地区防災カルテを活用した防災活動　１８学区
・総合水防訓練　１回
・総合防災訓練　１回
・要配慮者に配慮した指定避難所運営訓練　１回
・宿泊型指定避難所運営訓練　1回
・指定避難所運営リーダー養成講座　1回
・出前トーク・防災講話　5回

・地区防災カルテを活用した防災活動　12学区
・総合水防訓練　中止（12月に代替訓練を実施）
・総合防災訓練　中止
・要配慮者関連訓練　７月
・宿泊型指定避難所運営訓練　７月
・指定避難所運営リーダー養成講座　講座ＤＶＤを作成、
   各学区へ配布　３月
・防災講話　7回

総務課 ４５３－５３０４
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取り組み名 （２） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

災害に備えた防災訓練等の実施

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・自主防災組織の構成単位である町内会を中心に現地本部の運営方法
   など、共助を重点とした防災訓練が行えるよう支援します。

現地本部運営訓練を中心とした自主防災訓練の実施
全２８5自主防災会

現地本部運営訓練を中心とした自主防災訓練の実施
延べ１40自主防災会

消防署
４８１－０１１９

（警防地域第一・二課）
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取り組み名 （３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

防災意識を高める普及啓発事業

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

各学区の自主防災訓練の取り組みや災害時における地域と事業所の支援
協定事例などを紹介し、地域ぐるみでの防災体制づくりを支援します。

防災安心まちづくり部会ニュースの配布　全２８５自主防災会

防災安心まちづくり部会ニュースの配布　全２８５自主防災会

消防署
４８１－０１１９
（消防署総務課）
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取り組み名 （４） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

戸別訪問による防災用品を活用した意識
啓発の実施

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

消防職員・消防団員等が各世帯を戸別に訪問し、家庭の防災力を確認す
るとともに、家具転倒防止器具などの防災用品を活用した意識啓発を行
います。

【実施スケジュール】
５月～１０月　 第１回「調査」
８月～翌２月　 第２回「防災用品を活用した意識啓発・追跡調査」

戸別訪問の実施（対象学区内）4学区程度

３学区で戸別訪問を実施
・稲葉地学区
　第１回「調査」７月～８月、第２回「追跡調査」１１月
・諏訪学区
　第１回「調査」１０月、第２回「追跡調査」１月～２月
・豊臣学区
　第１回「調査」１０月、第２回「追跡調査」2月～3月

消防署・総務課
４８１－０１１９

（警防地域第一・二課）
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取り組み名 （５） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

家具転倒防止の啓発・ボランティアの養
成及び派遣

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

家具転倒防止の啓発を図るとともに、家具転倒防止対策ができるボラン
ティアを養成し、家具固定が自らできない世帯へ派遣して、家具転倒防
止器具の取付けを行います。

・家具転倒防止の啓発（戸別訪問にあわせて実施）
・家具転倒防止ボランティア養成講座（２回開催予定）
・家具転倒防止ボランティアの派遣（随時）

家具転倒防止ボランティアの派遣件数　8０件

・家具転倒防止ボランティアの募集
   全学区へ広報なごや７月号、１１月号にて募集
   各学区連絡協議会などにて募集
・家具転倒防止ボランティア養成講座の実施　７月、１２月
・家具転倒防止ボランティアの派遣件数　13件
・家具転倒防止ボランティアの養成者数　４人

消防署・総務課
４８１－０１１９
（消防署総務課）
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取り組み名 （６） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

火災予防対策の推進

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・住宅防火の推進
　・火災発生時に地域住民に対し、即時に火災予防啓発チラシを町内会
　　等に回覧し、防火意識の高揚を図り、加えて消防車両等による火災
　　予防広報を行います。（随時）
　・住宅用火災警報器の設置促進及び維持管理を推進するためキャンペ
　　ーンを実施します。（１１月中旬及び３月上旬　秋・春の火災予防
　　運動期間）
　・高齢者に対する防火指導を実施します。（随時）
・事業所防火の推進
　・小規模事業所を含め、様々な事業所へ立入検査を行い、火災予防対
　　策等を周知します。（随時）
　・防火・防災研修会（消防用設備等の取扱い）等を実施します。
    （１０月）
　・ファイヤーフェスティバル（防火イベント）を実施します。
    （2月）

・住宅防火の推進
　・住宅用火災警報器の設置促進、維持管理の啓発者数　１，０００人
　・高齢者に対する防火指導　　　　　　　　　　　　　　４００世帯
・事業所防火の推進
　・立入検査事業所数　　　　　　　　　　　　　　　　１，3００件
　・防火・防災研修会（消防用設備等の取扱い）、
　　ファイヤーフェスティバル等による普及啓発者数　　２，０００人

・住宅用火災警報器の設置、維持管理の啓発
　・火災予防キャンペーン（ヤマナカ則武店）１１月
　　啓発人数　１２０人
・住宅防火の推進
　・火災発生時の火災予防広報
　　組回覧用チラシ配布・回覧　延２，986組・２9，668世帯
　・高齢者世帯への防火指導　啓発人数　527世帯に防火指導を実施
・事業所の防火の推進
　・立入検査実施事業所数　延べ１，958件
　・防火・防災研修会（消防用設備等の取扱い）　啓発人数　２１人
　・ファイヤーフェスティバル（新型コロナウイルス感染症の影響に
　　より中止）

消防署
４８１－０１１９
（予防課）
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取り組み名 （７） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

木造住宅密集地域における初期消火能力
の向上

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

スタンドパイプが導入されている自主防災会に対して、消防職員または
消防団員が取り扱いについての訓練指導を行います。

導入済の自主防災会に対する訓練指導　9回実施

導入済の自主防災会に対する訓練指導等　6回実施

消防署
４８１－０１１９

（警防地域第一・二課）
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取り組み名 （８） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

施　策

①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

基本目標達成に
向けた４つの柱

①　安心・安全で快適なまち

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

子どもを持つ家庭の防災教室

・乳幼児をもつ家庭が、中村区内で起こりうる災害への行動を学ぶこと
　のできる研修を実施します。
・個々の家庭にあった物を、日常生活の中から備えることができるよう
　実効性のある研修を実施します。（６月・１０月頃）

乳幼児を持つ家庭のための防災教室を２回開催。延べ参加者数　１５人
（新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み少人数で実施予定）

・新型コロナウイルス感染症の影響により、各学区子育てサロンなど
　の母子支援活動が大きく制限され、周知活動も思うようにならなか
　った。
・中村区の地理的特性を踏まえ、子育て中の母児が備えるべき具体的
　方策について実施。（７月）２組3名参加。（１０月）母児の体調
   不良のため中止。

保健予防課 ４８１－２２９４
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取り組み名 （９） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

区本部機能の強化

①　安心・安全で快適なまち

施　策
①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・災害発生時に迅速な対応ができるように、職員に対する各種防災
　研修・訓練を実施します。
・中村区医師会が主催する災害時医療救護所設置訓練を支援します。

・新規採用者及び転入職員向け非常配備説明会　１回
・管理職職員防災研修　１回
・総合水防訓練や総合防災訓練時の情報伝達訓練　２回
・非常配備初動訓練　１回
・中村区指定動員者研修　１回
・非常用発電機操作訓練　１回
・中村区災害対応図上訓練　１回
・医療救護所設置運営訓練の支援　１回

・非常配備説明会　５月
・総合水防訓練における情報伝達訓練
　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止、１２月に代替訓練
　　実施）
・管理職職員向け防災研修　５月～７月
・非常配備初動研修　６月
・中村区指定動員者研修　８月
・非常用発電機操作訓練　８月
・総合防災訓練時における情報伝達訓練
　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）
・医療救護所設置運営訓練
　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）
・区災害対応図上訓練の実施　１２月

総務課 ４５３－５３０４
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取り組み名 （１０） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先地域力推進室・消防署
４５３－５３２４
（地域力推進室）

施　策

①　大規模災害に備え、自助・共助・公助による地域防災力の向上に取
り組みます

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

新型コロナウイルス感染症の影響により中止
※代替として交通指導員による自転車安全利用の動画を作成。
　中村警察署作成の特殊詐欺動画と併せてDVDを作成し、11月の
　区政協力委員協議会にて各学区へ各1枚配布。

高齢者地域安全大会の開催

①　安心・安全で快適なまち

防火・防災・交通安全・生活安全・まちを美しくする運動など、安心・
安全で快適なまちづくり活動全般をテーマとした「高齢者地域安全大
会」を開催します。（９月）

参加者アンケート
「とても参考になった」「参考になった」の割合　９０％

基本目標達成に
向けた４つの柱

②　交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、広報・パ
トロールするなど、啓発に取り組みます
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取り組み名 （１１） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２４

・小学生の人身事故（自転車・歩行中のみ）　7人
・交通安全教室　３8回
　（内訳）
　・子ども向け（保育園3回、幼稚園6回、小学校等２5回） ３4回
　・高齢者向け（ふれあい給食等）　３回　・その他　１回
・ゼロの日パトロール・キャンペーン　34回
・中村区役所交通安全マスコットキャラクターを使った啓発資材
　（反射材・クッキー・反射材付きバッグ等）の配布

施　策

交通安全対策の推進

①　安心・安全で快適なまち

・交通安全マスコットキャラクター「とみまつ」を活用した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通安全意識の向上
　「とみまつ」デザインの反射材キーホルダーを小学校新入学児童全員
　に配布し、親しみやすい啓発活動を行い、交差点での「止まる」
　「見る」「待つ」の徹底を図ります。

・交通安全教室の実施（随時）
　小学校、幼稚園等において、交通安全教室を実施します。園児に対し
　ては、横断歩道のわたり方など、基本的な交通ルールを楽しみなが
　ら、わかりやすく伝えます。また、高齢者に対しても、老人クラブや
　社会福祉協議会での行事等の機会に交通安全教室を実施します。

・効果的な広報活動の実施
　交通事故死ゼロの日等の広報車でのパトロール、交通安全市民運動
　期間や交通死亡事故多発警報発令期間中を中心としたキャンペーン等
　を警察や地域と連携して実施します。また、区の広報媒体を活用し、
　啓発を行います。

・小学生の人身事故（自転車・歩行中のみ）　　５人以下
・交通安全教室　　　　　　　　　　　　　　　３５回
・ゼロの日パトロール・キャンペーン　　　　　４０回

②　交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、広報・パ
トロールするなど、啓発に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （１２） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２４

・住宅対象侵入盗防犯講座（１０月　米野学区）参加者アンケート
　「とても参考になった」「参考になった」の割合　１００％
・生活安全キャンペーン等　１6回
・青色回転灯パトロール　95回
・民生子ども課窓口や、保育園入園申し込み面接時に、誘拐防止読本等
　の啓発品を配布

施　策

防犯対策の推進

①　安心・安全で快適なまち

・住宅対象侵入盗防犯講座の開催（１０月）
　高齢者を対象に、補助錠や防犯フィルムによる対策等の実践的な講座
　を開催します。

・犯罪抑止の取り組み
　・警察や地域と連携し、生活安全市民運動期間におけるキャンペーン
　　や自転車ツーロックの啓発活動等を実施します。
　・青色回転灯付き自動車による定期パトロールや警察からの情報をも
　　とに緊急パトロールを実施します。
　　（定期パトロール実施日：毎月５日、１５日、２５日の開庁日）

・効果的な広報活動の実施
　・高齢者向けに特殊詐欺被害防止に関する啓発を実施します。
　・犯罪被害防止について親子で話し合う機会を設けてもらうため、
　　子どもの交通安全教室で誘拐防止読本などを配布します。
　・区の広報媒体を活用して、最近の犯罪情勢・被害防止策について
　　情報発信を行います。また、区役所の玄関ロビーで来庁者向けに
　　防犯啓発映像を放映します。

・住宅対象侵入盗防犯講座　参加者アンケート
　「とても参考になった」「参考になった」の割合　１００％
・生活安全キャンペーン等　２０回
・青色回転灯パトロール　６０回

②　交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、広報・パ
トロールするなど、啓発に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （１３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

道路、公園、河川などの適切な維持管理

①　安心・安全で快適なまち

施　策
②　交通事故防止・犯罪防止について、警察・地域と協力し、広報・パ
トロールするなど、啓発に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

道路、公園、河川など、土木事務所が所管する施設の計画的な維持管理
や見直しを行うとともに、名古屋駅を中心に多く存在する放置自転車の
削減に努めます。
また、区民の皆様から寄せられる通報や要望に対してすみやかな対応を
心がけます。

・道路パトロール　　　幹線道路　１回／週、生活道路　１回／月
・公園パトロール　　　所管公園　２回／月
・放置自転車撤去活動　管　　内　４回／週

・道路パトロール　　　幹線道路　１回／週、生活道路　１回／月
　　　　　　　　　　　道路損傷などの不具合１，１０３箇所を発見
　　　　　　　　　　　・修繕
・公園パトロール　　　所管公園　２回／月
　　　　　　　　　　　公園遊具などの不具合２２７箇所を発見・修繕
・放置自転車撤去活動　管　　内　４回／週
　　　　　　　　　　　放置自転車を４，９３８台撤去

中村土木事務所 ４１１－８１０６
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取り組み名 （１４） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

ペットと暮らすきれいなまちづくり運動
の実施

①　安心・安全で快適なまち

施　策

③　ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、民間事
業者や警察等と連携した空家・空地の適正管理の推進に取り組みます

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・狂犬病予防集合注射会場で、飼主に排せつ物の持ち帰りを呼びかけ
　ます。（４月）
・犬の散歩中の飼主にティッシュを配布して、犬の排せつ物の持ち帰り
　を呼びかけます。（通年）
・各種イベントで、犬の適切な飼養及び猫の室内飼育を呼びかけます。
　（６月・９月・１０月）
・のら猫によるふん尿等の被害で迷惑を受けている区民に忌避方法等を
　紹介します。（随時）

・犬の不適切な飼養に係る申出件数　５０件以内
・猫によるふん尿等による迷惑に係る申出件数　９０件以内

・窓口等でのティッシュ等の配布時における説明・啓発　２，４５３件
　（新型コロナウイルス感染症の影響により、狂犬病予防集合注射以外
　　の行事がすべて中止）
・犬の不適切な飼養に係る申出件数　４１件
・猫によるふん尿等による迷惑に係る申出件数　９６件

保健管理課 ４８１－２２７８
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取り組み名 （１５） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

資源・ごみの分別方法などの啓発

①　安心・安全で快適なまち

施　策
③　ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、民間事
業者や警察等と連携した空家・空地の適正管理の推進に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・小中学生を中心に、ごみ・資源の分別やリサイクルの仕組みについて
　理解を深めるなごやエコスクール出前講座」を実施し、将来、ごみ・
　資源を出す世代に対し意識の啓発に努めます。（随時）
・転入者が多い時期に、区役所に「ごみ案内所」を設置し、転入者に
　ごみ・資源の分別と出し方について説明します。（３月下旬から４月
　上旬）
・環境デーなごや（６月）、区民まつり（１０月）などのイベントに出
　展し、ごみ・資源の分別方法などを分かりやすく解説し、分別マナー
　などの周知を図ります。
・不法投棄防止パトロールなどにより、不法投棄の防止に努めます。
　（随時）

講座・イベントなどによる環境教育の実施人数　１，０００人

・「なごやエコスクール出前講座」　３７５人　（小学校６校）
・ごみ案内所　　４月　８３２部　　３月　５９１部
　※新型コロナウィルス感染対策のため、資料配架のみ
・環境デーなごや地域環境イベント　６月　約６０人
・新型コロナウイルス感染症の影響により区民まつりが中止となった
　ため、イベントでの広報活動は未実施
・不法投棄パトロール
　時間内不法投棄パトロール　１８７回
　夜間不法投棄パトロール　　　２０回

中村環境事業所 ４８１－５３９１
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取り組み名 （１６） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

空地・空家等対策の推進

①　安心・安全で快適なまち

施　策
③　ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、民間事
業者や警察等と連携した空家・空地の適正管理の推進に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

【空地・空家の対策】
・区民から適切な管理が行われていない空地・空家について相談を受け
　付け、関係機関と連携して調査し、所有者等へ適切な管理を依頼する
　他、必要な助言・指導を行います。
・中村区空家等対策会議及び関係機関で構成されたプロジェクトチーム
　会議を開催し、関係部署・所との連携、協力を図ります。

【住居の不良堆積物の対策】
・物品等の堆積により不良な状態となっている住居について、堆積者に
　対して関係機関と連携して問題解決のための支援を行うとともに、
　堆積者等に対して不良な状態を解消するために必要な措置を講ずる
　よう助言・指導します。
・中村区住居の不良堆積物にかかる対策会議及び関係機関で構成された
　作業部会を開催し、関係部署・所との連携、協力を図ります。

清掃等必要と通報があった空地に対する清掃実施率　７０％

・中村区空家等対策プロジェクトチーム会議の開催　２回
・空き家対策取り組み状況　特定空家9件のうち8件解消
・中村区住居の不良堆積物にかかる対策会議作業部会の開催　1回
・不良堆積物　通報件数２件のうち２件解消（１件非該当だが対応
　済み）
・空地清掃実施率　72．7％

地域力推進室 ４５３－５３２４
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取り組み名 （１７） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

名古屋駅前におけるより良い環境衛生・
食品衛生の実現

①　安心・安全で快適なまち

施　策

③　ペットの飼育やごみの分別等のマナー向上についての啓発、民間事
業者や警察等と連携した空家・空地の適正管理の推進に取り組みます

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・施設管理者を対象に研修会（年３回）を開催し、管理レベルの向上
　に役立ててもらいます。飲食店舗への巡回指導（８月・１１月）を
　行い、管理レベルの向上を図ります。
・空気環境の測定（８月・２月）を行い、空調管理レベルの向上を図り
　ます。
・ゴキブリ・ネズミの実態調査（生息状況調査を含む　６月・１1月）
　を通じて、防除の徹底を呼びかけます。

名古屋駅前地区の大規模ビルや地下街に関連する苦情件数　４０件以内

・名古屋駅前ビル街保健衛生協力会と協力して実施
　・ゴキブリ・ネズミの実態調査：６月　２９１ 施設、
　　１１月　 ２７１　施設
　・巡回指導（１期）：緊急事態宣言発令期間中であったため、巡回
　　は中止し、１９１施設に対し、衛生管理等の実施状況に関するアン
　　ケート調査を実施
　・巡回指導（２期）：１１月に１２７施設で実態調査及び防除指導を
　　実施
　・８地点の空気環境測定を実施　8月
　・研修会・技術指導（書面開催）　７月、１０月
・苦情件数　37件

保健管理課・環境薬務室 ４８１－２２１７
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取り組み名 （１８） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

【新型コロナウイルスへの適切な対応】
・医療機関から陽性患者の発生報告があった場合は、体調変化等の把握
　のため、迅速に陽性患者へ連絡し、必要に応じて医療機関受診や軽症
　者等宿泊療養施設入所の調整を行います。

・自宅療養者については、電話やインターネット等を活用した健康観察
　を行い、必要に応じて診療や薬剤処方など、医療機関への協力依頼を
　行います。また、自宅療養者と連絡が取れない場合は、訪問等による
　速やかな安否確認を行い、必要に応じて消防や警察等の関係機関と連
　携します。

・積極的疫学調査により濃厚接触者や感染源を特定し、感染拡大防止を
　図ります。また、新型コロナウイルス感染症についての正確な情報を
　提供するとともに、感染予防のための知識普及等を実施します。

【新型コロナウイルスワクチンの追加接種の実施】
・広報なごや等による細やかな広報を実施します。

・発生届受理日又はその翌日までに陽性患者へアプローチ実施
・追加接種希望者全員に接種の実施

・発生届受理日又はその翌日までに陽性患者へのアプローチが実施でき
　なかった事例があった。

・中村区集団接種会場の接種人数
　１回目接種：２０，０２０人　２回目接種：１９，２５０人

・愛知大学新型コロナウイルスワクチン職域接種との連携による
　地域住民のワクチン接種機会の提供
　１回目接種：５５０人　　　　２回目接種：５４４人

・若者向けワクチン接種広報動画の作成
　・ワクチン接種に関する質問について、中村区医師会の会長に
　　答えていただく動画
　・接種理由や接種後の感想等について、ワクチン接種をした大学生に
　　答えていただく動画

保健予防課・
区ワクチンチーム

４８１－２２９４
４５３－５４５９

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

新型コロナウイルス感染症への適切な対
応

①　安心・安全で快適なまち

施　策  

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （１９） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４０３

・子育てマップの作成　６月：４，０００部
　配布実績
　　①赤ちゃん訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　８００部
　　②区役所、保健センター、エリア支援保育所配架　１，３００部
　　③区内子育て関係機関　　　　　　　　　　　　　１，０００部
　　④コミセン：＠３０部×１８学区　　　　　　　　　　５４０部
　　⑤会議（７、１１、２月のイベント中止）　　　　　　　６０部
・子育てカレンダーの作成、配布
・子育て情報のホームページへの掲載（毎月）

施　策

カレンダーやマップなどによる子育て支
援情報の発信

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・子育て相談ができる場所、親子の遊び場の情報をひとつにまとめた
　子育てカレンダーとマップをエリア支援保育所や子育て支援センタ
　ーなどの子育て支援機関と協働で発行します。カレンダーやマップ
　は、イベントでの配布、区役所、保健センター、コミセン、子育て
　支援機関への配架、区公式ウェブサイトへの掲載を行います。
・子育てカレンダーを通じて、なごや子育てアプリ（なごみー）配信
　のＰＲを行います。

【実施スケジュール】
　6月　　　　　　 　　子育てマップ作成、配布、配架
　毎月　　　　　　　　子育てカレンダーの作成、配布
　毎月　　　　　　　　子育て情報のホームページへの掲載
　７、１１月（２回）　子育てイベントでの子育て情報の発信

子育てカレンダーとマップの配布（子育てマップ配布数４，０００部）

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２０） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４０３

・子育て支援者のための研修会　　　　１１月開催　３０人参加
・主任児童委員連絡会議　　　　　　　６月、３月
・子育てわいわいひろば実行委員会　　６月、３月
・子育てわいわいひろば　　　　　　　中止（７、１１月）

施　策

子育て支援者に対する研修会およびイベ
ントの開催

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・主任児童委員はじめ子育て支援者を対象に、子育てサロンの企画運営
　や保護者からの相談対応に役立つ研修会を開催します。（１0月）
・子育て支援の実践の場も兼ね、講師による親子体操や保健師や保育士
　による子育て相談ができる場として「子育てわいわいひろば」を開催
　します。（７、１１月）

・子育て支援者のための研修会　　　　１回
・主任児童委員連絡会　　　　　　　　２回
・子育てわいわいひろば　　　　　　　年間５０組参加

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２１） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４１２

・「ほいくナビ」の作成（９月）　１，５００部
　新型コロナウイルス感染症の影響により、出張相談や子育てイベント
　が実施できなかったため、令和２年度作成の外国語版と併せて、令和
　４年４月保育園入所申込などで窓口に来られた方へ配布
・令和４年４月期における待機児童　0人

施　策

保育施設利用申込み支援の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・区内の全保育施設の概要と利用申込み手続きをわかりやすく紹介した
　冊子「ほいくナビ」を活用し、保護者の多様な相談にきめ細かく対応
　します。
・保育施設からの要請に応じて出張相談を行います。
・入所後の仕事と子育ての両立を支援する視点からアドバイスを行い、
　子育て家庭を応援します。
・エリア支援保育所等と連携し、子育て家庭に保育施設等の子育て情報
　を提供します。

【実施スケジュール】
　５月～９月　「ほいくナビ」の作成・配布
　５月～８月　出張相談（保育施設等からの要請に応じ随時）
　通年　　　　相談へのきめきめ細かな対応
　１０月中旬　令和５年度保育利用申込書の配布
　～３月上旬　各園・区役所での受付（面接）

保育関連情報を広く収集し、多くの方への提供に努め、令和５年４月期
における待機児童数０人（待機児童ゼロの継続）を目指します。

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２２） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４０３

・なごや子どもサポート中村区代表者会議（１２月）書面開催
・実務者会議（月１回）
・サポートチーム会議（７回）
・乳幼児健康診査未受診者については、保健所や関係機関と連携し
　情報共有
・児童虐待死　０人

施　策

児童虐待防止対策の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応のため、児童相談所、保健セ
ンター、保育園、学校をはじめとした関係機関や、地域の主任児童委
員、民生委員と連携します。また、家庭訪問や電話、来所相談により、
子育てに関する悩みを持つ家庭をサポートをします。

児童虐待死ゼロの継続

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４９９

・３月～５月下旬　対象世帯に対し参加を呼びかけ。
・４月以降　　　　学習支援受託事業者との連絡会議（月１回）
・中断者　　　　　中高生ともに０人

施　策

生活保護世帯等の中学生・高校生を対象
とした学習支援

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

対象となる中高生への学習の支援、居場所づくりに取り組む「学習支援
事業」について、対象の生活保護世帯に参加を呼びかけるとともに、受
託事業者と連携を図り、進捗状況や課題を共有します。

【実施予定】　区内８か所（４か所で週２回、４か所で週１回）

学習支援利用中断者　０人

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２４） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４９９

・保護係職員が随時、就労支援員を通して「就労支援コーナー」利用勧
　奨を実施
・実務者会議　月１回実施
・連絡会議　　４回実施（４月・８月・１０月・１月）
・検討会議　　個別ケースごとに必要に応じて実施
　　支援対象者数　２３５人
　　就職者数　　　　８６人
　　就職率　　　３６．６％

施　策

生活保護受給者などへの就労支援の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

区役所内の「就労支援コーナー」を活用し、愛知労働局との連携によ
り、一人ひとりの個性や状況に応じた職業相談や企業紹介などを行い、
就職率の向上を図ります。

・担当ケースワーカーと区就労支援員が協力し、生活保護受給者などに
　「就労支援コーナー」の利用を勧奨します。（随時）
・区就労支援員と「就労支援コーナー」ナビゲーターにて実務者会議を
　行い、個別事案の支援を促進します。
・民生子ども課と「就労支援コーナー」（係長級を含む）との間で、
　事業のあり方について連絡会議を開催します。

「就労支援コーナー」の活用　就職率　　　　６６．０％
　　　　　　　　　　　　　　支援対象者数　　２００人
　　　　　　　　　　　　　　就職者数　　　　１３２人

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２５） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

幼児の健康診査時の「子育て遊びの広
場」の実施

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策
④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

基本目標達成に
向けた４つの柱

子どもの健やかな発達のための支援や母親の抱く育児不安の軽減をはか
るため、幼児の健康診査にあわせて「子育て遊びの広場」を実施しま
す。保育士や保健師が子どもの遊び方を紹介するとともに、子育てに関
する質問、相談に応じます。（毎月1歳6か月児健診・3歳児健診時に
実施）

アンケートで「概ね健康診査に満足している」割合　９０％

健診の待合中に感染対策を図りながら、規模を縮小し、保育士の読み聞
かせのみ実施。

保健予防課 ４８１－２２９４
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取り組み名 （２６） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

生涯を通した歯の健康づくりの推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・幼稚園・保育所の４、５歳児を対象にむし歯予防のフッ化物洗口を
　推進します。（４月～）
・歯と口の健康週間にちなみ、中村区歯科医師会と共に幼稚園、保育所
　に在籍する５歳児を対象に啓発活動を実施します。（６月）
・８０２０達成を目的として歯と歯ぐきの健康づくり教室（７月・１２
　月）を開催します。また、中村区歯科医師会と共に８０２０表彰式
　（１０月）を開催します。
　※８０２０とは…８０歳で２０本以上自分の歯を残そうという運動
　　です。

各種事業の参加者アンケート「満足している」の割合　９０％

・フッ化物洗口実施園　３３園中１２園
・歯と口の１日健康センター
　　従来のイベント形式は、新型コロナウイルス感染症の影響により中
　　止し、区内幼稚園、保育所に在籍する５歳児へ歯ブラシやリーフレ
　　ットを配布する啓発活動を実施
・歯と歯ぐきの健康づくり教室
　　７月は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　　１２月実施、２人参加
　・参加者アンケート「満足している」の割合　１００％

保健予防課 ４８１－２２９４
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取り組み名 （２７） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・いきいき支援センター
保健センター・社会福祉協議会

４５３－５４１５
（福祉課）

・認知症サポーター養成講座　26回　延べ270人（オンライン含む）
・認知症講演会　（動画配信）　１月～2月末
・認知症サポーターフォローアップ講座
　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

施　策

認知症施策の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・認知症講演会（１０月）
　区民を対象に、認知症に対する正しい知識の普及、啓発を目的として
　講演会を開催します。

・認知症サポーター養成講座（随時）
　若年世代も含め、幅広い年代に向けて、認知症サポーター養成講座を
　開催します。併せて、地域でのさりげない見守り活動につながるよ
   う、おかえり支援サポーターへの登録を勧めます。
　また、行政機関関係者等を対象とした同講座も開催します。

・認知症サポーターフォローアップ講座（４月）
　認知症の方やそのご家族を支援する活動の担い手を支援します。

・オレンジカフェ（認知症カフェ）の周知

・認知症に関する啓発動画の活用（随時）
　中村区で独自に製作した認知症啓発動画を様々な場面で活用します。

・認知症講演会　　　　　　　　参加者数　　　１５０人
・認知症サポーター養成講座 　  受講者数　　　９００人

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２８） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・いきいき支援センター
保健センター・社会福祉協議会

４５３－５４１５
（福祉課）

・地域包括ケアのまちづくり講演会　12月～2月末（動画配信）
・高齢者サロン等交流会　7月
　（サロン運営者向けオンライン活用講座へ変更）
・地域包括ケア推進会議　7月（書面開催）、3月（書面開催）
　各部会 　①7月、10月、2月　（書面開催）
　　　　　 ②6月（中止）、11月、2月（書面開催）
　　　　 　③6月（書面開催）、11月、2月（書面開催）
・地域ケア会議　６回（新規２学区）

施　策

地域包括ケア推進のための地域活動支援

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・地域包括ケア推進会議（年２回） 及び 各専門部会（延べ年8回）
　※専門部会
　　①生活支援・介護予防部会（生活支援連絡会）
　　②孤立・見守り部会（地域支援ネットワーク運営協議会）
　　③認知症専門部会

・地域包括ケアのまちづくり講演会（８月、１月）
　講演会を開催することで、地域包括ケアの推進のきっかけづくりと、
　高齢になっても元気に暮らせる地域づくりへの支援を行います。

・高齢者サロン等ミニ交流会（６月、９月、12月）
　高齢者サロン等の運営者を支援し、今後のサロン運営についての
　情報交換やサロン機能の強化を推進します。

・保健福祉の連携に基づく地域課題の把握及び地区分析の活用
　関係機関の連携のもと、区内の高齢者に関する地域課題の把握、分
　析を行います。分析の結果を地域ケア会議（地域での区民と専門職
　の話し合いの場）等で活用し、地域住民の主体的な活動支援を推進
　します。

・啓発媒体を活用した周知
　中村区おでかけ健康マップ、地域包括ケアシステムガイドブック等

・地域包括ケアのまちづくり講演会　参加人数１００人
・新規学区での地域ケア会議の開催

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （２９） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・いきいき支援センター
保健センター・社会福祉協議会

４５３－５４１５
（福祉課）

・オレンジカレッジⅠ（６月）
　認知症への理解を深める講座の動画視聴
・オレンジカレッジⅡ（１０月）
　認知症の理解について、当事者のインタビュー動画視聴

施　策

地域包括ケア推進のための大学連携事業

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

区内の大学とのパートナーシップを強化し、高齢者にやさしい地域づく
りに取り組みます。

・【同朋大学連携事業】オレンジカレッジⅠ（６月）
　同朋大学の学生を対象に、認知症サポーター養成講座を実施するとと
　もに、おかえり支援サポーターの登録勧奨を行います。

・【同朋大学連携事業】オレンジカレッジⅡ（１０月）
　同朋大学の学生を対象に、地域福祉や認知症へのさらなる理解を深め
　るための講座を実施します。

認知症サポーター養成講座
「認知症について理解できた」割合　９０％

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３０） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・いきいき支援センター
保健センター・社会福祉協議会

４５３－５４１５
（福祉課）

・「孤立・見守り支援部会」の開催
　　6月（中止）、11月、2月（書面開催）
・新任民生委員向けの研修会にて、「もしもの安心シート」やフロー
　チャートによる見守り体制の啓発を実施。

施　策

高齢者の見守り体制の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・孤立・見守り支援部会（地域支援ネットワーク運営協議会）
　区の地域支援ネットワークを推進するため、見守りネットワークの
　関係機関が集まり、会議を開催します。

・見守りの必要なひとり暮らし高齢者に対して、緊急時のつながりを
　目的とし　たシートや見守り活動のフローチャートを活用するなど、
　地域での見守り体制の充実を推進します。

・孤立・見守り支援部会の開催（年2回程度）
・「もしもの安心シート」やフローチャートを活用した見守り体制の
　普及啓発（随時）

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３１） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・保健センター
いきいき支援センター

４５３－５４１５
（福祉課）

・虐待の疑いの有無を協議する受理会議、虐待の有無や緊急性を判断す
　る判定会議の開催　21回　延べ87件
・関係機関との実務者会議の開催　６月、９月、１２月、２月
・高齢者虐待防止ネットワーク支援会議の開催　1回

施　策

高齢者虐待の防止

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・高齢者虐待を早期に発見しその防止を図るため、実務者会議において
　関係機関（福祉課、保健センター及びいきいき支援センター等）の
　連携を図ります。

・相談事業等を通じて、虐待予防に取り組みます。

・虐待への対応を協議するための関係機関によるケース検討会や必要に
　応じて高齢者虐待防止ネットワーク支援会議を開催します。

・実務者会議の開催（年４回）
・高齢者虐待防止ネットワーク支援会議の開催（随時）

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３２） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

出張健康相談の実施

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策
⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

区役所等に開設した相談ブースで保健センターの保健師・歯科衛生士・
管理栄養士が血圧測定や生活習慣病・がん検診・禁煙などの健康相談、
お口の健康や低栄養改善・栄養バランスの相談などに応じます。
（５月・８月・１０月・２月に実施）

年４回実施　延べ相談件数１００件

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

保健予防課 ４８１－２２９４
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取り組み名 （３３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

結核の発症予防と治療支援

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策
⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・中村区は結核罹患率が高いため、健康教室等において、民生委
　員をはじめとした方々に、高齢者の結核について中村区の現状を啓発
　するとともに、結核の発症予防のための知識普及や万一、結核と疑わ
　れる症状が出現した場合の専門医への早期受診などを内容とした健康
　教育を実施します。
・高齢者など関連の福祉機関（区役所保健福祉センター福祉部、いきい
　き支援センター、介護保険事業所等）との連携をはかり、治療中の方
　への支援を行います。

・高齢者への健康教育　　　　　１０回
・福祉機関職員を対象とした研修会　１回

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

保健予防課 ４８１－２２９４

39



取り組み名 （３４） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・社会福祉協議会
障害者基幹相談支援センター

４５３－５４０２
（福祉課）

・地域福祉講演会の開催　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
・授産製品のPR、区役所等での販売実施　２１４件
・「ボッチャ」の普及啓発
　スポーツひろめ隊の派遣　２０件　延べ５３人

施　策

共生のまち・なかむら推進事業の実施

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・地域福祉講演会の開催（秋頃）
　障害や障害者に対する理解を深める講演会等を開催します。

・授産製品の販売促進活動（随時）
　区役所での販売をはじめ、区内の公的・民間イベント等での授産製品
　販売や、啓発物品、PR動画等を活用した販売促進活動を行います。

・ユニバーサルスポーツ「ボッチャ」の普及啓発（随時）
　区社協と協働で子ども会、老人クラブをはじめ、障害者団体、企業、
　学生など地域におけるボッチャの普及啓発を行います。

・区で実施するイベント等での授産製品の新規販売の実施　年間1件
・ボッチャ用具の各学区での活用　継続

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３５） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課
障害者基幹相談支援センター

４５３－５４０２
（福祉課）

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

施　策

中高生夏休みボランティア事業

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・自立支援連絡協議会との協働により、障害者福祉に関する啓発を行い
　ます。

・中高生夏休みボランティア事業の実施（７月～８月）
　障害福祉施設でのボランティア体験を行い、障害者とのふれあいを
　通じて障害や障害者への理解を促進します。

ボランティア 参加者数　３０人

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３６） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課・保健センター
障害者基幹相談支援センター

４５３－５４０２
（福祉課）

・障害者差別相談センターとの連携　2件（情報提供）
・障害者虐待防止ネットワーク支援会議の開催　１件
　ケース検討会等　9件
・障害者虐待相談センター職員を講師とした虐待に関する
　研修の開催　2月

施　策

障害者差別解消の推進と障害者虐待への
迅速な対応

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

・障害者差別相談センターとの連携を緊密にし、障害者差別の解消を
　進めます。
・障害者虐待に対して迅速な対応を行い、適宜適切に障害者虐待相談
　センターとの連携や障害者虐待防止ネットワーク支援会議の開催を
　行います。

障害者虐待防止ネットワーク支援会議の開催（随時）

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３７） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

福祉課
障害者基幹相談支援センター

４５３－５４０２
（福祉課）

隔年実施

施　策

障害福祉サービス事業所にかかる情報の
周知（更新）

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

障害者の福祉サービス利用を支援するため、
中村区障害福祉サービスガイドブックを作成・配布します。（下半期）

・区役所での配布用　２００部
・基幹相談支援センターおよび関係機関への配布用　２５０部
・点字版　５部　デイジー版　４部

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （３８） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

第４次中村区地域福祉活動計画の推進

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

行政、福祉施設、ボランティア、地域住民等により構成される「活動推
進フォローアップ会議」により、計画の目標実現をはかります。

【地域との接点づくり　～あつまる・つながる～】
・様々な人が地域とのつながりを作れるように、動画配信等、コロナ禍
　にも対応した方法を用いながら、孤立の解消を図ります。
【地域のご縁づくり　～つながり・ひろげる～】
・多種多様な企業や住民の参加によるご縁づくりに取り組みます。
　また、SNSやメディアを活用した広報を推進していきます。
【協働の仕組みづくり　～つながり・ふかめる～】
・地域のサロンや店舗等と協力し相談窓口機能の拡大を図ります。
　また、スマイルサポート事業や地域支えあい事業の推進など住民と
　専門職が協働し、地域の困りごとを丸ごと受け止める体制づくりに
　取り組みます。

地域支えあい事業　新規実施学区　１学区

・地域支えあい事業：個別学区に事業説明、支えあい事業PR動画制作
・福祉出前トーク：新型コロナウイルス感染症の影響により中止
・活動計画フォローアップ会議
　7月・12月・3月　実施
　9月　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
・各事業の推進
　【地域との接点づくり】
　・サロン運営者向けLINE講座の実施（７月）
　・しゃきょうTV動画配信（ばあばの台所茶碗蒸し編）（11月～）
　【地域のご縁づくり】
　・なかむら道中膝栗毛（介護予防チャレンジ）の実施（10～12月）
　・多世代交流なもすくスルーの開催（6月）
　【協働の仕組みづくり】
　・スマイルサポート事業（住環境整備助成）　１件
　・地域支えあい事業の推進

社会福祉協議会 ４８６－２１３１
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取り組み名 （３９） 概要版掲載 新規事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域共生社会の実現に向けた重層的支援
体制整備事業

②　いきいきと暮らせる「支え愛」のまち

施　策

④　子育て中の人々に対し、交流・情報交換の機会を周知するなど、相
談・支援の充実を図ります

⑤　地域住民による交流・見守りにより高齢者の孤立化を防ぎ、身近な
居場所づくりや生きがいづくりなどの介護予防につながる施策に取り組
みます

⑥　障害者が安心して地域での生活ができるために、障害のある人もな
い人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会とな
るよう啓発活動に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・包括的相談支援チームの設置（中村区社会福祉協議会に設置）
　単独の相談支援機関では対応できない複合的な課題を抱えている相談
　を受付、関係機関への協力依頼や役割分担等のコーディネートを行
　い、関係機関と連携して相談支援を行います。

【多機関協働事業】
・重層的支援会議の開催
　①相談支援機関等が参加し、支援の方向性の整理や支援プランの適切
　　性の協議を行い、関係機関で連携した支援を実施します。
　②各分野の取り組み状況や課題をふまえ、地域の社会資源の充足状況
　　等を協議します。

・重層的支援体制整備事業中村区連絡会議（仮称）の開催
　包括的な相談支援のネットワーク構築に向け、区役所関係課、相談支
　援機関等が参加し、事業の進捗報告、重層的支援会議で話し合われた
　課題等について意見交換を行います。

【アウトリーチ等を通じた継続的支援事業】
・潜在的なニーズを抱える世帯を相談につなぐため、食料支援などの関
　係性を構築するための方策を検討したり、地域や関係団体と連携しま
　す。

【参加支援事業】
・ひきこもりの方や生きづらさを感じている方が気軽に集まれる居場所
　づくり等を進めます。

・重層的支援会議の開催（年3回程度）
・重層的支援体制整備事業中村区連絡会議の開催（年2回）

－

社会福祉協議会・福祉課
４８６－２１３１
（社会福祉協議会）
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取り組み名 （４０） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

大人も子どもも楽しめるまつりを中村公園一帯で開催します（１０月）
・各種ステージ（野外ステージ、アリーナステージ）
・各種模擬店（体験・展示・（飲食）など）
・参道パレード
・山車からくり披露
・お楽しみ抽選会
・会場環境に対する配慮　　　など
※チラシデザインは、区内のデザイン専門学校に作成の協力を依頼

来場者アンケート「よかった」「まあまあよかった」の割合　９０％

新型コロナウイルス感染症の影響により中止

企画経理室 ４５３－５４９２

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

区民まつりの開催

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

施　策
⑦　太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする
地域の魅力を発信するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの人が
訪れる活力にみちたまちづくりをすすめます

基本目標達成に
向けた４つの柱

46



取り組み名 （４１） 概要版掲載 新規事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２５

・太閤秀吉モニュメントの設置　８基
・太閤秀吉モニュメントお披露目式の実施　２月
・地域・地元団体との協働企画　通年
・小学生向け「太閤秀吉功路」PR
　太閤秀吉モニュメントクイズラリーの実施　２月～５月
・太閤秀吉シンポジウムの開催　１１月
・中村区・大阪城天守閣友好協定締結記念「豊国踊り」動画の
　製作・配信　１０月～３月
・秀吉びいきグルメキャンペーン　3月～4月
・「太閤秀吉功路」検討会議の開催　７月、１１月、３月
・大門まちづくり勉強会の開催　１０月、１２月、3月
・大門まちづくり交流会　３月
・「太閤秀吉功路　人生大出世夢街道」の認知度　４０．１％
　（令和3年度中村区区民アンケート）

施　策

太閤秀吉功路を活用した名古屋駅西側の
地域活性化事業

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

・太閤秀吉功路を活用し、名古屋駅から中村公園までの名古屋駅西、
　大門、中村公園を面的に魅力向上・発信します。
・継続性のある地域活性化事業を目指すために、名古屋駅西、大門、
　中村公園周辺の地域団体等を中心に自発的なまちづくりの取り組み
　を促します。
・事業推進にあたっては、適宜、区民会議等を通じ地域の皆さんの
　ご意見を伺ってまいります。

【実施スケジュール】
　・太閤秀吉功路を活用したまちあるき（１０月～１２月）
　・飲食店・菓子店等と連携したキャンペーン（１２月～１月）
　・大阪城と連携した講演会等（２月）
　・地元イベントとの連携（年４回程度）
　・中村公園における秀吉人形の活用（通年）
　・大門エリアの活性化（通年）
　・名古屋駅西エリアのつながりづくり（通年）

・「太閤秀吉功路」の認知度　５０％
・地域団体と協働した取り組み　３回

⑦　太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする
地域の魅力を発信するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの人が
訪れる活力にみちたまちづくりをすすめます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （４２） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２７

・推奨レシピのPR
　愛西市れんこん堀り体験におけるPR実施　１１月
　レシピカードの作成・地元スーパー等へ配布依頼　３月

・レシピ開発
　尾張中村めし推奨レシピを５品認定　２月

・PR動画の作成
　尾張中村めし推奨レシピの動画を作成　3月

施　策

尾張中村めし事業の推進

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

地元団体や地域住民等と連携して、中村区の新たな魅力であるレシピを
区内外へ広くPRし、「尾張中村めし」を地域へ普及、定着させる。ま
た、レンコンの産地である愛西市との連携を強化するとともに、新しい
レシピ開発にも取り組む。

【実施スケジュール】
　 7月　　中村公園夏まつりにおけるPRブースの出店
１０月　   区民まつりにおけるPRブース出店
１１月　　愛西市れんこん堀り体験におけるPR実施
　通年　　広報なごや・中村区公式ホームページ等でのPR

・各種イベント等における既存の推奨レシピのPR　３回
・新しい推奨レシピの認定

⑦　太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする
地域の魅力を発信するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの人が
訪れる活力にみちたまちづくりをすすめます

基本目標達成に
向けた４つの柱

48



取り組み名 （４３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２６

・まち歩きカードや魅力マップの配布　４，０１８枚
・まち歩きイベント
　１０月「ぶらっとなかむら　～笈瀬から向野橋～」　１６人
　１１月「歴史ウォーク＋（ぷらす）」　１７人
　１１月「ぶらっとなかむら　～名古屋駅から堀川へ～」　１７人
　　※５月から１１月へ開催延期
　　３月「ぶらっとなかむら～大門界隈を巡る～」　１８人
・歴史体験授業
　　７月「千成小学校」　７９人
　１２月「中村小学校」　３３人

施　策

わたしたちのまち中村事業

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

区民の身近にある歴史や文化などの魅力を、まち歩きイベントなどを通
して発見し、再認識してもらうことで、ふるさと意識の高揚や郷土愛の
醸成を図ります。

・地域の歴史や魅力を発見し、体感できるまち歩きイベントを実施し
　ます。（５月、１０月、１１月、３月開催予定）
・まち歩きカードや魅力マップを活用して、中村区の歴史的文化的資産
　や魅力を幅広く発信します。（１３か所にて通年配布）
・現在配布している魅力マップに太閤秀吉功路などの、中村区の新たな
　魅力を追加した、新たなまち歩きマップを作成します。（３月）
・小学生を対象に、中村公園を中心とした歴史的文化的資産や史跡等に
　ついて学ぶ体験型学習を実施します。（通年受付）

・まち歩きイベントの参加者　６０人
・まち歩きカードやまち歩きマップの配布枚数　３，０００枚
・歴史体験授業の参加者　１００人

⑦　太閤秀吉功路・尾張中村めしなどにより、中村公園をはじめとする
地域の魅力を発信するとともに、区民が地元に愛着を持ち、多くの人が
訪れる活力にみちたまちづくりをすすめます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （４４） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

区内学校の学生などによる素晴らしい演奏をお届けします。年４回開催
を予定しており、開催にあたっては「名古屋音楽大学」「松蔭高校」
「愛知大学」などのご協力をいただきながら、クラシックやジャズ、和
太鼓など多彩な音楽をお届けします。

来場者アンケート
「とても楽しかった」「まあまあ楽しかった」の割合　１００％

　・松蔭高校和太鼓部演奏会　８月　来場者４１４人　満足度９５％

　・ＪＡＺＺ　ＦＥＳ
　　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

　・アンサンブルの魅力　１０月　来場者１０１人　満足度１００％

　・歌とピアノで彩る春のコンサート
　　（新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

　※満足度：来場者アンケート
　　　　　　「とても楽しかった」「まあまあ楽しかった」の割合

企画経理室・
地域力推進室

４５３－５４９２
４５３－５３２６

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

なかむら音楽会の開催

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

施　策
⑧　文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの
区民が参加することにより、地域の交流を促進します

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （４５） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

地域との交流を図り、芸術文化に親しんでいただく機会を提供するた
め、以下の事業を実施します。
　・アクテノンフェスティバルの開催（１０月）
　・アクテノン地域発信事業の実施
　　　アクテノン参観日（１１月）
　　　夏休み子どもミュージカル教室（８月）
　　　寺子屋アクテノン（年５回）
　　　稲葉地オープンライブ（年２回）　　など
　・アクターズタウン交流祭の開催（１０月）

参加者・来場者数　４，０００人

　・アクテノンフェスティバル（アクテノンパフォーマンス２０２１）
　　の開催　１０月
　　　撮影会（無観客）８団体４８人参加（再生回数４７０回）

　・アクテノン地域発信事業
　　・アクテノン参観日　１１月
　　　施設開放は新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　　　事前申込制のワークショップ　５講座開催　４０人
　　・夏休み子どもミュージカル教室　８月
　　　発表会（無観客）（再生回数２３０回）
　　・寺子屋アクテノン　８回
　　　動画作成　５月・６月　（再生回数３，６００回）
　　　対面実施　１０月　５１人
　　・稲葉地オープンライブ　５月・６月
　　　発表会（無観客）　5団体４0人出演（再生回数１，４４０回）
　　・なかむらイベント盛り上げ隊
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により依頼なし
　　・資料コーナー企画展　２月・３月　８０人

　・アクターズタウン交流祭
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により中止

　※再生回数：YouTube配信の再生回数を計上

企画経理室 ４５３－５４９２

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

中村アクターズタウン事業の推進

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

施　策
⑧　文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの
区民が参加することにより、地域の交流を促進します

基本目標達成に
向けた４つの柱

51



取り組み名 （４６） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

各学区のスポーツ推進委員や区内のスポーツ団体と協力し、新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底しながら、各種スポーツ大会を開催します。

　４月～９月　　　区民体育大会
　６月・１１月　　レクバレー大会
　９月・１月　　　レクインディアカ大会
   １０月　　　　　区民まつりニュースポーツ体験
   １1月　　　 　　秋の中村ウォーク
　３月　　　　　　グラウンドゴルフ大会

区役所が主催する各種スポーツ大会の年間延べ参加者数　２,050人

年間延べ参加者数　１，１２０人
（新型コロナウイルス感染症の影響により、秋の中村ウォーク、
　レクインディアカ以外は全て中止）

地域力推進室 ４５３－５３２７

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

区民の生涯スポーツの振興

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

施　策
⑧　文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの
区民が参加することにより、地域の交流を促進します

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （４７） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２７

・いけばな展・書道展・美術展：
　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
・女性会芸能まつり：２月　１１３人

施　策

区民の文化芸術活動の振興

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

区内の文化団体等と協力し、各種展覧会を開催します。

【実施スケジュール】
　９月　いけばな展の開催
１０月　書道展の開催
１０月　美術展の開催
　２月　女性会作品展の開催

・延べ来場者数　　１，４００人
・延べ出品数　　　　　５００点

⑧　文化・芸術・スポーツ活動などの事業に対する関心を高め、多くの
区民が参加することにより、地域の交流を促進します

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （４８） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室 ４５３－５３２４

・ＬＩＮＥ講習会の開催　参加者数　１０学区１７人参加
・区独自の加入促進チラシの作成・配布
・外国人向け町内会加入促進リーフレット作成・配布
・やさしい日本語パンフレット（ベトナム語・ネパール語翻訳版）の
　作成・配布
・区役所における加入申し込みの受付・取次　５件
・町内会設立、加入促進の相談受付・対応　２町内会
・広報活動（広報なごや等）

施　策

『伝える』『つながる』地域応援プロ
ジェクト（町内会・自治会加入促進）

③　魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち

・町内会・自治会について、区の広報媒体や加入啓発チラシを活用し、
　転入世帯へ積極的に広報します。

・町内会内の連絡手段の確保を目的としたＳＮＳの講習会等、地域住民
　を対象に講習会を開催します。（年１回）

・町内会・自治会の希望に応じ、町内会等の名称、会長の名前・連絡先
　を記載したチラシを作成し、加入促進活動に活用していただきます。

・集合住宅向けに作成したチラシや外国人向けに作成した多言語版の
　パンフレットを配布し、加入を呼びかけます。

・区役所情報コーナーや電話・メール等において加入申し込みを受け付
　け、町内会長等に取り次ぎます。（随時）

・役員の担い手不足やコロナ禍での取組等をはじめとする町内会の問題
　に対し、「ナゴヤをつなげる３０人in中村区・中川区」で提案された
　案の活用ができるよう検討していきます。

・講習会の開催　　　　１回
・講習会の参加者数　　３０人

⑨　地域コミュニティの推進・支援に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

54



取り組み名 （４９） 概要版掲載 拡充事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

・ネパール語・ベトナム語で区役所業務の案内や通訳を行う窓口を
　設置します。
　※ネパール語：月・火・木曜日、ベトナム語：月・水・金曜日

・ネパール語・ベトナム語で区役所からの防災情報や地域のルール、
　イベント情報などをSNSで定期的に発信します。【新規】

・案内窓口利用者満足度　１００％
・SNSのフォロワー数
　中村区在住ネパール人、ベトナム人留学生人口の１０％

・外国人利用者数　８５７人
・アンケート調査　利用者満足度　１００％

企画経理室 ４５３－５４９２

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

中村区多文化共生推進事業

④　身近で信頼される区役所づくり

施　策

⑩　便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

⑪　区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます
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取り組み名 （５０） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

職員の人材育成の推進

④　身近で信頼される区役所づくり

施　策 ⑩　便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

　職員の能力向上を図るとともに、職員として必要な基本を習得するた
め、接遇を始めとした各種の職員研修や講習会を実施します。
　また、区の特性・魅力を発掘する研修を若手職員に向けて実施し、地
域課題を自ら考えることができる人材の育成を推進するとともに、様々
な状況の変化に対応できる職員の育成を目指します。

・さわやかマナー研修
・公務員倫理研修
・人権研修
・次世代育成支援研修
・交通安全講習会
・不当要求対応講習会
・防犯訓練
・中村区の特色・魅力発掘研修
・会計事務研修
・障害のある方を理解する研修
・1～3年目職員を対象とした幹部職員との座談会

各研修　等　各１回開催

・防犯訓練（6月）　受講者数26人
・公務員倫理研修（9月）　受講者数29人
・さわやかマナー研修（10月）　受講者数17人
・人権研修（11月・12月）　受講者数25人
・次世代育成支援研修（2月・3月）　受講者数11人

＜新型コロナウイルス感染症の影響により中止＞
・中村区の特色・魅力発掘研修
・交通安全講習会
・不当要求対応講習会
・障害のある方を理解する研修
・会計事務研修
・メンタルヘルス研修（新規）

総務課 ４５３－５３０8
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取り組み名 （５１） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

中村区役所等複合新庁舎にかかる情報の
市民への提供等

④　身近で信頼される区役所づくり

施　策 ⑩　便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

・新庁舎供用開始及び市民利用施設の利用方法についてご案内し
　ます。（広報なごや９月号・１２月号など）
・新庁舎供用による交通量増大に伴う周辺の交通安全について、地域と
　行政が連携して検討した結果を踏まえ、対策を実施します。（交通安
　全対策検討会議：適宜開催）

・市民利用施設　　　　　利用方法を市民に広報します
・交通安全対策の実施　　歩行者及び車両の誘導の為の警備員を配置

【区民への情報提供等】
　○地域関係
　　４月・本陣学区役員会への説明、意見交換
　　６月・新庁舎供用に係る本陣学区連絡調整会議1回目
　　　　・新庁舎周辺地区　生活道路交通安全対策検討会1回目
　　　　・跡地利用を考える会への説明、意見交換
　　８月・新庁舎周辺地区　生活道路交通安全対策検討会2回目
   １１月・新庁舎供用に係る本陣学区連絡調整会議2回目
　　　　・新庁舎周辺地区　生活道路交通安全対策の為の
　　　　　合同現地点検
　　　　・新庁舎、地下鉄本陣駅間の地下通路に関する住民説明会
　１２月・新庁舎供用に係る本陣学区連絡調整会議3回目
　　　　・区政協力委員協議会にて新庁舎、地下鉄本陣駅間の地下
　　　　　通路について説明
　　１月・中村区改築推進委員会に所属していた団体に
　　　　　新庁舎、地下鉄本陣駅間の地下通路について説明
　　２月・新庁舎供用に係る本陣学区連絡調整会議4回目
      ３月・新庁舎供用に係る本陣学区連絡調整会議5回目

総務課 ４５３－５３０8
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取り組み名 （５２） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

市民課・保険年金課
・総務課始め全課

４５３－５３３３
（市民課）

・職場会議を概ね毎月開催
・窓口アンケート（本日の窓口での対応について）
　「とても満足」「満足」の割合　９９．５％
　「とても満足」の割合　４３．９％
・フロアサービス員への最新情報の提供および共有

施　策

窓口サービスの向上

④　身近で信頼される区役所づくり

・区役所に来庁された方に満足いただけるよう、親切丁寧な対応に努
　め、接遇向上に努めます。
・来庁者のニーズに迅速・丁寧にお応えできるよう、専任のフロアサー
　ビス員などによるフロア案内、記載案内を行います。
・正しい案内ができるよう、最新の情報を共有します。また、直近の事
　例について、職場会議等を活用して適時に分析・周知等を行います。

窓口アンケート（本日の窓口での対応について）
「とても満足」「満足」の割合　１００％
「とても満足」の割合　５０％

⑩　便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （５３） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

保険年金課関係手続の案内と繁忙期の窓
口混雑予想等の案内

④　身近で信頼される区役所づくり

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

保険年金課

⑩　便利で快適な窓口サービスの提供に取り組みます施　策

区公式ウェブサイト閲覧件数　年間２，９６８件

区公式ウェブサイト閲覧件数　年間３，０００件

・待ち時間の短縮を図るため、繁忙期（６月上旬）における特別軽減減
　免の申請を、通常窓口とは別に受け付けます。
　（区公式ウェブサイトで案内します。）
・繁忙期（４月・６月）に窓口混雑予想を提供します。
　（区公式ウェブサイト及び広報なごや（区版）で案内します。）
・新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送が可能な届出を区公式
　ウェブサイトで案内します。
・国民健康保険・後期高齢者医療・福祉医療の制度案内を区公式ウェブ
　サイトで行います。

４５３－５３４８

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （５４） 概要版掲載 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

地域力推進室・企画経理室 ４５３－５３２６

・区公式ウェブサイトのアクセス件数　約４7万件
・ＳＮＳによる情報発信　　　　　　　平均８回／月
・映像モニターなどでの情報提供件数　約８０件

施　策

区公式ウェブサイトの充実やFacebook
などを活用した区役所の情報発信力
の強化

④　身近で信頼される区役所づくり

・中村区公式ウェブサイトの充実やFacebook、Twitterなどの
　ソーシャルネットワークサービスを活用した情報発信
・映像モニターなどを活用し、安心・安全なまちづくりをはじめ、
　スポーツ、文化芸能、地域の魅力など、区のまちづくり活動を発信

・区公式ウェブサイトのアクセス件数　４５万件
・ＳＮＳによる情報発信　　　　　　　８回／月
・映像モニターなどでの情報提供件数　１５０件

⑪　区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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取り組み名 （５５） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

・区民アンケート
　区役所の窓口サービスの向上や業務改善、今後の区政運営の参考にす
　るため無作為に抽出した１８才以上の２，５００人の区民の皆さまに
　アンケート調査を実施します。郵送回答に加え、オンラインによる回
　答を追加し実施します。

・区民会議
　区民の参画を促進し、区政全般について議論する会議を開催します。
　　第１回区民会議（９月）（前年度の振り返りなど）
　　第２回区民会議（３月）（来年度の方針など）
　　ワークショップ（１１月）

・区政推進会議
　区の事務事業を進めるため、区内公所長などが集まる会議を開催しま
　す。

区民アンケート回答率　４０％

・区民アンケート　回答数９３９人／２，５００人
　　　　　　　　　回答率３７．６％
・第１回区民会議　新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催
・第２回区民会議　３月予定
・ワークショップ　新型コロナウイルス感染症の影響により中止
・区政推進会議　　４回開催

企画経理室 ４５３－５４９２

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

区民意見を取り入れた区政運営の推進

④　身近で信頼される区役所づくり

施　策 ⑪　区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱

61



取り組み名 （５６） 継続事業

内　容

目　標

前年度実績

担当課 問い合わせ先

令和４年度中村区区政運営方針　事業シート

民生子ども課 ４５３－５４１２

・民生委員・児童委員協議会にて意見交流会を実施
　４月　１８学区
　５月　１２学区（６学区は新型コロナウイルス感染症の影響により
　　　　　　　　　未訪問）
・民生委員大会に向けた中村区の意見の取りまとめを実施
　6月　民生委員大会は新型コロナウイルス感染症の影響により中止

施　策

民生委員・児童委員と職員との意見交流

④　身近で信頼される区役所づくり

・各学区の民生委員・児童委員協議会に福祉関係職員が出席し、地域の
　様々な問題について意見交流を行います。
・学区からの要請に応じ、地域の自主研修に職員を派遣します。

全学区での意見交流会の開催　年２回

⑪　区民ニーズを把握し、区政の情報発信に取り組みます

基本目標達成に
向けた４つの柱
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事業名 事業内容 担当局

民間宿泊施設を活用した
避難助成制度の創設

大雨や台風に起因する事象により、避難情報が発令された際等
に、対象地区の住民が宿泊施設に避難する場合の宿泊費の一部
助成制度を創設する。

防災危機
管理局

災害時電源協力車制度の
創設

大規模災害が発生した際に、指定避難所等における停電に対応
するため、事前に市民・事業者が保有する外部給電可能な車両
の登録を依頼し、広く災害時の電力供給にかかる応急対応に協
力していただくための制度を創設する。

防災危機
管理局

地域防災活動における
新たな担い手の確保及び
担い手の育成

地域防災活動の新たな担い手の確保に向けた取り組みや、災害
対策委員等への研修等を充実させることで、地域防災活動の
リーダーの育成を推進し、発災時における円滑な地域防災活動
の確保を図る。

防災危機
管理局

個別避難計画作成
支援ツールの構築等

本市における避難行動要支援者約３０万人に対し、個別避難計
画の作成を推進していくための体制を構築する。

防災危機
管理局

地区防災カルテを
活用した防災活動の推進

地形や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「地区防災カル
テ」を活用し、よりきめ細かな防災活動を推進する。

防災危機
管理局

水防法改正等に伴う
ハザードマップの改定

各災害のマップと情報学習面を冊子形状にまとめたガイドブッ
クで構成される新しいハザードマップを全戸配布する。

防災危機
管理局

おくやみコーナーの試行
身近な人が亡くなられた後の区役所での手続きについて、効率
的に必要な手続きを行えるよう案内する「おくやみコーナー」
を試行するもの。

スポーツ
市民局

中村区役所等複合庁舎・
地下鉄本陣駅間の
地下通路整備

令和５年１月移転予定の中村区役所等複合庁舎と地下鉄本陣駅
とをつなぐ地下通路を整備し、バリアフリーに対応した安全な
歩行者動線を確保するもの。

スポーツ
市民局

草木類収集実証実験

可燃ごみの減量や国が導入拡大を進めている再生可能エネル
ギーとしての有効活用のため、家庭ごみに含まれる草木類の収
集方法の検討、排出量の予測など安定的で効率的な収集体制を
整えるための実証実験を行う。

環境局

中川運河における
水上交通の推進

みなとエリアの拠点（金城ふ頭・ガーデンふ頭）、都心部の拠
点（名古屋駅地区、ささしまライブ24地区）、これらを結ぶ中
川運河の拠点（港明地区）を様々な交通手段の活用によりつな
ぎ、みなとエリア全体の魅力向上を図る。

住宅都市局

堀川における
水上交通の活性化検討

民間事業者による水上交通の事業化に向けて、名古屋城前乗船
場から納屋橋乗船場において、土日祝中心に継続的な運航を行
い、認知度向上と水上交通の定着を図るととともにビジネスモ
デル構築に向けた商品化を推進する。

住宅都市局

リニア中央新幹線開業に
向けたまちづくりの推進

リニア中央新幹線開業に向け、名古屋駅ターミナル機能の強化
及び名古屋駅周辺まちづくりの推進を図る。

住宅都市局

令和４年度に名古屋市各局が中村区で実施する主な事業
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事業名 事業内容 担当局

令和４年度に名古屋市各局が中村区で実施する主な事業

ささしまライブ２４地区
・名駅南地区への
アクセス改善等の推進

ささしまライブ24地区および名駅南地区への主要動線である名
駅通について、歩行者ネットワーク強化によるアクセス改善等
を推進する。

住宅都市局

ささしまライブ２４地区の
整備

土地区画整理事業により建物移転、都市計画道路日置中野新町
線等の公共施設整備を進める。また、ささしまライブ24地区と
一体的に整備する笹島線（東側区間）について、街路事業によ
り用地取得・建物移転を推進する。

住宅都市局

幹線道路等の整備
（道路改良・日比津小本線）

・箇所　　　中村区道下町２丁目～太閤通６丁目
・延長　　　５２０ｍ　　　・幅員　１４．５４ｍ
・事業期間　令和４年度～令和１０年度（予定）
・実施内容　詳細設計、物件調査

緑政土木局

幹線道路等の整備
（道路改良・枇杷島野田町
線）

・箇所　　　中村区岩塚本通４丁目～岩塚町
・延長　　　４２０ｍ　　　・幅員　１５．０ｍ
・事業期間　令和３年度～令和９年度（予定）
・実施内容　用地補償、詳細設計

緑政土木局

幹線道路等の整備
（電線類の地中化・名古屋環
状線（黄金通工区））

・箇所　　　中村区太閤通～黄金通
・延長　　　９８０ｍ（施設延長１，９６０ｍ）
・幅員　　　３２．７ｍ　　・事業期間　平成３０年度～
・実施内容　復旧工事、移設補償

緑政土木局

幹線道路等の整備
（電線類の地中化・広小路線
（太閤通工区））

・箇所　　　中村区太閤通
・延長　　　１，２００ｍ（施設延長２，４００ｍ）
・幅員　　　２４．５４ｍ　・事業期間　令和元年度～
・実施内容　電線共同溝工事、移設補償

緑政土木局

堀川の魅力向上と
にぎわいづくり

納屋橋地区においてライトアップの整備を実施し、堀川の魅力
向上を図る。

緑政土木局

治水対策（広域河川・堀川）
・場所　中村区那古野一丁目、名駅南二丁目　等
・内容　護岸改修　８０ｍ

緑政土木局

大公園の整備（米野公園）
公園予定地内の未買収地の用地取得が出来たことから、当該地
及びその周辺の未整備区域の整備を行う。

緑政土木局

大公園の整備（中村公園）
本園の児童園について地域に密着した利用度の高い公園となる
よう令和４年度から２か年に分けて再整備を進め、公園の魅力
向上を図る。

緑政土木局

戸別訪問による防災用品を活
用した地域防災力向上促進事
業

消防職員、消防団員等が各世帯を戸別に訪問し、「家庭の防災
力チェック票」を用い、住民と共に不足している防災力につい
て確認することで、必要な防災用品を選択制により配付する。

消防局

家具転倒防止ボランティアの
養成及び派遣

発生が懸念される南海トラフ巨大地震における被害軽減を目的
とし、家具の転倒防止対策が 自ら行うことができない市民に対
する支援のため、「家具転倒防止ボランティア」の養成及び派
遣を実施する。

消防局
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事業名 事業内容 担当局

令和４年度に名古屋市各局が中村区で実施する主な事業

下水道の浸水対策

名古屋市総合排水計画（令和元年度に改定）に基づき、1時間６
３㎜の降雨に対して、浸水被害をおおむね解消するとともに、
１時間約１００㎜の降雨に対して床上浸水をおおむね解消する
ことを目指し、整備を進める。

上下水道局

駅構内トイレのリニューアル
訪日外国人、高齢者をはじめ、誰もが快適にご利用いただくた
め、全ての便器の洋式化、全ての駅への温水洗浄便座の設置、
ご利用の多い駅及び観光施設最寄り駅のトイレ改修を進める。

交通局

バスターミナル環境改善 快適なバス待ち環境づくりのため、空調設備の設置を実施。 交通局

地下鉄駅名称の変更

令和５年１月に予定されている中村区役所の移転にあわせて、
地下鉄「中村区役所駅」始め４駅の駅名称変更を予定してお
り、中村区においては、「中村区役所駅」を「太閤通駅」に変
更する。

交通局
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令和４年度の主な予算 

区分 予算額（千円） 主な内容 

自主的・主体的な 

区政運営にかかる予算 
10,495 

・『伝える』『つながる』地域応援プロジェクト 

・区民アンケートの実施 

・交通事故及び犯罪防止対策事業の推進 

・待機児童対策の推進            など 

太閤秀吉功路を活用した

名古屋駅西側の地域活性

化事業 

13,600

・太閤秀吉功路を活用したまちあるき 

・太閤秀吉シンポジウムの開催 

・地域団体と協働した取り組み        など 

（基金活用事業） 

多文化共生推進事業 6,500 

・ネパール語・ベトナム語で区役所業務の案内や通訳

を行う窓口の設置 

・ネパール語・ベトナム語で区役所からの情報などの

SNSに発信 

中村区役所の移転改築等

にかかる予算※ 
4,991,973 

・施設の建設 

・今後の予定：令和３年度 建設 

      令和４年度 新庁舎供用開始 

・総 事 業 費：約80億円 

※ 中村区役所・中村保健センター・中村土木事務所・ささしま市税事務所の移転改築等にかかるもの 

令和３年度予算の執行状況 

区分 執行額（千円） 主な内容 

自主的・主体的な 

区政運営にかかる予算 
9,023 

・中村区VR謎解きゲーム 

・「伝える」「つながる」地域応援プロジェクト 

・交通事故及び犯罪防止対策事業の推進 

・区民アンケートの実施           など 

区の特性に応じた 

まちづくりにかかる予算 
5,103 

・中村区多文化共生推進事業 

 ネパール語・ベトナム語に対応した案内窓口の設置 

・大門エリア等活性化事業（基金活用事業） 

 大門エリアにおける回遊性向上のための調査・検

討、地元まちづくり団体等と連携した交流事業の実

施など 

・地域お散歩サポート事業（基金活用事業） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により未実施  

武将観光ロード「太閤秀

吉功路 人生大出世夢街

道」等事業にかかる予算 

49,588

・武将観光ロード「太閤秀吉功路 人生大出世夢街道」

の認知度向上のためのイベント等の実施 

・太閤秀吉モニュメントの設置        など 

中村区役所の移転改築等

にかかる予算 
1,888,199 

・中村区役所等複合庁舎の設計、工事 

・アドバイザリー業務委託 
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令和３年度の取り組み結果 

 令和３年度の区政運営方針では、取り組みごとに目標を明示しました。 

目標の達成状況は以下のとおりです。 

施策内容 

取り組み結果（件数） 

A B C D 
評価

不可 
計 

１ 安心して暮らせる安全なまち 13 3 0 2 1 19 

２ いきいきと暮らせる「支え愛」のまち 13 0 2 1 6 22 

３ 魅力と活力にみちた、愛着を感じるまち 5 2 1 1 1 10 

４ 身近で信頼される区役所づくり 5 4 0 0 0 9 

計 36 9 3 4 8 60 

【目標達成度】Ａ（目標達成・事業完了）、Ｂ（8割以上達成）、Ｃ（5割以上8割未満）、Ｄ（5割未満）、 

       評価不可（新型コロナウイルスの影響により評価できないもの） 

令和３年度中村区区民アンケート 

中村区区民アンケートは、区民の皆さまのご意見などを行政サービスの向上や業務改善、 

今後の区政運営の参考にするため実施しています。 

・調査期間：令和3年6月 15日～7月 15日 

・18歳以上の区民2,500人に送付（939人回答） 

区民アンケート結果の詳しい内容は、 

中村区ホームページhttp://www.city.nagoya.jp/nakamura/または、区役所情報コーナー 

でご覧いただけます。 
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