
５分でわかる

西区将来ビジョン２０２３

名古屋市西区役所



今後、西区がめざすべき姿を示したものです。

今回は令和２年度から５年度までの４年間を計画期間としており、

次回は令和６年度から１０年度までの５年間の計画期間となる予定

です。

策定後は、毎年度区民会議等で意見を聞きながら「西区も～やっ

こ計画」で進捗管理をしていきます。

めざすべき区の姿の実現という目標を達成するためには、計画的

に事業を進めることが必要です。

将来ビジョンは名古屋市総合計画２０２３個別計画に位置付けら

れており、毎年度の予算は本計画をふまえて編成されます。

「西区将来ビジョン」って何？

なぜ策定したの？



伝統工芸などのものづくり文化が盛ん、最先端の開発エリア

と四間道などの歴史文化が同居、水害に対する強い意識がある

地域、といった特色があります。

面積や人口等については、１６区で平均的な区となっていま

す。

面積 17.93ｋｍ² 9位

世帯数 74,169世帯 8位

人口 150,133人 8位

（令和２年１０月１日現在）

西区の特色は？

名古屋扇子 四間道 東海豪雨



安心、安全、快適に関する意見が上位となりました。全ての区民の皆さ
まにとって、安心、安全、快適は身近な問題・心配事であることがわかり
ます。

また、高齢者、子育て世帯、障害者にやさしいまちにしてほしいという
意見も多くありました。特定の問題・心配事に直面している区民の皆さま
の意見も重要となります。

さらに、地域の魅力向上やにぎわいといった取り組みに期待する声もあ
りました。西区には地域資源も豊富にあるためだと思われます。

区民アンケートの結果は？
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地域の歴史・文化・特色を活かした魅力の向上・発信

にぎわい、ふれあい、交流づくり

障害者にやさしいまちづくり

青少年の非行や犯罪のない、元気で明るいまちづくり

健康でいきいきと暮らすことのできるまちづくり

子育てのしやすいまちづくり

高齢者にやさしいまちづくり

きれいで住みやすい快適なまちづくり

犯罪・交通事故のないまちづくり

災害に強いまちづくり

令和２年度区民２０００人アンケート結果（抜粋）

アンケートの

ご協力ありが

とうございま

した。



これまでのも～やっこ計画でも掲げていた『「も～やっこ」
を合言葉に、元気で住みよい西区をめざします』を基本方針と
しています。

さらに、区民ニーズの結果を基にして３つのまちの姿を掲げ
ました。また、その下支えとして区政運営の取り組みを入れて
います。

Ⅰ 安心・安全で快適なまち

Ⅱ 誰もがいきいきと暮らし、支え合うまち

Ⅲ 魅力・活気にあふれるまち

Ⅳ 区政運営の取り組み

めざすべき将来像とは？



南海トラフ巨大地震などに備えるため、地域防災力を向上させ

る必要があります。

特に東海豪雨からすでに２０年が経ち、全国でも豪雨災害が頻

発する近年の状況を踏まえると、区民の皆さまの防災意識を高め

ていくことが重要です。

 地域防災力の向上を支援します（Ⅰ－１）

総合防災訓練

 犯罪・交通事故のないまちづくりにつとめます（Ⅰ－２）

近年は、自転車盗、車上狙いなどの犯罪や、特殊詐欺被害が多

くなっていて、他にも自転車による交通事故が多発しています。

防犯パトロール

まちの姿Ⅰ 安心・安全で快適なまち

 快適に暮らす

ことができる

まちづくりを

進めます

（Ⅰ－３）

 地域主体の

まちづくり

を進めます

（Ⅰ－４）

クリーンキャンペーン



施策 成果指標
現状値

（H30年度）

目標値

（R5年度）

Ⅰ－１
地域防災力の

向上を支援します

備蓄、家具固定など自主的な防災対策を行っている区民の割合 ５１．９％ １００．０％

災害発生時に近隣住民とともに救出救護などの「助け合い」を

行おうと思う区民の割合
９２．１％ ９５．０％

Ⅰ－２

犯罪・交通事故の

ないまちづくりに

つとめます

犯罪や交通事故が少なく安心して暮らせると思う区民の割合 ７０．２％ ７５．０％

区内年間交通事故死者数 ４人 ０人

Ⅰ－３

快適に暮らすことが

できるまちづくりを

進めます

ごみの排出が適正に行われるなど、きていで快適なまちだと

思う区民の割合
８３．２％ ９０．０％

Ⅰ－４
地域主体の

まちづくりを進めます
町内会などによる地域活動が大切だと思う区民の割合 ８０．１％ ８５．０％

成果指標（まちの姿Ⅰ）

平成３０年度に２０００人アンケートを実施し、その結果を成果指標

における現状値として、将来ビジョンの最終年度である令和５年度にお

いてその数値を上回るような目標値を設定しました。



核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中で、周りから子育て

の協力が得られにくくなっており、子育てに対する負担感や不安感、

孤立感を感じる人が増えています。

 子育て支援を一層進めます（Ⅱ－１）

にしっこひろば “もこもこ”

 高齢者にやさしいまちをめざします（Ⅱ－４）

高齢化が急速に進んでおり、高齢者が安心して暮らすことができ

る環境が十分に整っていない状況にあります。

また、認知症に対する正しい理解が浸透しておらず、認知症当事

者やその家族に向けたさらなる支援が必要です。

おれんじドア “も～やっこなごや”

まちの姿Ⅱ 誰もがいきいきと暮らし、支え合うまち

 青少年の健

全な育成を

はかります

（Ⅱ－２）

 健康づくり・

生きがいづく

りを進めます

（Ⅱ－３）

 障害者にやさ

しいまちをめ

ざします

（Ⅱ－５）

まが玉体験教室 ジョギング・ウオーキング大会 フレンド・ふくし・フェスティバル



施策 成果指標
現状値

（H30年度）

目標値

（R5年度）

Ⅱ－１
子育て支援を

一層進めます

子育てしやすいまちだと思う区民の割合 ６３．４％ ８３．０％

子育て世帯における「にしっこひろば “もこもこ” 」の認知度 ５４．０％ ７０．０％

Ⅱ－２
青少年の健全な

育成をはかります

青少年の健全育成に望ましい環境づくりが行われていると思う

区民の割合
５６．０％ ６０．０％

Ⅱ－３
健康づくり・生きがい

づくりを進めます

「健康づくり」や「生きがいづくり」のために、自主的に健康・

スポーツ・文化・学習活動に取り組んでいる区民の割合
４１．７％ ４５．０％

Ⅱ－４
高齢者にやさしい

まちをめざします

高齢者が安心して暮らせるまちだと感じる区民の割合 ６８．８％ ８０．０％

認知症サポーター制度の認知度 ３６．９％ ５０．０％

Ⅱ－５
障害者にやさしい

まちをめざします
障害のある方への理解が進んでいるまちだと感じる区民の割合 ４６．６％ ６０．０％

成果指標（まちの姿Ⅱ）



城下町の歴史をしのぶことができる多くの文

化財が残っていますが、幅広い世代の方が学び

体験できる機会が不足しています。

また、リニア中央新幹線開業といった人の流

れに大きく影響する事業が予定されており、地

域の特性を活かしたにぎわいづくりが急務と

なっています。

地域の魅力向上、魅力発信を進めます（Ⅲ－１）

ナゴヤおモしろード

にぎわい、ふれあい、交流づくりを進めます（Ⅲ－２）

地域のつながりの希薄化や、個人の価値観や

ライフスタイルの多様化が進む中で、各世代が

つながり、地域が互いに交流することのできる

機会が少なくなっています。

西区民おまつり広場

まちの姿Ⅲ 魅力・活気にあふれるまち



施策 成果指標
現状値

（H30年度）

目標値

（R5年度）

Ⅲ－１
地域の魅力向上、

魅力発信を進めます

地域の歴史・文化・特色を活かした魅力あるまちだと

感じる区民の割合
４８．６％ ５０．０％

Ⅲ－２
にぎわい、ふれあい、

交流づくりを進めます
区民おまつり広場に行ってみたいと思う区民の割合 ４２．７％ ５０．０％

成果指標（まちの姿Ⅲ）



区役所は、区民の皆さまに最も身近な行政機関として、親切でわかりやすく利便性の
高い行政サービスを提供することが求められています。区民の皆さまが区政の情報を入
手しやすいよう情報提供を効果的に行わなければなりません。

また、今年度も新型コロナウイルス感染症対策に区役所をあげて取り組んでいきます。
非常時にあっても区役所機能を維持し、業務が継続できるよう危機管理体制を充実させ
ることも重要です。

Ⅳ 区政運営の取り組み

成果指標（Ⅳ）

施策 成果指標
現状値

（H30年度）

目標値

（R5年度）

Ⅳ 区政運営の取り組み

来庁者の窓口サービスに対する満足度 ー
すべての

区民が満足

区政に関して知りたい情報が得られていると思う区民の割合 ５２．４％ ６０．０％

窓口等での事務処理誤り ー ０件

区役所・支所フロアサービス 積極的な情報発信 保健センター感染症対策



最後までご覧いただきありがとうございました。


