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昭和区の概要 
（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

沿革 

昭 12.10. 1  10 区制により昭和区 

が誕生 

  19. 2.11  13 区制により一部を 

瑞穂区として分離 

    30. 4. 5  天白村を編入 

    50. 2. 1  16 区制により天白区 

を独立分離 

平 29.10. 1  昭和区制 80 周年 

「ハナミズキ」 「ハナショウブ」

マスコットキャラクター 

「ショウちゃん」 

  

面積・人口 

面積   10.94ｋ㎡ 

世帯数  57,894 世帯 

人口   110,348 人 

 15 歳未満人口 12,858 人 

（11.9％） 

   65 歳以上人口 25,439 人 

（23.6％） 

学区数 

 小学校区 11 学区  中学校区 5 学区 

=小学校 =中学校

鶴 舞

白 金

村 雲

吹 上 川 原
伊 勝

松 栄

八 事

滝 川

広 路

御器所



昭和区区政運営方針について 

 昭和区区政運営方針は、昭和区将来ビジョンの推進に向け、区将来ビジョンで示した

中長期的な区政運営の方向性に沿って、年度ごとの施策・事業の取り組みを毎年度、区

政運営方針として策定、進捗を管理していくものです。 

昭和区将来ビジョンとは 

  区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざすべき区の姿を明らかにし、その中長

期の取り組みを体系化したもので、令和 2（2020）年度から令和 5（2023）年度まで

の 4 年間を計画期間としています。 

昭和区では、区の特長・強みを活かした区政運営を行うことで区の魅力を高め、め

ざすべき区の将来像「みんなが住み続けたくなるまち昭和区」を実現してまいります。 

めざすまちの姿として、4 つの柱を掲げて各施策を進め、それを区役所が基盤として

支えます。また、施策の忠実な実行に加え、施策の分野を横断して、区の特長を活か

した「重点テーマ」に基づく取り組みを行い、「みんなが住み続けたくなるまち昭和区」

の実現を加速させ、昭和区のさらなる飛躍につなげていきます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマ 公園を活用した区の魅力発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
区の持つ特長のうち、区民の憩いやふれあい、賑わいの場である「公園」に着目し、「公園

を活用した区の魅力発信」を重点テーマとしています。区内にバランスよく配置された３つの

魅力ある大規模公園を区の貴重な財産と捉え、これらの公園の魅力を改めて発掘し、区の魅力

としてつくりあげて広く発信します。 

重点テーマ 公園を活用した区の魅力発信 

めざすべき区の将来像 
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昭和区区政運営方針は、昭和区将来ビジョンで示した重点テーマの推進及び４つのま

ちの姿の実現のために、年度ごとに行う事業を策定し、事業シートとして進捗を管理し

ます。 

 

【昭和区区政運営方針 事業シートの解説】 

№

取組内容

実施スケジュール

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

事業名 担当課

(将来ビジョン〇-〇-〇)

 

項  目 説         明 

１ No. 通し番号です。 

２ 事業名 事業の名前を表します。 

３ 担当課 事業を担当する部署を表します。 

４ 取組内容 令和２年度に取り組む事業の内容を表します。 

５ 将来ビジョン（※） 区将来ビジョンにおける位置づけを表します。 

６ 実施スケジュール 令和２年度の事業スケジュールを表します。 

７ 事業目標（指標） 事業の目標を表します。 

８ R2 目標 令和２年度の事業目標を表します。 

９ （参考）R1 実績 令和元年度の実績を表します。 

※５ 将来ビジョンにおける位置づけについて 

 各事業が区将来ビジョンに定める「まちの姿－施策－施策の方向性」のどの部分に位

置づけられている事業かを表します（例参照）。 

＜例＞ 

 
（将来ビジョン 4-3-3）： 

まちの姿４     ふれあいやにぎわいのあふれるまち 

   施策３      昭和区の魅力発信を進めます 

    施策の方向性３ 区のマスコット、区の木・花などによる魅力発信 

 

※事業の内容・日程等は変更になることがあります。 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 8 9 
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【昭和区将来ビジョンで定める「まちの姿・施策・施策の方向性」一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 花と緑のあふれるまちづくり          11 

 ２ 町の美化、快適な環境づくり          11 

 ３ 適切な管理が行われていない空家・空地に関する対策 13 

 １ 災害対応体制の強化               5 

２ 地域防災力の向上                6 

 ３ 防災機能を備えた川名公園の情報発信       7 

１ 防犯対策の推進                 8 

 ２ 交通安全対策の推進               9 

 ３ 防火意識の啓発                 9 

 １ 障害者に対する支援の充実           18 

 ２ 自立支援連絡協議会の活動支援         18 

 ３ 障害者の就労する場の提供           19 

 

 

１ 地域の連携で高齢者へ

の支援を進めます 

 

 

２ 障害者への支援を 

進めます 

 １ 地域包括ケアシステムの普及啓発        14 

２ 在宅医療・介護の連携の推進          14 

 ３ 生活支援・介護予防の推進           15 

 ４ 認知症の方や家族に対する支援の充実      16 

 ５ 地域で孤立しないネットワークづくりの推進   17 

 ４ 障害者理解の推進               19 

まちの姿１：安心・安全で快適に暮らせるまち 

３ 地域福祉の向上を 

進めます 

 １ 地域福祉の推進                21 

 ２ 生活保護受給者に対する就労支援等による自立の推進  21 

まちの姿２：誰もがいきいきと暮らせるまち 

 

３ きれいで快適なまち 

づくりを進めます 

 

１ 災害に強いまちづくり

を進めます 

 

２ 安心に暮らせるまち 

づくりを進めます 

 １ 健康に関する知識の普及啓発          22 

 ２ 健康づくりの支援               23 

 ３ 区民の力を活かした健康に暮らせるまちづくり  23 

 

４ 区民の健康づくりの 

支援を進めます 

（該当ページ）

（該当ページ）

施策  施策の方向性 
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 ２ 子育て支援機関のネットワークによる支援    24 

まちの姿３：子どもが豊かに育つまち  

まちの姿４：ふれあいやにぎわいのあふれるまち  

２ 区民ニーズの把握と区民 

への情報発信を進めます 

 １ 区民ニーズの把握               40 

 ２ 広報の媒体や内容の充実            40 

区政運営：まちを支える区役所 

 １ 窓口サービスの向上・迅速化          39 

 ２ 窓口環境の改善                39 

 ３ 職員の能力開発・意識改革           39 

 

１ 窓口サービス・庁舎 

環境を改善します 

 １ ふれあいや交流の場の創出           33 

 ２ 地域活動の推進                34 

 ３ 若い力の活用                 34 

１ 区民のふれあいと交流

が盛んなまちづくりを進

めます 

 1 文化活動の振興                 35 

 ２ 気軽にスポーツに参加できる環境づくり     35 

 ３ 学びの場の提供                36 

２ 文化・スポーツ活動や

生涯学習の支援を進めま

す 

 １ 歴史・文化的魅力資源の情報発信        37 

 ２ 区の特性を活かした魅力の磨き上げ等      37 

 ３ 区のマスコット、区の花・木などによる魅力発信 38 

 

３ 昭和区の魅力発信を 

進めます 

 １ 子どもの健全育成に向けた啓発         30 

 ２ 子ども会活動の推進・支援           31 

 ３ 学びの機会の提供や地域での子どもの居場所づくり 31 

 

３ 子どもが健全に育つ 

まちづくりを進めます 

 １ 連携強化による児童虐待防止への取り組み    28 

 ２ 地域への啓発と見守り体制づくり        28 

 ３ 家庭環境等に困難のある子どもに寄り添う支援  29 

２ 家庭環境等に困難の 

ある子どもへの支援を 

進めます 

 

 

１ 子育てしやすいまち 

づくりを進めます 

 １ 地域の子育て支援活動の推進          24 

 ３ 子どもの健やかな発達の支援          25 

 ４ 働きながら子育てしやすい環境づくり      27 

（該当ページ）

（該当ページ）

（該当ページ）
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令和２年度区政運営方針（事業シート）
まちの姿１：安心・安全で快適に暮らせるまち

１　災害に強いまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

災害対応体制の強化

防災関係機関による区本部運営訓練や地域住民による避難所の迅速な開設と円滑な運営を図る避難所
開設運営訓練、そのほか児童参加による各種訓練等を通して、大規模災害時の防災体制や地域の防災
意識の高揚を図ります。

実施スケジュール 9月6日（日）、白金小学校で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

1 事業名 総合防災訓練 担当課 総務課

(将来ビジョン1-1-1)

災害対応体制の強化

台風や集中豪雨などの水害時の迅速かつ的確な対応がとれるよう、地域・防災関係機関・消防団等と連
携・協力し、防災に関する知識や簡易水防工法等の応急対策の習得を図ります。

実施スケジュール 5月31日（日）、吹上小学校で実施　→中止

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

2 事業名 総合水防訓練 担当課 総務課

(将来ビジョン1-1-1)

災害対応体制の強化

（１）宿泊型避難所運営訓練
　地域住民による避難所の迅速な開設と円滑な運営を図るとともに、災害時に自宅での生活が困難になっ
たことを想定し、避難所生活の疑似体験の中で不便さや大変やを実感してもらいます。
（２）災害ボランティアセンター設置・運営訓練
　「大規模災害時における昭和区災害ボランティアセンター開設に係る支援協力に関する協定書」に基づ
き、なごや防災ボランティアネットワーク昭和の協力を得て、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練を
実施します。

実施スケジュール
（１）9月19日・20日、伊勝小学校で実施
（２）9月　名古屋工業大学で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

3 事業名 地域との連携・協力による訓練 担当課 総務課

(将来ビジョン1-1-1)

参加者アンケートによる「訓練が災害時に役立つ」と答えた人の割合 90％以上  96.5%（宿泊型）

5



まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

災害対応体制の強化

（１）昭和区本部災害応急対策図上訓練
　大規模災害時、区本部が迅速かつ円滑に災害応急対策業務を行うための、防災関係機関の役割・動き
を確認する図上訓練を実施します。
（２）道路啓開訓練
　大地震発生時に、傷病者の搬送や救難物資の輸送を早急に行うための経路を確保するための道路啓
開を目的とした訓練を区内の行政機関と建設業者が連携して実施します。
（３）昭和区医師会災害時医療救護所設置訓練
　大規模災害が発生した場合には、名古屋市医師会が指定された中学校に医療救護所を設置することに
なっており、医療救護活動が迅速かつ円滑に行えるよう昭和区医師会が実施する医療救護所訓練を支援
します。

実施スケジュール
（１）2月　区役所で実施
（２）防災の日（9月1日）に合わせて、昭和区内で実施
（３）時期：調整中　北山中で実施予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

4 事業名 防災関係機関の災害対応力向上を図る訓練 担当課 総務課、土木事務所、社会福祉協議会

(将来ビジョン1-1-1)

地域防災力の向上

（１）避難所開設運営訓練
　災害救助地区本部委員を始め防災活動に携わる方を対象に、避難所の管理・運営等について理解を深
めることを目的に各学区で実施します。また、学区や町内において自主的に実施する訓練を支援します。
（２）助け合いの仕組みづくりの推進
　災害が発生した場合に自力で避難できない方（高齢者、障がい者、乳幼児など）の安否確認や避難誘導
など地域で支援できるよう、「助け合いの仕組みづくり」を推進します。
（３）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の防災活動など、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、地域避難行動計画の策定などの防災活動を推進します。
（４）防災リーダー講習
　新たに自主防災組織の会長に選任された方を対象に、災害救助地区本部委員の役割、地域に求めら
れる防災対策と技術の習得を目的とした講習を開催します。
（５）健康管理リーダーの養成・活用
　災害時の避難所において区本部や避難所管理者などと連携し、避難所の健康管理や感染症予防など
について、必要な助言や対策を行うボランティアを養成します。養成後は学区の防災訓練等で活動しま
す。

実施スケジュール

（１）年１回、全学区で実施
（２）通年随時、学区や町内会で実施
（３）通年随時、学区で実施
（４）5月16日・17日、昭和区役所講堂で実施　→延期
（５）養成：年2回、2日間コースの講座を実施。
　　　活用：通年随時

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

図上訓練実施回数 年１回 年１回

5 事業名 地域防災活動支援 担当課 総務課、保健予防課、消防署

(将来ビジョン1-1-2)

防災リーダー講習参加者アンケートによる「講習内容を理解できた」と
答えた人の割合

60％以上 ―

6



まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

地域防災力の向上

（１）地域防災マネジメント事業の推進
年度単位で学区を選定し、該当学区内の全戸へ戸別訪問をして、防災診断書・防災力チェック票を活用
して防災対策や訓練などを支援します。
（２）親と子の災害体験教室
昭和区ホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブが、小学生の親子を対象に、参加親子の家庭での自助力向
上を図るため、災害体験教室を実施するもので、昭和消防署の講堂を避難所と見立て、大地震発生後に
役立つ各種実習等を楽しみながら体験します。
（３）出張！家庭の防災教室
消防署、消防団が地域の各種行事等に出向き、震災に対する家庭の自助力の向上を目的とした啓発を実
施します。
（４）くらしの防災セミナー
昭和区内の各学区ホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブ等から推薦された住民に対し防火、防災及び救
急に関する講習を実施します。
（５）ボランティアによる家具転倒防止器具の取り付け
 ひとり暮らし高齢者等、自身で家具転倒防止金具の取付が困難な家庭を対象としてボランティアが家具
転倒防止金具を取り付けます。（なごや防災ボランティアネットワーク昭和が施工）

実施スケジュール

（１）通年、3学区で実施
（２）８月下旬の土・日曜日、4学区（吹上・村雲・川原・白金）を対象に昭和消防署講堂
で実施
（３）通年随時、区内全域で実施
（４）年度中に3日、昭和消防署で実施
（５）通年（4月　受付開始）、区内全域で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

6 事業名 （拡充） 家庭の防災力向上に向けた取組み 担当課 総務課、消防署、社会福祉協議会

(将来ビジョン1-1-2)

防災機能を備えた川名公園の情報発信

防災公園である川名公園で地域と連携・協力して防災・減災に関するイベントを実施します。その中で、公
園内防災施設の設営・活用を体験してもらいます。

実施スケジュール 9月27日（日）、川名公園で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

「地域防災マネジメント事業の推進」における戸別訪問の面会率 50％以上
昭和区　45.2％
市全体　46.9％

7 事業名 (新規） 川名公園みんなの公園プロジェクト（防災・減災まつり） 担当課 総務課

(将来ビジョン1-1-3)

防災機能を備えた川名公園の情報発信

川名公園の芝生の植え付け作業を近隣小学校と共同作業にて実施します。

実施スケジュール 2月～3月頃、川名公園で実施。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 ―

8 事業名 (新規） 川名公園芝生再生プロジェクト 担当課 土木事務所

(将来ビジョン1-1-3)

近隣小学校と協働作業で実施
近隣小学校と協働

作業で実施
平成28年度実施
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

２　安心に暮らせるまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

防犯対策の推進

（１）毎月第３木曜日の「昭和区防犯の日」を中心に青色回転灯パトロールを実施するとともに、昭和ウォッ
チングなどの地域住民と連携した啓発活動を実施します。さらに自転車ツーロックの日啓発キャンペーンな
どの防犯活動に積極的に取り組み、区民のみなさまの防犯意識の高揚に努めます。
（２）区内の高校生、大学生を対象に、自転車盗等の被害に遭わないための防犯対策や、自転車事故を起
こさないための交通安全対策に取り組みます。また、大学祭などにおいて学生と連携・協力して、防犯・交
通安全に対する理解や関心を効果的に高めます。
（３）高齢者に対する防犯・交通安全の取組みとして、ふれあい給食等の高齢者の集う場所・機会に出向
き、運転免許証の自主返納制度の広報や交通安全の呼び掛け、特殊詐欺の注意喚起を行います。

実施スケジュール

（１）・青色回転灯パトロール　毎月第３木曜日、毎週水曜日
　　　・自転車ツーロックの日啓発キャンペーン　5月・11月
（２）・桜花学園、向陽高校　　実施日調整中
　　　・中京大学　10月
（３）ふれあい給食　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

9 事業名 防犯意識の啓発 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-2-1)

防犯対策の推進

　犯罪抑止効果の高い防犯カメラ設置の普及を支援します。
【設置台数】　Ｈ27＝2台、Ｈ28＝10台、Ｈ29＝20台，Ｈ30＝21台、Ｒ元＝19台　　合計　72台

実施スケジュール
　防犯カメラの設置
　　申請受付　　4月～6月

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

防犯啓発活動の実施回数 85回 80回

10 事業名 防犯カメラの設置 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-2-1)

防犯対策の推進

　住宅対象侵入盗を防ぐため、戸別に防犯診断を行い、効果的な防犯対策をお伝えするとともに、防犯啓
発チラシの配布等による防犯啓発活動を行います。
　平成30年度から令和5年度にかけて（6年間）、全11学区において実施します。

実施スケジュール
　防犯診断の実施
　　広路学区、伊勝学区　実施日調整中

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

防犯カメラ設置補助金対象の新規設置台数 20台 19台

11 事業名 防犯診断の実施 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-2-1)

防犯診断の実施 実施 実施
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

交通安全対策の推進

（１）交通安全市民運動期間などに、昭和区女性交通安全クラブ、警察、消防など地域ぐるみで街頭キャン
ペーンなどの啓発活動を実施します。
（２）高校生、大学生を対象とした啓発　　再掲（９－（２））
（３）高齢者を対象とした啓発　　　　　　再掲（９－（３））

実施スケジュール
（１）・交通安全市民運動　春・夏・秋・年末、・その他　通年
（２）再掲（9－（2））
（３）再掲（9－（3））

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

12 事業名 交通安全意識の啓発 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-2-2)

交通安全対策の推進

（１）お楽しみ交通安全のつどい
　幅広い年齢層の方々が一緒に楽しみながら交通安全意識を高めていくことをめざし、高齢者・一般成人・
子どもたちによる「３世代交通安全の誓い」や昭和警察署による交通安全講習のほか、ショーなどのお楽し
みイベントを実施します。
（２）自転車の安全利用促進などの取り組み（自主的）
　自転車安全利用促進強化月間（5月・11月）を中心に自転車の安全走行、ヘルメット着用、保険加入のほ
かマナー向上を図るため、地域の皆様の協力を得るなどしてキャンペーンを実施します。また、放置自転
車追放月間(5月・11月)にもあたることから、自転車等の放置の防止に向けた啓発を行います。

実施スケジュール
（１）お楽しみ交通安全のつどい7月11日（土）予定
（２）自転車の安全利用促進の啓発活動（自主的）
及び放置自転車追放月間　5月・11月

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

交通安全啓発活動の実施回数 40回 38回

13 事業名 交通安全事業 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-2-2)

防火意識の啓発

75歳以上の要支援1，2の認定を受けているひとり暮らし世帯等について、いきいき支援センターと共同で
訪問するほか、署員が単独で防火指導訪問を実施して、住宅用火災警報器の普及と住宅防火について
広く啓発するもの。

実施スケジュール
(1）通年
(2）区内全域

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(１)お楽しみ交通安全のつどいを実施
(２)自転車安全利用、放置自転車追放啓発の実施回数

（１）実施
（２）10回

（１）実施
（２） 8回

14 事業名 高齢者世帯の防火指導 担当課 消防署

(将来ビジョン1-2-3)

５ヶ年で７００件

150件
　１　いきいき支援
センター共同訪問

50件
　２　消防署単独訪

問 100件

共同  65件
単独112件
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

防火意識の啓発

秋・春の火災予防運動期間、年末等を中心に各学区消防団およびホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブ
等と火災予防広報を実施し、年中を通じ防火意識啓発と住宅用火災警報器の設置等促進を図り住宅火
災の発生を防ぐもの。

実施スケジュール
（１）秋・春の火災予防運動：全学区組回覧チラシを配布
（２）７月：住宅用火災警報器の設置促進の広報チラシを配布
（３）通年：各種イベント

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

15 事業名 住宅防火対策の推進 担当課 消防署

(将来ビジョン1-2-3)

防火意識の啓発

放火防止モデル地区において、学区消防団およびホーム・ファイヤー・モニターズ・クラブ等と街頭キャン
ペーンなどの広報活動を実施し、地域ぐるみで放火されない環境づくりを推進するもの。

実施スケジュール
（１）通年
（２）放火防止モデル地区内で街頭キャンペーン等を実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

年中の住宅火災件数を過去5年間の平均発生件数以下に抑える

年中の住宅火災
件数を過去5年間
の平均発生件数

以下に抑える

令和元年： 13件
平成30年： 14件
平成29年：   8件
平成28年：   9件
平成27年：   9件

16 事業名 放火防止キャンペーン 担当課 消防署

(将来ビジョン1-2-3)

街頭キャンペーン等の実施 2学区
R1  ：3学区
H30：2学区
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

３　きれいで快適なまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

花と緑のあふれるまちづくり

（１）川名公園森づくり隊
　川名公園における環境学習の森の手入れや、自然観察会をはじめとする環境学習などの事業を行う「川
名公園森づくり隊」に対する支援を行います。
（２）ゆめ緑道ごきそ
　ごきそ緑道（JR中央線東側から御器所通まで）の歩道の花壇の世話をするボランティア団体「ゆめ緑道ご
きそ」に対する支援を行います。
（３）団体のPR
　川名公園森づくり隊、ゆめ緑道ごきそ、公園愛護会・街路樹愛護会の活動等を広く区民にPRし、花と緑
のあふれるまちづくりに関心や興味を深めていただきます。

実施スケジュール

（１）川名公園森づくり隊　毎月第1土曜
（２）ゆめ緑道ごきそ　役員会毎月1回随時、交流会毎月1回ほかイベント、講習会、講
演会、見学会、散策会、清掃活動等随時
（３）団体のPR　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

17 事業名 花と緑のまちづくりを進める団体支援 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-3-1)

町の美化、快適な環境づくり

　町内会など地域住民や、企業、市民活動団体、関係行政機関など一層多くの参加者を求めながら、ク
リーンキャンペーン、名古屋市クリーンパートナー制度、ウェルカムなごや・クリーンアップ運動等の清掃活
動を実施します。

実施スケジュール
（１）クリーンキャンペーン　6月→中止（なお、11月は昭和区独自で行う。）
（２）名古屋市クリーンパートナー制度、ウェルカムなごや・クリーンアップ運動等　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

（１）（２）川名公園森づくり隊、ゆめ緑道ごきそへの参加者数（延べ人数）
（３）Facebookを通じて団体のPRを実施した回数

（１）（２）850人
（３）15回

（１）（２）
R1  ：800人

H30：1,179人
（３）9回

18 事業名 町の美化活動 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-3-2)

町がきれいで快適だと思う区民の割合 95% 90%
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

町の美化、快適な環境づくり

犬や猫を飼養する飼主等に対して適正飼養の啓発を実施します。
（１）犬猫の適正飼育の啓発
　　総合防災訓練や区民まつりにおいて、犬猫の適正飼養についての啓発を実施します。
（２）イエローチョーク作戦
　　犬のフンで困っている方に対しては、イエローチョーク作戦を紹介します。
（３）公園内における犬のフン害防止パトロール活動
　　川名公園内において、犬の飼主に対して適正飼養の啓発を実施します。
（４）のら猫問題への対応
　　のら猫のこれ以上の繁殖を防止するため、「ＴＮＲ（のら猫への避妊去勢手術）活動」の周知を行うととも
に、のら猫への給餌による迷惑防止のため、適切な指導を実施する。

実施スケジュール

（１）総合防災訓練での適正飼養の啓発（９月）
　　 区民まつりでの適正飼養の啓発（１０月）
（２）イエローチョーク作戦の周知・推進（通年）
（３）公園内における犬のフン害防止パトロール活動（年４回）
（４）ＴＮＲ（のら猫への避妊去勢手術）活動の周知（通年）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

19 事業名 （新規） 人とペットの共生推進事業 担当課 健康安全課

(将来ビジョン1-3-2)

町の美化、快適な環境づくり

保健環境委員と連携して地域の資源ステーションにおける資源の分別排出指導や、区民まつりなどのイベ
ント時に啓発キャンペーンを行います。
転入者の多い時期（3,4月）に合わせて区役所に「ごみ案内所」を設置し、転入者へのごみ・資源の分別方
法を周知します。また、区役所と連携して、外国人留学生等へのごみ・資源の分別方法等の啓発を行いま
す。

実施スケジュール

6月　　「環境デーなごや」地域環境イベントにおける啓発　→中止
１０月頃　区民まつりなどにおける啓発キャンペーン
３月下旬～４月上旬　転入者向けの分別方法の周知
随時　保健環境委員と連携した資源ステーションにおける指導、区と連携した外国人留
学生等へのごみ・資源の分別方法等の啓発

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

川名公園で実施したパトロール活動の実施回数 4回 5回

20 事業名 ごみ減量にかかる啓発等 担当課 環境事業所

(将来ビジョン1-3-2)

町の美化、快適な環境づくり

ごみ・資源の排出状況が悪いワンルームマンション、共同住宅等での分別排出指導を行います。また、過
去に不法投棄が多く発生した場所を中心に、不法投棄防止パトロールを行います。

実施スケジュール 通年(4月・5月は中止）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

啓発キャンペーン等による啓発者数 1,000人 －

21 事業名 ごみ減量および不法投棄防止に係る指導等 担当課 環境事業所

(将来ビジョン1-3-2)

分別推進員による分別排出指導回数 1,120回 1,327回
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まちの姿１　安心・安全で快適に暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

町の美化、快適な環境づくり

区民の方々へ夏のエコライフに役立つ緑のカーテンの育て方や効果を学んでいただく講習会を５月に実
施します。区民の方々が訪れる公共施設に対し、緑のカーテンづくりの支援を行います。

実施スケジュール
・公共施設等における緑のカーテンづくり：6月～9月
・緑のカーテンづくり講習会：5月29日（金）→中止

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

22 事業名 緑のカーテンの普及 担当課 名東区公害対策室

(将来ビジョン1-3-2)

適切な管理が行われていない空家・空地に関する対策

（１）地域の協力を得て、適正に管理されていない空地を調査します。
（２）また、空地・空家・ゴミ屋敷のパトロールを行い、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家物件等
の情報を把握します。

実施スケジュール
（１）全市一斉の空地実態調査　6月～9月
（２）空地・空家・ゴミ屋敷パトロール　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

緑のカーテン実施施設数 5施設以上 5施設

23 事業名 空地・空家・ゴミ屋敷の調査 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン1-3-3)

パトロール回数 40回 39回

24 事業名 空地・空家・ゴミ屋敷の解決に向けた取組み 担当課 地域力推進室

区空家等対策会議の開催回数 5回 5回

適切な管理が行われていない空家・空地に関する対策

（１）区空家等対策会議
　区役所、環境事業所、土木事務所、千種保健センター、消防署及び市民経済局が空家等の情報を共有
し、連携して対策を講じていくことで、速やかな解消に努めます。
（２）民間活力の導入
　空家等の所有者に対して、市が協定を締結する空家物件等の利活用を手掛ける不動産関係団体を紹
介し、空家解消の促進を図ります。

実施スケジュール
（１）区空家等対策会議　原則、偶数月
（２）民間活力の導入　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン1-3-3)
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まちの姿２：誰もがいきいきと暮らせるまち

１　地域の連携で高齢者への支援を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

地域包括ケアシステムの普及啓発

地域包括ケア推進会議や各部会等において、地域の課題に応じた施策の方向性について協議することで、
より効果的な事業展開を目指すとともに、在宅医療・介護連携会議等と連携し、地域包括ケアシステムの推進
に取り組みます。

実施スケジュール 随時実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

25 事業名 地域包括ケアシステムの推進 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-1-1)

地域包括ケアシステムの普及啓発

（１）介護フェスタの開催
介護の日（11月11日）にちなんで、介護や高齢者、認知症の問題等を身近に感じてもらえるように地域住民
への周知・啓発のためのイベントを開催するもの。
（２）地域包括ケアシステムに関する情報発信の充実
ホームページやガイドブックを活用したり、関係機関と連携するなどして情報発信を充実します。

実施スケジュール
（１）11月11日から1か月以内の時期に開催
（２）関係機関と調整のうえ、随時実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 ―

26 事業名 （拡充） 地域包括ケアシステムの普及啓発 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-1-1)

在宅医療・介護の連携の推進

（１）在宅療養に関する相談支援
在宅療養を支援する相談窓口として、市民からの相談に対応します。
（２）在宅療養への移行支援
医療・介護関係者などからの依頼に基づき、多職種間の連携調整等を行い、在宅療養への移行を支援しま
す。

実施スケジュール 随時実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

介護フェスタの参加者数 200名 192名

27 事業名 在宅療養に関する相談支援・在宅療養への移行支援 担当課 はち丸在宅支援センター

(将来ビジョン2-1-2)

実施 実施 ―
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

生活支援・介護予防の推進

介護予防、重症化防止のため、専門職が介護予防教室を実施するほか、サロンや地域の集まりなど、区民に
身近な場所に出向き、日頃の生活において必要な知識や工夫などの普及啓発を実施します。

（１）いきいき教室＜拠点型＞
　保健センター等において、認知症予防や運動機能、栄養、口腔等に関する介護予防教室や講演会等を開
催します。
（２）いきいき教室＜出張型＞
　地域の特性や課題に応じて保健センターの専門職が地域に出向き、介護予防の普及啓発を行います。
（３）地域サロン等活動支援事業
　保健センターの保健師等が、高齢者サロンなどの住民が主体的に活動する場を訪問し、自立支援に役立
つアドバイスを行います。
（４）いきいき支援センターの介護予防事業
　要支援・要介護状態になる恐れの方へ、介護予防と自立に向けた知識の普及啓発等を実施します。

実施スケジュール

（１）年12回実施
（２）必要時実施
（３）年132回（11学区×12回）実施
（４）東西いきいき支援センターで各1事業実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

28 事業名 介護予防の推進 担当課    保健予防課いきいき支援センター

(将来ビジョン2-1-3)

生活支援・介護予防の推進

介護予防への理解を深め、自主的な活動や地域活動等を通じて、地域でいきいきとした生活が送れるように
支援します。

実施スケジュール
（１）4月～9月　上半期実施
（２）10月～3月　下半期実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

（２）・（３）　新たに支援や普及啓発を行った地域のグループ数 11グループ ―

29 事業名 高齢者はつらつ長寿推進事業 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-1-3)

生活支援・介護予防の推進

社会福祉協議会の「高齢者はつらつ長寿推進事業」のプログラムの一つとして、声に出して文章を読むことで
心身の活性化を図る、高齢者を対象とした音読広場を開催します。

実施スケジュール 「高齢者はつらつ長寿推進事業」の会場で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施8会場の参加者数（定員充足100％）
181名参加（定員

充足100％）
181名参加（定員

充足100％）

30 事業名 音読広場 担当課 鶴舞中央図書館

(将来ビジョン2-1-3)

実施回数 4回 4回
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

生活支援・介護予防の推進

（１）ショウちゃんみまもり袋の普及啓発
外出先での緊急時に備えて、緊急連絡先やかかりつけ医療機関等を記入し、鞄等につけることのできる「ショ
ウちゃんみまもり袋」の普及啓発を実施します。
（２）安心ほっとカプセルの普及啓発
自宅での緊急時に備えて、緊急連絡先やお薬手帳（写）等を入れたカプセルを冷蔵庫等に置いておくこと
で、救急隊が迅速な救命活動を行う「安心ほっとカプセル」の普及啓発を実施します。

実施スケジュール
（１）随時実施
（２）随時実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

31 事業名 ショウちゃんみまもり袋・安心ほっとカプセルの普及啓発 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-1-3)

認知症の方や家族に対する支援の充実

認知症に関する知識・家族などの講話、介護経験者との交流会、もの忘れ相談医による認知症のお困り相談
を実施します。

実施スケジュール 毎月家族支援事業を実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

32 事業名 認知症高齢者を介護する家族への支援 担当課 いきいき支援センター

(将来ビジョン2-1-4)

認知症の方や家族に対する支援の充実

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症初期集
中支援チームを設置し、サポート医とともに支援方針を話し合い、チーム員が認知症の方の自宅を訪問する
などして、早期診断・早期対応に向けた支援を行います。

実施スケジュール チーム員会議毎月実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

東西いきいき支援センターで家族支援事業を年間で行った月数 12月 12月

33 事業名 認知症初期集中支援チーム活動 担当課 いきいき支援センター

(将来ビジョン2-1-4)

認知症の方や家族に対する支援の充実

認知症の方の徘徊による事故を未然に防ぐため、地域の方の協力を得て、徘徊されている方を早期に発見
する仕組み・声のかけ方等を周知します。

実施スケジュール はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練等を年1回実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

チーム員会議を行った月数 12月 12月

34 事業名 はいかい高齢者おかえり支援事業 担当課 いきいき支援センター

(将来ビジョン2-1-4)

はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練等を年間１回行う 100% 100%
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

認知症の方や家族に対する支援の充実

（１）認知症市民講演会
認知症とその予防、認知症の方やその家族への支援についての普及啓発を目的とした講演会を実施しま
す。
（２）区民まつりへの出展
認知症について若い世代にも関心を持ってもらうため、区民まつりにブースを出展し、普及啓発活動を実施し
ます。また認知症介護相談コーナーも設置し、認知症の質問に対応できるようにします。

実施スケジュール
（１）年1回（Ｒ2．11予定）介護フェスタと同日開催
（２）年1回（Ｒ2．10予定）区民まつりで実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

35 事業名 認知症理解を推進するイベント 担当課  保健予防課いきいき支援センター

(将来ビジョン2-1-4)

地域で孤立しないネットワークづくりの推進

様々な機関で実施しているひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯を対象とする支援事業をひと目でわか
るガイドを作成することで、取り組みの周知、理解を図りひとり暮らしなどの高齢者世帯の支援体制の強化を
図ります。

実施スケジュール 令和２年度下半期に配布を開始

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

参加者アンケートで認知症や介護について「大変よく理解できた」
「まあ理解できた」と答えた人の割合

85% 85%

36 事業名 （新規） 高齢者世帯支援・見守り事業ガイド 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-1-5)

地域で孤立しないネットワークづくりの推進

高齢者の集いの場である高齢者サロンの開設や運営の助成を行い、高齢者サロンに関する相談の対応、
キーパーソンの育成やネットワークづくりを推進します。

実施スケジュール
開設助成金の申請受付・交付：通年
運営助成金の申請受付・交付：10月、3月（実績交付）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

11月に配布を開始する 11月に配布を開始する ―

37 事業名 高齢者サロン推進事業 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-1-5)

地域で孤立しないネットワークづくりの推進

高齢者が健康で明るい生活が送れるようにすることを目的として、市内に居住する60歳以上の方を対象に健
康の増進、教養の向上及びレクリエーションに関する講座や同好会の支援、認知症予防教室やリーダー養
成講座、健康相談などを実施します。

実施スケジュール 事業の推進は通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

助成金の交付件数  開設助成金：5件運営助成金　延70件

開設助成金：7件
運営助成金
上半期：38件
下半期：37件

38 事業名 八事福祉会館 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-1-5)

サービス向上委員会の開催回数 年2回 2回（6月、3月）
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

２　障害者への支援を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

障害者に対する支援の充実

障害者（児）とその家族の方が地域で安心して暮らしていけるように、福祉サービスの利用や各種制度の活用
等に関する総合相談を行う障害者基幹相談支援センターなどの関係機関と連携し、障害者の自立と社会参
加の促進を図ります。

実施スケジュール 随時

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

39 事業名 障害者相談支援 担当課  福祉課保健予防課

(将来ビジョン2-2-1)

障害者に対する支援の充実

（１）難病患者医療生活相談事業
保健センターにおいて、難病患者やその家族が療養上の不安を解消し、安定した療養生活の確保と生活の
質の向上を図るため、医師、保健師、理学療法士等による難病患者さんと家族のつどいを実施します。また、
必要に応じて保健師等による訪問や面接・電話相談を実施します。
（２）こころの健康相談
保健センターにおいて、こころの健康に関する様々な相談に応じます。

実施スケジュール
（１）①難病患者さんと家族のつどい：年４回、②保健師等による訪問・相談：通年
（２）通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

40 事業名 難病やこころの健康に関する相談支援 担当課 保健予防課

(将来ビジョン2-2-1)

自立支援連絡協議会の活動支援

自立支援連絡協議会における各部会のあり方を整理し直し、構成メンバーのニーズや新たな課題に即した
部会構成や運営方法を検討します。また、研修会・勉強会や障害者理解を進める啓発活動など各部会の活
動を障害者基幹相談支援センターと連携し支援します。

実施スケジュール 一年を通して行います。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

難病患者さんと家族のつどいの事業実施回数 4回

（１）①4回　②79
件

（２）来所相談
331件

電話相談　767件
訪問　175件

41 事業名 自立支援連絡協議会 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-2-2)

活動回数 40回以上 56回
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

障害者の就労する場の提供

障害者理解の促進と就労支援のため、区役所で授産製品を販売します。また、区役所主催のイベントへの出
店や各種媒体を利用したＰＲ活動にも積極的に取り組み、授産製品や授産製品販売事業所の周知に努めま
す。

実施スケジュール
各事業所が平日（年末年始等を除く）毎日販売し、障害者理解を推進するイベント、区民
まつり等にも出店します。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

42 事業名 授産製品販売促進事業 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-2-3)

障害者理解の推進

障害者の日常時だけでなく非常時のことにも焦点を当て、障害者が地域で安心して暮らせる地域づくりを進
めるために、昭和区自立支援連絡協議会と共催で、イベントを開催します。

実施スケジュール 障害者週間（12月3日～12月9日）に実施予定です。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

年間販売額 1,600千円 2,121千円

43 事業名 障害者理解を推進するイベント 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-2-4)

障害者理解の推進

外見からは分かりにくい障害・疾患のある方が、周囲の方に援助や配慮を必要としていることを知らせるため
に利用してもらうヘルプマーク及びヘルプカードの普及啓発を図ります。

実施スケジュール
自立支援連絡協議会や区役所主催のイベントを通して、チラシやポスターで啓発活動を
行います。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

44 事業名 ヘルプカード、ヘルプマークの普及促進 担当課 福祉課

(将来ビジョン2-2-4)

認知度 50% 45%
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

障害者理解の推進

地域住民、障害のある方、デザイナーやイラストレーターなどの絵の展示・販売を通じて障害理解につなげる
とともに、売上の一部を赤い羽根共同募金等に寄付します。

実施スケジュール 11月～12月初旬　実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

45 事業名 赤い羽根チャリティ展覧会 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-2-4)

障害者理解の推進

総合的な学習の時間や道徳の授業の機会等において、福祉に関するプログラムの提案や実施に向けた調整
を行います。

実施スケジュール
4月　小中学校への実施意向確認
年間　学校等からの依頼に基づいて実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施回数 年1回
年1回（10月1日～

11月2日）

46 事業名 福祉教育・福祉学習の推進 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-2-4)

実施回数 25回 19回
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

３　地域福祉の向上を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

地域福祉の推進

地域住民や各種団体、ボランティア、福祉施設・事業者等と連携して23のとりくみを推進します。

実施スケジュール
計画に位置付けた「とりくみ」の推進は通年
5月　推進プロジェクトチーム全体会
3月　評価ワーキング

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

47 事業名 地域福祉活動計画の推進 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-3-1)

地域福祉の推進

学区社会福祉協議会や町内等の地域住民による見守り活動の実施を支援します。

実施スケジュール 学区において通年実施（4月・3月にとりまとめ）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

とりくみ（実施項目）の実施状況 当該年度項目100％ 当該年度項目90％

48 事業名 ふれあい・ネットワーク活動 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン2-3-1)

生活保護受給者に対する就労支援等による自立の推進

被保護者に対する就労支援に際して、就労支援員による専門的な助言・協力を行うことで、効果的な支援を
実施し早期の就労と自立を進めるもの。

実施スケジュール
隔月で支援方針の確認会議を行い、就労支援員が状況に則した適切な支援が行える体
制で支援業務を進める。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施学区数 4学区 4学区

49 事業名 被保護者就労支援事業 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン2-3-2)

実施 実施 ―
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

４　区民の健康づくりの支援を進めます

№

取組内容

№

取組内容

健康に関する知識の普及啓発

生活習慣病の発症予防・重症化予防のための栄養指導・運動指導・歯科指導などの健康教室を実施しま
す。また以下の事業実施時に、がん検診や予防接種などの必要性を啓発します。
（１）子育てサロン
（２）ママ力UP！女性の健康講座
（３）乳がん検診
（４）特定保健指導
（５）なごや健康カレッジ"
（６）高齢者サロン

実施スケジュール 通年（19回）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

50 事業名 健康づくりに関する普及啓発事業 担当課 保健予防課

(将来ビジョン2-4-1)

健康に関する知識の普及啓発

イベント・模擬店の届出受付時に食中毒予防のため、手洗い励行啓発ラミネートを配布し、手洗いの徹底を
実施するための啓発を実施するもの

実施スケジュール 通年（イベント・模擬店の届出受付時）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

乳がん自己触診法の普及啓発実施回数 19回 8回

51 事業名 イベント等における手洗い励行キャンペーン 担当課 健康安全課

(将来ビジョン2-4-1)

イベント・模擬店を原因とする食中毒の発生件数 ０件
R  1：0件
H30：0件
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まちの姿２　誰もがいきいきと暮らせるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

（３）参加者アンケートで「大変良かった」「良かった」と答えた人の割合  100％
（１）13回

（２）延30件
（３）100％

健康づくりの支援

世代や対象に応じた健康課題に関する健康教育や相談支援を行います。
（１）思春期セミナー
区内小中学校と協働し、心と身体の変化が著しい思春期の児童生徒に対する健康教育を実施します。
（２）こころの健康相談日
こころの健康に関する悩みや困りごとに、精神科医による相談を実施します。(週1回、予約制）
（３）ママ力UP！女性の健康講座
乳児を育てる母親を対象とし、ロコモティブシンドローム予防のための栄養・歯科・運動指導や乳がん予防に
関する知識の啓発等を実施します。

実施スケジュール
（１）小中学校からの要請に応じ、随時実施
（２）毎週金曜日
（３）年４回（2日間コース）実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン2-4-2)

52 事業名 ライフステージに応じた健康教育・相談事業 担当課 保健予防課

53 事業名 区民主体の健康活動などへの支援事業 担当課 保健予防課

区民の力を活かした健康に暮らせるまちづくり

（１）ロコモティブシンドローム予防教室
保健環境委員と協働し、身近な地域においてロコモティブシンドローム予防に関する普及啓発を実施します。
（２）合同健康教室
区内で活動する健康づくりに関する自主グループが一同に会し、日頃の活動発表やグループ間での交流を
実施します。また地域の高齢者に対し介護予防の啓発および仲間づくりの機会も併せて実施します。

実施スケジュール
（１）通年。学区の要望に応じて実施
（２）年１回 （Ｒ2.10予定）

(将来ビジョン2-4-3)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(1)開催学区の数 （1）6学区 （１）8学区開催

54 事業名 （拡充） 昭和区卒煙・防煙プロジェクト 担当課 保健予防課

区民の力を活かした健康に暮らせるまちづくり

保健環境委員をはじめとする区民や関係機関と協働し、地域において卒煙・受動喫煙の普及啓発を実施し
ます。また、母子健康手帳の発行時に妊婦やそのパートナーに啓発物品の配布を通した普及啓発を行いま
す。

実施スケジュール 通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

　
妊婦への啓発 100%

講演会1回
出張教室1回

(将来ビジョン2-4-3)
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まちの姿３：子どもが豊かに育つまち

１　子育てしやすいまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

事業目標（指標） R２目標

研修の実施 研修の実施

民生子ども課

地域の子育て支援活動の推進

（１）赤ちゃん訪問事業
　区内の第1子の赤ちゃんがいる家庭に対し、民生委員・児童委員が訪問し、地域の情報を届け、地域と
子育て家庭をつなぐことによって、孤立を防ぎます。
（２）子育てサロンへの支援事業
　民生委員・児童委員や学区社会福祉協議会が主体となって学区単位で運営される子育てサロンに対し
て、運営経費の補助等を行います。また、令和2年度は運営力向上のため、主体となる民生委員・児童委
員に安全対策及び実技（手遊び、わらべ歌等）の研修を実施します。

（１）通年実施。
（２） 4月補助金申請受付
　　　5月補助金交付
　　　2年7月研修実施

（参考）
R１実績

－

55 事業名 （拡充） 地域での子育て支援 担当課

実施スケジュール

(将来ビジョン3-1-1)

子育て支援機関のネットワークによる支援

昭和区子育て支援ネットワーク連絡会による情報発信
（１）しょうわ子育てガイド
　公共施設や子育てサロン・遊び場などをマップ上に表示するとともに、各施設やサービスを掲載するな
ど、子育て支援マップによる情報の提供を行います。
（２）SHOW輪子育てウェブ
　昭和区内の子育て支援情報について小学校区単位で開催場所ごとに紹介しているサイトを運営します。
（３）ママブログ
　子育て中の親がライターとなって、支援者の視点で子育て支援情報を配信するブログを運営支援しま
す。

実施スケジュール

（１）6月作成
（２）1月～3月定期管理更新の他、随時記事掲載
（３）5月ライター募集説明会及び年5回程度ミーティング実施→延期(中止の可能性あ
り)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

56 事業名 子育て情報の発信 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-1-2)

ママブログのライター在籍数 12名

R  1：10名
H30：10名

（いずれも年度
末在籍数）
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

子育て支援機関のネットワークによる支援

（１）ぴよちゃんズ
　子育ての負担が大きく孤立しがちな双子や年子の保護者に対し情報交換や交流の場を提供します。
（２）親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」
　初めて育児をする母親と０歳児の赤ちゃんが一緒に参加し、知識を学ぶと同時に参加者同士の話し合い
の中で育児の知識やスキルを深めていくプログラムを開催します。
（３）子育て広場
　昭和区保育協会と連携し、乳幼児を子育てする家庭を対象に、親子で楽しいひとときを過ごすとともに、
育児仲間との交流を図る子育て広場を開催します。

実施スケジュール
（１）年4回（7月(中止)、9月、11月、2月）に保健センターで実施
（２）１講座4回の講座を2回保健センターで開催
（３）6月に昭和区役所講堂で開催→中止

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

57 事業名 子育て支援に関する講座や交流会の開催 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-1-2)

子どもの健やかな発達の支援

 新生児および乳児、産婦に対して新生児・産婦訪問指導員や保健師が訪問し、発育・栄養・疾病予防お
よび育児環境の把握、必要な保健指導・子育て支援を実施します。産後うつや育児困難感のある方には
継続した支援をすすめます。

実施スケジュール 通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」の参加者アンケートで「とて
も満足」「まあまあ満足」と答えた人の割合

90％以上 100%

58 事業名 新生児・乳児訪問 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

子どもの健やかな発達の支援

疾病および身体発育や精神発達面等の遅れや障害の早期発見に努め、保健・栄養・歯科の各相談指導
を実施します。また健診後も支援の必要な方や未受診者に対し、保健師による訪問や関係機関への連携
等を通し、切れ目のない支援を行います。

実施スケジュール 3か月児健診　21回、1歳6か月児健診　20回、3歳児健診　20回

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

 新生児・乳児産婦訪問実施率 100% 97%

59 事業名 乳幼児健診 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

健診未受診者追跡における未把握者数 0件 0件
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

子どもの健やかな発達の支援

妊婦やその配偶者、子育て中の親らを対象に、育児困難感のある親支援講座等を実施します。子育てに
必要な知識の普及啓発、講話・交流会等を通じ、安心して子育てができるよう支援を行います。

実施スケジュール 通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

60 事業名 子育て教室 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

子どもの健やかな発達の支援

妊婦全員を対象に、面接や妊婦寄り添い支援を実施します。妊娠・出産・子育てに悩む親とその家族等を
対象に、保健師等が子育て相談に応じ、「子育て世代包括支援センター」として妊娠期からの切れ目のな
い支援を実施します。

実施スケジュール 通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

事業回数 12回 9回

61 事業名 子育て総合相談窓口 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

子どもの健やかな発達の支援

平成25年より区の独自事業を開始。発達の遅れのある児とその保護者に対し、療育にかかわる関係機関
が相互理解を深め、適切な発達支援ができるよう支援体制の構築を目的に実施します。

実施スケジュール 年1回（8月予定）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

 妊婦面接および寄り添い支援実施率 100%

妊婦面接
100%

寄り添い支援
100%

62 事業名 障害児連絡会 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

子どもの健やかな発達の支援

育児相談実施時に、保健センター多目的室において区内のボランティアグループによる絵本等の読み聞
かせ会を実施します。

実施スケジュール 育児相談と同じ日に開催（年9回予定）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

会議の開催数 年1回 １回

63 事業名 絵本の読み聞かせ会 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-1-3)

実施回数 年9回 9回
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

子どもの健やかな発達の支援

保健センターでの3歳児検診実施時に、来所した子どもや保護者を対象に絵本の読み聞かせ会を実施し
ます。

実施スケジュール
3歳児健診の全会場で実施
　→4～6月分中止（健診中止のため）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

64 事業名 はじめての本との出会い事業 担当課 鶴舞中央図書館

(将来ビジョン3-1-3)

働きながら子育てしやすい環境づくり

（１）地域における保育の質の向上のため、昭和区保育協会において保育士を対象とした研修会を実施し
ます。
（２）地域の子育て支援及び保育園のPRのため、区内すべての保育所・小規模保育園が参加・連携し子育
て広場を開催します。
（３）昭和区保育協会に加入しない小規模保育園間の交流の場として小規模保育交流会を開催します。

実施スケジュール
（１）5月(中止)、9月に実施
（２）6月に実施　→中止
（３）年１回程度実施　→中止

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施回数 15回 18回

65 事業名 保育所との連携による子育て家庭への支援 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-1-4)

働きながら子育てしやすい環境づくり

　保育専門相談員である保育案内人を中心に、保育所入所を希望する保護者の個別のニーズを聞き取
り、その状況に応じた保育に関する情報提供を行います。

実施スケジュール 通年実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

66 事業名 個々のニーズに応じた保育情報の提供 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-1-4)

実施 実施 ―
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

２　家庭環境等に困難のある子どもへの支援を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

連携強化による児童虐待防止への取り組み

（１）代表者会議
　多数の児童関係機関の連携を進めるため開催します。
（２）実務者会議
　関係機関と区内の要保護児童等の実態把握や援助方針の確認や検討を行うため開催します。
（３）サポートチーム会議
　状況に応じて、直接ケースに関わる関係機関の担当者で編成され、具体的な支援の内容を検討します。

実施スケジュール
（１）年1回開催
（２）月1回開催
（３）必要時開催

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

67 事業名 なごやこどもサポート昭和区連絡会議の運営 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-2-1)

連携強化による児童虐待防止への取り組み

（１）特定妊婦訪問支援事業
出産後の養育において出産前より支援を行うことが特に必要な妊産婦に対し、助産師や保健師が継続的
に支援し、適切な養育環境を整え児童虐待の予防に努めます。
（２）周産期連携会議
平成27年より区の独自事業を開始。区内周産期医療にかかる産科医療機関はじめ関係機関の相互理解
を深め、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し適切な支援を開始できるよう保健・医療・福祉におけ
る連携体制の構築を目的に実施します。

実施スケジュール
（１）必要時実施
（２）年１回（12月予定）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

区内での死亡事件の防止 死亡事件0件
R 1：0件
H30：0件

68 事業名 専門職の連携による妊産婦支援 担当課 保健予防課

(将来ビジョン3-2-1)

地域への啓発と見守り体制づくり

（１）オレンジリボンキャンペーン
　児童を虐待から守るため、国が定める11月とともに条例により名古屋市が独自に定める５月を児童虐待
防止推進月間と定め、両月間を中心に児童虐待防止の啓発事業を行います。
（２）子育て支援講座
　キッズステーションとの共催で親が暴力や暴言でない正しい方法で子どもとコミュニケーションをとり、正し
い子育てをおこなうための技術を学ぶ講座の開催します。
（３）子育て講演会
　育児不安を解消し、子育て意識の共有を図る講演会を開催します。

実施スケジュール
（１）5月、11月に実施
（２）10月～12月に開催　→中止
（３）11月に開催

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

（２）会議の開催数 年1回 1回

69 事業名 児童虐待防止推進月間における啓発事業 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-2-2)

子育て講演会の参加者アンケートで理解が深まったと答えた人の割合 90％以上
R 1：100%
H30：98%
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

№

取組内容

家庭環境等に困難のある子どもに寄り添う支援

　家庭環境等に困難のある子どもの養育環境を整え、家事育児支援とともに家庭状況の把握のために、養
育ヘルパーによる訪問支援を行います。

実施スケジュール 事業実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

70 事業名 養育支援ヘルパー事業 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-2-3)

家庭環境等に困難のある子どもに寄り添う支援

　ひとり親家庭や生活保護世帯等の中学生を対象に大学生を中心とする学習サポーターによる学習会に
ついて、対象者に適切にご案内します。

実施スケジュール 通年実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

71 事業名 中学生などへの学習支援事業 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-2-3)

実施 実施 実施
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

３　子どもが健全に育つまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

子どもの健全育成に向けた啓発

（１）夏・冬の青少年をまもる運動期間などにPTAなどと協力してパトロールを行います。また子どもたちの下
校時刻に合わせ、青色回転灯防犯パトロールを実施します。
（２）子どもたちが健やかに育つ地域としていくため、女性会などの地域団体による世話やき活動に協力し
ます。

実施スケジュール
（１）PTAパトロール　7月、12月、3月
　　　青色回転灯パトロール　通年
（２）世話やき活動　通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

72 事業名 子どもの見守り活動 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン3-3-1)

子どもの健全育成に向けた啓発

子どもをインターネットの利用による犯罪から守るため、各種行事の場を通じて保護者や子どもにインター
ネットの安全利用について啓発します。

実施スケジュール 行事に関連した啓発

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

パトロールの実施回数 55回 49回

73 事業名 インターネットの安全利用の啓発 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン3-3-1)

子どもの健全育成に向けた啓発

（１）親子のふれあいを増進し子どもたちが豊かに過ごす機会とするため、昭和区子ども会育成連絡協議
会と合同で「親子で作る冬の飾り付け」を開催します。
（２）青少年健全育成の気運を高めるため、冬の青少年をまもる運動期間中に、青少年健全育成をテーマ
とした作品を区内小中学生から募集する「青少年育成作品展」を実施します。優秀作品の表彰を行うととも
に、区役所講堂ロビーにおいて応募作品の展示を行います。
（３）親子の対話の促進を図り、子どもの健やかな成長に寄与するため、「夏休み親子ふれあい映画会」を
開催します。また映画の前後に青少年健全育成に関する啓発活動を行います。
（４）親子のふれあい増進と子どもたちの健康な心身を育む一助とするため、昭和区スポーツ推進委員連
絡協議会と協働で「親子ドッヂビー大会」を開催します。

実施スケジュール

（１）親子で作る冬の飾り付け　12月13日（日）予定
（２）青少年育成作品展　12～1月に作品募集、3月に展示予定
（３）夏休み親子ふれあい映画会　8月26日（水）予定　→延期
（４）親子ドッヂビー大会　9月27日（日）予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

啓発の実施 実施 実施

74 事業名 （拡充） 健全育成に向けた事業の実施 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン3-3-1)

催事参加者数と作品応募数 600 564
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

子ども会活動の推進・支援

（１）子ども会活動の円滑な運営を図るため、各子ども会の指導者・育成者に対して、研修を行います。
（２）子ども会活動の活性化を図るため、ソフトボール大会やキャンプを始めとした目玉行事を円滑に実施し
ます。
（３）各行事の運営支援を行うジュニアリーダを養成します。

実施スケジュール

（１）5月(中止)、11月に実施
（２）・ソフトボール大会の開催(9月)
　　・親子ふれあいドッヂボール大会の開催(11月)
　　・親子ふれあいコンサートの開催(8月)　→中止
　　・キャンプの実施（8月）
（３）・ジュニアリーダー養成講座の開催(年11回)
　　・ジュニアリーダ―研修会の開催(年12回)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

75 事業名 子ども会活動の支援 担当課 民生子ども課

(将来ビジョン3-3-2)

学びの機会の提供や地域での子どもの居場所づくり

子どもの社会への興味・関心を深めるため、子どもだけで運営する模擬の「まち」をつくり、「働く」「遊ぶ」
「食べる」などを体験することで社会のしくみを学び主体性を養う行事を開催します。

実施スケジュール 12月　開催

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

76 事業名 こどものまち 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン3-3-3)

学びの機会の提供や地域での子どもの居場所づくり

子どもの居場所の開設や運営に関する相談、子ども食堂運営への経費助成（名古屋市子ども食堂推進事
業費補助金）を行います。

実施スケジュール 開設や運営に関する相談（随時）、子ども食堂への経費助成（随時）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

小中学生の参加人数 220人 233人

77 事業名 子どもの居場所づくり 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン3-3-3)

開催件数 10件 7件
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まちの姿３　子どもが豊かに育つまち

№

取組内容

78 事業名 白金児童館 担当課 社会福祉協議会

1日あたりの遊び場利用の人数です。 100人／日

遊び場利用者
81.1人／日

児童館利用者全
体145.5人／日

学びの機会の提供や地域での子どもの居場所づくり

安心・安全に過ごせる遊び場を提供するとともに、各種行事、クラブの実施を通して子どもたちの健全育成
を図るとともに、中高生を対象とした開館時間の延長や学習支援を実施します。

実施スケジュール 児童館開館日／293日、中高生の居場所／48回、学習支援／104回（2会場分）

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン3-3-3)
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まちの姿４：ふれあいやにぎわいのあふれるまち

１　区民のふれあいと交流が盛んなまちづくりを進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

79 事業名 （拡充） 区民まつり 担当課 地域力推進室

来場して「よかった」「まあまあよかった」と回答した人の割合 93%
R1  ：92.1％
H30：92.4％

ふれあいや交流の場の創出

地域と行政の共同による手づくりのまつりに新たな試みを加え、区民のふれあいと交流を促進する区民ま
つりを開催します。

実施スケジュール
準備会or役員会：4月下旬、第1回総会：5月下旬、第2回総会10月上旬、祭り当日：10
月25日（日）、第3回総会：12月上旬

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン4-1-1)

ふれあいや交流の場の創出

八事里山づくりの会をはじめとする地域団体や大学、八事商店街などと協働で「環境とエコ・森と自然」を
テーマに開催する手づくりの春まつりを開催します。

実施スケジュール
準備会：1月中旬、第1回実行委員会：2月上旬、第2回実行委員会：3月中旬、祭り当
日：4月29日（水）見込み、第3回実行委員会：6月上旬　　→中止

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

80 事業名 （拡充） 八事の森の春まつり 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-1-1)

ふれあいや交流の場の創出

「ともに生きる地域づくり」を目指して、ふれあいや交流を深めるため、障害者団体・施設やボランティアが
中心となって、シンポジウム、ステージ企画、模擬店、バザー等を行うまつりを開催します。

実施スケジュール 8月下旬　開催　→延期

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

来場者の満足度 85%
(次回も来たい人

の数)
Ｈ30：85.4％

81 事業名 福祉まつり 担当課 社会福祉協議会

(将来ビジョン4-1-1)

実施回数 年1回
年1回（8月17日～

18日開催）
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まちの姿４　ふれあいやにぎわいのあふれるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

地域活動の支援

（１）地域活動の支援
　　　地域住民相互のつながりや絆を深められるよう、地域が主催する盆踊り、運動会、餅つき大会などの
行事や地域活動を支援します。
（２）地域の取組みなどを広く区民へ紹介する手法の検討
　　　区民が地域活動に関心や興味を持ち、地域活動の担い手となるきっかけづくりや町内会への加入促
進の一助とするため、地域活動の予定や取組みを広く区民に紹介するための手法について、各学区区政
協力委員長をはじめとした地域の協力・連携を得ながら検討します。

実施スケジュール 通年

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

82 事業名 地域活動の支援及び発信 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-1-2)

地域活動の支援

多年にわたり、地域での自主的なまちづくり活動を通して、昭和区のまちづくりに貢献されている区民（個
人または団体）を学区連絡協議会の推薦に基づき、区長が表彰します。

実施スケジュール
７月　学区連絡協議会に対して推薦依頼
10月25日（日）　昭和区区民まつりにて表彰式実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

地域活動の取組み等を紹介する手法について、検討します。 実施 ―

83 事業名 区民表彰 担当課 企画経理室

(将来ビジョン4-1-2)

若い力の活用

（１）高校生・大学生などによる各種イベントへの参画
　　　地域活動を理解し、協力する意識を育てるため、高校生や大学生などが区民まつりや各種イベントに
参画できる機会を設けます。
（２）ショウちゃん隊の支援
　　　登録しているサポーターがより主体的に、まちづくり事業へ参画したり、地域団体、行政機関との連携
を深めていけるように支援します。

実施スケジュール
川名公園森づくり隊：毎月第1土曜、春まつり：4.月29日（水）　→中止　、区民まつり：10
月25日（日）、各学区行事

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施
学区推薦9名
区推薦2団体

84 事業名 昭和区まちづくりサポーターの活動支援 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-1-3)

サポーターの参加イベント数 17回
R1  :15回
H30:13回
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まちの姿４　ふれあいやにぎわいのあふれるまち

２　文化・スポーツ活動や生涯学習の支援を進めます

№

取組内容

№

取組内容 (将来ビジョン4-2-2

№

取組内容

文化活動の振興

（１）地域文化の発展と華道の振興を図るため、昭和区華道文化クラブに所属する各流派の会員及び社中
によるいけ花展を開催します。
（２）美術創作活動を行っている区民に作品発表の場を提供するとともに、広く美術文化の振興を図るた
め、美術展を開催します。
（３）区民が文化芸術活動を身近に感じ、鑑賞し、参加する機会とするため、「区民ふれあい芸術祭」を昭和
文化小劇場と共催にて開催します。

実施スケジュール
（１）いけ花初夏展　6月7日（日）予定　　→中止、いけ花展　10月11日（日）予定
（２）区民美術展　10月3日（土）～6日（火）　予定、昭美展　3月　予定
（３）区民ふれあい芸術祭　2月6日（土）　予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

85 事業名 文化事業の開催 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-2-1)

気軽にスポーツに参加できる環境づくり

地域スポーツの振興を図り、区民の健康増進と生涯スポーツの推進、明るい地域社会の建設に寄与する
ため、ウォーキングイベントや各種スポーツ大会など、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が気軽に参
加することができるスポーツ事業を実施します。

実施スケジュール

ソフトボール大会（男子・女子）4～5月予定　→中止、ＯＢ軟式野球大会4月予定　→中
止、新緑の八事山を歩きませんか4月予定　→中止、レクインディアカ大会6月予定　→
中止、女性レク・バレー大会（春）6月予定　→中止、女性レク・バレー大会（秋）11月予
定、区民軟式野球大会6～7月予定、親子ドッヂビー大会9月予定、区民卓球大会11月
予定、グラウンドゴルフ大会12月予定、学区ふれあいスポーツ大会2月予定、区剣道大
会3月予定、子ども会ソフトボール大会9月予定、子ども会ドッジボール大会11月予定、
老人クラブグラウンドゴルフ大会5月予定　→中止、老人クラブ カローリング大会6月予
定　→中止、老人クラブペタンク大会10月予定、老人クラブ クロリティ大会12月予定、
学区女性会カローリング交流会3月予定、ウォーキング3月予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

区主催の文化事業への出品者・来場者数（延べ人数） 3,540人 2,000人

86 事業名 スポーツ事業の実施 担当課 地域力推進室

気軽にスポーツに参加できる環境づくり

区内の各種スポーツ大会の成績を得点化し、学区対抗で総合成績を競う区民スポーツ祭を開催します。
子ども会や老人クラブが主催するスポーツ大会を得点対象競技に加えることで、子どもから高齢者まで幅
広い年齢層が参加可能な祭典として開催します。また令和2年度から、区民スポーツ祭の対象種目として、
子どもから高齢者までが気軽に参加可能な学区ふれあいスポーツ大会を開催します。

実施スケジュール
区民スポーツ祭 通年
学区ふれあいスポーツ大会 2月23日（火）予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

スポーツ事業の参加者数（延べ人数） 2,170人 1,781人

87 事業名 (新規） 区民スポーツ祭の開催 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-2-2)

学区ふれあいスポーツ大会の参加学区数 11学区 ―
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まちの姿４　ふれあいやにぎわいのあふれるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

学びの場の提供

様々な学習ニーズに対応するため、生涯学習センターと連携して各種の生涯学習講座を開催します。

実施スケジュール

発見！川名公園　6月予定、親子そば打ち道場　未定、八事の森の夜の虫たちの観察
未定、
親子でつくろう！ショウちゃんパン・ココロンパン（社会福祉協議会とも連携）
2回実施、時期未定、
親子ふれあいコンサート　8月予定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

88 事業名 学習講座の開催 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-2-3)

学びの場の提供

静けさを大切にする図書館でリラックスタイムを設け、館内で音楽に耳を傾ける時間を演出するため、図書
館内でコンサートを実施します。

実施スケジュール 12月実施見込み

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

講座の参加者数 570人

365人
※「発見！川名
公園」が雨天中

止

89 事業名 図書館コンサート 担当課 鶴舞中央図書館

(将来ビジョン4-2-3)

学びの場の提供

各グループの活動発表や作品展示等を行うセンターまつりを開催します。

実施スケジュール
10月10日（土）
10月11日（日）
延期や中止の可能性あり。

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

開催回数 1回以上 1回

90 事業名 生涯学習センターまつり 担当課 生涯学習センター

(将来ビジョン4-2-3)

参加者数・参加グループ数
参加者数1000人
グループ15団体

参加者数
H30：1652人
グループ数

R  1：29
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まちの姿４　ふれあいやにぎわいのあふれるまち

３　昭和区の魅力発信を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

歴史・文化的魅力資源の情報発信

地域で活動する団体や、学生との協働で区内を5つのエリアに分けてマップの製作をします。令和２年度
は、5番目のエリア（八事学区、興正寺）のマップを製作します。また、作成したマップを活用し、まち歩きイ
ベントを実施し区の魅力を発信します。

実施スケジュール
マップ製作委員会：年7回
完成：2月

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

91 事業名 ぶらり昭和区MAPの製作 担当課 地域力推進室

(将来ビジョン4-3-1)

歴史・文化的魅力資源の情報発信

鶴舞中央図書館にて区に関する行政や地域情報などの展示（「教えて！昭和区博士」）を行い、区民への
情報提供と区の魅力を発信します。

実施スケジュール
中区・昭和区コーナー内にて、中区に関するテーマ展示と昭和区に関するテーマ展示
を概ね2か月交替で実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

マップ製作等に関わる地域団体関係者の数 80
R1  :49
H30:78

92 事業名 鶴舞中央図書館「中区・昭和区コーナー」 担当課 鶴舞中央図書館

(将来ビジョン4-3-1)

区の特性を生かした魅力の磨き上げ等

（１）昭和区・歴史と文化の交流会
　　　八事興正寺、興正寺公園の他、宗春参詣ルート散策や歴史文化体験会などを実施し、『宗春』ゆかり
の歴史・文化的財産の魅力を発信します。
（２）将来ビジョンの推進体制の整備
　　　昭和区将来ビジョンの重点テーマである「公園を活用した区の魅力発信」を推進するための体制づく
りについて検討し、整備を進めます。

実施スケジュール 関係者打合せ：6～7月、広報・募集：8月、体験会：11月頃

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施回数 3回 3回

93 事業名 (新規） 公園を活用した区の魅力発信 担当課 企画経理室、地域力推進室

(将来ビジョン4-3-2)

（1）参加者の満足度 80% -
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まちの姿４　ふれあいやにぎわいのあふれるまち

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

区のマスコット、区の花・木などによる魅力発信

鶴舞中央図書館と共同で、昭和区のマスコットキャラクター「ショウちゃん」のイラストの入った貸出券を発行
します。

実施スケジュール
5月　作成
通年　希望者に対して貸出券を発行

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

94 事業名 図書館貸出券コラボカード発行事業 担当課 企画経理室

(将来ビジョン4-3-3)

区のマスコット、区の花・木などによる魅力発信

区の魅力発信のため、広報隊員「ショウちゃん」の普及につとめ、地域イベント等への参加、イラストでの紙
面登場など各種事業の広報・啓発を実施します。

実施スケジュール 通年実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

発行枚数 1,300枚 1,008枚

95 事業名 「ショウちゃん」による区のPR 担当課 区役所全課

(将来ビジョン4-3-3)

ショウちゃんの認知度 60% 59%

96 事業名 区の花などによる魅力発信事業 担当課 地域力推進室

区民アンケートで「区の花がハナショウブであること」を知っている人の
割合

35%
R1  :33.4％
H30:34.9％

区のマスコット、区の花・木などによる魅力発信

（１）ハナショウブ魅力発信事業
　　　鶴舞公園の菖蒲池において、緑化センター、桜花学園高等学校インターアクトクラブの協力をいただ
きながら、株分けや、草取り等ハナショウブの栽培体験事業を実施します。
（２）昭和区民のうた「好きです昭和区」による魅力発信
　　　区民まつり、地域の盆踊り、区役所庁内放送などで、積極的に昭和区民のうたを活用し、区民の昭和
区への愛着を高めます。

実施スケジュール
関係者打合せ：2～3月、広報・募集：4月、第1回講習会：6月上旬、第2回講習会：6月
下旬、第3回講習会：9月上旬

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン4-3-3)
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区政運営：まちを支える区役所

１　窓口サービス・庁舎環境を改善します

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

97 事業名 区役所窓口アンケート 担当課 総務課

98 事業名 庁舎案内表示等の改修 担当課 総務課

さわやかマナー窓口アンケートの回答数 300人 284人

窓口サービスの向上・迅速化

来庁者の生の声をお聞きし、窓口サービスの改善に活かすアンケートを実施します。

実施スケジュール 11月に区役所窓口でのさわやか窓口アンケートを実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

(将来ビジョン5-1-1)

区民アンケートにおける窓口サービス向上や環境改善への評価 80% 69%

窓口環境等の改善

実施スケジュール

来庁者の目線で分かりやすい窓口案内とするため、区役所全体の案内表示等を改修します。

実施スケジュール 8月から9月にかけて案内表示等を改修

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

99 事業名 区役所庁舎の環境改善 担当課 区役所全課

庁舎のLED化や空調の改修等を進め、庁舎環境を改善し、来庁者の快適性の向上を図ります。

通年実施

窓口環境等の改善

(将来ビジョン5-1-2)

(将来ビジョン5-1-2)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

窓口での説明のわかりやすさの満足度

100 事業名

(将来ビジョン5-1-3)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

庁舎の環境改善の実施 実施
庁舎内照明のＬ
ＥＤ化工事など

100% 99%

窓口サービス向上のための職員の能力開発 担当課 総務課

来庁されたお客様の満足度（CS）を向上させるためのスキル向上と職員の意識改革に取り組みます。
（１）説明力向上のための研修実施
　 お客様が求める内容を的確に説明できるよう、専門の講師を招き、係員の説明力向上の研修を実施しま
す。
（２）接遇の向上
　区役所窓口アンケートの結果をもとにふりかえりを実施することで接遇の向上を図ります。

実施スケジュール
（１）8月
（２）2月

職員の能力開発・意識改革
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区政運営：まちを支える区役所

２　区民ニーズの把握と区民への情報発信を進めます

№

取組内容

№

取組内容

№

取組内容

区政に対する認知度や意見等を把握し、調査の結果を区政運営等の参考とするため、無作為抽出した区
民2,000人を対象とした区民アンケートを実施します

実施スケジュール
6月　アンケート実施
9月　公表（区ウェブサイト）

区民ニーズの把握(将来ビジョン5-2-1)

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

101 事業名 区民アンケート 担当課 企画経理室

地域で活動する区民の視点で区政全般の議論を行ない、幅広く区民意見を聴取します。

実施スケジュール 時期未定

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

アンケート回答率 45% 43%

102 事業名 区民会議 担当課 企画経理室

区民ニーズの把握(将来ビジョン5-2-1)

区民まつりや成人式、選挙出前トークなど、幅広い年齢層の方に楽しみながら選挙を身近に感じてもらえ
るよう、明るい選挙昭和区推進協議会と協働で啓発活動を実施。

実施スケジュール
10月　区民まつり選挙ブースの出展
11月　明るい選挙ポスター・書道作品展
  1月　成人式でのキャンペーン

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

実施 実施 実施

103 事業名 選挙啓発の実施 担当課 総務課

広報の媒体や内容の充実(将来ビジョン5-2-2)

実施回数 5回以上 6回
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区政運営：まちを支える区役所

№

取組内容

№

取組内容

（参考）
R１実績

104 事業名 広報の充実 担当課 地域力推進室

広報の媒体や内容の充実

（１）民間情報誌と連携した昭和区のＰＲ
　　　区の魅力を再発見し、区への愛着や誇りを高めていただくために、各学区の魅力を始め順次紹介し
ます。
（２）広報なごや、公式ウェブサイト、フェイスブックによる広報
　　　毎月発行する市の広報誌「広報なごや」、ウェブサイトやフェイスブックなどインターネットを介した広域
的な広報の展開に取り組んでいきます。

実施スケジュール

（１）民間情報誌と連携した昭和区のＰＲ
1月：将来ビジョン、２月：吹上、3月：広路、4月：八事、5月：川原、6月：休刊　7月：伊
勝、8月：松栄、9月：御器所、10月：滝川、11月：鶴舞、12月：村雲、1月：白金、2～3月
検討中
《各月2カ月前下旬に対談等、1カ月前中旬校了》
（２）広報なごや、公式ウェブサイト、フェイスブックによる広報
広報なごや：毎月発行、公式ウェブサイト・フェイスブック：随時

事業目標（指標） R２目標

(将来ビジョン5-2-2)

（１）民間情報誌掲載回数
（２）①区ウェブサイト総ページアクセス件数、

　　　②フェイスブックの投稿件数

（１）毎月
（２）①280,000件

　②80件

（Web）
R 1:235,248件、
H30:261,264件

（FB）
R 1:54件、H30:40

件

105 事業名 区役所庁舎を活用した区のPR 担当課 区役所全課

広報の媒体や内容の充実

実施 実施 実施

事業目標（指標） R２目標
（参考）
R１実績

情報コーナーを各所属が交代で利用できる広報用展示スペースとして活用し、各所属の事業・啓発など、
タイムリーかつメリハリのある広報を実施します。

実施スケジュール 通年実施

(将来ビジョン5-2-2)
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令和２年度 自主的・主体的な区政運営における予算 

 区民ニーズと地域の特性に応じた施策を実施するため、区役所が自主性・主体性を発

揮し区政運営方針に掲げた取り組みを行うための予算として計上しています。 

めざすまちの姿 事 項 
予算額 

（千円） 

安心・安全で快適に

くらせるまち 

親と子の災害体験教室 89 

健康管理リーダーの養成 242 

防犯啓発事業 250 

交通安全啓発事業 188 

花と緑のまちづくりを進める団体支援 184 

人とペットの共生推進事業 120 

誰もがいきいきと

暮らせるまち 

高齢者世帯支援・見守り事業ガイドの作成 20 

障害者理解を推進するイベント 120 

手洗い励行キャンペーン 131 

昭和区卒煙・防煙プロジェクト 113 

子どもが豊かに育

つまち 

地域の子育てサロン支援事業 350 

青少年育成作品展 103 

夏休み親子ふれあい映画会 176 

ふれあいやにぎわ

いのあふれるまち 

区民まつり 5,355 

八事の森の春まつり 140 

区民表彰 10 

昭和区まちづくりサポーターの活動支援 36 

昭和区区民ふれあい芸術祭 200 

区民スポーツ祭・学区ふれあいスポーツ大会 80 

ぶらり昭和区 MAP の製作 460 

昭和区マスコット「ショウちゃん」による区の PR 218 

区の花「ハナショウブ」の魅力発信 123 

まちを支える区役

所 

窓口サービス向上研修 200 

区政運営方針の策定、区民アンケートの実施 747 

合   計 9,655 

 

令和２年度 区の特性に応じたまちづくり事業にかかる予算 

事 項 
予算額 

（千円） 

川名公園 みんなの公園プロジェクト 1,155 

昭和区・歴史と文化の交流会 669 

      合   計 1,824 
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（参考）令和 2 年度昭和区の主な行事予定一覧   

開催日 行事名 関係部署 

9 月 6 日 総合防災訓練 総務課 

9 月 19・20 日 宿泊型避難所運営訓練 総務課 

9 月 27 日 防災・減災まつり 総務課 

10 月 10・11 日 生涯学習センターまつり 生涯学習センター 

10 月 3～6 日 区民美術展 地域力推進室 

10 月 25 日 区民まつり 地域力推進室 

11 月頃 昭和区・歴史と文化の交流会 地域力推進室 

11 月下旬 介護フェスタ 

福祉課・保健予防課 

社会福祉協議会 

いきいき支援センター 

12 月初旬 障害者理解推進のためのイベント 福祉課 

12 月中 こどものまち 
社会福祉協議会 

民生子ども課 

1 月 10 日 成人の日記念式 地域力推進室 

2 月 6 日 区民ふれあい芸術祭 
文化小劇場 

地域力推進室 

2 月 23 日 学区ふれあいスポーツ大会 地域力推進室 

3 月下旬 ぶらり昭和区マップまち歩きイベント 地域力推進室 

※開催日等は変更される場合もあります。 
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電話番号のご案内 

昭和区役所 731-1511(代表) 

昭和保健センター 735-3950(代表) 

【各階のご案内】 

１階 

市民課 
戸籍係 735-3831 

住民記録係 735-3838 

保険年金課 
管理係 735-3841 

保険係 735-3844 

福祉課 

高齢福祉係 735-3911 

介護保険担当 735-3914 

地域包括ケア推進担当 735-3874 

障害福祉係 735-3893 

２階 民生子ども課 

民生子ども係 735-3891 

子ども家庭支援担当 735-3901 

保護係 735-3896 

生活保護担当 735-3895 

３階 

総務課 

庶務係 735-3812 

防災担当 735-3811 

統計選挙係 735-3819 

企画経理室 735-3872 

地域力推進室 

地域力推進係 735-3823 

生涯学習担当 735-3826 

安心・安全で快適なまちづくりの企画担当 735-3821 

５階 

健康安全課 
企画管理係 735-3953 

食品衛生・動物愛護等担当 735-3959 

保健予防課 

保健感染症係 735-3962 

感染症対策担当 735-3964 

保健看護担当 735-3961 
   

昭和警察署  852-0110 

昭和消防署 841-0119 

昭和環境事業所 871-0504 

昭和土木事務所 751-5128 

鶴舞中央図書館 741-3131 

上下水道局瑞穂営業所 841-7146 

昭和区社会福祉協議会 884-5511 

西部いきいき支援センター 884-5513 

東部いきいき支援センター 861-9335 

昭 和 生 涯 学 習 セ ン タ ー  852-1144 

昭 和 文 化 小 劇 場  751-6056 
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