
平成２８年１１月

熱田区役所

平成２８年度　熱田区　区民アンケート

アンケート自由意見



【 ご意見・ご要望 】

問7.  ご意見・ご要望等（自由記入）              

１ 20歳代の意見 ・・・ｐ１ ２

２ ３0歳代の意見 ・・・ｐ２ ５

３ ４0歳代の意見 ・・・ｐ5 １０

４ ５0歳代の意見 ・・・ｐ１０ １2

５ ６0歳代の意見 ・・・ｐ１2 １5

６ ７0歳代の意見 ・・・ｐ１5 １7

７ ８0歳以上の意見 ・・・ｐ１7 18



問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田区のまちづくりや熱田区役所に対するご意見・ご要望、今後、熱田区をさらに魅力あふれる

まちにするために取り組むべき施策などがありましたら、ご自由にお書きください。

＊下記のご意見は、固有名詞が含まれている場合や長文の場合などは、省略もしくは簡略した

りするなどして掲載させていただいております。

自由記載意見

　　　　　1　２０歳代の意見

車のマナーが少し悪いと思います。夜中などは、信号を無視する人が多く、危ないと思います。取り
組む対策は、警察官が取り締まるしかありませんが、何か対策をよろしくお願いします。

日常の中で住民が意識できるよう、まち全体で防災に備える空気をつくってほしい。

町内会の回覧板は必要ないと思います。

共働きで子育て世代からみると、保育園が不足していると感じています。

保育園になかなか入れない。保育料も高い。

せっかく立地も治安もよいのに、他県民には「ねった区？」と言われる。熱田神宮がもっと有名にな
ればうれしい！

神宮前の商店街の活性化。せっかく立地はいいのに寂れていてもったいない。

役所の人がてきとう。役所の対応悪すぎ。

近いうちにくると言われている東海大震災に備えて、もっと情報発信やコミュニティ強化の呼びかけ
に力を入れてほしい。

生まれ育ったまちなので、多方面で地域が活性化できればいいかと思います。

カラス。

中学・高校・大学生～社会人（３５歳未満）を対象に、同様のアンケートや意見を求める場をもっと
設けたほうがいいと思いました。

保存のきく土産ものの製作。各地を旅行していると、名古屋土産にはあまり魅力がない＆日持ちのし
ない半生菓子系が多いように思うので、熱田発信でなにかつくれればブランド化できるのではない
か？
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

私の大好きな音楽アーティストが、ツアーで名古屋に来た時に熱田神宮を訪れてその事をツイッター
へアップしていました。今日も多くの方が熱田さんへ観光しにみえます。そんな地で暮らしているこ
とを誘りに思っております。

他区に比べて、家賃が高い。

　　　　　2　３０歳代の意見

住宅地に外灯を増やしてほしいですね。駅からの帰り道が暗めです。

防犯カメラの設置や、外灯を増やすなど（大通り以外）。安全に住めるまちづくりをしてほしい。

近隣の家が空き巣被害に遭っているので、防犯対策についての地域の勉強会や取り組みに力を入れて
いただきたいです。

自転車のマナー。

自然があり、公園もたくさんあるため、子ども達にとっての環境はいいと思います。ただ、そのよう
な場所でのら猫にエサやりをする人達をみかけるため、フンが多く、臭いも（夏場は特に）あり、小
さい子どもが安心して遊べる状態ではありません。最近、「置きエサ禁止」の看板が近所の公園に建
てられましたが、次の日も変わらずエサやり、水は継続しています。区役所の方がいる時は、その人
達も帰っていったので、見まわりなどもっと積極的に対応していただけると子育てしている私にとっ
てはありがたいです。

区民同士のコミュニケーションをもっとつくれる場や、イベント等はもう少しあってもよいかな…
と。例えば、学校や地域の企業・自治体等と連携して、区内のクリーンアップ清掃を行うなど。

子育て支援に力を入れて欲しい。２人目以降もサロンに参加したい（気軽に相談できる人が欲しい。
相談ダイヤルではなく、知っている人と顔を見て話したい。わざわざ相談するのはとてもパワーがい
るので、サロンでは話しやすかったです。）。

あまり子育てにむいた地域ではないと思う。

子育て支援センターが遠くてなかなか行けないので、区役所内でも遊べる場所を提供してもらえると
ありがたいです（月に１度のこのゆびとまれには参加済で、月１では足りないので）。

高階層のマンションが増え、幼い子どもがとても増加していると思います。現在は、幼稚園（保育
園）も定員ぎりぎりとなっていますが、これから、小学校の教室が足りるのかとか、放課後の学童な
ど、足りなくなると思われます。早めに対策をとって欲しいです。

子育てをして、不便に感じたことがいくつかあった。小児科の病院がないこと（近くに）。子育て交
流の場は月１回あったが、気軽に集える場所があれば、もっとひとりで悩まず子育てができたと思
う。

2



問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

私は男の子２人を育てています。ゲームより体を動かすことが好きな息子達ですが、公園で野球、
サッカー禁止となっているため遊ぶ場所がありません。そのため家の前でキャッチボールをしていた
ら通りがかりの年配の方に子どもは怒鳴られました。子どもが思いっきりボール遊びが出来る場所を
お願いいたします。

一人暮らし、高齢夫婦等の関わり。高齢社会で介護している人への心の負担など聞いてあげる。

スポーツ施設（区）があると良いと思う。公園も増やし、スポーツができる環境をつくった方が良
い。

せっかく名古屋学院大学が熱田区にできたので、区と協力したイベントが増えるといいなと思いま
す。大学ができ、白鳥公園付近の雰囲気が良くなり、気に入っています。

熱田神宮近くの商店街を活性化し、趣のある雰囲気にして、イメージを、伊勢神宮のおかげ横丁まで
はいかなくとも、人が、熱田神宮に用事がなくても集まるような場所になるといいと、ずっと考えて
いました。屋台も、もう少し工夫し、今時感が出るといいと思います。熱田区は、やはり熱田神宮の
イメージが強いと思うので

熱田神宮を生かし、観光客が来やすい環境づくり。

熱田神宮近辺の商店街を活性化したらどうか。

熱田神宮前の商店街の活性化、観光客が訪れる商店街にする。

熱田神宮のまわり、商店街などを横丁のように活気がでれば観光客の方たちがもっと楽しめる場所に
なるのではないかと思います。おみやげ、休憩所などがないなと感じます。

熱田神宮を生かす商店街づくり。お伊勢さんのおかげ横丁までいかなくてももう少し何とかして欲し
い。

熱田神宮前の商店街をもう少しきれいに、イキイキした場所、神宮へ行った時に少しより道したい場
所や行ってみたくなる所になるとよいと思う。区役所や図書館へ神宮前からすぐ行ける様になるとよ
いと思います。

熱田神宮前の商店街の活性化。

熱田神宮前商店街がにぎわうといいと思うのですが…。

日比野の商店街がちゃんと機能しててすごいと思う。

熱田神宮前商店街の活気の無さはとてももったいないと思います。他県から越して来た者ですが「ど
うして？」と不思議に思いました。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

宮の渡しを伝統的な文化財としてアピールする。またはアピールできるものにする。多くの方が自分
の住んでいる地域に関心を持ち、もっと魅力的なまちになれば…嬉しいです。

熱田神宮・白鳥庭園・大きな公園が多いなど、他の区にはないすばらしい所があるのにイベントなど
が少なくて残念。マルシェや野菜販売フリーマーケット・手づくり市・屋外映画会などがあると子育
て世代とお年寄りが触れ合える機会がつくれると思う。大学生も活用する。区役所や施設で行ってい
る交流会は行くのに勇気がいります。せっかく公園が充実しているので公園でなら行きやすい。他の
区からも来やすい。

せっかく立派な区役所があるのだから、人が集まるイべントをもっとやればいいと思う。

住み始めて数年ですが、最初に比べ、区役所の窓口のサービスが大変向上していると思います。

区役所については、質問をした時に、小バカにされた話し方をされたことが印象に残っています。
サービス業のようには求めていませんが、気持ち良く関わらせていただきたいものです。

金山駅に区役所の窓口があると良いです。

区役所の人がとても親切でした！

今回このようなアンケートに初めて回答しましたが、とても良い事だと思います。

このようなアンケートは以前の住まいではなかったので（もしくは選ばれなかっただけかも…）。区
役所の方々の素晴しい取り組みだと思います。

ＨＰやインターネットでの情報がとてもわかりづらい。

子育てに関するお出かけ情報をまとめたＨＰをつくって欲しい。

区役所の重点取組み目標、とても素晴らしいと思います。熱田区は名古屋市の中でも他の区より規模
は小さいながらも、とてもアットホームな区だと思っています。ですが、地域の活性化という点で
は、少し物足りなさを感じます。区民が自ら情報を探すのではなく、区役所の取組みが「目にとま
る」工夫をして頂けたら、と思います。熱田区の区民の１人として、今後ますます熱田区が住み良
い、人が温い区になることを期待しています。

堀川をきれいにする。

駐車場が少ないと思う（隣の空き地の整備はしないんですか？）。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

地下鉄六番町駅は、名港線の他の駅と比べて、暗い感じがする。出口はたくさんあるのに、エレベー
タは１ヶ所しかなく、子どもを連れて出かけるのに、「電車は使いづらい」という印象。駅の構造を
変えるのは難しいと思うので、せめて明るく、清潔感のある場所にして欲しい。

神宮前駅近辺のバス乗り場の整備（ターミナル化）。熱田駅駐輪場の整備。

がんばって下さい。

金山駅周辺でキャバクラ等の看板、呼び込みが目立ち、治安に不安を覚える。教育的にも良くないの
で、改善してほしい。

緑が多く気に入っているが人が少なく活気のない区だと思うのでいずれ他区への転居を考えていま
す。

地盤の低い土地があり、水害を受けたことがある。熱田神宮という素晴らしい場所があるが、その周
りも活気が出ると良いと思う。ずっとこのまちに住みたいと思うような、また、区外からぜひ熱田に
来たい、住みたいと思うような区になって欲しいと思う。

白鳥庭園の魅力が感じられない。国際会議場の敷地に制限をかけないでほしい。

歩きタバコ等どうにかしてほしい（ぜんそく持ちなので、特に！）。

　　　　　3　４０歳代の意見

熱田区内の安全安心に暮らせるまちづくりの向上。

防災訓練や防犯、交通安全キャンペーンには１度も参加したことがない。そのような区民も（長く住
んでいる人でも）多いと思う。強制されるものではないが、積極的に参加しようと思えるような企画
があるとよいのかもしれない。

暴走車や音のうるさい車が多い気がする。

神宮前駅に１時間無料の自転車置場がほしい。

私が住む白鳥学区は高齢者が多く、空き家も最近増えてきたと思います。人口が少なくなれば行政も
滞ってしまうため、住宅地としての取り組みも必要だと思います。

老朽化した避難所（小、中高学校）の建替。

防災をテーマに　堀川より西の学区は海抜も低く液状化や津波（堀川、中川運河を遡上）の心配もあ
る。１．堀川を車で渡れるよう橋の耐震化（確認含む）。２．幼・保・小・中・高等学校、大学への
学生へのリスク周知と避難訓練の充実→おもいきって、一時的にライフラインをとめたり、電車・バ
スを止めたりして全市的に訓練してみては。３．港、南、中川区あたりと連携して防潮堤の強化を。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

避難所は小学校、という事が多いと思うが、小学校から遠い人や地形によってはかえって小学校まで
行く方があぶないと思う。見直した方が良い地域もあるのでは？…と思っているのですが、どうです
か？

防災対策は十分ですか？防災を十分行い、住民を守った上で、魅力あるまちが形成されると思いま
す。今後の地震などの災害に対し、具体的な対策に取り組むことを望みます。

公園の美化を各地域で継続したい。

白鳥公園へ娘を連れて遊びに行くと、カラスが多く、以前に比べて増えている事が気になります。ゴ
ミを荒らしますし…。あと、資源ゴミを持ちさっていく人が、多くなった事も気になる事の一つで
す。

「地域猫対策」を進めて欲しいです。熱田神宮も捨て猫だらけ…見かねてエサをやる人だけが責めら
れるのは悲しいです。

サッカー日本一の日比野中でフットサル大会もどうでしょう。白鳥公園でリレーマラソン。

小さな区だけに、学区間の交流があるともっと密な間柄になれて、熱田区住民全体が仲良しになれる
のではないか。皆で支え合えるまちになると良いと思います。

大宝学区にも学童保育所をつくってほしい。保育園を増やしてほしい。

今後、地域を担っていくであろう子ども達の、健全で発展的な成長を促すことのできる策があると良
いと思います。自分が子どもの頃は、「花いっぱい運動」が学校と地域の連携の元で行われていたと
思います。

働く親が増えているので、学童の充実を願います。旗屋学区は子どもの数が増え、１学年ずつのクラ
ス数も増えていくという噂ばかりがされていて、実際どうなっていくのか、今の時点の考えを子育て
世代に説明する場をつくって頂きたい。

旗屋高蔵学区に高齢者が徒歩で買物にいける店を増やしてほしい。

高齢者の方も、住みなれた自宅でいつまでも暮らしていけるよう高齢者福祉に重点をおいてほしいと
思います。

まちが古いから、住民の考えも古い。新しいマンションの町内会は祭に参加が認められない、とか。
神宮東公園にもう少し力を入れてほしい。駐車場や、水遊び場などもう少し整備すれば遠くからも人
が集まると思う。

区運営のスポーツ施設の建設、又は、私営施設利用の補助金制度の設立。

熱田神宮周辺の人通りが少ない。活性化が必要。熱田伝馬町から神宮東門（名鉄神宮前）ＪＲ熱田駅
前、旗屋町（地下鉄神宮西）にかけての人・モノの動く動線づくり。ただ熱田神宮参拝して終わりと
いう感じ。名古屋城と熱田神宮を結ぶ観光ラインづくり（本町通をメイン）。市バス路線の開設。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田神宮の周辺を、伊勢神宮の「おかげ横丁」の様に、活性化してほしいです。

熱田区のホールもいいのにもったいない。次の世代に大切に良くしていってほしいまちになるよう今
の世代の人たちが考えてほしいと思う。

熱田神宮、断夫山古墳をアピールしてください。熱田の食物のアピールももっとあってよいと思いま
す。熱田駅前をきれいに整備して下さい。全国から名駅経由で熱田神宮へ参拝へ訪れます。コイン
ロッカーがなく持ち歩いている人もいます。案内をわかりやすくお願いします。

公共交通の便がよいのに、コインパーキングばかり増えて街並がおもしろくなくなってきている。

伊勢神宮のがんばりに比べて、全く熱田は何もやっていないイメージ。普段からあれだけ観光客がい
るのに、非常にもったいない。伊勢を見習ってほしい。

区役所から神宮駅の間にある、古い商店が並ぶ通り。今の風情はそのままに、何か新しい店の並ぶに
ぎやかな新スポットになると良いなぁなどと思ってます（誘致するような仕組み）。

区役所と神宮前駅間の商店街が活性化する方法を検討してほしい。

神宮前商店街の寂れている雰囲気は独特なものがあり、通る度に、何とかならないものか…と思って
います。熱田神宮前の場所をいつまであの状態のままにしておくのか。再開発（せめて整備）をし
て、熱田区のまちづくりを進めて頂きたいです。

神宮前商店街、そろそろなんとかしてもいいと思います。もったいないです。

沢上商店街など寂れていく様で寂しい。個人商店に魅力を発揮してもらうため、区役所や図書館や保
健所に紹介マップを置いたら皆待ち時間に見るのではないか。

名鉄神宮前駅からＪＲ熱田駅までの商店街を活性化して欲しいです。

熱田神宮をもっと全国的に知ってほしい。九州に一時仕事で行ったがあまり知らない人がいた事に
ショックであった。三大神宮にしては、さみしさがあった。

子ども達への伝統・祭事・行事の情報継承。

歴史があるまちなのでもっと力を入れ熱田神宮などを中心にまちを元気にして欲しい。又、私は参加
したい。

白鳥橋の愛知時計で戦争の爆撃のあったことを次世代へ伝えてください。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

歴史ある、すばらしいまちだと思います。が、若い世代に伝わってないと思います（自分の子ども含
む）。

有名な熱田神宮があるのだからもっと全国にアピールしたら良いと思う。

熱田神宮周辺が全く活用されていないのが、とても残念です。ひつまぶしで日本一有名なお店がある
んだから「鰻１（うなわん）グランプリ」などイベントをしても面白いかもしれないですね。

各行事が一部の人（常連さん）の満足祭に思えています。区民一体、そんな空気がないので他所から
の人も少ないのでは？？

白鳥公園でのイベントを沢山増やしてほしい。うまいもん祭りとか、お肉フェスタとか、交通の便が
いいので集客があると思います。全国のラーメンが集合するとか…。

イベント、行事もたくさんありますが、休みの関係で、参加が難しいです。わかりやすいキーワード
があると、検索しやすく、それを知るきっかけになると思います。年末のコンサートはすばらしいで
すね（まだ参加出来てませんが）。行きたいと思ってます。

もう少し休日の営業日を増やしてほしい。

区役所でも、順番待ちのラインをつけてほしい。“すっ”と来た人に抜かされる時がたまにあるの
で。

区役所の時間を１９時まで、土・日・祝日もやって欲しいです。

区役所の窓口の人が、以前に比べると対応がよくなったと思います（以前よりやさしい対応にみえ
る）。以前は区役所に行くハードルが高かったけど、わからない事も親切に教えてくれるので、あり
がたいです！

アンケートの問１　（それぞれの←各項目において「目標とする姿」について１つだけ選んで○をつ
けてください。）→１つだけと思ってしまう。

情報発信について。ネット環境が整っていないとＨＰなどは見れない（特に高齢者）。ＨＰに載って
いる、それを見て下さいでは、やっていますという責任免れである。

熱田区はとても良いまちなので、どんどん情報を発信して、色々な人（名古屋以外）に知ってもらえ
るようにしてほしい。

子どもがいない家庭にも情報が届くようにしてほしい。マンションだからか、町内会（自治会）に
入っていても回覧板もなく、情報が入ってきにくいだけかもしれないが。

熱田区へ来て３ヶ月、病院マップは手にすることが出来ましたが、飲食店や美容院など、まだまだ未
知の世界です。区役所などにも地図（おすすめ）などあると便利だと思いました。年間の地域のイベ
ントや行事もとっても知りたいです。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

堀川のモーターボート、ジェットスキーの騒音対策（スピードの出しすぎ）。

車道ばかり整備せず、歩道の整備をお願いします。車イス、お子さんが歩きにくい。段差のない（バ
リアフリー）歩道を多くつくって欲しい。

熱田イオンへエレベーター付の歩道橋をつくってほしい。

熱田駅－神宮前のところをきれいに開発してほしい。

区役所でイベントがあった際、図書館に行きたい時があったが、駐車場がイベントに優先され、停め
られなかった時があった。イベントも大事だが近隣の駐車スペースに停められないか考えてほしい。

区役所の地上の駐車場（地下駐車場入口横）が雨のとき下がドロドロで出入しにくいのでなんとかし
てもらいたいです。

１８年前に分譲マンションを購入しました。８０世帯以上住んでいる人達も高齢になり、車を持たな
い人も増え始めました。市バスのバス停を増やすとか、介護タクシーを安く乗れるとか、色々考えて
いってほしいなと思います。

ＪＲ、名鉄の線路を横断するのに、歩道橋ではなく、アンダーパスがあると良いと感じる。車はある
が、歩行用なし。

秋田県生まれ育ち、埼玉→東京→神奈川（川崎・横浜）→大阪→名古屋に住みました。熱田区は、住
みやすいまちだと思います（長く住みたいです）。

熱田区はとても良いまちなので、もっと良いまちになってほしいのでより良い改革を望みます。熱田
神宮だけが、たくさん観光客は来るのに商店街は寂れている（良い例伊勢神宮）。区の収入源を多く
できるようにしないと寂れていく。工場（大きな企業など）収入源が少ないためまちをもっともり上
げていかないといけない。区役所だけの問題ではないのでもっと住民をまき込んでいくべき。

人や車が増えすぎて住みにくいね。よそ者が車でガンガン入ってきて渋滞ばかり。金山もガラが悪い
し、静かな所へ引越ししたい。不動産の税金も高いしうんざりだね。

特には、無いです。頑張って下さい。ありがとうございます。

野良猫、カラスの対策。

図書館を充実させてほしい。もっと意見・要望などが言える機会が増えるといい。子育てや高齢者に
偏りすぎず、区民全員が住みやすくなることを期待してます。

歴史もあり、交通の便も良いので、子育てや住環境を整え生活しやすい（買い物外食、散歩していて
楽しくなる）まちづくりにしてほしい。白鳥、旗屋以外にも目を向けてほしい。熱田区内がもっと
（文化的にも）充実したまちになれる様に頑張ってほしいです。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

ＡＴＭ、コンビニもないのはとても不便。飲食店も少ない。そこだけ時代にとり残された雰囲気で外
からきた人にも恥ずかしいぐらいに思う

球技ができる、公園が少ない（子どもがキャッチボールできない）。

　　　　　4　５０歳代の意見

安心・安全を第一に、緑と歴史が豊かな魅力あるまちづくりを期待しています。

防犯など安全で住みやすいまちづくり。

熱田区は裏路地は一方通行、一時停止が多いけどあまり守られてない。警察にも何度かお願いしまし
たが無視。本当に交通事故を減らしたいのか疑問。

放置自転車をなくし、歩きやすい歩道を。

熱田区内には、古い民家も多く、倒れそうな家も多いような気がします。安心して暮らすには、地震
に備え、調べておくことも重要であると思います。

公園をもっと美しく（汚い！）。雑草多い。樹木の剪定をしっかり。

ペットの飼い方のマナー向上。

熱田神宮の前のアーケードを新しくする。おかげ横丁のようなまちに熱田神宮から宮の渡しまでの道
路整備。（地下道か歩道橋のような空中回廊のようなもので人の交流をつくる。堀川の渡し舟（納屋
橋－熱田－名古屋港）をもっと安くする。）

熱田神宮はじめ、宮の渡し、断夫山という歴史的な文化遺産と名古屋国際会議場という世界的な人々
が集う会議場があるので、何か情報発進の基地にならないか。

熱田神宮のまわりを（アーケード街）、活気ある場所にしてほしい。

熱田神宮界隈が、伊勢神宮のおかげ横丁のようににぎわいをとり戻すといいと思います。最近出来た
「あった朔日市」を神宮前商店街で行うのも良いのではないでしょうか。先日何気なくツイッターで
熱田神宮を検索したら、刀剣ファンの女子（？）が他県からもわざわざ足を運んでいるようでした。
こう言う他県の若い方が立ち寄れるところがあると良いかもしれませんね。

神宮東の商店街を伊勢の「おかげ横丁」の様なイメージで。市、区全体で取組みをすべき。熱田神宮
頼りでは将来はないです。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

神宮商店街及びその東側の空地をリニューアル及びスポーツセンター（空地）を検討してほしい。

伊勢神宮のおかげ横丁のように熱田神宮をもっと活かしてほしい。

神宮東門北、アーケード商店街が、○○横丁のように、にぎやかに、お店ができると、よいと思いま
す。各々の生活があるので難しいとは思いますが…。

神宮商店街を復活できる様に考えて下さい。

熱田神宮に、もっと人を呼び込む方法を考え、次にそこから熱田区内の他の名所への流れをつくるか
が大切だと思います。人口減少を逆手にとって次の１００年に向けて熱田神宮から白鳥庭園まで緑と
文化施設でつなげてゆくとか。

熱田神宮をはじめとする歴史的な場所や建物について、小学生があまり学べる場所・時間がありませ
ん。せっかく熱田区に住んでいるのだから、知ってもらいたい気持ちもあるのですが…。スタンプラ
リーみたいなイベントなどあれば、親子で参加できるかもと思います。

他にはない歴史的伝統を大切にしてほしい。

区独自のイベントの充実。

たまにお目にかかる職員の方感じがいいです。高齢者の世話に大変だけど区役所の方と話をしただけ
で安心出来た事は毎回です。ゆっくりと話をして下さって声を大きく出して下さるだけで安心出来ま
す。区民が年寄りになり、対応が大変になるでしょうがよろしくお願いします。

熱田区役所は他の区役所に比べて、落ち着いていて、対応が良いと感じた。感謝している。

熱田区役所内（特にロビー）をもっと明るくしてほしい。他の区役所にくらべて暗い。お花をロビー
に置くとか水そうを置くとか何かインパクトがほしい。

アンケートの問１　設問をまちがって解釈しました。

前出の取り組みを見ると、開催型の催しが多いのも結構なのですが、参加したくてもできない、高齢
者、障害者の方や、共働き家庭、シングルマザー（ファザー）の家庭も多々あると思います。なかな
か難しいかとは思いますが、このような方々は地域社会から孤立しがちになる心配があるので、それ
が改善できるような取り組みがあれば良いかと考えます。今後ともよろしくお願いします。

堀川の汚さにはがっかりしました。悪臭もします。以前は、橋の上から大量にゴミを捨てている６０
代くらいの男性を見てなぜもっと地元を大切にしないのかと考えさせられました。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

一号線は緑もなく、夏は日陰もなく、ご老人が歩いているのを見るととても気の毒です。

六番町駅周辺（西側）をどうにかして欲しい。駅周辺の自転車を勝手に移動させないで欲しい。日比
野駅の自転車置き場を無料にして欲しい。

カラスの増加、ふん害、野良猫の増加が気になります。動物には罪はないのですが、エサ等をあげる
人間に課題があると思います。

今でも頑張っている町工場を、生き残りやすくする政策をとる。お金持ちが移住して来るような政策
をとる。これからも熱田区のために頑張って下さい。

いつもありがとうございます。おかげ様で熱田を愛し、幸せに住まわせていただいております。

高蔵学区は小さな店がどんどんなくなり、老人たちの買物難民が増えている。また空地が増えていて
駐車場だらけ、新尾頭二丁目のナムコ跡地も１年以上さら地のまんま。真暗で治安が悪くなっていく
ように思えます。どうなるのかのインフォメーションが欲しい。

港区から、２年前に引越して来ました。近いのに今まであまり熱田区のことを知らなかった事に気が
つきました。歴史があり、緑がある、交通の便も良いので、ＰＲしていけばもっと来てくれると思い
ます。

生まれてからずっと熱田区で生活しています。熱田区はとても好きですが、活気が足りません。もっ
と人の暮らしやすい熱田区をつくって下さい！よろしくお願いします！！

熱田は名古屋の中でも治安が良い方だということで、１５年前に他県から転居の際決めました。歴史
を感じさせるものも多くあり緑も多く良いところとは思います。

熱田神宮をはじめ、歴史的資産に恵まれた地域だと思う。緑も多く（公園も旗屋・白鳥は多い）、環
境が良く住みやすい。でもどの地域も抱えている問題かもしれないが、高齢者が多く（私の住んでい
る町内会は、子ども会に相当する子どもは１人だけ…）、発展性に乏しい。歴史的資産と多いなる緑
を活用し、発展してもらいたい。

働くところが少ない。

ふれあいウォーキング（？）の際に「断夫山古墳」で販売されていた「古墳パン」は目新しくて良
かったです。

もっと身近な、コンビニ、お薬もらう場所など有効に使ってもいいのでは。

　　　　　5　６０歳代の意見

区民１人、１人が安心して住めるまち。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

１．防犯カメラの設置数を増設し、どの地域に空き巣が入ったとか犯人がつかまったとか詳しく知り
たい（回覧等で）。最近ぶっそうで自分たちで守るのに限界がでてきている。２．道路の暗い場所に
街灯を設置（まだまだ暗い所がある）。

船方小学校西側暗くて恐いと思います。街路樹も繁り、暗いです。男性がＰＭ１０：００位に立って
いたことがあります。

歴史のあるまちに住み続けていることを誇りに思っています。ただ他区民の目に映る「熱田区の印
象」は決して高くはないと思います。このギャップは伊勢湾台風によって刻まれたイメージが少なか
らず影響していると思います。防災対策に一層力を入れて欲しいと思います。

熱田区にとって大切な場所「熱田神宮」周辺の美化に取組んでいただきたい（老朽化した建物を新し
い商業施設に変えてほしい）。

町内会について、熱田区（名古屋市）としては、今後どのような、方向性をもって行くのかを知りた
い。

おとなり近所同志の交流がスムーズに出来るようなまち。

一昔のように、公園で子ども達の笑い声がして安心して遊べるまち。

高齢者の学習週１回１０～１２回（３ケ月）単位で、スマホ、パソコン学習、（地下鉄市バスの半日
旅）、地区の地理の学習、いろいろな学習で高齢者の老化防止！！

公園、どんぐり広場等の整備。１．遊具等の充実。２．災害時の避難場所としての整備。

七里の渡しの前にお土産屋お茶屋をつくる。店員は全てボランティア。

熱田神宮、区役所、名鉄神宮駅周辺の整備。

熱田区役所、熱田商店街近辺は、区の中心なのに、閑散としていて、残念です。再開発されない、で
きない理由はあるのでしょうが、このままで、いいはずがない！

熱田の歴史、文化交流を分りやすくイベントに力を入れていく。

歴史あるまちなので、古い日本の良さを感じることのできる場所とかあると良い。熱田神宮の資料館
とか、楽しく観られるようにすると良い。

熱田神宮という文化遺産をもっと活用できないか。

熱田神宮の存在感が地味すぎるような気がする。

あつた朔日市が定着する事を願っております。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田区制80周年について知らない。

熱田区制80周年について月日までは知らなかった。

いろいろな手続に行った時の区役所の方の接し方が親切で気持ち良かった。

昔に比べて、区役所の職員の対応が良くなったと思います。

区民への実質的なサービスを向上させてください。

窓口の、気くばり！

野立学区より、区役所までは交通機関を使っていくには、不便を感じます。中間地点（例えば中央卸
売市場、国際会議場あたり）に出張所みたいなものがあるとよく思います。高齢化が進むなか必要だ
と思います。

熱田区の取組内容についての情報は、あまり伝わってない気がします。もっと情報を発信しないと。

区のイベント・講演などもっと頻繁に、積極的にかつもっと自然に簡単に区民に伝わる工夫を。

サイクリングロード・ウォーキングコース等を紹介して欲しいです。

区政運営の取り組みがよくわかりました。４つの柱を中心に今後も取り組みに期待しております。

あれもこれもやっていますなどつもりが多いのでは。

うわっつらの、ポーズだけのムダな金使いはやめること。

神宮前駅東口の歩道橋工事が進まなくて困っている。今の工事だと、エレベーターで東口へは行かれ
ず、ベビーカーなど大変。

名鉄パレの駐車場もなくなり、買い物も大変、東口の商店をもっと生かす取りくみをしてほしい。

熱田区に住んで９年になります。交通手段がバス、地下鉄とありますが、以外に不便だと思います。
バスは一時間に一本、地下鉄迄は歩いて８～１０分と年寄にはちょっときついかなと思います。

野良猫対策。

住みやすい区と思いますので、子どもの声があふれる区にしていただきたい。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

住民を入れた特別チームでのまちづくりが必要ではないだろうか。とにかく、住民と会って話せる職
員がいない。０の日のパトロール、どんな指導をしているのか？この行事すぐに廃止してもらいた
い。

去年の申告の際、無職の人は来なくてよいと言われたので、今年は申告に行かなかったら、健康保険
料が高くなった。今年、訂正の手続きをしてもらった。

区のいろいろの行事に参加をして行きたいです。

子育て世代からは卒業して高齢者と呼ばれるにはもう少し…仕事もそろそろかな～という６０才前半
世代。何か町内、区内の行事やまちづくりに関わっていける、関わりやすいボランティアなどの提案
をお願いします。

私は、熱田区に住んで６０年以上経ちます。白鳥小学校宮中学校と進学しました。とても緑が多くて
何より熱田神宮様のおひざもとで暮らさせていただいている喜びを感じております。私個人の意見と
しては暮らしやすい良いまちだと思っております。

熱田神宮、七里の渡し、断夫山古墳、白鳥庭園など、他県の方には、あまりなじみがないようで、残
念です。

名古屋駅や栄などにも近くてアクセスも良く、熱田神宮、白鳥公園、国際会議場などがありながら、
何か熱田区全体として、まとまり感がない気がします。又、特に私の住む日比野駅周辺は会議場の最
寄り駅にありながら、まちに魅力が感じられません。高齢化社会ではありますが、緑区や日進市のよ
うに、若い世代や家族が定住したくなるような、まちづくりが必要かと思います。高齢者事業など、
実積つくりの為だけの行事になっていないでしょうか？マンネリ化と一部の高齢者ボランティアに頼
る施策では、いずれ、行き詰ると思います。

歴史・文化・自然を大切に、住み良く、住民がなごやかに交流し合うまちづくりをめざし、環境の整
備、イベント等の計画・実施に取り組んでいただきたいと願います。

図書館を利用したいと思ったのですが、本が少なくて、汚いです。借りたいと思いませんでした。職
員３人は多いのでは！もっと新しい本を購入してほしい。熱田区には、どうして室内プールがないの
ですか？１年を通して利用できるプールがあれば…と思います。

図書館内が暗く感じられるのですが、もっと開放感があふれるような感じにして下さい。

歩道橋を自転車で渡る時に、坂の勾配がきついので、利用できない。

　　　　　6　７０歳代の意見

区間と隣接する区界が通りにくくなっていて（人や自転車）花壇で止めてある。非常に不便で防災、
防犯時に問題ではないか。理由があるなら説明がほしい。

ずい分空屋が有ります。より良い対策、美しいまちづくりをお願いします。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

地域防災の名古屋市のモデル地区とする。

東北、熊本地震の大きな被害、被災者の方々の困っておられるのをニュースで見て、「明日は我が
身」といつも思います。身近な地域での（地元）避難訓練をたびたび行っていただき、いざという時
に、速やかに行動できるようになりたいと、これも切に望んでいます。

まちの所々に雑草が目立つ。除草し四季を感じる木か、（区界の花壇に）花を（まちの美化運動は何
処へ）。

美しいまちづくりをお願いします。

ペット（特に犬）を飼わない様指導してほしい！！理由は、やかましいから。熱田区は住宅密集地域
が多いから、特に夏場は窓及び戸を開放するので余計感じる。

町内会、老人会の役員さんが今はお骨折りいただいているので、このまま平和に過ごせたら良いと
思っています。昨年は「七里の渡し体験」や「文化祭」を見せて頂きました。

高齢者の定期的な見回り。糖尿、血圧と病気がちな人が１人暮らしで苦しんでいるので区役所及び自
治会は見回りが必要。１人暮らしはさびしさと内心、苦しんでいる人が多いそういう点を。

熱田もマンション住民が増えてますが、もっとマンション住民が協力、参加して熱田を住みよく、楽
しいまちにするにはを皆で考えたいですね。

熱田神宮を中心とした歴史的資産を生かした、周辺環境の整備され、人を呼び込むためのまちづくり
をお願いいたします（市・区・地域民の一体化）。

熱田神宮や白鳥庭園など（宮の渡しも）熱田区にしかないものを活かした行事・情報発信をして魅力
ある区にして欲しいと思います。

名鉄神宮前駅が利用する人達のために魅力ある場所、構造にしてほしい。階段のため、老人にはこた
えます。金山駅のようになると良いと思います。

神宮前商店街を中心に活気あるまちづくりに取り組むべき。思いきった対策が必要。

神宮東門前の商店街を整備して活気溢れる熱田の顔に変れば”いいな”と考えます。

文化・芸術の会館を多くする。

熱田まつりは６月初めでありながら浴衣を着る子が何人もいて、夏の訪れを感じます。

年間４～５回訪問しますが、人によって気まずくなる方が居られます。女性が多い。特に２月の税申
告の際の対応はこちらの質問に違います、出来ません…冷たくはね返され取り入る間がありませんで
した。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

区民の為に色々と考えて下さりありがとうございます。３０～４０年前に比べ区役所の職員の接客態
度はとても親切になり、ありがたく思っています。ただ８年前、姑の介護認定で訪れた時は、一部の
方がそうでもなかった記憶があります。慣れないことでとまどい困っている弱者にとっては、わかり
やすい丁寧な説明、指導が必要です。老年期を向かえ切に望みます。

アンケートに書いたのでとくにない。

アンケートの量が多すぎて書く気消失。がんばって読みましたが、途中でやめたくなった。もっと簡
単にしてほしいです。

情報発信を見て、わかりやすく、楽しい印刷物にしてほしい。

区役所行のバス（旧金融公庫前）がなくなりとても不便です。区役所、保健所、図書館に行けなくな
りました。私達グループの方々も困っています。

今のままで良い。

大企業又はその関連会社を多く誘致する。

やはり熱田といえば熱田神宮で緑があれだけあり、木が古くて風情があるところが一番魅力だと思い
ます。白鳥庭園の辺り、川のほとりも静かで好きです。金山のグランコートも売りです。今あるもの
を盛り立てたり、自慢するのは、安あがりで、心を満たすと思います。

千種区から熱田区に住んで５０年になります。以前よりずいぶんきれいに便利になりました。名鉄電
車駅、区役所裏から見る商店街が残念です。早く開発できるといいと思います。

若さ情熱が必要である。

日頃色々な面でご協力ありがたいです。出来る限り出る様にしてますが外出するにしても人をさそっ
て行く事も出来ず難しいです。一人で体操に行くのが仕事です。色々とスタッフの方々ご苦労様で
す。

　　　　　7　８０歳以上の意見

安心安全なまちという点では防犯カメラ設置○○台というような定量目標を定めた方がよいと思いま
す。

朝小学生に「おはよう」と声を掛けても返事なく知らない人に警戒は判りますが挨拶ぐらいは出来る
まちであってほしいですね。

熱田区役所の前の名鉄へいく迄の道、戦後のやみ市の名残を感じます。早く新しくしてほしい。
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問7. ご意見・ご要望等（自由記入）

神宮前の商店街がもっと生きたまちになるといいなと思います。

区役所は最近ではハードルも低く気配りよくスムーズに対応していただけることに大変感謝して居り
ます。

自転車で買物が主のため車道と歩道の段差をバリアフリーにして頂きたい（段差事故が多い）。

地下鉄日比野駅の周辺に住んでいますが、足が弱いため地下鉄駅まで１ヶ月に２回自転車を利用して
います。いつも名古屋学院大学の前の駐輪場が満杯で利用する事が出来ません。高架下の定期券利用
の場所にでも高齢者向の場所を設置して頂けたらと思います。

区役所内で時々アンケート等をとり参考にして欲しいと思います。高齢化の対応が一番大切と思いま
す。頑張って下さい。応援致します。

今までと同じでいいと思います。

カラス、ハトが多いのには困ります。フン害です。

白鳥庭園のレストランで食事をしましたが、店員さん、親切だけでなく自分達で味わって、心で感じ
て頂きたいです。

このまちに居住してより１８年、「早や１８年」かと来し方を考えると感慨深いものがあります。こ
こぞと終の棲家として選んだことに間違いはなかったと思える様努力もして参りましたが結果的に日
を重ねるごとに愛着も覚え、他所に転出する気は皆無となりました。
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