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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　　29歳以下の意見

・コンビニが周辺にない。
・区民限定イベントの開催など。

公園が公園でなくなっている。高蔵公園に石を敷いているが、遊ぶべき場所で遊べなくなっている。子供
が外で遊べる場所をこれ以上少なくしない方が良いと思う。

歩きタバコ、祭りの後のゴミの多さ、信号無視の多さ、自転車のマナーの悪さなどどうしても地元と比べてし
まう。周りの人たちも名古屋＝自己中心的考えというのが定着している。今のままではあまり熱田は良いとこ
ろだと伝えたくはない。

若者向けのイベントだったり、参加しやすい行事があったら良いなと思います。また、SNSが主なのでそこに
も力を入れてもらえると、情報を得やすいのかな？と思います。アンケートの時にtwitterのIDとか一緒にお
知らせを入れて欲しいです。

熱田区以外の区では、区民卓球大会が行われているという話を聞き、熱田区でも開催されたら良いなと思
いました。既に開催されていたら私の情報収集不足ですみません。

熱田神宮、便利な神宮前駅があるのにあの商店街の活気のなさはもったいないです。子どもの頃から変わ
らず活気のないままの印象です。観光する場として力を入れていただきたいです。

熱田区での生活にとても満足しています。娘が生まれたばかりで、これからも安全な街づくりに力を入れて
欲しいです。ツイッターやインスタグラムで若い人々に情報を発信する事はとても良いアイディアだと思い
ます。

アットホームな熱田区であってほしいなと思います。子どもにとっても大人にとっても。

公園の雑草をなくしてほしい。

２　　30歳代の意見

遠くの目標よりまず身近なところ足元の部分を良くして、普段から住民が町の変化を感じられるような取り組
みを期待します。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

休憩時間も公文書発行業務をしてほしい。一般と同じ時間に休憩していたら、休憩時間にしかいけない人
は困る。

熱田区のゆるキャラを作ってみてはいかがでしょうか？

歩行者、自転車、自動車の分離。

名古屋市体育館のトレーニング施設を他区のスポーツセンターと同レベルにしてください。

熱田区役所の若い男の応対が悪すぎる。仕事もできないし言葉遣いも悪い。

街を良くしようという積極的な印象を受けました。熱田区の区政に期待しています。

熱田まつりと大みそか、正月以外で人を呼べるイベント（コンテンツ）を作れたら良いのではないでしょう
か？

ゴミ、放置自転車、路上駐車などをなくし、犯罪を呼び起こさない街づくりが大事だと思います。青色防犯
灯など、他の自治体の取り組みなど取り入れていくのも案として良いのではないでしょうか。

・市役所、駅員の方の対応には満足しています。
・近隣でピッキング事件があり、治安は多少の不安がありますが目立って悪いとも思いません。
・早朝から深夜まで働きづめなので、イベント関係はあまり存じておりません。
・名古屋市全体にいえることですが、夜になると多くの店が閉まるので、住んでいる町の様子についてあま
り知らないのが正直なところです。熱田神宮周辺などもう少し商業的に盛り上がると良いなと思っていま
す。

引越して1年経ちます。熱田神宮や公園など散歩がしやすく、生活圏内に買い物をする所も多く、生活し
やすいです。

19号線でよく事故を見かけます。広報なごやなどで事故が発生しやすい場所、どうして発生しやすいか、
運転手が気をつけることを知らせて欲しいです。19号線にある店の前に路駐する車に毎回イライラします。

児童館が遠く駐車場もない為行きにくい。というか1回しか行ったことがない。室内で気軽に遊べる場所が
ほしいです。

熱田神宮を中心とした周辺の商業施設を含めた再開発による地域の活性化をぜひお願いしたいです。

フリーマーケットなどを開催して、自由に売買できる場を作って欲しい。

せっかく熱田神宮があるので、神宮前が伊勢神宮のおかげ横丁のように活気のある街になったらいいなと
思います。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

先日、ブラタモリ（NHK)の放送で熱田区の歴史が紹介されていて興味深かった。歴史や伝統をもっと発信
して、若い世代の人々にも魅力的な街になればと思う。

今のところないです。

・区役所に足を運ぶ機会が少ないので、各種情報をHPにも掲載して欲しい。
・共働きでも参加できるように、半年に一回とかでもいいから土日に子育て支援を開催して欲しい。
・防犯について無知な人が多いので区ももっと具体的に注意喚起して欲しい。

熱田神宮公園内の防犯・犯罪に対しての策は大人のみならず子どもにも関わってくることなので、前向き
に対応・対処していただきたく存じます。場所としては本当に良い場であるのに、子どもだけで遊ばせるの
が不安となる公園はどうなのかと思っています。

もっと市民のお客さまの目線に立って信頼と絆を増やしてほしいことともっと市民のお客さまの目線に立っ
て耳をじっくりかたむけて対策すべきことがあれば早急に話し合いをして信頼関係をより深く築いてほしい
と思います。

熱田区に越してきて1年半ですが、まだまだここで生活していきたいと思っているので、私が独身の37歳な
ので、楽しめるイベントや催し物とかやってほしいです。昼過ぎまで仕事で家にいませんが、皆で楽しめる
イベントとか開催して欲しいです。

話し方を考えた方が良いと思います。不快な思いをしないように。

熱田区役所は暗いし活気があまりない。保健所も。熱田区にはオシャレな店もない。市内の中でもパッとし
ない。魅力的な公園や施設を増やして価値を高めて欲しい。

今後も安心して暮らせる熱田区であって下さい。

3　　40歳代の意見

古い伝統を大切にしながら、未来的街づくりも取り入れてもらえるようなアイデアをどんどん募集されると良
いと思います。

区政に関係ないと思いますが、神宮駅から金山駅までコンビニすらありません。

子どもが遊べるグランド、遊具等を整備してほしい。

熱田区制80年というイベントに費用を使うより、他に予算として使う所があるはず。まちづくりは熱田区だけ
でなく市全体として取り組みを行うべき。

公園などでの鳩のえさやりで、鳩の糞で大変困っている。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

・区役所職員によって対応が全く違う場所がある。
・お客によって態度を変えることがある。

最近、野良ネコや特にカラスが住宅の近くに増えて、騒音で寝れない時があるので対策してほしいです。
（南郊公園）

堀川沿いの整備(ウォーキング道)→白鳥公園では距離が短い。→荒子川公園が理想です。

中央市場前に住んでいますが、深夜市場に出入りするトラックのクラクションやエンジン音に困っていま
す。幹線道路沿いに住んでいるので、深夜の車の走行音は理解できますが、市場に出入りするトラックの
「クラクションの合図と改造マフラーの音」に困っています。

堀川をきれいにしましょう。

細い道等の街灯が少ないので、もう少し明るくして欲しいです。子供達が自由にボール遊び等が出来る広
い平らな広場のある公園があると良いと思います。

日比野交差点の泰文堂と駅エレベーター出口側の間の信号、横断歩道、子どもにはとても危険です。何と
かならないのか？西高蔵から六番町方面に行く車、バイクが横断歩道上で人をはねそうになる。

運転マナー、歩く人のマナー全て悪い。歩きタバコ、挨拶しない、街が汚い。色々転勤してきたが名古屋
が一番飛び抜けてマナーが悪い。かみさんも事故にあった。熱田で。人も警察も最低の町。

子どもの教育に役立つ音楽会・観劇会等安く参加できるものがもっとあると嬉しいです。あと託児所があれ
ば下の子を預けて上の子と参加できるのですが。

市民プール、体育館が古い。暗い道が多い。

商店街を何とかして欲しいです。毎年の熱田の花火大会の時間がだいぶ短くなったので、もっと長い時間
やってほしいです。昔は2時間やっていたと思います。小さい頃から実家のベランダで見たのが懐かしくよ
く見てたので。

防犯対策をして安全な町の住みよい熱田区にするといいと思います。

子どもが少ないので学童などが少なかったり古かったり、共働きで土日の出勤がある人の子どもたちが安
心して過ごせる場があると良いのに、と思います。

子供達が安心して遊べる公園(ふん、ゴミ等多数ある)。シニアの方々にも公園の整備は良いと感じます。

熱田神宮横の仲見世や、おかげ横丁のような商店街を造って欲しい。大須のように賑わいのある街ができ
ると良い。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

せっかく熱田神宮もあり「熱田甚句」という唄もあるのに知名度が低くもったいない。この唄が消えていかな
いよう、町と一緒に盛り上げて欲しい。

名城公園のトナリテのような施設が公園の側にできると、もっと人も集まり明るい感じになるのでは・・。せっ
かく大きな公園があるのに。

近所にはたくさんの高齢者(1人暮らし)の方や外国人の方が住んでいます。子供、高齢者、外国人と楽しく
共存していけるイベントや広場などあると、もっと外国人の方も楽しく過ごせるのではないかなと思います。
お互いを“知る”という機会が少しでも増えることが、お互いを思いやる・守るという事につながり、そして共
に生き共に楽しく生活できる熱田区になればいいなと思います。(長くてすみません)

・春先には都心部に近い事からか不審者を多く見かける。防犯上、どのような対応をされているか警察と連
携して学校や区内で呼びかけなどをして欲しい。
・公園遊具の不備、時計電池切れなど注意して欲しい。

北区から熱田区に引っ越してきました。交通の便が良くてやはり熱田神宮もあって落ち着けるイメージがあ
りました。実際もイメージ通りです。１つ残念なのは、熱田区にプールのあるスポーツセンター（市営）がな
い事です。名東区、北区、千種区、今まで住んだ区にはあったのに・・。熱田区は小さな区だからないので
しょうか？

熱田区に住み20年になりました。治安が1番心配です。子供達に住みよい町づくりを希望します。

頑張ってください。区役所の営業時間を少し気をつけていただけたらと思います。

区役所に届けを出しに行く時にいつも感じるのですが、人が来ている事に気付いているのに誰も席を立た
ずに机に向かって仕事をしている。「すみません」と声を掛けても机に向かっている人が多い気がします。
窓口に立たれる当番の方が決まっているのでしょうか？

子どもの頃から郷土について触れる機会が多くあるとより愛着を持つと思う。

４　　５０歳代の意見

安心、安全な熱田区(名古屋市)を目指すために。交通死亡事故ワースト1を返上する為に、大型トラックに
よる違法駐車、迷惑駐車、道路上での待機の取締りを強化。大型トラックからの影から歩行者、自転車が
飛び出しをする事が多く見られます。

各所、熱田神宮を中心とした賑わいをまた取り戻して、区役所から神宮前を再開発してもらえると嬉しい。
伊勢神宮の「おかげ横丁」のように。期待しています。

・車で行けるスーパーが少ない
・郵便ポストが少ない
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田駅から熱田神宮につながる古い商店街をきれいに立て直して、活気ある町にして欲しい。熱田の名
店、歴史文化、海外からの観光客も楽しめるところに！

神宮前商店街があまりに寂れている。早急になんとかするべき。JR熱田駅を改築し、東側にも出入り口を
作るべき。地下鉄の駅名「西高蔵」「神宮西」を変更。「高蔵」「熱田神宮」とする。

旗屋学区ではJRと名鉄をはさんで跨線橋で往来できるが、車椅子では渡る事ができない構造になってい
る。これからも安全に快適に生活する為に、EV付きの跨線橋への建て替えをお願いします。

ブラタモリで紹介されたように大変魅力の多い区と思いますが、あれを見て初めて知る(含む自分自身)
方々も多いのが実情と思います。自らもっともっと魅力発信していけたら更に素晴らしい区になるのでは？

・熱田まつりの花火は30分間に集中して華やかなものにする！！
・区内のパトカーによる見回りを夕方～夜間・早朝の間強化すること。

40年前まで実施していた、情緒があり活気のある熱田まつりに戻して欲しい。

区役所の対応が良い。

・商店街を活性化し、人が集まる場所作り。
・アミューズメント施設の誘致。
・スポーツができる施設作り。

歴史的資産を生かした街作り　熱田神宮を中心とし、神宮商店街の再開発　JR、名鉄、地下鉄のハブ駅の
構築　区役所の横の空地に国、県、市の施設への誘致（行政、県警、病院）

家族にニートをかかえていたりして相談に行くといいのは分かっていても、ハードルが高くいけずにいる人
も多いと思います。こういうやり方、方法がありますよと色々発信してくださるといいと思います。

熱田神宮に隣接する商店街(大津通り)の通りが活気が感じられず、せっかく神宮の近くなのにもったいな
い感じがする。

熱田神宮東の商店街を個人的に生き返らせて頂きたい。

熱田神宮前の商店街の活性化。

熱田神宮～熱田駅(JR)までの商店街の再整備。名鉄神宮近辺の活性化。熱田区だけでなく名古屋市の
ためにも熱田神宮を中心に他所の人たちが訪れたくなるような場所にするよう取り組んで欲しい。

熱田神宮周辺をもっと活性化させるべきです。せっかく神宮があるのに周りが暗すぎます。閉ざされた商店
街はもったいないです。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田神宮の周りを伊勢(三重県)のおかげ横丁みたいにしてはいかがでしょうか。凄くいいと思います。

熱田の歴史を分かりやすく書いたチラシや、お散歩コースの地図を載せたチラシなど、駅前で配布をした
らどうでしょう。

・ふるさと納税など使い、住みやすい街づくり。新米ママは1人で参加する事も不安な事で、抽選で当たら
なくても参加できることと障害を持った赤ちゃんの手厚いサポート。高齢者には健康寿命を延ばす取り組
み。
・年金事務所を役所内、もしくは近くに移動して欲しい。お年寄りがあちこちに行かされるのは大変！

今年の冬、高校入試の手続きに区役所に行き、指定のカウンターに男性職員がいたので対応してくれるの
かと思いましたが、目の前にいるのに顔すら上げず、無視されました。奥の方から女性職員が飛んできて
対応してくれたので大丈夫でしたが、男性職員の感じ悪い態度は改善すべきだと思いました。

・せっかく、歴史深い熱田区です。職員の方たちの服装に、それにちなんだものが感じられたりしたらあた
たかく楽しい区役所になるかも。
・フルタイムで働く人が増えているので土曜日の午前中だけでも稼働してもらえると嬉しいです。むずかし
いこととは思いますが……。

５　　６０歳代の意見

神宮商店街の整備を早急に進め、神宮との一体感を持たせ活気ある街づくりをして欲しい。

治安

丁寧に手際良く対応して下さっており、ありがたいです。

道路、ビル、駐車場が増え土の見える場所や木草が生えているところが減少しています。木を絶やすので
なく移植し、土のあるところは草木の生育する状態を維持し、人だけでなく動植物の住める場所を増やして
欲しい。

名鉄、神宮前駅前の活性化。金山、JR、高架下の骨董街の活性化→吹上の骨董祭は定着した。

神宮東公園の近くに住んでいますが、ここ数年植え込みや草花などの手入れが行き届いていないようで
す。荒れた景観は残念です。「減税」のせいでこういうところに影響が出るのでしょうか。道路わきの植え込
みも同様で、町がみすぼらしく見えると思います。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

小生、現在64歳でガイド及びコンベンションのボランティア活動をしております。もっと同様な活動をしたい
と思っておりますが、機会がなく残念です。かと言ってNPOに加わるのは漠然と「突鋭的」や「不明朗」なイ
メージが先行して躊躇してしまいます。区の職員は行政に見時から取組むのではなく、市民、特に暇な高
齢者達をまとめて奉仕させる方策を考慮し実行したらいかがでしょうか。活動した者にはポイントを与え何ら
かの優遇措置を受けられるようにするとか。自ら「大変だ」と言いながら仕事をするより大変でしょうが。

無作為に選ばれた区民アンケート対象者に何らかのプレゼントがあるといいです。(回答率アップにつなが
ると思います)

区内に銀行の支店がありません。(イオン銀行以外)　どうやって商工業が行われているのでしょうか。区とし
ては対応があるのでしょうか。区の発展を願っています。

堀川の浄化。

図書館の充実。

将棋や麻雀のできる場所

特に熱田区民との意識がない

熱田神宮周辺を今以上に賑わいのある街づくりへ取り組んで頂きたい。

野立学区から区役所への公共交通機関が不足。(乗り継ぎまたは金山へ出なくてはならない)　中川区役
所の方が時間的に近い。(バス1本)

白鳥庭園の運営には感心しております。特に白鳥寄席や休園日の改定は（失礼ながら）役所の施設として
はよくやられていると思います。また、（本来、市の施策だと思いますが）健康増進のためのスポーツに関す
る制度等（スポーツジム、学校他施設の開放等）は他の自治体に先行していると感じます。

安心、子育て、老後などバランスのとれた区政を望みます。

熱田神宮を中心とした歴史と伝統を大切にして、緑と安らぎを感じられる町が良い。

熱田球場、断夫山古墳の付近は夜電灯がなく、暗くて歩いていて不安を感じます。隣の国際会議場並に
夜ライトを点灯して頂けると幸いです。男性でも暗くて不安を感じるので、女性・子供だと通り抜けるのが危
険です。

熱田神宮前の商店街の整備をお願いします。

神宮前商店街がもっと活性化されて、しゃれた街並みになるといいなと思います。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

少し関係ないのかもしれませんが、最近熱田神宮に行きました。気持ちの良い日で久しぶりにお参りの後
きしめんを食べお茶を飲みに行きましたが、池の汚さにがっかりでした。鯉の姿も見えず、外国の人も何人
かいましたが恥ずかしくもっときれいにすればそれが自慢につながります。

からすの害・野良猫のフン尿に困っています。(野良猫にエサをあげる人はマナー違反だと思います)

熱田区は何をするのにも中途半端な気がします。活気がなく計画はそれなりにありますが、今一つ活気と
元気がない。区政にしても年齢層が高すぎて団塊の世代の出るところがない！！その他に情報が流れて
こない。区政にも定年を作っては！！

神宮前商店街の整備をして頂きたい。

役所の方だけでもゴミ拾いをやってみたら。

・熱田のボランティア情報やエコ活動等。
・区役所で体操・食事等健康教室をしてほしい。広報なごやに載ってますか？

商店街がなくなってしまった。

人との付き合い

町内会の活動の見直し。

熱田区商店街など、復興できるといいね。大宝小まわり草ボーボー、なんとかできるといい。校門つき山も
あわれ、学校の品位にかかわる。市民ボランティアを時につのったら？

６　　７０歳代の意見

近くの商店街や市場がもっと繁盛できるようにならないか？

JR熱田区役所～神宮前までの間の活性化と再開発に取り組み、住みやすさと共に行きたくなる街に変え
ていくべき。

熱田神宮前の商店街の活性化。

学区が１家当りの年会費を取っているが、不満。改善すべきです。

新堀川をきれいに！！

これで良いと思います。

9



問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

形ばかりの行政、区職員の自己満足で行っている様に思う。当たり前の事とはいえ区民から感謝などという
言葉はもらえないかもしれないが、それでも区役所の存在を知る機会がない。

自転車道路の整備などをしっかりと。

近くに交番がほしい

人によっては親切でない人がいる。

熱田神宮前の開発（商店街の寂れ）。

積極的に物事を進めること。

・公園の雑草の手入れをして欲しい。
・藪蚊が怖いです。

巡廻バス等の利便性を考えていただきたい。

熱田区に色々と事件があったら教えてもらいたい（色々知りたい）。

熱田区の自然をいつまでも守ってください。高そうなビルが建つ地域が多くなり、自然環境がなくなる。

伝統を守りつつ安心して暮らせる熱田区でありますように。

歩道に車がよく乗り上げている。道が痛むので歩きづらい。景観も悪くなる。街の整備をもう少しして欲し
い。

用事が有り区役所に行きますと大抵親切に対応して戴けます。区政運営①-③はあまり参加した事があり
ませんが今後は情報を元に少しづつ参加してみようと思った。

区役所も交代休みになればありがたいと思います。

歴史のPR。

区役所の皆様に感謝しております。区民1人1人も町の美化など協力できることは実行していく事も大切で
すよね。これからもよろしくお願い致します。

老人が元気になれる取り組みを増やして欲しい。福祉会館の職員が少ないのでは？認知症予防教室が
週3回では少ない（受けられる人が少なくなった）。

車が中心の考えを、自転車や歩行者中心に考えて道路作り等して欲しい。
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問７．ご意見・ご要望等（自由記入）

空家、ペットの糞等対策。

７　　８０歳以上の意見

誠心誠意の行い

夫婦共80歳をすぎています。2人住・・・で先が心配です。

神宮周辺、特に区役所隣地の空地をいつまでほっとくのか？鉄道歩道橋の完成にいつまで時間をかける
のか？どんな事も年度またぎで時間をかける。スピーディーに解決する意識を持って欲しい。

別件ですが、80歳以上の認知機能が衰えてきている親にアンケートが来ました。この文章を読むのも無理
です。聞きとって書かせて頂きましたが、その辺りの事を考慮してアンケート配布を考えて下さい。

烏が多くて困っています。

水害など特に力を入れて欲しい。

図書館で健康体操に月1回参加しています。健康に関するお話と30分の体操が良いです。予約なしで参
加できるのが良いです。

区役所の方は皆さま親切だと思います。

高齢者1人住まいに対して民生委員の来訪は全くない。
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