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【 ご意見・ご要望 】

問20.  ご意見・ご要望等（自由記入）              

１ 29歳以下の意見 ・・・ｐ1

２ 30歳代の意見 ・・・ｐ1~3
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７ 80歳以上の意見 ・・・ｐ12~13



問２０．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

子どもと参加できるイベントが多いとうれしく思います。

美化活動

（1）もっと高齢者にがん検診を受けてもらう。（2）もっといろんな人に来てもらうために安心・安全に徹底すべき。（3）
区役所を若者に知ってもらうために努力をする。

子育て世代への情報発信、支援を希望します。コミセンの催し物など高齢者向けが多く肩身が狭い。

小・中学生や高齢者に優しい地域社会になるよう推進していくだけでなく、私たちのような中間層にも利益のある区
になるといいです。金山周辺だけでなく全体的に便利になるとありがたいです。

名東区や名駅にはあるのですが、子連れでも行きやすいカフェを作ってほしいです。座敷で離乳食もベビーフード
でもいいのであると嬉しいです。そうすると熱田区だけでなく、他の区から遊びに来るママさん達が増えると思います
（駐車場も必須）。

区役所に用事がないと行く事ができないので近寄りやすい雰囲気を。

高齢者の自転車マナーは特にお願い致します。

２　　30歳代の意見

交差点で一ヶ所だけ横断歩道がなく、歩道橋しかないところが多い。障害者の人を始め非常に不便(例、伝馬町の
交差点)。全てに横断歩道と歩行者信号を設置して下さい。

神宮前駅前の利用状況もったいないです。

形だけでなく、親身になって取り組んでほしい(やっている方も見えるとは思いますが)。

子ども達の安全を徹底してほしいです。今3歳の幼稚園児と、4ヶ月の子がいますが、小学校の登下校が今からとて
も心配です。小・中学校をスクールバスにするなど何かしらの対策をどうかお願い致します。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

基本的に過ごしやすくて良いまちだと思っています。2007年から住み始めて引っ越す気にならないです。

妊婦に対する対応が非常に良かった。永住したいまち。利便性も良く、住みやすい。

熱田神宮周辺におかげ横丁をつくり、観光に特化すべき。

子育て支援や教育等の充実を図ってほしいです。魅力的なまちづくりを行い、熱田区に住みたい人を増やしてほし
い。

大雨など豪雨になった時に道路が川みたいになるので、水はけを良くしてほしいです。

近所の子と家の近くの公園で遊びやすいように、公園の整備（おもに雑草対策）をお願いしたいです。区役所と熱
田神宮の間の商店街をもっとなんとかしてもらいたい。シャッター街のようでどんよりしている。とても良い立地なの
で、神宮に行ったら、ついよりたくなるような所。近くに住む人も行きたるような通りになったらうれしい。

熱田神宮界隈の活性化(商店街など)。名古屋城の金シャチ横丁、伊勢のおかげ横丁のように熱田神宮と雰囲気を
合わせて昔のまち並みのようにして、観光客が増えるようにしてほしい。

伊勢神宮のまちづくりを勉強してまちの活性化をやるべきだと思います！

小学校の登下校の防犯(特に誘拐)対策に力を入れて頂けるとありがたいです。

”あったか熱田”よいと思います。いろいろな所で耳にします。今回のアンケートで区政運営方針があるというのを初
めて知りました。せっかくなので区民にもっと周知してもよいのではないかと思いました。区役所職員の方の対応は
丁寧でした。

ただただ、治安の良い場所にしてほしい。

東京から熱田区に引越してきました。交通の便も良く、熱田神宮の美しさ、伝統、そして環境に魅力を感じ、熱田区
を選びました。しかし、全く熱田区の素敵なポイントがアピールしきれていない。明治神宮と表参道、原宿みたいに、
活気と伝統、おしゃれなまち並みが一体とならないのか！！名古屋の魅力を上げる要素として名古屋城よりはるか
に上だと思います。

路上喫煙をやめてほしい。飲食店を禁煙にする推進をしてほしい。飲食店を増やしてほしい(金山エリア以外に)。

熱田神宮に頼りきりな所があるので、企業を誘致し、財源の確保も必要なのでは・・・。

子どもが大人になった時、成長過程を懐かしく感じてもらう為にも季節を感じれるような恒例行事を企画し、地域に
根付かせてほしい。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

保育園事業について民間の園でも産前産後、育休中に時短保育また春、夏、冬の特別保育期間中は預けられな
いなど、働いていた時との差別化をやめてほしい。上の子を育てながらの妊娠、子育てに負担になるため。

国際会議場でコンサートやライブなど多く開催されるようになってきたので、飲食店などを増やして盛り上げるべきだ
と思います。

3　　40歳代の意見

駅前にホテルが多く、他の区民からするとホテル・飲み屋街のイメージと言われた。無くすのは難しいかと思います
が、景観とか何か対策はないのでしょうか。

金山駅南エリアの再開発

なにより熱田駅前、熱田商店街の再開発を重点にお願いします。

街灯が暗い。

ターゲットや大事にしたいものをもっと絞って集中的に力を入れて取り組んだ方が良い。もっとスピード感を持って変
わったことが分かるように。

自動車優先の作りになっている為か、街中に気持ちよく歩ける歩道が少ない(車道脇、コンクリートの照り返しが強く
熱いなど)。熱田区の特徴は歴史的財産だが、一部の人以外は能動的に関わることができないので、歴史的資産と
は別に区民一人一人が取り組める施策を掲げて活性化させ、民度を上げていくべきだと思う。

住民も行政、親切丁寧にを心掛けるようにしてほしい。

10年ほど前、子どもが産まれ区役所で手続きをした際、不遜な態度をとられ悪い印象を持っていましたが、ここ数年
色々手続きで出向くのですが対応良く、様々な取り組みの結果だと思います。今後は高齢者の暴力・横暴といった
問題も多くなると思っております。ぜひそういった問題へのご対応も宜しくお願いします。

神宮、公園などの維持、劣化防止。公園などの防犯対策、美化。熱田区のイベントの活性化。地域施設利用のわか
りやすさ。

堀川をきれいにしてほしい。

熱田神宮前(駅近)に名古屋城にできた横丁みたいなのができたらいいと思います。熱田神宮をからめた観光ルー
プバスもあるといいです。

区役所(熱田神宮)の近くの商店街がシャッター通りとなっていて何とかした方が良いと思います。

子どもたちが安心安全に暮らせるように。これからの未来をつなぐのは子どもたちです。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田区のキャラクターみたいな物は存在しますか？子ども達が愛着を持ち親しみを感じられるような存在があっても
良いかなと思います。(君を待つまち熱田みたいな、見てすぐわかるもの。投票制にすればより親近感を抱けそう。)

子育て支援、産後お手伝いに来て頂けるヘルパーさんの日にち時間をのばしてほしい。

楽しく買い物や食事ができる店が少なく、活気もないのでより便利で快適な場所になるような取り組みを積極的に
行ったらいいと思います。

熱田神宮の周辺のまちづくりに取り組んでほしい。最近は朔日市などがあり活動的になってきたけどまだ知名度が
低い。歴史のある神宮のある区としてもう少し威厳や風格のある神宮周辺を整備して観光にも力を入れるべきだと思
います。それにともなって防犯、防災にも力が入ってくると思います。

子育て中なので、子ども達が安心安全に成長できるようなまちづくりをお願いいたします。

商店街をなんとかしてほしい。

区役所中心にではなく熱田区内企業などから発信するような取り組みを区役所がサポートすることで、より魅力ある
まちになると思う。

まちづくりに関しては地域とも連携がよく取れていてとてもいいと思います。区役所に関しては暑い日でもなかなか
エアコンが入らないのが、とても気になります。夏にエアコンがついていても温度が高いのか、少しくらっとします。高
齢者の利用が多いので、倒れてからでは遅いと思います。

大型スーパーや飲食店がもっと増えたら嬉しいです。

区役所行きのバスの本数を増やしてほしい。地下鉄は乗りかえが大変（時間がかかる）。港区の近くに住んでいると
区役所までが遠い。六番町から伝馬町へ行くバスを出してほしい。伝馬町付近に子育て支援の場所があるが遠ま
わりになる（地下鉄よりバスの方が早いので）。熱田区はバスの方が移動しやすい。

地震や冠水の防災に早く取り組むべきだと思います。去年1号線も冠水で大変でした。最近、地震も多いので壁だ
けでなく、古い家や建物や歩道橋等の点検、住宅が密集している場所や狭い道など状況等のチェックが必要では。
災害時の防災無線等は聞き取りにくいです。

六番町近辺にもっと飲食店を増やしてほしい。活気がほしい。（みなさん言っています。）

区役所職員の迅速で丁寧な対応に安心して用事を済ませに行く事ができます。一昔前の横柄な態度や暗い雰囲
気がなくなり、明るい熱田区役所で区民として嬉しく感じています。

自分のおかれている立場で要望は違うし、変わっていくと思いますが、そんな時に相談に乗りすぐ対応してくれる事
を希望します。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

障害(目)を持つ身内がいるので、安心して暮らせるまち、困った時には手をかりなければならないので、差し伸べて
くれるやさしいまちになってくれたらと願ってます。バリアフリーと言っても舗道の小さな段差や傾きが足元を悪くして
いたり、毎日の買い物をするスーパーが無くなり、ビッグモールにしかないとなると生活するのが困難です。賑やかさ
よりもまずは長年住んできたお年寄りや障害者が暮らしやすいまちになることを望んでいます。

小学校、中学校の不登校の生徒が多いので、区でも何とかしてほしいと思う。安全なまちにしてほしい。

若い世代が熱田で子どもを育てたいと思えるようなまちになるといいですね。期待しています。

外国人の為にふりがなができればあるとありがたいです。「今のパンフレットはむずかしいです。サポートがないと読
めません。」

家から区役所はすこし遠いので支所があったら助かります。夜の路上駐車が（同じ車）目立ちます。防犯上気になり
ます。路地を入ると暗いところが多いので、街灯や防犯カメラがあったら安心します。

４　　５０歳代の意見

神宮前商店街をもっと開発することで熱田神宮の魅力を発信できると思う。

歴史的資産があるまちとして熱田ブランドを推進していくことは、大変良いことと思います。「あつた朔日市」などがは
じめられていますが、もっと官民あげてブランド力を強化すべきと考えます。それにより住んでいる方の生活も豊かに
変化していくと考えます。もっとユニークで人にやさしいアイデアが出ることを期待しています。

このアンケートの結果はどう発表しているのか？(WEB？そういう事も書いてあった方がよい)。アンケートの質問は
もっと工夫できると思う(基本的な質問が多く少しもったいない)。例えばの質問　Q)あなたが熱田区に住んでいる理
由は？・実家がある　・一時的に転勤で　・好きなまちだから　Q)熱田区にいつ頃まで住んでいる予定があるか？　・
あと10年　・あと30年…

安心、安全で快適なまちに一歩ずつお願いします。

区政運営方針が示されているが、区民一人ひとりが、これらの区役所の取り組みやその結果を知らないのが実態で
はないかと感じます。(一部の方々のみの活動等になっていないでしょうか。)

野良猫が多く困っています。自宅前の市道の工事後、路面がボコボコになったまま放置されています。大型車の通
行に伴う振動がひどく、野良猫以上に困っています。対処頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

自分は若者にお金をとられたことが1回あるので、防犯対策を徹底的にしてほしい。犯罪をなくしてほしい。交通安
全のため自転車でよくスマホ又は携帯を持って運転している又は歩きスマホも危ないので、警察もちゃんと見つけた
ら指導お願いします。警察は特に交通安全を徹底的に行ってほしい。たまにぶつかりそうになり危ないため。

5



問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

神宮前商店街の再開発を最優先で進めるべき。区役所の真横であり、神宮の門前があのような状態では他にどん
な素晴らしい取り組みをされても熱田区の評価は上がりません。

伊勢のおかげ横丁のように名鉄神宮前～JR熱田の商店街の開発ができないでしょうか。お正月などにたくさんの人
が神宮に来てもお金を落としてもらえる魅力のある”まちづくり”をしてほしい。

熱田区で行われているイベントや災害訓練などが若い方々、大学生の方々などの参加で、盛り上がり楽しいものに
なっていると思います。まちづくりを真剣に考えておられる事が感じられます。神宮前駅付近が再開発されるという事
ですが、区役所横の空地とか空店舗なども楽しいスポットになればと思います。

新堀川がもっときれいだったらと思う。子どもがいない単身者世帯の地域活動への参加機会向上。心の健康向上。

区役所の方は(部署にもよりますが)あまり現場に出る事が無いと思う。事務職の方で担当外でも現場へ出た方がよ
いのでは？公園愛護会など土木の方と連携してPRしたらどうか？又、ペットとの災害時対応の普及啓発もっとやっ
てほしい。昨年その取り組みを知らなくて残念です。参加したかったです。

熱田区役所は図書館・文化小劇場などがいっしょになった総合施設なので役所に行った折に図書館や劇場情報が
得られ、また逆もありとても便利だと思います。せっかくの総合施設をもっと有効に活用して活気のある熱田区づくり
の拠点にしてほしい。

アンケートの取り方がいかにも役所的です。1、2を選べば全てOKと取られるので、やる気を無くします。聞く耳は残
念ながら持ってないように思います。一考を求めます。残念です。

神宮前の開発。JR。名鉄の駅の統合。

空家、空地の整理

神宮前に神宮横丁をつくって、人を呼び込むとか。

私のご近所さんは昔からの付き合いが長く、お年寄りも多くて近所付き合いが多く、また知らない方でも子どもをか
わいがってくれるあたたかい地域と思います。近年、家屋の建て替えで若い世代の方も多くなりましたが、お忙しい
事やご近所付き合いをさほど重要に思っておられないのか、町内会等の活動への参加が少なく淋しく思います。若
い方を取り込むといいと思います。

熱田区に住みたいと思うような区になってくれればいいなと思います。熱田区かぁと言われないように。

区役所の人がもう少し丁寧に対応してくれるといいと思いました。

名古屋市の中で一番小さな区ですが、昔から変わらない時代に取り残された地区も多いと思います。道路側だけで
なく1本2本中の道に入って、現在の状況か現代の暮らし、法律にあっているか、昔からいるからというだけで迷惑を
あたり前にしている現状も見てほしいです。安心、安全な区に期待してます。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

町内の活動、区の活動に関わっている方たちは、区役所と共にまちづくり活動をされているのだと思います。それは
一部の方たちで、広く区民に知られていない。参加の仕方、何をやっているのか何なら参加できそうなのか？でもそ
の窓口はどこなのか？関心が無いわけではありませんが、関心がなくても、今のままでもまあいいか・・・と区民として
の実感がわかないのはなぜでしょうか？

熱田区役所にはたまにしか行きませんが、いつも丁寧に対応してくれる印象があります。良いと思います。

区役所の横の商店街がシャッターが降りてしまっているので、熱田神宮への参拝者が立ち寄れるよう改善してほし
い。歴史ある史跡をもっと活用し、観光客が来たくなるまちになってほしいです。

住民の多くは反対しています！！国際会議場屋根付き歩廊整備の中止をお願いします。四季折々の景観を台無し
にするだけでなく、中途半端な設置で税金の無駄使いです。

５　　６０歳代の意見

区役所の窓口対応や窓口に行くまでの会場で声かけ（区役所の方）が丁寧で助かっています！

熱田区役所の南側の再開発。取り組み情報等教えてほしい。

熱田神宮の東側のまち並みを改善した方がよいと思います。

千年プロムナードはボランティアの方が草取り、ごみひろい等をしてくれてます。七里の渡し、宮の渡し公園はいつも
草がボーボーで残念です。先日他県からこられた人ががっかりしていました。歴史のある熱田をがっかりさせないよう
にと思ってます。

区内に公園が多いためか野良猫をよくみかける。心無い人間に虐待を受けることが心配。命を大事にすることは子
どもの教育に何よりも必要だと思う。捨て猫が犯罪であることや、保健所でしている避妊手術の補助のことなどを広
報などで周知してもらいたいです。

JR熱田駅と名鉄神宮前駅の間に金山総合駅のような総合駅の建設を望みます。

区役所の対応が良いと感じる(やさしい)。健康作りに力を入れる施策。

生ゴミのカラスによる飛散が多く目につくようになった。アミをくぐるカラスの仕業には、やむを得ない所があるものの、
その後の後始末が遅い。あるいはできていない集積所が目につく。区の印象に関わるかなり重要問題と思われるの
で、積極的に取り組み・指導願いたい。

図書館の新着図書の傾向が最近一方向に偏っているように感じられる。もっと全方向的に選んで頂ければ幸いと思
います。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

区役所回り整理して駐車場？ふれあいだの？駐車場地下？不足　前未舗装？何とか早くなおして。名鉄、ＪＲ、熱
田神宮、鉄道回り何とかならないの？

熱田神宮を中心とした神世の時代からと、名古屋城・宮の渡しなど江戸時代からの歴史を重視したまちづくりをめざ
し、高齢社会に向けた年寄りにやさしいまちであるのが良い。

熱田文化小劇場の公演情報、図書館の情報などを発信して下さい。

最近空き地に土木関係のダンプや大型車両が出入りし、土砂等の置き地になっているが、小さい子どものいる住宅
地なので事故が起こらないか心配している。管理業者の看板も立っているので正規の業者のようだが、行政から何
か言う事はできないのか？

共働きの夫婦が安心して預かってもらえる保育園の充実、及び保育園に子ども達が誰でも行けるようにしてほしい。
OＢ、OＧが役に立てるように。

目立つようなイベント(スポーツ、ライブ、ゲーム、会食会、バーベキューetc)など定期的な催しがあれば！熱田まつり
のような！

近所に外国の人(国はいろいろ)が沢山住んでいますが、地域の人と外国の人との交流機会があれば、それを機会
に少しづつお互いの距離が近づいて来るのではないかと思います。

カラス対策を検討していただきたい。

堀川、熱田神宮、白鳥公園・・・美しい景観のところが数々ありますが、せめて神宮前、区役所前の商店街は老朽化
が見た目にも激しく危険すら感じます。先ずは重点的に力を注がれてはいかがでしょうか・・・。

アンケートの内容がわかりにくい。回答がこれでいいのか迷って書きました。アンケートがどういかされるのか？これ
で区は区民の気持ちがわかるのか内容が心配。

高齢者の人たちが外へ出られるような催し、援助をお願いしたい。

神宮前を早く再開発して、熱田神宮を中心にしてもっとにぎやかにしてほしい。金山から宮の渡しへの堀川沿いの
プロムナードをもっと考えてほしい。ただ道を整備するだけではだめです。中途半端なんです。金山－神宮公園－
堀川沿い－宮の渡し－熱田神宮－神宮前とぐるっと廻れるように考えてはどうですか。一服できる所、おみやげや
若い人から中高年まで楽しめる所を作って下さい。

名鉄神宮前～ＪＲ熱田付近の景観を新しく美しいまちづくりをしてほしい。区役所内での授産製品販売、1階福祉課
の展示を見て、上の階の販売ものぞいたら、購買意欲をそそるものが少なかったです。区内の授産施設が何ヶ所
あって、販売はしていなくてもこんな仕事をしているという情報提供があるといいと思います。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

国民健康保険料の特別軽減の手続きに行ったら銀行のロビー案内のような人がいて、スムーズにできてとても良
かった。敬老パスをもらってからバスによく乗るようになって金山から熱田区左回りと右回りを試しに乗ってみたら、ま
だまだ行った事がない所があると思った。スマホだと路線図とか時刻表が見られるのですが、まだガラケーです。

熱田区発展のために、職員の方々又関係者の方々のご尽力に感謝と更なる期待を心より願っています。

熱田神宮の朔日市は良いと思います。熱田まつりの花火はもう少し大玉でダイナミックにしてもらいたい。

犬猫の殺処分ゼロに力を入れてください。譲渡希望。地域猫の制度育成のためのボランティア養成講座等を開いて
ほしい。

対応が丁寧でやさしいです。1階、2階も昔は気が重いと思っていましたが、今は行きやすいですね。

今回のアンケートを通してもっと積極的に熱田区の情報を知らないといけないと感じました。

難しいとは思いますが、神宮東の商店の再開発を望みます。

地域のみんなで参加できる行事がもっとあったらいいなと思います。

「目標とする姿」実現に向けて進む事が大切と思います。

空家をどうにかしてほしい。何かおきてからでは遅いから！

地下鉄日比野駅を上り、国際会議場に行く通りのケヤキがきれいでちょっと上り坂になっているので、案内するのに
「ケヤキ坂」と命名してほしい。（インバウンドの方にもわかりやすくするためにも！）

熱田区の活動がもっと人々の目の中に自然と入ってくるような形であると良いと思いました。予算の関係で難しいと
は思います。

６　　７０歳代の意見

行政指導でなく住民指導で取り組むべし。治安、交通安全はもっと警察主導で。

区の協力員の方のトレーニングを充実してほしい。

名鉄神宮前駅とJR熱田駅の間を何とかしてほしい。最も活気のあるべき場所が、全く活用されていない。

熱田は熱田神宮に代表される、歴史のまちのイメージが強いと思っている。それが他の区との差別化である。もっと
それらを主張できる（区民が誇りを持てる）まちにしてほしい。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

神宮商店街の見直し

伝統の誇り表に出す

郵送アンケートでは、人の気持ちは測れない。直接対話する形・・・学区討論会などで意見集約。もっともそんな事を
やるには熱い心を持っていないとできないだろう。

熱田区だけにスポーツセンターがありません。

緑の少ない名古屋と言われます。まちに緑を！緑の多いまちづくりに力をいれてほしいと思います。

熱田区全体を見るとゴミ出しの状況は非常に悪いと思います。収集日前に出されてカラスが食い荒して道路が汚れ
ている所が多く見られます。私の町内は私が見廻りをしてそういう事は無くなりましたが、もっと役所さんの方もきびし
い目で警察と協力して指導して頂きたいと思います。こうした意見を無にしないで下さい。お願いします。

南海トラフ地震の発生が30年後までに予想される。私の母(生きていれば95歳ですが)が終戦前に三河地震、東南
海地震が頻発して大変恐い思いをした事をよく話していた(空襲共に)ので、その対策(減災)が必要と痛感している。

・町内会の発展のとりくみ！（会合もしていない町内がある）戦前の「となり組」的でなく、もっと近くの人（特に子ども・
高齢者）の状況把握を　･学区役員の若返り（難しいけど）

熱田駅から神宮前までの間の商店街を熱田神宮とともに考える事。

安心して生活できる環境作りを希望。

日頃から熱田区民の為いろいろ努力されていると思いますが、正直なところその取り組み内容については一部の人
しか共有されていないと思います。名古屋市政についてのアンケートをしてほしい。現在の取り組みについて言いた
い事が一杯あります。

熱田区に引っ越して3年半、市民の意見を取り入れてより良いまちづくりに力を入れることを感じています。熱田区に
引越してきて良かったです。熱田区の発展に期待します。

熱田区民スポーツセンターはどこにありますか。たとえば健康器具があったり、ストレッチを教えてくれたり値段が安
いジムです。

以前は広報なごやの情報を見てあちこち出向き、今でも参考にしています。この頃は忙しくなかなか余裕がありませ
ん。町内の回覧は忙しくても見ますので、回覧に忙しい人にも役立つ情報を載せて頂けるといいなと思います。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

河村市長に変わられる前、近くの公園にずっとシルバーの人が入って下さった頃、ほんとうに他の人に自慢できる公
園でした。今はアヤメの花畑など酷い物です。残念です。四季ごと花を植え込み、ほんとうに良かったです。何とか
なりませんかね…。

このような手続をすると利点がありますよ。発信ができていない。お役所（国）は支払はすぐ連絡があるが、いただけ
るものには連絡はありません。

市民の立場に立った対応、企画をされたい。

神宮商店街を区役所と一体になるようにしてもらいたい。

熱田区に住んで2年半、夫婦共高齢になり情報が不足。

一部の人達がまちづくりに努力されていますが、一般の人達にも声掛け多くの皆さんが参加できるようお願いしま
す。

体育館があるからか、熱田区には「スポーツセンター」がないので是非とも造ってほしい。住民の高齢化に向けての
一つの対策として建設をお願いします。

風呂場の足元が不安定ですのでお願い致します(お店にざら板が今は売っていない)。

熱田区は老人の多い区だと聞いています。若い共働き家庭の助けにも力を入れてほしい。若い人の多い区こそ希
望があり活気が出ると思います。我家の周囲には子ども、若者が少ない気がします。若者の家庭が増えることを願っ
ています。

遠方から友達や家族が訪ねて来てくれても案内する所が無い事。

区民展に出していますが、都合つかなくて外しに行けない時は大変です。

現在住んでいる住居ではサロンが週1回開かれ、一人暮らしの私には社会と繋がっていると思いました。しかし、移
転すると又新しい地域との関わりを作るのに不安がありますが、努力していきたいと思います。

せっかく熱田区は神宮と言うすばらしい場所があるから駅前をシャッター通りにせず市民(熱田区の)全員で駅前の
開発ができ他県の人を呼べるくらい良いまちになればと常々思う。企業も行政も個々の人々も次の世代が夢がある
よう良いまちにしてほしい。

熱田区は歴史があり大好きなまちです。生まれてからここで暮らせる事は幸せだと思っています。老人がふえるばか
りなので、安全安心な施策が必要ですが、思い浮かびません。

今はあまり区役所へ行く事もない為、注文事項も思い出せませんが、この先年を重ねると色々な事でお世話になり
ます。その時はよろしくお願いします。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

市電が走っていた時と比べると堀川がきれいになったと思う！！魚が見えるくらいもっときれいになったら楽しみで
す！！

私の町内では先日からお年よりに集まってもらい、お茶会をはじめました。皆さまに喜んでもらってます。これもいき
いきセンターの皆さまのおかげです。ありがとうございます。

７　　８０歳以上の意見

高齢者、障害者宅に対し、月に2、3回程の連絡があればと思います。

白鳥庭園の近くに住んでいますが、カラスとゴミ問題で困っています。数年前からゴミ収集が午後になってから酷い
です。白鳥庭園の周りや、のり面などゴミだらけで観光地なのに恥ずかしいです。一体誰が掃除するのでしょうか？
何とかして頂けないでしょうか？このような要望が沢山ありますので時折アンケート等を積極的にして頂けるとありが
たいです。なかなか自分から言えませんので宜しくお願い致します。

JR熱田駅から名鉄神宮前駅までの商店街の発展など取り組んでほしい。

安全安心で楽しいまちづくりで住みよい熱田区に希望しております。

認知症で歩ける人(徘徊)で困っています。預かって頂ける所を考えて下さるようにお願いします。

区役所の建物に外から(遠くからでも)分かるように書くか、書いた物をかかげるかすると良いと思いますが、場所を聞
かれる事がありますので…

孫達も公務員です。大変そうですので、頑張って下さい。

5年程前迄は警察の方が家族構成を調べに見えましたが、今現在全然見えませんね。きっと人手もなく忙しいので
すね。

安心、安全

ゴミの日、近所のマンションの若い方が地下鉄に行く途中我が家の前に生ゴミ(色々入ったもの)を置いていかれるの
で、我が家が出したように思われて困ります。所定の場所に出してほしい。

市営二番荘、その周辺世帯は多く、けれど高齢者が多いです。切角の敬老パスを使って出かけたくても六番町まで
は年寄りの足では大変です。二番荘周辺(公園辺り)からコミュニティバスが出され、六番町エレベーターのある地下
鉄出入口までの運行ができますよう、切にお願い致します。

熱田区役所の方も熱田区にいる人、働きに来る人も大体庶民的で優しく、親切なのでその優しさを活かせるようなま
ちづくり。熱田神宮や商店街を中心に伊勢神宮のようなまちづくりをめざしたらどうか。防災、ヘルプカード(高齢者も
含めて)も力を入れてほしい。
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問２０．ご意見・ご要望等（自由記入）

熱田神宮前の商店街をにぎやかにし、神宮につなげるアーケード等で神宮まで行きやすくする。

今以上に子ども老人に安全なまちであってほしい。信号機の青の長さなど。
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