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名古屋市次期総合計画づくり市民ワークショップ 開催報告 

1 趣旨 

名古屋市次期総合計画の策定にあたり、幅広く市民から意見を聴取する取り組み

のひとつとして、無作為抽出した市民によるワークショップを開催しました。 

2 開催日時・場所 

日 時

第 1回 平成 31 年 1 月 20 日（日） 13 時 00 分～16 時 30 分 

第 2 回 平成 31 年 1 月 26 日（土） 13 時 00 分～16 時 30 分 

会 場
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 社会連携ゾーン shake 

（名古屋市東区矢田南 4-102-9） 

3 参加者 

住民基本台帳から無作為に抽出した 18 歳以上の市民 3,500 人へワークショップ

の案内状を送付し、参加意向を得られた方の中から、年齢や性別等を考慮したうえ

で抽選により参加者を決定しました。 

（参加決定者数及び参加者数） 

日  程 参加決定者数 参加者数 

第 1回 

（平成 31 年 1 月 20 日（日））
37 人 24 人 

第 2 回 

（平成 31 年 1 月 26 日（土））
37 人 28 人 

計 74 人 52 人 

※上記人数には、場所を提供していただいた名城大学の学生 6 人（各回 3 人）の

参加を含みます。
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4 内容 

 ワークショップは、名古屋市次期総合計画中間案を基に、「名古屋をもっと魅力的

なまちにするためのアイデアを出し合おう！」をテーマに、個人ワーク及び 7 つの

グループに分かれてグループワークを実施しました。 

 最終的に、グループごとに３～５つのアイデアをまとめ、参加者及び市長の前で

発表した後、参加者同士による投票を実施しました。 

5 意見・提案（まとめ） 

各回の投票の結果、得票数が多かったアイデア（意見・提案）は、以下のとおり

です。 

第 1回 

（平成 31 年 1 月 20 日（日））

第 2回 

（平成 31 年 1 月 26 日（土））

1

栄・名駅エリアのシャレオツな 

使いたくなるトイレ 

(イベントが行える大きな公園etc) 

1 

自転車専用道路を整備して、 

スポーツ施設・コンサートホール 

を増やし、自転車で各施設に移動 

2
防災・防犯目的のため LED の 

明るい街 
2 

KETTA CITY 名古屋（自転車で 

環境に配慮！健康にも Good！）

ロードレース可能な自転車道！ 

3

名古屋に来れば健康になる！ 

走れる、しゃべれる、食べれる、 

泊まれるジム 

2 
高齢者と子供を見守り隊の結成 

名づけて“福ろう隊” 

4
誰でも無料で利用可能な施設の 

増加（中学校区に 1つ） 
4 

公園にモニュメント特徴的な 

トイレを 16 区それぞれに作る 

↑美しく誰もが来たくなる 

☆公園トイレスタンプラリーイベント☆

5
女性が働きやすくなるような 

託児所の拡充  
4 

電車の行き先表示をわかりやすく 

（色分け、停車駅表示など） 

4 
木曽川の水を名古屋駅周辺で 

誰にでも利用出来る施設をつくる 

4 

栄に複合施設（保育園・学童・ 

子ども食堂・コミュニティセンター）

をつくる 
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6 各回の検討結果 

第 1回（平成 31 年 1 月 20 日（日）） 

（1）【第 1回】各グループの検討結果 

①ひつまぶしグループ 

災害 名古屋の魅力

・津波対策は？ ・街の美化 

・地震対策をもっと進める ・都市の中の緑、いこいの場 

・防災意識の向上 ・ゆるキャラ

・イベント誘致 

鉄道（公共交通） ・歩いて楽しいまち 

・人混み、渋滞の緩和 ・カンコウチ↑ 

・名古屋駅のわかりやすさ ・他の都市に何が負けているの 

・ベビーカー、トランク大変 ・名古屋の名所めぐりツアー 

・地下鉄のバリアフリー ・大須等商店街の活性化 

・夜が早い ・個性的なまちの充実（大須とか…） 

・夜間のにぎわい ・名古屋すごいけど栄もっとがんばってほしい 

  ・発信が少ない 

交通

・交通事故が多いから減らす 名古屋の魅力 名古屋メシ・おみやげ 

・道のバリアフリー ・名古屋の独特のものを広める 

・交通渋滞 ・他の街で豆味噌を売っていない 

・交通安全 （名古屋で西京みそは買えるが、京都で豆味噌は

 なかなかない） 

市民サービスの充実 ・発信が少ない、わかりづらい 

・教育を充実、皆受けられる ・名古屋メシ一度に食べられる PR 

・子育ての支援は ・みそ 

・病院 ・おみやげコーナー↑ 

・横丁 

・名古屋買い物マップ 

＜発表テーマ＞ 

名古屋の魅力発信！！ 

名古屋をもっと魅力的なまちにするためのアイディアを出し合おう 

◎ いいなと思うこと 

・名古屋駅内に食の発信ブース、名古屋メシ横丁をつくる 

・車いす、自転車で走りやすい街づくり、アジア大会に向けてベロタクシー普及 

・女性が働きやすくなるような託児所の拡充 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・交通事故を減らすため、車使用の抑制（車に頼らないまちづくり） 

絞込み 
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②きしめんグループ 

子供・教育 もっと名古屋に通いやすく！楽しめる名古屋に！ 

・部活がなくなるのはさびしい ・もっと県内の人が名古屋の大学に通い 

・子供の数を増やす やすくなる交通網 

・学校の教員数を増やして、少人数学級を ・自転車道をもっと整備 

拡大する ・自転車用の歩道をもっと広く、多く 

・保育園の数、学校の数の増加 ・市電の復活 

他県の人にも優しく 名古屋の楽しい場所増やす！ 

・町内会の集まりがあることを知ることが ・栄に遊園地を！ 

できる ・名古屋オリジナルキャラクターの遊園地 

・他県の人が住み始めた時にコミュニティ  

がある 名古屋城だけではないよ！ 

・町内会の集まりがある ・名古屋祭りを変える 

 ・市内観光バスのルート拡大 

公園 ・観光インフォメーションを増す 

・新しい街作りには、核となる公園作りをする ・観光を増す 

・公園がもっと近くに欲しい  

・屋外でもっと気軽に遊べる公園 働きやすい街！ 

 ・名駅周辺のランチ代を安くして欲しい 

病気がある人に優しい！ ・通信料をもっと安く 

・身体に難がある方も自立して生活できる ・残業禁止特区の指定 

・大きい病院の連携をスムーズに ・労基かんとく官の増加、とりしまり 

・病気を持っている人への認識を高める ・Google、Apple 等を誘致 

ポスターを作成。ヘルプマークみたいな  

感じ！ ルールを決めよう

・ごみの収集日を守る習慣

若者集まれ！！ ・緑道はいつもきれいにしておきたい。 

・集まれる場所、センター的場所を増やす 定期的に草刈りをしてほしい 

・若者が新しいことに挑戦することを支援 

してくれる もっと集客を！ 

・社会人になっても興味あること学べる ・コンサートホールの充実

  ・文化施設の充実 

 （名古屋とばしにならないように） 

＜発表テーマ＞ 

みんな来やぁ！！意外と楽しい名古屋 

◎ いいなと思うこと 

・誰でも無料で利用可能な施設の増加（中学校区に 1つ） 

・かくれた観光スポットの発掘と発信（ムリヤリ観光バス等） 

・残業禁止特区の指定（5年後に市役所から残業 0 へ）残業させたら給料カット 

絞込み 
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③ういろうグループ 

観光 交通網のバリアフリー化 

・異国文化の伝播 ・トラムかわいいやつ ホバークラフト、 

・歴史的遺物の伝播・保護 ネコバスとか 

・ナゴヤの観光名所をつなぐ工夫 ・昔の様に市電再開発！ 

・中にも外にも・熱田神宮・東山動物園・ ・駅の移動…楽 

有松しぼり…を知らせる ・車窓眺める 

・英語教育充実 ・市バスの回数 1時間に 1 本しかなく 

 出かけにくい 

コミュニティセンターの活性化 ・高齢者への配慮 

・交流できる場所をつくる ・乗り降りがたいへんなので楽なように 

・主婦も子育てと両立できる活動場所 ・スロープ 

・population 人口の割に ・シニアには公共交通（特にバス）が少ない 

cafeteria 喫茶店が少ない ので多くするとよい 

・高齢者方が休憩する場所ない ・エレベーター建設 直通の 

・泊まりたくなるところをつくる ・バリアフリー 

 ・シニアが外に出かけやすい仕組みづくり 

シニアの活動 ・エレベーター 

・休憩所の建築 ・高齢化社会 対応した町作り 

・体育館で活動できる  

・シニア活動活発化 分散化 

・シニアに対する生涯センター(特に体育館) ・「住みやすいまち」を PR 

いつもいっぱいでとりにくい ・ナゴヤを最も楽しむモデルコース 

もっと作って モーニング→名古屋城→熱田神宮→

・シニア、中高年が活動できる場所を ひつまぶし→科学館 

もっとつくる ・名駅一極集中化 交通ラッシュ暖和のため 

 分散化 

 ・「都会と田舎ミックス」を PR 

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっと魅力的なまちにするためのアイデイアを出し合おう！ 

◎ いいなと思うこと 

・リニア直結！！観て楽しい、乗って楽しい、乗り降り楽チンナゴヤ式トラム 

・名古屋に来れば健康になる！！走れる、しゃべれる、食べれる、泊まれるジム 

・アニメ・マンガでアジアに発信！！三英傑が名古屋を紹介 

絞込み 
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④あんかけスパグループ 

観光・都市開発 街づくり 

・ユニークな観光名所があるといいな！ ・住民と役所の距離が近い 

・ディズニーランドなどの大型施設 ・ゴミのない町にしたい 

・祭を民間に委託しており屋台や、催しが ・環境事業所がゴミに対する収集を 24ｈ。 

少ない 監視駐在人を検討 

・技術都市として発展する ・町内のコミュニケーションのある町に 

・名古屋城の都市計画は新宿、品川を参考に ・緑を増やす 

・行きたい名古屋！ ・水道がうまい 

・名古屋、栄に依存せず、星ヶ丘をマルイ ・企業誘致で税収 UP！！ 

グループと都市開発 ・行政としての情報発信。 

・栄、名古屋以外の都市化 SNS、メールマガジン 

・市営公共交通機関の通っていない場所 

・満員電車への対策 防災・防犯 

・名古屋駅の集約化 JR、近鉄、名鉄、地下鉄 ・防災用の情報手段の共有化 

・鉄道網の充実を ・災害に強い街に 

・鉄道の改善 ・防災に重点を。消防、警察等 

 ・ドロボウのない町 

大学・教育 ・地域 防犯 防災 

・大学の技術を街に応用 ・子どもたちに防災教育を！ 

・産・学・官・民の連携を  

産業×学業×官公庁×民間 社会福祉・児童教育

・高い教育水準を目指す ・児童館など子供が集まれる場所を作る 

・教育の選択を増やす ・多文化共生できるまちに！  +世代 

・名古屋、愛知、南山、中京、名城大学等の ・子どもの声がききたい 

選択を増やす ・子どもが遊べる場所を増やす 

・給付型、奨学金の見直し ・子どもはだれでも日本語の勉強ができる 

・学校で市民活動ができるように ・子供の遊び場 

 ・外国人（大人）の日本語教育 

施設 ・大きな保育所でなく、小さな保育所を沢山 

・テニスコート、ゴルフ、公園等市営遊戯  

施設を増やす 道路開発

・高齢者と子どもが一緒に住める場所 ・道に LEDライトを増やす 

・リタイアされた方の活躍の場 ・道に全て名前をつける 

・娯楽施設、レクリエーション、障害体育館 ・自動車などの運転 

・介護エリアを広く ・道路をわかりやすく整備する 

 ・住宅街の小道にも名前 

仕金・給与 ・長久手、名東区エリアに配送営業所を 

・賃金アップ 誘致する（Amazon） 

・給与水準が髙ければ人は集まる  

・公務員の待遇をより良く  

＜発表テーマ＞ 

産・学・官・民の連携強化 

◎ いいなと思うこと 

・防災、防犯目的のため LED の明るい街 

・誰でも歩いて行ける場所に交流の場を！ 

・リニアを最大限いかすための鉄道網の改善 

絞込み 
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⑤味噌カツグループ 

イベント 命 

・名古屋駅をつかったイベント ・愛知県ワースト 1 脱却を名古屋から 

・子ども、大人 みんなでフェスティバル ・人にやさしい車をツールにした社会 

・人の顔がみえる 地域イベント（お祭り等） ・走り難い道の作りにする 

・名古屋駅から名古屋市内へイベント ・命を大切にする 

・名古屋を素通りされない企画  

・名古屋のミソカツやさんの食べくらべ 快適な生活・人的資源！ 

フェスティバル ・いじめとかないようにする 

 ・学校地域の大人の連携 

ガイドブック ・子供への躾ができる環境づくり 

・一目でわかる名古屋早わかり帳 ・困っている人に声をかけられるようにする 

・駅のあちこちに名古屋弁の意味を掲示 ・子供も大人も元気にあいさつする街 

・分かりやすいガイドブック ・お年寄りが元気な町内会 

・名古屋弁バージョン ・障害のある人の職場を近所に！ 

・外国語バージョン ・地域、町内、子ども会の活性化 楽しくする

・市外、県外向け ・学校の空き教室に学童や保育園 

 ・人が集まりやすい思いやり食堂 

市民参加型 （ふれあい食堂） 

・選挙への投票の積極的な環境づくり ・子どもステーションやボランティアを作る 

・大人が行く  

・投票済証がないと進級させない  

・家で話す（家族）  

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっともっと素敵な街にする為！ 

◎ いいなと思うこと 

・100m 道路を車が走り難い道路に変える！！ 

・忍者おもてなし隊（忍者スタイルやハッピ）を色々なところに配置！ 

・名古屋の人パワーであいさつし隊！老若男女元気！ 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・人に優しい名古屋のガイド 

・名古屋市内全域への魅力の拡大 

絞込み 
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⑥手羽先グループ 

地域のつながり（災害の時にも役立つ） フラリーマン 

・地域の祭りを 1町 1個する ・ゆとりがほしい 

・地域の見回り隊をつくり、安全の見まわり ・働き方改革を、もっと公務員からすすめる 

をする  

・おとしよりと子供の交流を活発にする 教育 

・児童館や公園などにお年寄り（ボランティ ・小中学生の昼食はタダにする 

ア）を配置する ・タブレット→使い方 

・自治会(町内会)への加入を積極的に進める ・通訳がいない 

 ・関係者に(先生とか)語学研修を！ 

現在は魅力がない！ ・語学以外でも知識 学年の興味をもつ授業 

・地下鉄の時間 ・通知表べつべつ 

・市バスの系統 本数をもっとふやす ・楽しい授業 

・郊外の人が夜 12：00 までいられるように ・歴史人物アニメ化（名古屋 ver） 

・守山、緑、名東、天白 → 不便 ・プラネタリウム→夜○○山で星空キャンプ 

・今あるものを発展させる ・東山動植物園でオリエンテーリング 

・フラリエは正解！発展形 ・名古屋城で何か 

・はば広い世代が魅力的にみえるもの  

・TV 塔改革あたりが楽しみ  

・イルミネーション  

・住んでいて魅力がわからない  

・情報を聞きたい聞ける場 人がほしい  

・聖地巡礼になりそうなところ  

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっと魅力的なまちにするためのアイデアを出し合おう 

◎ いいなと思うこと 

・時間重視の交通機関発展（もうきたよ！） 

・地方でも来たくなるような場所（ex フラリエ） 

・武将隊からアニメキャラ化→（教育観光として興味をもってもらう） 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・語学を学ぶチャンスを増やす 

・施設での実せん授業（東山等） 

絞込み 
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⑦天むすグループ 

使いたくなる公共施設 自然環境 

・岐阜図書館にはスタバがある見習う！！ ・公園が少ない 

・おしゃれな公共施設を ・小学生中学生があそべる近くの公園 

・TSUTAYA にスタバが有るみたいな ・公園に緑を 

・図書館でカフェ ・都市と緑地があること 

・集中させないでどこにでもある ・動物にやさしく 

  ・集中させないでどこにでもある 

コミュニティ 

・地域としてのコミュニティ 名古屋の魅力再発見

・高齢者の方との交流 ・人が多い 

・学生さんも声かけられてない ・にぎやかなまち 

  ・市役所とかのツアー 

交通 ・名駅とか栄とかキレイなとこのツアーも 

・地下鉄が通っていない場所の利便性の向上 ・たべものの魅力を発信 

・便利な交通 ・名古屋というブランド力向上 

・バスの本数増やす ・もっとインパクト「なごやといえば○○」 

・コミュニティバス ・名古屋らしさの追求 

  ・あらたなテッパンのお土産（おかし） 

生活環境 トイレ ・集中させないでどこにでもある 

・経済的に力がある町は世界も含めて、  

トイレがキレイ！！ 要望 

トイレがキレイな名古屋に！！！！ ・瑞穂の競技場建て替え！！ 

ex フランス、ドイツなど ・アジア大会に向けて是非！！ 

・外国人が何回も名古屋に来たくなる町  

→やっぱりキレイな町に！！  

生活環境 ゴミ 

・地区の収せき場(各戸ではなく 30軒くらい)

・ゴミの回収の方法を変えられないか  

・岐阜はゴミ集積場にカギがついている  

ネコ、カラスが入れない  

＜発表テーマ＞ 

インパクトのある名古屋に！！ 

◎ いいなと思うこと 

・栄・名駅エリアのシャレオツな使いたくなるトイレ(イベントが行える大きな公園etc) 

・市役所、県庁、公共施設を河村市長とめぐるツアー(歴史的建造物)NAGOYA 

・カフェ+仮眠（+冬はこたつと畳）施設のあるもっと行きたくなる図書館 

絞込み 
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（2）【第 1 回】各グループの発表・投票用紙 

①ひつまぶしグループ ②きしめんグループ 

③ういろうグループ ④あんかけスパグループ 
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⑤味噌かつグループ ⑥手羽先グループ 

⑦天むすグループ 
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（3）【第 1回】当日の様子 
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第 2回（平成 31 年 1 月 26 日（土）） 

（1）【第 2回】各グループの検討結果 

①ひつまぶしグループ 

魅力発信 公園 公共施設 

・行政の考え計画がわかりやすく公表され ・ボールで遊べる公園を増やす 

ている ・公園遊具の充実 

・名古屋のことを市民が知っている ・公園トイレ新設 

・名古屋の魅力を SNS 発信し「いいね」が ・夜の公園は暗いので明るくする 

他県等から増えると税金が安くなる ・サービスエリアにあるような名物トイレを 

・もっとキャッチ―に つくる 汚いことろが多い 

・無理に魅力的にすると考えず自然に魅力的  

な街になる 交通

・SNS で良い話題が流れる ・名古屋は自動車中心の街であるので公共 

・ネコ長官（ロシア西部） 交通機関を発展させる 

・ネコ商店街（東響ヤナカ銀座） ・地下鉄圏外にも行きやすく 

・市民が名古屋について考えを発信する ・市営地下鉄、バスの時間延長 

・魅力を伝える公式 twitter などを名古屋市 ・上飯田線を延伸してほしい 

が作り名古屋の魅力を発信 ・本山・東山線⇔八事・鶴舞 行きづらい 

・水を海外へ売る もっと北に延伸して守山区に地下鉄が 

・おいしい水を守るため水道法民営化を 欲しい 

しないでほしい ・バスの時間延長 

・海外発信のための外国人との交流 ・地下鉄の乗り換え便利に。違う路線の乗り 

 換えを隣のホームでできてほしい 

やりがい ・電動自転車の乗り捨てができる 

・高齢者が働く場を増やす

・ボランティアでも人と関わる機会があれ 街を元気に！ 

ばいい ・個人店が元気になるといい 

・選択支が欲しい ・商店街をもっと活用する 

・例えばどんな仕事…身近な仕事  

・いろんなやりがいを見つけやすい  

（機会がある）  

・高齢者への補助を市がする  

＜発表テーマ＞ 

 （なし） 

◎ いいなと思うこと 

・公園にモニュメント特徴的なトイレを 16 区それぞれに作る 

↑美しく誰もが来たくなる ☆公園トイレスタンプラリーイベント☆ 

・(交通)守山区にも地下鉄を通して小幡緑地→上社→平針あたりに通す 

・高齢者に対して市が補助して活躍の場をつくることでやりがいをみつけることができる 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・名古屋のおいしい水を残すために民営化はせず市がアピールして海外発信する 

・名古屋の魅力を SNS 発信して他県から「いいね」が増えると市税が安くなる 

絞込み 
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②きしめんグループ

アクセスの充実 防犯 

・多くの移動手段がほしい ・となり近所の人を知ろう 

・交通が複雑（他県の人から聞いた） ・侵入犯の少ない街になってほしい 

・駅の表示を見やすく ・治安がよくなって安心して生活したい 

・東京に比べると公共交通機関が少ない   

基本コンセプト 

街の美化 ・名古屋は東京のサポーターになるつもり 

・ゴミをストレスなく出せるといいなぁ  か？ 

・ごみボックス 

・まちのきれいさ！（ゴミが落ちていない） 食の充実 

・海や川をきれいに ・夜が早い（お店の閉まる時間） 

 ・B 級グルメ王国をゆるぎないものとして 

多文化共生 さらに誇れる街に 

・外国人の子どもの日本語教育施設の充実を ・他府県においしいものを流すな 

・多文化共生 ・おいしい魚が食べられる街になってほしい 

次世代産業 魅力発信 

・自動車の次を担う基幹産業を育てよう ・外国人旅行者にとって魅力スポットを 

増やそう 

人にやさしく ・もっと宣伝しよう 

・道の段差が多い ・歴史、文化、伝統外国人観光客に発信でき 

・ハード面も大事だけど地味にソフト面も充実 るまち 

・駅のエレベーターが少ない ・東京や大阪にない魅力発信！(道路の広さ、

・障害者、子ども、老人への配慮 水のおいしさ) 

・しぼり（絞り）とう芸など伝統産業の広報 

 ・外から来た人の本音の意見をうまく引き 

  出そう 

＜発表テーマ＞ 

人にやさしく、外へ発信しよう 

◎ いいなと思うこと 

・ナゴヤメシ街を名駅、栄、金山につくり、ナゴヤメシグランプリを開催し、 

グルメの街として全国に発信する 

・地下鉄のエレベーターの台数を増やす（人にやさしい街づくり） 

・電車の行き先表示をわかりやすく（色分け、停車駅表示など） 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・名古屋の伝統工芸（有松絞りなど）を伝承する人づくりと観光 PR 

・住宅街のゴミ処理設置方法とカラス対策（街の美観） 

絞込み 
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③ういろうグループ 

魅力的な施設 快適なインフラ設備 

・どこでも運動できる施設を駅の中に作る ・リニアができる前に名駅を分かりやすく 

・川名公園の西側の小劇場と駅を結ぶ付近の する 

自転車置き場 ・地下鉄をわかりやすくする 

・知らない人同志でもあいさつできる環境 ・鉄道、インフラ設備増設必要 

・水族館、動物園を安く ・通勤電車の混雑緩和 

・社会人も学生もいつでも話しに行ける場 リュックおろしてくれる人増えて欲しい 

・魅力的構造物（官・民融合型）を増やす ・守山区に地下鉄がほしい 

・公共施設をきれいにする ・快適にしたいね 

・道路公園(東山)1万歩コースになっている ・「水がおいしい」もっと PRしてどこでも 

・道とか汚いとこあるよね 水が飲める 

・トイレもきれいにする ・駅で人がぶつからないようにする工夫 

・ドーム前イオンに映画館 個人的に   

・集まりやすい所に駅を増したい 快適なインフラ設備 福祉 

・公園整備 ・生活者に優しい町欲しいね 

・海外の人、他府県の人から見て魅力ある ・車イスの人が動きやすいように 

街に ・バリアフリーな町 

・名古屋めしだけのストリート ・生活道路の段差をなくす 

・木を増やす ・広小路の歩道の段差をなくす 

学校

・小学校（六合北）用地 3000 坪約 95 人   

→この土地を別の用とで活用  

・学校教育見直す   

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっと魅力的なまちにするためのアイデイアを出し合おう！ 

◎ いいなと思うこと 

・名古屋駅近辺に魅力ある構造物をどんどん増やす 

・木曽川の水を名古屋駅周辺で誰にでも利用出来る施設をつくる 

・新しい型の鉄道、駅の整備 

絞込み 
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④あんかけスパグループ 

観光 高齢化社会対策 

・名古ヤの名所をアピールする ・高齢化社会になっているのに、街中に 

・古い建物、街並を活かす ベンチが少ないので増やす 

・三英傑をもっと観光資源として活用しては？ ・敬老パスの拡大、無料化 

・修学旅行生の誘致 

防災 

公共施設 ・防災姉妹都市締結 

・公共施設の無料化   

・公共施設の認知を高める 食文化 

  ・名古屋の食文化をもっと広める 

自然環境 ・新しい物を追い求めずにいく 

・緑地をもっと魅力的にする ・名古屋、おみやげ 

（ランドスケープデザインをもっと重要視） 

・名古屋の自然をもっとアピールする 外国人支援 

・花の名前、種類（発見いっぱい！） ・外国人在住者の教育支援システム構築 

・マップ作り（自然、植物） ・行政の援助 

都市デザインの整備 学術・知財・研究の保護正職員に！ 

・都市デザインに統一感が欲しい ・大学の研究職の安定雇用 

遊歩道のタイルが区画によって違うなど ・若者の就職支援の充実 

気になる  

・バス停のデザインも統一を！！ 人財交流 

・メンテナンスを簡単にできにくい… ・市民参加のイベントを増やす 

・まちのカベの色を統一 ・子育て中のパパママの活用（育休中） 

  ・市役所や役所と企業の人事交流 

都市のインフラ ・名古屋、イベントが分かるサイト 

・エスカレーターの乗り方№１の都市にする  

・駅のエスカレーター、エレベーターの整備  

を進める  

・公共交通機関の交通費が高いので安くする  

・自転車道の整備を進める   

・バス優先道路をやめる（右折が危険）   

＜発表テーマ＞ 

日本一！まちづくりの金メダル 

◎ いいなと思うこと 

・日本一！ひとにやさしい公共交通機関 

・日本一！統一感あるまちづくり（名駅、金山、久屋大通） 

・日本一！緑と人がふれあえるまち 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・人が育つ土壌があるまち、人を大切にするまち 

絞込み 
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⑤味噌カツグループ 

現状維持 イベント 

・今のままで良いと思う ・ハロウィンのイベント 

  ・名古屋城で花火 

マナー ・男性も参加できるフルマラソン大会をする 

・交通マナーの改善 ・子ども高齢者も集めるイベント 

・タクシー名古屋走りをやめてほしい ・けん玉選手権 

・自転車のマナー   

福祉 

交通 ・オフィス(タワー)ビルに保育園設置義務化 

・交通が不便 ・栄に子ども園 

・車が必要ないと不便 ・どろんこ保育園 

・地下鉄交通の便を良くしてほしい ・学童、子ども食堂 通勤場所 

・交通費が高い改善 ・子どもも高齢者も楽しめる場所 

・地下鉄の本数を増やす ・高齢者が安心して暮らせる様に 

・ゆとりーと、名鉄 高い   

・自動運転 グルメ・酒 

・買物する場所近くに ・日本酒にあう新名物を 

  ・屋台街をつくる 

施設 ・居酒屋を増やす 

・マルシェ、フリーマーケット ・若者どうしがつながる場所 

・コミュニティセンターを活用する ・朝までいられる場所 

・スポーツができる公園を身近に   

・遊ぶ場所が少ない 多くする 治安 

・劇場コンサートできる場所 ・安心して外出できるまち 

・みどりをもっと多くする   

・地元の企業商店街が輝くまち   

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっと魅力的なまちに 

◎ いいなと思うこと 

・栄に複合施設（保育園・学童・子ども食堂・コミュニティセンター）を作る 

・新名古屋めしを朝まで食べれる屋台街を作る 

・郊外に自動運転の車、バスを走らせる（どこでも名古屋） 

絞込み 
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⑥手羽先グループ 

交通系 施設を使おう 

・シェアサイクルは？でらチャリ ・公民館の使い道 

・各駅にほしい ・名古屋の図書館は古い、暗い 明るく 

・駐輪場を使わない… 

・ヴェリブ（ヨーロッパ） ちっちゃいイベント 

・レンタサイクル ・大きなイベントじゃなく小さないイベントが

・自転車のための道がほしい たくさん（月 1回とか） 

・自転車レースができるくらい ・コインパーキングなどを活用したイベント 

・ふらっと出かけたくなるときに必要 

 駐車場の確保 教育・保育 

・交通利便性◎ ・保育園の増設 

・交通網の充実 ・0～6才まで一貫した保育所 

・名古屋の名所をつなぐ交通手段 ・育児、教育 1位の要因は？ 

・名古屋のハトバス（観光地巡り） ・学童保育所の増設 

・なごやメシツアー  

公園とかのスペース 

文化 ・公園を多く作る 

・名古屋人が名古屋の文化（観光）を好きに ・散歩が楽しくなる場所がほしい 

ならないと ・公園がもっとほしい 

・名古屋市民のための名古屋講座！！ ・栄、名駅で自由に休憩できるスペース 

・徳川美術館 （芝生とか） 

・市民が魅力言える？  

・観光客にどこを紹介できる？ 防災 

・城下町 ・防災対策の周知 

・どんなまちなのかが言いづらい ・視覚情報で分かりやすい資料！！ 

・人がやさしい 人の魅力 ・いろいろなコミニティーがあると良い 

・動植物園の紅葉  

＜発表テーマ＞ 

名古屋をもっと魅力的なまちに 

◎ いいなと思うこと 

・KETTA CITY 名古屋（自転車で環境に配慮！！健康にも Good！！）  

ロードレース可能な自転車道！ 

・そうだがね 名古屋にこやぁ 

京都に負けない紅葉のまち 東山動植物、徳川美術、白川庭園、揚輝荘 

・ちっちゃいイベントたくさん 

栄、名駅に公園をつくろう『いつでもイベントのまち』 

絞込み 
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⑦天むすグループ 

水 緑 

・水道の水を飲みやすくする ・緑豊かな公園をつくる 

・川をキレイにする（川遊びができる） ・環境に力を入れる道路のゴミ等 

・河川をきれいに魚が住めるように ・緑あふれる街 

 ・大通りに街路樹が増えるといい 

地理と観光 

・港沿いのルーフトップバー 名古屋港 娯楽 

・桜の頃の堀川の屋形船 ・コンサートホール不足 

・地理的特性を活かした街作り ・スポーツ施設を増やす 

・名古屋城を眺めることが出来る飲食店 ・名古屋エリアから周辺市町村との連携 

・野球観戦からの飲み屋等の地理的集約 

教育と企業 ストーリー ナゴヤドーム 

・学、企の交流の場をつくる  

・大学、高校が多い 交通 

・企業と学校の活発化 ・自転車が安全に走行できるように 

・中小企業が一体となれるような仕組み ・車で走ると恐い→安全にする 

 ・マナー 

健康・福祉 ・自転車専用道路 

・子育て世代の税金を減らす ・歩道の自転車と歩行者を分離 

・見回り隊  

・近所つきあい子供とのふれあい 娯楽と交通

・地域の繋りを深める 例）盆踊り ・利用時の 1日の流れに着目した施設配置 

・高齢者に福祉を充実する ・名古屋近郊市町村の環状線化 

・独居高齢者の支援  

・お月見泥棒  

・健康づくりの基盤  

・100 才まで生きるため 

＜発表テーマ＞ 

（なし） 

◎ いいなと思うこと 

・堀川、名古屋港の「水」「緑」を整備して、屋形船等の景観を生かした 

イベントづくりをできるようにする 

・自転車専用道路を整備して、スポーツ施設、コンサートホールを増やし 

自転車で各施設に移動 

・高齢者と子供を見守り隊の結成 名付けて“福ろう隊” 

○ 残しておきたいこと（捨てがたいアイデア） 

・企業と学校との交流機会と場所を増やし、集約する 

絞込み 
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（2）【第 2 回】各グループの発表・投票用紙 

①ひつまぶしグループ ②きしめんグループ 

③ういろうグループ ④あんかけスパグループ 
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⑤味噌かつグループ ⑥手羽先グループ 

⑦天むすグループ 
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（3）【第 2回】当日の様子 
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