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問２７．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

休みの日に熱が出るなどコロナが言われている中、起きたとき一度熱田区休日急病診療所に区役所のHP
から電話したが、どうすればよいか全然わからなかった。休日体調が悪い場合のガイドラインをHPに作って
ほしい。

時間のたっぷりある年配者の意見ばかりを取り上げることなく、働く世代、子育て世代の意見を取り入れた
取り組みをしてほしい。

駅前の商店街の活性化。安心して買い物ができる店と駅前の飲み屋が欲しい。

今年はできなかったが来年は盛大に祭りをして楽しませてほしい。

区の財政には限りがあるため、魅力的な施設やイベントを建設・実施する事業者を支援し、民間投資を促
すことでより良いものが集結するようになると思います。また他で見られない街並み整備も行政にしかでき
ない魅力発信だと感じます。一時的な催しも大事ですが、何十年と残る投資にこそ力を入れていただける
と嬉しいです。

周りにお年寄りが多いため日中に災害が発生した場合心配です。スマホ、インターネットを使えない人にも
避難所や災害情報が伝わり、声掛けや避難の手助けも地域ぐるみでできると安心です。災害時の個人の
行動、地域の行動・区や市が行っていただけることなどの役割分担の周知、それに基づいた準備が必要
だと思います。

住民もまちづくりに参加してみたい。

熱田神宮、神宮前商店街通りの路上禁煙地区化。

もっと若者にとって魅力のある店舗を増やす。(商店街など)　取り組みまたは活性化のための新たな施策。

神宮前商店街を再開発して、魅力のある商店街にした方がいい。

・道路がぼこぼこ…きれいにしてほしい。　・飲食店が少ない。もっと活気のあるまちになると嬉しい。
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２　　30歳代の意見

熱田駅から神宮前駅間の商店街が古くて見苦しい。もっと人が集まるようにきれいにしたらよいのにと思い
ます。

子供が生まれてあらためて熱田区の穏やかな区の雰囲気を感じることが増えました。それと同時に公園の
整備が進んでいないこと、小道や脇道でスピードを出して通る車が多いことなど、気になる部分も出てきま
した。とても良い土地柄だと思うので、良いところはそのままに改善点はスピード感をもって対処してくださ
ると嬉しいです。

西口の商店街が整えば…。カラスを減らしてほしい。

SEIYU三番町店とブライムスクエアの道路に信号つけてほしい。

駅周辺での歩きたばこ、たばこのポイ捨てをやめてほしい。

議員の方が発行していたチラシ(コロナ対策や受けられる支援など身近な情報がうまくまとめられていて役
に立った)の様なものを区が発行するとよいと思いました。情報量が多すぎると読まずに捨てるのでA3両面
くらいのボリュームだと良いです。

子育て世代にとっては学校の質・教育の質が住む場所を決める大きな理由の1つとなっていると思います。
その点でよりよくしていくためにお取り組みいただけたら嬉しいです。

名古屋学院大学の近くにあるなんじゃもんじゃ並木道がとても大好きです。難しいと思いますが…神宮東
公園にもなんじゃもんじゃの木があったらいいな…と思いました。あとこれは熱田区とは関係ないかもしれま
せんが、新堀川がもっときれいな川になったらいいのにと思っています。何か川をきれいにする取り組みが
あればよいと思いました。

交通安全の取り組みと思いますが、信号があり明らかに見通しの良い交差点で朝に旗を持った方が立っ
ていらっしゃることがあります。過去に事故などがあったのなら分かりますが、もっと別の場所であったり別
の活動をされてはと思うことがあります。

良いまちだと思います。

区役所のレイアウトと掲示物、明るく見やすくシンプルだが美しい構内だと感じています。

小学校の登下校時の見守り隊を通学路のあちこちに配置してほしい。学校の前にいるのではあまり意味が
ない。

神宮東公園の手入れ(全体的に汚く暗いイメージがある)。
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神宮前周辺の景観の統一など、区外の人や観光で来る人たちががっかりしないまちづくりをしてほしいで
す。熱田神宮だけじゃなく、神宮周辺(歩ける範囲)も寄ってみようと思えるまちにしてほしいです。

熱田神宮を中心として熱田の史跡、伝統を広報できる事業、グッズや商品に合ったマークをつけてブラン
ドを広めるなど。また地域ねこ活動について推奨してほしい。むやみにえさを与えるだけでなく、手術を受
けさせるような活動。孤立したママの支援。

ごみのポイ捨てがひどい。マナー向上などしてほしい。きれいなまちにしたい。

熱田区独自の何か区民に対してもっとあるといい。名古屋市も熱田区もコロナでも大した動きがない。他の
自治体の方が色々市民・区民のために動いていると思う。

・自転車で走りやすいまちになってほしい。　・養護学校があるので彼らのことを区民が知ったり、熱田区の
文化や歴史を障害児にも知ったりしてほしい。

白鳥公園の遊具がある場所が坂ばかりで、小さい子がいると遊びづらいので、平にしてほしい。そしてもう
少し遊具を増やしてほしい。

コロナ禍で大変な中とは思いますが、区民のために頑張ってくださりありがとうございます。

段ボールゴミが月1は少なすぎるので増やしてほしいです(名古屋市の管轄かもしれませんが…)。　あと地
下鉄の駅が汚い…。

子育て支援を一層充実させてください(土曜日の行事を増やしてほしい)。

3　　40歳代の意見

区民の意見を吸い上げる施策を考えるとよい。公募しても良いと思う。

断夫山古墳の開放。

熱田神宮周辺の再開発、整備。

高齢者にかけるお金をできるだけ少なくして、そのお金を若者や子育て家庭のために使ってください。
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駅から区役所までの商店街の活用がなされていない。さまざまな課題はあれど、何らかの打つ手はあると
考える。再開発時の地域活性に期待します。

熱田にしかできない地域の盛り上げや、まちおこしに期待します。先日の花火のようなイベントをもっとして
ください。

区役所は住民票、印鑑証明の発行などでしか訪れる機会もなく、普段意識することは少ない。熱田まつり
など区民まつりは非常に有意義で熱田区を意識する数少ない機会。熱田区役所の図書館などを使いや
すくなるとよりよいかなと思います。

図書館をよく利用するので力を入れてほしい。

神宮前商店街をなんとかしてほしい。せっかく全国的に有名な熱田神宮の側にあるのに、お伊勢さんの
「おかげ横丁」のように活気ある、全国的に有名な商店街に！

魅力的な要素が多い区なのに活かせておらず、集客にもいかせていないためか店も少ないし活気がな
い。また一方的に「やる」、区民に「来てもらう」のではなく、出向くようなアプローチが必要。毎週末に白鳥
公園にキッチンカーやマルシェを出したりして人を集めて、そういった場で情報発信してみたらよいので
は。

アンケートに参加して熱田区の取り組みは大賛成ですが、今後も参加します学区の行事は年一回のみ盆
踊りだけです。しかも学区の財源がないので賛助会員として支援協力をお願いしたいと回覧が回ってきま
す。町内会は当然何の取り組みもありません。魅力がありませんので。町内会を脱退しても生活は困りませ
んし、広報なごやの区版を見て参加しようか？悩んでいます。

金山駅の南側が開発されていない。大型書店(経済誌がある)とか単身者向けのサービスが充実するとい
いと思う。また駅から離れた場所は公園や保育施設の充実を。

熱田区役所の方々はみな親切で素晴らしいと思います。区の取り組みとしてもっと高齢者が生き生きと楽
しめる行事やイベントを催してください。

サッカーができる公園をもっと増やしてほしいです。球技のできる公園は草野球チームに占領されている
し、野球のバットとかボールは幼い子にあたるのではないかといつも心配になります。

あった宮宿会のFacebook、熱田区の情報が分かってとてもいいです。花火も嬉しかったです。熱田区の名
所カードを集めるのも楽しかったです。

もう少し相手の目線に立って考えて対応してくださる方が増えるとよりよくなると思います。

空き地を市民農園にするなど、緑化に力を入れてほしい。

歴史のある区ですが、全国的に紹介できるが、若者に対しての案内が今どきでないため、訪問者が少な
い。もう少しブランド化しても良いと思う。
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あちこちにある小さな広場の管理ができていない。管理できないなら売却するとか貸すとか、何かに活かせ
ばいいのでは？

区役所の開庁時間を週に1回午後7時まで対応してほしい。仕事の都合で休んでいく必要がある。

熱田神宮前駅周辺のまちづくり。せっかく魅力ある観光名所があるので、商店街のお店に活気が出てこれ
ば人が集まると思います。

学区の区域、人数配分に偏りがありすぎる。そのせいか学力、運動能力に格差が生じているのではない
か？自転車置き場など今まで無料で使用できていたものが有料になり不満なうえに、安全や使いやすさは
向上されていない。反発からかマナーも悪くなり正統に使用しているものが損をするようで不公平です。

今の時代に合ったいろんな世代の意見を聞き入れれば、おのずと答えは見えてくると思います。

熱田木材㈱さん脇の一方通行道路の雑草がひどく、道路が狭くなっているので除草してほしいです。あと
生涯学習センター交差点脇の花壇も同じく除草しないと見通し悪いです。背の高い草が多いです。危ない
です。

熱田区には熱田神宮という歴史的に名高い名所があるにもかかわらず、区をあげての発信が大変少ない
のではないかとかねがね感じております。特にシャッター商店街については本当に残念でもったいない状
態だと思います。活気のある区にするためにもっと熱田神宮周辺の開発に力を入れていただきたいと強く
願います。三重県の伊勢神宮のようにもっと大事にされてもよいのではないでしょうか。

中川区の方が便利な場所にあるので、区内・外に限らず「名古屋市」としてもっと柔軟に対応してもらえたら
と思う。金山とかの方が便利だが窓口などは何もない。

熱田区民まつりはとても楽しいので毎年参加しています。今年は残念ですがまた来年楽しみにしていま
す。(特にお絵かきバス)　あと教育の平等の概念から越境入学は自由にして頂きたいです。

平日にしか参加できないことが多いので、働いている人は参加できないので、平日以外や遅い時間(17時
以降)で参加できることも増やした方が良いと思います。

４　　５０歳代の意見

住みやすい熱田区となることを願っております。コロナ禍での対応、大変なことと思いますが頑張ってくださ
い。

熱田神宮前商店街の活性化。ボストン美術館跡地の再利用などに期待しております。
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熱田神宮を中心として区内各所にある寺院や史跡など熱田区の歴史的資産を広く知ってもらうための広
報活動をもっと充実し、魅力ある熱田区をアピールしていただきたいと思います。そのためのイベントをもっ
と増やして頂きたいと思います。

いいまちだと思います。人口が少ないのが寂しいですが、治安が良いのと裏表ですね。治安対策をお願い
します。

神宮前商店街の地域の再開発の方針が決まったらしいが、そうであれば早急に始めてほしい。

町内で空き地(駐車場)が増えている。人口の減少に対する取り組みが必要だと思います。

神宮前の商店街を魅力あふれる活気あるものにしてほしい。

堀川をキレイにして散歩道など区民が交流できるような施策をお願いしたいです。

熱田区に住んでよかったと思いたいので、快適に生活したい。

コロナで仕事が減って厳しいのに、名古屋だけ電気代、水道料どちらか安くしてほしい。税金がすべて高
い。

新しく店舗を出したいと思う人に補助、融資などを行い、どんどん新しくなるまちになればいいかと思いま
す。

これからも区民のみんなへの情報提供、宣伝活動をよろしくお願いします。

高齢者が安心して外出(買い物など)でき、目的地まで便利に行けるよう地域循環バスの経由地の見通しを
交通局に進言をお願いします(経由地は熱田イオン、大きな病院など)。

・老人世帯の孤独死を防ぐ取り組みが求められる。見守り隊制度もあり機能していると思うが、さらなる充足
を。　・神社の賽銭を盗む被害が報告されている。深夜の見回り強化を県警に要請してほしい。

マイナンバーカードなどでコンビニから住民票や印鑑証明を取得できるようにして頂きたい。

小学校の給食は民間委託で良いです。「名給」がある。東京だって民間です。そして回っているから。言葉
遣いの悪い公務員の調理員の給食指導なんて子供にしてほしくないです。「こら～」「おいっいかんで
しょ！」しかりつけ指導なんて古いです。

街灯が少ない(暗い)と思う。交番で立っている人がいるが挨拶もなく声をかけづらい。

ご自身がこの区民の当事者となったらどうかという目線を向けていただけると幸いです。

まちをもっときれいにして、活気ある区になってほしいです。新しい店舗なども増やしてほしい。特に熱田神
宮、JR熱田駅界隈。
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信頼しています。

熱田神宮をもっと活かしてほしい。

最近区役所を利用させていただきました。以前に比べますと(5年くらい前)とても対応が親切で優しかった
です。とても嬉しかったです。こちらも手続きする前はHPで必要な書類をチェックしてます。HPがますます
分かりやすく充実してくださると助かります。

浸水を繰り返す地区への対策をとってほしいです。

一人暮らしの高齢者や認知症のある親と生活している方たちへの情報や支援など、お願いしたいと思いま
す。

熱田神宮の周辺をもっと魅力あるまちにしてほしいです。JR⇔名鉄の商店街があるのに、もっと人が集まれ
るようにしてほしいです。どうぞよろしくお願いします。

先日熱田神宮へ久々に行った。平日なので駅前商店街が休みだったが、シャッター商店街だったかも。あ
そこをもっと力を入れた方がいいと思う(飲食も含めて)。

防災、治水を早く力を入れて進めてほしい。

熱田区役所の対応が非常に良いと感じる。

若い世代を巻き込む仕掛けづくり、企画。

災害対策、交通安全対策、高齢者対策など上部関連機関との連携が重要で、単独の対策や発信は不
要。

歴史をアピールするイベントを多くする(今はコロナでなかなかイベントも開催できませんが)。

区役所内で喫煙禁止となり、駐車場の出入り口でたばこを吸ってみえます。景観的にもよくないと思いま
す。

新型コロナにより今までとは違う新しい生活様式として、町内会のあり方(旅行、親睦会の廃止)、進め方を
区政としてもシンプル・イズ・ベストで行事ごとを増やすのではなく、減らすことも考えていただきたいと思い
ます(人口も減少しているためもあります)。

障害者がいる家庭の人が利用することができる施設が遠い。熱田区近くにないため利用できない。
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熱田区のみの広報なごやを作ってほしいです。コロナ終息時には子供たちに熱田区役所を訪問してもら
い、ビデオ撮影して流してはどうでしょうか。子供熱田区長というのも面白いと思います。書類の待ち時間
に見てもらえたら少しは理解してもらえると思います。

熱田神宮があるという絶対的強みを生かして、全国から人が集まるまちになればと思います。神宮前の
シャッター商店街はあまりに残念です。

選挙を郵送で行える基準が厳しいように思う(障害者など)。　もう少し個々のニーズにこたえてもらえると投
票率が上がると思う。

どうすればいいかはわからないですが、地域イベントなどに参加する人と参加しない人がはっきり分かれて
いると思います。多くの人が少しでも参加できるようになるといいと思います。

５　　６０歳代の意見

区役所が区民とのパイプ役に、町内会や区政協力委員会などを活用し、情報共有などにご苦労されてい
ると思いますが、これらのグループに入っていない者をどのように取り込み、どのように手を差し伸べるのか
が大切。税金を使っているのに町内会に入っていないから「無」という声が聞こえるがいかがか？

他の区や市町村から担税力のある労働者世帯の区内移住を積極的誘導する方法として、再生転回可能
な空き家の有効利用を促すなど。

町内会長(区政協力委員)の役割とは？町内の一体感がないマンションが多く、町内会に加入していない
…。

地下鉄2番出口にエスカレーターまたはエレベータがほしい。

熱田神宮周辺に観光客を喜ばせる施設の開発を。駅が近すぎて途中の立ち寄りがない問題など。

熱田神宮周辺の整備を早く。区民も行きたくなる楽しいまちに。

私は他地区から熱田区に来た高齢の単身者ですが、地域との交流の仕方が分かりません。参加の方法を
教えていただきたいと思っています。

「知・育・情」をモットーとして高齢者、育年、子供たちが和気あいあい参加できるスポーツ交流がゲームの
ような催し(イベント)を名古屋国際会議場か白鳥文化広場で、もちろん医療・福祉・防犯の研修会も含んで
年1回熱田フェスティバル的なものを開催してほしい。

親と同居している方に読んでいただきたい。高齢の親と同居している世帯には、税金などの支援がもう少し
あってもよいのではないでしょうか。
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自転車の交通規則を親に教えた方が良い。

熱田区役所が分かりづらい。通り過ぎることがある。

近所で野良猫が多い(餌を与えても増加に力を貸している方への対応)。　同様にハトなどへ(餌を与える人
もいる)。　道路にごみなどが放られている。(道路などのクリーンキャンペーンなど)　皆がきれいにするよう
な町内会などの活動への働きかけなど。

熱田名物の自販機、区役所の入り口に置く。

使えない小さな公園、街路樹はタイトに刈りこみ、暑い盛りに日陰がない。(何のためか？)　区独自の都市
計画をされる方はいるのですか！子、孫が将来自慢できるまちになってほしい。

今感染状況の把握・情報発信対策など県や市のみならず、区としても取り組んでほしい。されてるとしても
情報発信が届かない。広報だけでは届かない。

熱田神宮があるので、もっと情報発信して伊勢神宮や鎌倉(鶴岡八幡宮)のように散策して楽しい街並みが
あればと思います。神宮前駅から区役所までの商店街が暗く寂れているので…(いろいろな問題があるで
しょうが)。

JR熱田駅が歩道からそのままダイレクトでつながったら嬉しいです。

熱田区には由緒ある立派なお寺が数多くあります。きれいに清掃され、すがすがしい趣があります。しかし
ながら参拝者の姿を見かけることがありません。お寺事情に疎い私の偏見かもしれませんが、檀家以外は
受け入れないのでしょうか。

今年はコロナの関係でなかったですが、6/5の熱田まつりの下準備などはもっと若い人が行った方が良い
と思います。まあ学校もあるしお勤めもあるから難しいかもしれませんね！

コロナ対策もどうぞよろしくお願いします。

あまり関心のない若者や高齢者などに分かるよう、若者ならばSNSなど、高齢者ならば地域の人や福祉関
係の方がかかわると(もうすでに色々な方がかかわってくださっているとは思いますが)もっとよりよい魅力あ
るまちになると思います。

夜9時過ぎたころからでも国道一号線を轟音のごとく走る若者のバイク…現在でもよくあるのですがなんと
かすることはできないのかと思います。
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あまり区内の行事に参加する機会が少ないので、活動について知りませんが、住みやすいので良いところ
だと思います。あつた朔日市などは最近知り、毎月いかせてもらっています。あれだけの人出もったいない
です。早く神宮前の開発やってもらいたいです。

意見要望に対しての返事が知りたい。広報や区版にのせてはいかがですか。一方通行では残念です(協
力に対して)。

防犯、交通安全対策としてパトカーなどの巡回は大変安心できてありがたく思います。

熱田神宮前商店街、シャッターの閉まっている店が多いため皆が楽しめる、例えば三重県のおかげ横丁
のような門前町にしてほしいと思う。

区の取り組みが区民にまだ浸透していないように思います。もう少しアピールした方が良いのでは！！

六番町新幹線の架橋が薄汚れてきましたので、カラフルにして明るくしてほしいです。堀川に沿って遊歩
道など作り、楽しい道にしたらいいかも。子供、高齢者、障害者が安心・安全に過ごせますように。熱田神
宮もあり素敵なまちなので、さらに魅力的になるようお願いします。

交通の便もよく日々の買い物には不便は感じませんが、魅力的なまちだとは言いかねます。若い人たちが
住みたいと思うようなまちづくりが必要だと思います。

区役所、職員があたえられた業務は一生懸命一人一人やっていただきたいです。区民のためにも。

コロナ禍によりいろんなイベントが中止され、まちの活性化に対する活動ができない今だからこそ、できるこ
とを今していく(PCR強化など)。　国全体でするべき。

空き家が増えていて色々心配です。火災・のら猫・ハチの巣など持ち主がいる空き家だから持ち主の責任
ですが、行政の方でも管理をお願いしたいです。

６　　７０歳代の意見

ますます高齢者が多くなります。住みやすいまちづくりを。

熱田神宮の商店街をもう少し活気のあるものにして頂きたい。シャッター通りなので少しもったいない気が
します。

一度処理が完了した件(書類)は100%対応しない。どうしてか何度も聞いたら大声で怒鳴られた。後日大声
で怒鳴った人がいたねと聞いたら知らないと言われた。

区内のイベントなど、催しの情報を区内の地下鉄駅や名鉄神宮前駅などで入手できれば幸いに思いま
す。

アンケート用紙のホッチキスの止め位置。4つ折りした場合指をけがする恐れあり。
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地下鉄神宮西駅利用者です。南側にはエレベータ設置、西北側(コンビニ前)にエレベータ、エスカレー
ターの設定を希望。高齢者階段を利用するの大変です。

ＪＲ熱田駅から名鉄神宮前駅までのジョイントプラン

区役所へ行く機会が結構あり、その都度感心する。各窓口の接客対応の良さである。福祉や保険窓口で
担当のテキパキした言葉や行動がとても感心するとともに、好感がもてる。今後は継続してほしい。

道路にごみのないまちづくり。例えばジュースの缶、ペットボトル、コンビニの弁当の空箱、たばこの吸い
殻、そしてイチョウの葉っぱが落ちる前に剪定して下さい。

区の職員、市の幹部らがもっと町内や集まりに出て、住民と密になる様にしてほしい(希望です)。

公園の整備、樹木を増やす。

色々意見を述べさせていただきましたが、区だけでは解決できない問題もあろうかと存じますが、市・県・国
と協調をとり、鋭意努力を続けていただきますようお願い申し上げます。

水のきれいな自然のある情緒のあるほっとする所。

道路がまっすぐで広くて散歩が長く感じる。同じ景色が続くので疲れる。変化が欲しい。小さな玄関でも工
夫次第で歩く人の目を楽しませることができる…緑、花。町全体がコンクリート色にしか見えないので、色味
があった方が楽しい。かわいらしい絵、静かな絵…的な物でも(あの道を歩けばあの景色に会えるとか)　散
歩のときにちょっと小さくてもよいので、植木鉢が道路にはみ出ているところは座るところが(あちこち)あれば
歩く意欲がわく。整理するようにする。

飲食店とかが流行らないし、すぐなくなる。タクシーとかが止まらない。

自転車置き場(無料)があると嬉しい。

今の子供を見れば将来の青年が、今の青年を見れば将来の壮年が、今の壮年を見れば将来のお年寄り
が見えると言います。短期間では無理だと思いますが、子育てしている人たちにスポーツや文化、悩みごと
など共有しながらコミュニケーションをとれていけたらいいと思います。

熱田区の魅力のいちばんが分かってないので、これ以上もこれ以下もない。一人暮らしの人ばかりのア
パートに住んでいるので交流もない。区の情報も少ない。

熱田区だけですね。温水プールがありませんね。中区スポーツセンターまで1時間かけていってますが、コ
ロナでなかなか行けません。区役所の近くにできればよいです。
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今は良いのですが、7～8年ごろ猫が庭へ入ってきて「ふん」の害で非常に困りました。2度とこのようなこと
がない地域に。

窓口においてどの年代にも親切に間違いない説明をお願いします。

熱田区役所には特別な用事がない限り行ったことがないので、もっと親しみやすい、いつでも行けるように
親しみやすい区役所になってほしいと思います。これも難しいことだと思いますが、今までは災害も大きな
のはなかったので、これからはどんなことが起きるか分からないので、防災事業にしっかり取り組んでいた
だきたいと思います。

施策が地域の役員や興味、関心のある人どまりで区民全体への浸透が希薄。広報の多発より各戸への焦
点化された広報・依頼・伝達etcが必要。

月に一度くらい治安のために巡回してください。1年くらい前から(日曜休み)毎日日に３回ずつ、集団密
集、密閉で老人集めているところがある。

65歳、70歳、75歳、80歳町内で集まってお茶会などができる場合があればいいと思います。町ではないの
で皆さん引きこもってしまい、認知症にもなりかねません。運動にもいいです。

障害者や高齢者への充実した支援と、災害時対策(地震、水害)をお願いしたい。熱田神宮、古墳など歴
史的なものを守りつつ、アピールできたらよいと思います。

７　　８０歳以上の意見

国際会議場、食品卸売市場、熱田神宮をはじめとした神社仏閣などあり、明るい(キレイ・清潔)なまちづく
り。道端に散らかるごみの清掃をボランティアのみでなく、毎日半日日雇などで対処とか。

広報なごや、情報誌だけでは、なかなか市民には解りにくいと思います。忙しいとは思いますがもう少し親
しくお話ししやすいと良いと思います。

旗屋学区に日常品の買い店がない！！

名鉄神宮前から区役所までのシャッター街を一掃し、おかげ横丁のような魅力のある、楽しめる場所にして
ほしいです。数少ない名古屋の名所の一つがここにあるのはとても誇らしく思います。周りも含め何度もき
たくなるような場所にできたら、名古屋のイメージUPにもつながると思います。ぜひお願いします。

年寄りが増えるからバリアフリー化をお願いしたい。車いすでも少しの段差が登れない。バリアフリーで車
いすのスロープがあるが坂がきつくて登れない。

ひきこもりがちな高齢者が気楽に参加できるような催し物がたくさんあると嬉しいです。
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