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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

・熱田神宮の東側の熱田商店街をフードコートにするとにぎわいが出てくると思う。タピオカ店を入れるのも
イイと思います！
・名古屋国際会議場の周辺を外国人が来ても恥ずかしくないくらいに先進的なまち並みにしてほしい。木
がうっそうと茂っていて心地が少々悪いです。
・美濃のあかりアート展のように和紙などを用いたオシャレな明かりを道に設置してほしい(熱田神宮周辺)。
・大きな交差点によく設置されている大きな看板はとても下品だと思う。看板もデジタル化して大きいスク
リーンにする方がいいと思う。
・熱田まつりがあると人がたくさん来るし、熱田神宮の周りを通行しづらくなるので、屋台の数を減らすとい
いと思う。

このまま続けてほしいと思います。

税金を安くしてほしい。

街路樹が伸び放題で落ち葉の片づけが大変です。定期的な処理を望みます。

スーパーやデパートなどが他の区に比べて少ないので増やしてほしい。熱田神宮が区内にあるのに観光
客などが少ないのでもう少し増やすことを心がけてほしい。商業施設など熱田区に人が来るようなまちづく
りをしてほしい。

多くの歴史的、文化的価値のある熱田区。人を呼び込むための手段のひとつとしてまちの美化を提案しま
す。

自転車のマナーに対する区民の意識を高める施策を実施してほしい。

治安をよくしてもらいたい。明るいまち、災害に強いまち、家族それぞれに向き合う(アンケートなど)。

金山側から熱田イオンへ行くための歩道橋または踏切を作ってほしいです。子どもを自転車に乗せての移
動がとても困難です。中京倉庫の近くの歩道橋は場所的に金山駅から離れているし、ボロボロで自転車を
乗りあげるところがところどころ崩れかけています。重い子どもを乗せてあの歩道橋を渡る時は冷汗をかきま
す。

熱田神宮があるから集客があるものの、そこなくしては見込めないと思います。住みやすいまちですし、金
山・栄・名古屋へのアクセスも良いので発信していくならもっと手段はあるかと思います。
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せっかく熱田神宮や誇れる建物がたくさんあるのに、観光で来ても何もない。つまんないです。若者はやる
ことがない。高齢者よりも若者ｆirｓｔになってほしい。財政もまちづくりも若者次第という説もあると思う。他の
区に比べると交通も認知度も高い方ではあるのが救い。

熱田区に映画館がないのでとても悲しいです。映画館で映画を見るのが楽しみな私としては映画館がある
といいな～と思います。
六番町は道がたくさんあるのですが人通りが少ないです。怖いです。車線が消えているところがあります。
一度全部とはいえないですが点検お願いします。
病院で働いていますが、病院の中の医療通訳を依頼するところが４言語しかありません。もっと増やせるの
であれば増やしてほしいです。

特に困った事、不自由な事がなく暮らすことができています。もうすぐ子どもが産まれるので赤ちゃんや新
人ママさんたちが気軽に触れ合って交流できる場が充実してくれたら嬉しいなと思います。

２　　30歳代の意見

・全エリアでの路上喫煙の禁止、子どもの受動喫煙の防止
・保育園の拡充、桜田町は保育園が無い
・路上喫煙の厳罰化、過料の増加、徴収の徹底

子育て相談の質が低い。悩みがあって相談へ出向いているのに　「大丈夫、大丈夫」とか「気にしなくてい
いですよ」とか何の解決にもならない受け応えばかり。形だけの見せかけだけで中身がともなわないサービ
スは無いのと同じ。

子どもが将来どこかの地域に行って人と話す時に名古屋ではなく熱田と言ってわかってもらえるようなブラ
ンドづくりが必要だと思います。区のキーポイントとしては、人口動線から言えば金山と神宮前ですが、金
山の熱田区側は非常に野放しと思える状態、神宮前は古ボケている印象です。神宮前の歩道橋もあれだ
け時間をかけたのにあれか…という感じ。ポイントを取り、判断を早く、色々実施していくことと、古き良きと
は到底思えない悪しき古きというものが多いと思うため、刷新して色々な物事が２０～３０年スパンでなく１０
～１５年のスパンで決定できるようになればいいと思います。線路を越えるアクセスについて悪すぎるため
考えていただいた方が良いと思います。時間はかかっても、地中化させるなど・・・。

せっかく熱田神宮にはじまり歴史ある静かでいいまちなのに神宮前商店街はシャッターを下ろし、あまり似
つかわしくない店ばかり。非常にもったいない。観光資源を活かし、人が流れる(集まる)ようになって活気あ
るまちづくりに期待します。

熱田区には魅力がたくさんあるので他の区にももっと熱田をアピールすべき。

神宮東側のシャッター商店街など店の活気。一人暮らしとしては飲食店の充実を望んでいます。

歴史的な観光資源をもっと活用できないかご検討下さい。朔日市のようなイベントをもっとやって下さい。
子育て支援の充実をお願いします。

区政運営4つの柱を実施していただき安心安全で治安の良い環境にして下さい。堀川の水質問題。夏
場、風向きによっては異臭がする。他の河川（庄内川、木曽川他）から流入させ流れを作ったらどうか。ヘド
ロの除去（至急対策して頂きたい）。

青少年の非行防止、夜間巡回の強化
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登下校時の子どもたちの安全の確保。子どもを犯罪から守るため防犯スプレーを持った大人を付き添わせ
ることを義務化してほしいです(登下校時)。　車のドライバーが道路交通法を違反した時の厳罰化。飲酒運
転、居眠り運転、高熱での運転、超高齢者運転の取り締まり。

熱田区は白鳥、七里の渡し、熱田神宮などの観光的魅力あるコンテンツもあるので、金山や港方面と融合
し、もっと県外者からも魅力あるものとしていただきたい。また中央市場も人を呼べるような施設になると良
いと思う。

地下鉄の駐輪場を有料にするのはやめてほしい。区の施設を利用しない区民にもわかりやすく税金を還
元してほしい。

野良猫への対策(エサやり禁止、飼い主の募集etc)

ごみ出しの不便さについて。段ボール、古雑誌などの回収をしてほしいです。拠点回収は時間場所が限ら
れており、ひとり暮らしで自動車も所有していない者にとっては、上記のごみを出すことができません。拠点
回収は月数回で時間も短い。おもに平日開催なのでまず利用できない。場所も、徒歩や自転車で重い荷
物を持っていくには難しいところにある。町内会などで実施しているのかもしれませんが、そういった情報を
得ることができません。

未来を担う子どもたちに対しての情操教育に力を入れて行うべきだと考える。方法としては、ご年配の方や
著名人の方の講演会(おはなし)、音楽会(芸術に触れる)、読み聞かせ、子どもたちの想像力(思いやり)を
養う機会づくりなど。情操教育に力を入れる理由としては、大人になるためには、やはり相手を思う想像
力、思いやり、強い心などが必要になってくると考える。昨今の子どもたちはパソコンやスマホが周りにある
生活を送っており、アナログ的な部分が疎かになっているのではないかと思う。

イベントやお祭り、お店の情報など分かりやすくて読みやすい情報誌(フリーペーパー)があるといいなと思
う。

駅周辺の活性化。神宮商店街は熱田区の玄関口とも言える場所だと思うので、シャッター街をどうにかして
ほしい。

五本松町、旗屋、尾頭橋辺りで、食料品を買うことが難しい。車を所有している方はスーパーなどで商品を
買うことができるが、高齢者の方々には遠いとよく声を伺います。高齢者、子育て世代に住みやすい地域
にして頂きたい。もっと便利にもっと住みやすい区にするには、住んでいる区民の意見をもっと聞いて改善
できると思っております。車の使用時、高齢者の方々の運転がとても不安です。信号無視や、左右確認、
自分は大丈夫という過信。保育園、小学校の人数が少なくなっている中で一つでも失うことなく地域一体と
なって交通安全強化をして頂きたい。

名鉄神宮前東口再開発にともなう周辺工事への安全の配慮。名鉄神宮前の大きな歩道橋の清掃。カラス
対策(熱田神宮周辺)。猛暑の中、子どもたちが身体を動かして遊べる場所、イベントの提供。

災害時の避難について。どのくらいの災害で開設されるのか行けばいいのか、避難所よりも自宅のほうが
高い建物の場合、自宅にとどまってよいか、津波の時にはどの程度まで水が来るか、もっと詳しく知りたい
です。HP、ハザードマップよりもっと狭く、詳しいレベルで知りたいので、町内の回覧板で知らせてほしいで
す。

千年学区には学童保育の受け入れがなく、他の学区に聞いてみてくれと言われました(平成30年度)。よっ
て、フルタイムで働くことができなくなりました。千年学区も学童保育の需要がありますので対応して頂きた
いです。一時的に長時間預かってもらえるところでも良いと思います。

他市他県の人が行ってみようと思えるような情報発信や、まちづくりをして頂けると嬉しいです。
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窓口対応を丁寧にしてほしい。マニュアル通りで正直相談に行きたくない。〇〇がしたいという話に対して
それを詳しく聞き対応を考えるなど企業としては当たり前のことをしてほしい。何でも言うことを聞いてほしい
とは言っていない。サービスとして最低限やるべきことを提案してほしい。

熱田神宮近くの商店街がもっと魅力的になりますように。

昨年多胎児を出産しました。上にも子どもがいて、産前産後で保育園に入る事ができました。多胎児育児
はなかなか大変で、保育園に入れなかったら上の子どもがストレスをかかえてしまっていたかもしれませ
ん。入園希望した時は、入園できずにとても不安でした。もし産前産後に入園ができなければ、再来年の４
月までできないと言われました。働いていない人が保育園に子どもを預ける事が本当はダメなのかもしれま
せんが、多胎児に限っては産前産後が終わっても預けることが出来るなど何か対策があってもいいのでは
と思います。でないと２人目が多胎児のママは毎日とても大変でうつになったりしてしまうかもしれません。
これから多胎児は増えると思いますので、特約など何かあればもっともっと子育てしやすくなると感じまし
た。

・歩きたばこをやめさせる取り組みの実施（子育てしていると危険を感じることがあります。） ・カラス駆除 ・コ
ミュニティーバスの導入 ・公園の遊具の更新 ・砂場の清掃 ・大宝第2公園のリニューアル→たくさんの子ど
もが利用してるにもかかわらず、汚く古い。一部危険も感じる。→猫の駆除 ・リフレッシュ保育の拡充(実態
として枠が全く足りておらず申し込み日時にすぐ手続きをしても申し込めない) ・駅前(神宮前～熱田駅間)
の商店街が倒壊しそうで怖い。撤去してほしい。・市バスのバリアフリー化

神宮前の商店街が活気がなくてもったいないので、店を少なくして１店舗あたりの広さを広くしてカフェにし
たり、年配の方も入りやすい喫茶店にしたり、せっかく駅近で良い場所なので変えてほしいです。

3　　40歳代の意見

熱田区全域歩きタバコ禁止にしてほしいです。本屋が少ないうえ図書館まで区役所に行かないといけない
ため不便。児童館も歩いていける場所にない。金山駅周辺は子育てがしにくい。サービスの向上をお願い
します。

熱田区の図書館をよく利用させてもらっています。蔵書を充実（特に新刊本を早く）してもらえるとうれしい
です。

熱田神宮、七里の渡しなどの歴史的な資産をもっと活用したイベントなどの開催。熱田区内の大きな企業
の工場見学の開催。熱田区内の企業とコラボしたイベントの実施。熱田区内の小中学校は生徒数が少な
いので1クラス10～20人の少人数教育を実施してＳＴ比の改善ができるような教育特区を国へ申請する。教
育環境の良いまち熱田をアピールする！！

熱田区と言えば熱田神宮。伝統由緒ある神宮を中心としたイベントを増やす。熱田まつりも風習にとらわれ
ずもっと盛大に行ってもいいのでは？

熱田神宮のブランド推進。区役所の横の空地に何かシンボル的な建物を造ってほしい。

子ども向けの遊具の拡充(白鳥公園など)。老人向けの施設は十分だが、子ども向けのものが少ない。お金
に問題があるのは理解するが、子ども向けのイベントなどを増やしてほしい(知育のイベントを増やすなど)。

定期的な防災教育しっかり要点をおさえる(分かりやすく)。スポーツ施設を利用しやすくみんなに知っても
らう。区が経営する食堂を作る(老人、子どもは優遇)。

働けていない方々のために安定した就職であったり就労できる環境を整え、推進推奨できるまちづくり。
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役所の方が他人事でつらいです。もう少し区民のために働いてください。他の自治体の役人の方が市民の
ことを考えてくれます。

熱田神宮という全国的にも知られた文化遺産があるのに、その周辺の開発がされていないことがもったい
ないと思います。観光地化することは望んでいませんが、すぐそばの商店街のシャッターが閉まったままの
店舗などを見るともう少し活用できる場所ではないかと思います。また治安的にも不安な場所でもあります
(特に夜)。古いものを活かしつつ、子どもやお年寄りにやさしいまち、住みやすいまちになるとうれしいで
す。

金山駅南口は、人も多く観光客も多いのに、ゴミがカラスにあらされていたりして汚かったり、座り込んでお
酒を飲んでいる人たちが朝昼からいたりして嫌な感じがする。

七里の渡しをもっときれいにして、年に何回か行われている「桑名↔熱田」の船ツアーをもっと増やしてほし
い。

・金山から熱田神宮までの間を発展させたらいいと思う。
・小学校、中学校に行くのに線路をまたいで歩道橋を使って通う子が、帰りが遅いと危ないと思う。かといっ
て地下道も危なそうだし。自転車で西高蔵の駅まで行くのも大変。あの歩道橋が何とかなるといい。

熱田神宮へ来た人(観光客)が歩いて回れる道の整備

毎年、熱田区の保育園や学童の父母からアンケート調査を実施し、熱田区へ要望書を提出させていただ
いています。毎年、回答書もいただいておりますが、何となく距離を感じます。是非もっと子どもたちが住み
やすい安全な熱田区にしていただきたいです。

熱田神宮でおこなわれるイベントなども積極的にPRしてほしい。たとえば、相撲の横綱の土俵入りの事とか
クラッシックカーの事とか後でニュースで知ることが多いので知りたいです。

熱田区はとても住みやすく好きですが、魅力的な場所が少ないと思います。熱田神宮、白鳥庭園、蓬莱軒
以外で他所から来た人に薦められる場所もないです。七里の渡しも小汚いイメージであまり良くないです。
神宮東公園もせっかくの広さがあるのに、バスでしか行けない。駐車場も小さく子連れには行きにくくて残
念です。

熱田神宮や宮の渡し、古墳など歴史あるまちだと思います。熱田区に住んでいても知らない人は大勢いま
す。もっとアピールして皆であつたを守っていきたい。熱田区のマーク大好きです。印刷物などにマークが
ついているとそれだけでクオリティが高くみえます。あつた朔日市をもっと広くアピール。高校とコラボして何
か(区の美化活動、音楽祭、子育て支援ｅｔｃ)取り組みをするとまちの活性化につながりそう。運転免許証を
返納する高齢者が引きこもりにならないよう生活の足の充足や集う場づくり。福祉会館は新しくなって使い
やすくなりましたが、会館から遠くに居住される方にも行きやすさの検討は必要。図書館は立地からも利用
しやすいです。最近雑誌コーナーが殺風景。入り口を入ったところからの動線ももう少し考えてもよいかも。
奥のおはなし部屋？はいつもあけてあると嬉しい。旭堂鱗林さんを広報大使にしたのは大正解。明るいあ
つたをアピールできていると思う。高齢者率も高いので子育て世代への取り組みと同時に高齢者の住みや
すいまちづくりをして下さい。

JRの熱田駅から熱田神宮までのアーケード街やその裏の空き地を魅力あるまちに開発してほしい。伊勢
神宮はまわりの横丁も大変にぎわっているが熱田神宮は神宮しかにぎわっているように見えない。せっかく
誇れる由緒正しい神社のある区なのでふさわしいまちづくりをして盛りあげていってほしい。

一人世帯で近所づきあいもないので、災害時不安です。迅速に行動できるよう意識して過ごせるような情
報が欲しいです。
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熱田区は名所、旧跡、老舗などあふれているので、もっと皆が詳しく知ることのできる機会があると良い。児
童館の催しでお年寄りと小学生が一緒に考えられたりすることがあると楽しいのではないか？

災害時に誰一人も命を落とす事のないような対策を考えてほしいです。

４　　５０歳代の意見

地域の問題は何か？防災治安の部分、子どもたちの道徳、人間教育(心)、これからの日本を担う子どもの
教育は小さい頃からが大事だと思います。親の躾教育など子どもに対しての親勉が大事だと感じておりま
す。

学区外通学を柔軟に対応してあげて下さい。地域で育てるのも大切ですが、地域に縛るのも良くないと思
います。

全ての課(部署)の連携をきちんとしてほしい。でないとマイナンバーの意味がないと思う。例えば市民課に
申し出た時に全ての課に変更が一気に出来ると良いと思う。熱田神宮の周辺を伊勢神宮のようにもっと活
性化してほしい。観光がスムーズにできると海外の方、他の地方からも、もっと来てくれると思う。区民として
は便利で住みやすいまちです。

行政、法律、戸籍などの手続きは一般区民にとって分からない事だらけ。区役所のカウンターに行き、分か
らない状態の中で、さらに職員から頭ごなしにあれこれ言われ、家族はパニック状態。職員程の知識を
持っていない相手に知ってて当然のごときに言われた一般区民はどう思うだろう。行政サービス、接遇研
修？まずお客さんと思ってないですよね。

・歴史的に見ても熱田神宮という重要なスポットが、日本全国から見るとそれほどアピールも重要視されて
いない。
・商店街裏の開発も止まったまま。伊勢おかげ横丁に負けない観光スポットにもなるのに…。

熱田神宮、古墳など歴史的資産が多くあるのだからもっと内外へアピールした方が良いと思います。交通
ルールを守らない人々、車が多いのでもっと取り締まってほしいです。区役所の人の対応が親切、丁寧で
よかったです。

古墳キャラクター、区民農園、温水プール、おしゃれな商店街の復活（熱田神宮の周り）、手作り餃子大会

・可燃ごみ収集時間を早くしてほしい。
・古い集合住宅は可燃ごみの保管場所を設置しなくてもよいとされているようですが、早急に改善して、必
ずごみ保管場所設置を義務付けてほしい。(ごみ収集日以外にごみを放置していく人が多い。)

熱田神宮前商店街がさびれているのが残念。再開発を早く進めてほしい。

神宮商店街の活性化！！大須のように若い人が集まるような伊勢神宮のおかげ横丁のようなにぎわいが
あればよいと思う。今のシャッター街のままでは治安も見ためもよくない(何十年もほったらかし)。

「認知症カフェ」を作っていただきたい。

４.取り組み３９積極的な情報発信が1人１人に届くように期待したいです。

税金のムダ使いを少なくし意味のある事に使ってほしい。
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熱田区に住み始めて9年、1度も熱田まつりに行ったことがありません。またいつ開催されるか知りませんで
した。ですがテレビで見て来年行ってみようかという気持ちになりました。広く発信すること、何を使って告
知するかによって、多様な人の目にふれるかを考えることが大切であり、重要なことだと思います。

熱田区はお祭りやイベントが多くとてもいい地域だと思います。大学もでき若い人が多くなって活気がある
と思います。

一般市民のご高齢でまだピンピンしていらっしゃる健康そうなご婦人2人(スーパーの中で)のお話されてい
た事で、「私なら、こんなおばあちゃんだけど、小さい(幼児)子一日預かってあげてもいいなあー。」とおっ
しゃていました。なのでふれあえる場所があるといいと思った(幼児や小学校1年くらいの子どもと一般市民
がふれあえる)。

熱田区は交通便も良く、病院などもあり生活するには大変住みやすいところだと思います。近年、住宅・マ
ンションが多くなり、治安に不安を感じることもありますが、最近ではパトロールカーや自治会の役員の方々
も回って下さり安心しています。熱田区を魅力あふれるまちにするためには、ぜひ区民の方々のマナー向
上をお願いしたいと思います。ゴミの出し方(人が見ていなければどこに出してもOK？)、ペットのフン・尿の
始末(なぜ自分の家の壁や庭にはさせないのか？よその家ならいいの？)、交通のマナーなどです。運営
方針は興味がありよいと思います。区民の方に知ってもらえるように頑張って下さい。

親が介護サービスを利用することになり、行政サービスの重要性が身にしみます。個々の方々はとても親
切に対応いただけるのですが、そこにたどり着くための情報を得るのが電子媒体だけだと高齢者だけでは
難しいです。広報や介護サービス誌の作成などお願いできたらと思います。名古屋城の木造復元なんて
お金のかかることはやめて、市民生活に役立つことがほしいです。

歴史的資産をもっと活用したイベントなどがあれば良いと思う。

熱田神宮商店街は伊勢のおかげ横丁のように観光客が集まる楽しい商店街にできないのか？

駅周辺から離れた所に年配の方々が年々増えています。地下鉄エレベーターも国際会議場方面はかなり
整備が進んでいる反面、老人の多い方面にはエレベーターが少なく、バス停も少ない(本数含む)ので日比
野西側も住みやすい環境を整備していただきたいです。逆に子どもは減ってきています。なぜなら子育て
がしにくい環境でもあるかもしれません。エレベーターが無いと小さい子どもを連れて地下鉄に乗るのが困
難だからです。公園ばかりたくさんあっても利用したいと思わなければ意味がないのと同じです。老人の
方々が地下鉄、バスを利用できるように便利になれば、高齢者の運転も減り、事故もなくなると思います。

熱田区民になって数年経ちますが、ほとんど熱田区のこと知りません。どこに何があるとかいろいろな情報
がもっと知る事ができれば出歩き楽しめ好きになると思うのですが。魅力的な情報発信を期待します。

熱田区役所での手続きはいつもスムーズなので助かります(他所よりも手際良く対応していただける)。

ゴミ問題ですがカラスが多く皆さん黄色いネットなどで対策していますが、なかなか思うようにいかない場合
もあるようです。マンションなどはしっかり管理されていますが、コーポなどはあまり徹底されていない所も
多々あります。道路にもう少しミラーがあると見やすいです。何か設置する基準があるとは思いますが、前
にだいぶ出ないと見にくい所もあります。
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魅力あるまちとは、やっぱり子育てや高齢者への支援だと思います。私は生まれてから20年熱田区育ちそ
れから35年天白区に住んでいました。それから3年程前に熱田区に戻ってきました。はじめに思ったのは
熱田区役所もずいぶんきれいになって、何より混雑してこないのがいいですね。子育てママや高齢者が孤
立しないための支援が私たち区民にとっては何よりだと思います。新米ママさんの公園デビューのお手伝
いとかママ友を積極的につくれる支援だったり高齢者の方たちを年寄りあつかいせずにいろんなことに参
加させる支援だったり高齢者の方たちは人生の大先輩ですから、子育てだったり災害だったりいろんな意
見もあったり経験もされているのでいいんじゃないでしょうか。毎日の生活にマッチするような支援がいちば
んうれしいんじゃないでしょうか？

歴史的資産、遺跡など誇れるものが多くある区なのでもっと活用してほしい。埋蔵文化財への理解を深め
てほしい。古墳のまわりで出店やパフォーマンスをしても理解が深まるとは思えません。

熱田区はとても良い所だと思います。熱田神宮を有し堀川沿いの散策などはとても気持ちが良いもので
す。しかし、明治神宮、伊勢神宮に比べて知名度、人気の低さは言わずもがなです。まずは熱田神宮周辺
の風俗などの店舗の撤退、環境の整備などを希望します。そして今後の高齢化社会へ向けて取り組みの
拡充を希望します。

５　　６０歳代の意見

熱田神宮周辺のまちなみ再開発と整備の推進(旗ふり)。せっかく良い観光資源があるのにもったいない。
整備再開発して活性化してほしい。

外国人も多くなって来たし、ますます大変だと思います。小さい区だし地味な区だから対人は上手く行って
いるのではと思う。せっかく熱田神宮があるのだからあの商店街を何とかして名鉄だけじゃなくJRから多くの
人々が歩いてきてくれるようにしてもらいたいと思います。区役所がかげの奥というのも寂しいです。

終業時間前(4：30)なのに書類をもらいに行ったら4：30までですと言われた。就業時間中5：00までなら仕事
してほしい(書類を出してほしい)。

神宮東側のシャッター商店街の美化及び整備(区役所からの名鉄の駅までは区のメイン通りなのです）。早
急に着手して下さい。

私の住む近くに「沢上陸橋」があります。何年か前に耐震工事を行い、それは一応完了したようです。そし
てその後橋全体の塗装が始まりましたが、なぜか東側半分だけで西側は半分未塗装のまま放置されてい
ます。更に西側の橋の下は工事用の黒と黄色の大きな遮蔽板で覆われたまま。今の状態は非常にみっと
もなくかつみすぼらしい。なぜ途中で止めたのか？区として名古屋市に進言し、塗装だけでなく橋の下の
空間も東側同様に月極駐車場にして有効活用し、早急に橋全体の美観を保っていただきたい(この要望
が単なるアンケートの一つとして処理されることのないよう切に願う次第です)。

若い人が集まる場所(旧熱田青年の家のような)施設の運営

熱田区の象徴的なところは熱田神宮だと思います。しかしながら、人が集まる活気がない。その原因である
神宮前のシャッター商店街は何とかならないのか。熱田区は名古屋市・名鉄・JRなどと活性化の取り組み
をすべき。

熱田区役所の周辺がにぎわいのあるまちとなることを望みます。熱田神宮を活かしたまちづくりができたら
と思います。

熱田神宮は熱田観光の中心ですが神宮前駅から区役所まであまりにみすぼらしく散策する気にもならな
い。伊勢神宮のおかげ横丁のようにお金をかけて駐車場(大型バスがとめられる)とレストラン、お店をつくっ
ていただきたい。
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小さな区である特徴をもっと活かしてせっかくいろいろと行っている各種施策を内外ともに広報されていくこ
とを望みます。特に自治会への加入促進は今住んでいる地域では逆の動きが進んでおり、住民と一体と
なった施策実施を望みます。

頑張っておられることと思いますが、日常区内で見る機会がないので意見としては書くことはございませ
ん。

協議会などでの議論を見ますが、区役所南側の商店街を含んだ地区の方向性を早く出してほしいです。
熱田神宮の持つ魅力のアピールと定住促進を含めた神宮～白鳥地区の統一されたまちづくりを期待して
ます。

将来を担う子どもたちをみまもる事。犯罪に対する取り締まりを強化。外国人に対する日本語教育の充実
など。

私自身は特にありませんが、予算の使い方は、なるべく多くの方々にお金が廻るように使ってほしい。

親など、高齢者と同居している人に読んでいただきますようお願いします。施設などで生活されている高齢
者と若い世代と同居している高齢者の一人当たりの公費負担はいくらくらいでしょうか？私はかなりの差が
あるのではないかと思っております。そこで税制など何らかの政策により、少しでも不公平感を減らすように
して頂きたいと強く希望します。そう思いませんか？どうかよろしくお願い申し上げます。

現在熱田区にはスポーツセンターなどがありませんが、今後の計画などはあるのでしょうか。

一人一人の自覚がとても大事だと思う。皆さまの頑張りに感謝いたします。

熱田神宮東の商店街をもっときれいにしてほしい。これでは熱田神宮への観光者は減って行くばかりだと
思います。

堀川の整備は進んでいると思いますが、休日にはトレジャーボートなどのエンジン音の大きな船が往来し
ています。近隣の生活者にとっては大変迷惑であり歴史的にも大切にするべき堀川のイメージにそぐわな
いようにも思われます。堀川の運用に関して総合的な検討を希望します。

熱田神宮東側の商店街を古い物を大切にしつつ、再生・活性化できるよう区として取り組んでほしい。

1Fの窓口の人は早口ではなくゆっくり説明してほしい。2F以上に用があって行った時、誰に話しかけてい
いかわからない。役所の人から何の用で何の窓口に来たか聞いてほしい。

お役所の皆さんがあれこれ考えて行動してくださるのですから、私たちももっと地域を大切にする気持ちを
持たなくてはいけないのにと、雑草が繁り放題の歩道やごみが散らかった公園を眺めては思います。行政
の手を借りなくても近隣住民がきれいにすることはできるのではないかと思えます。「地域づくりは誰かが
やってくれるんではありません。あなたがた自身でするんです。」と、テレビで見ましたが、その通りだと思い
ます。

子育て支援に於て安心して子育てできる環境作りで学童の充実を。例、施設の増加と指導者の増員。

この年になってやはり年寄りはさみしい。行くあてもない。皆が集まって話でも出来るような場所がほしい。
ボランティア募集ももっとわかりやすく宣伝してほしいです。
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神宮前商店街の整備。飲食店(少しおしゃれな店)がもっとあると良い。防犯対策を強化してください。魅力
的なまちづくり(若者たちが気楽に立ち寄れる場所づくりの選定)。区役所職員の住民サ－ビスの向上(中に
は頑張っている人も大勢いると思いますが）。

中村区から熱田に引越してきました。こちらに来てとても緑の多い所と感じました。これからもできるだけ緑
を残してほしいです。最近は若いファミリーも増えてきたように感じます。赤ちゃんから高齢の方までが暮ら
せるまちにして下さい。とても交通の便が良い所に大きな公園や神宮があり、いろいろな渡り鳥の声が聞こ
えていい所ですね。

交通安全面、無謀な自転車の走行が自立します。自転車の通行の安全運転、ルールなどの指導をする機
会、取り組みをして頂きたいです。歩行者は安心して歩きたいです。防犯：夜間街灯の整備、暗い所がある
ように思う。防災：大雨時道路冠水があり不安を感じています。　※現在の町内会長のご尽力もあり市、区
の活動取り組みが透明化され各戸に情報が行き届きとても環境はよく住み心地良いです。

生活保護の方が多すぎると思う。65才以上の身体の悪い人とか線引きが甘すぎる。今は若いまだまだ働け
る人がたくさん受け取っている。まして医療費がいらないとは年金が少なくなっている中で、国民年金より、
はるかに多い生活保護で医療費がいらないとは。どんな人も医療費はとるべきではないだろうかと思う。

どんぐり公園の草をきれいにしいてほしい。

空き家問題に取り組んでほしい。自宅の隣もずっと空き家で草や木がのび放題になっている。

外国人の方が増えて来ましたから、まちにとけこめるよう、地域の人たちの生活の様子など教えてあげて馴
染んで頂きたいです。家の前に犬のフンをしてもそのまま放置したり、ゴミを捨てていく人がいるので、マ
ナー向上に向けても看板などで促して頂きたいです。

熱田区は全国的にも知られている熱田神宮などがあり、もっと歴史に力を入れてほしいです。地下鉄近く
でバッグをひったくられる事件も増え、いつもパトカーがウーウーいって治安が悪いです。治安を良くして
ほしいです。

神宮前商店街をもっと活気あふれる商店街にしてほしい。通るたびにがっかりする。変わってない。老人が
ちょっと買える食べ物屋さんとか、若者が食べ歩く食品が売ってるまち、外国人も熱田神宮にたくさん来て
いるので、日本の珍しいものが売ってるまちにしてほしい。大須とかの人たちに聞いて発展してほしい。

すでにあるかもしれませんが、熱田区にある史跡やいわれなど簡単なマップがあればと思います。本屋や
図書館、スマホで買ったり調べるのではなく、そういう物があれば誰かに尋ねられたり旅行や遊びに来たり
した時にも”こういう所があります”とか”この古墳は×××で、こうなんです”とか”ここは誰々が産湯につ
かった所です”とか色々説明したり教えてあげる事ができます。一枚の紙にはならないかもしれませんが、
そういう物があるといいと思います。お祭りなども…。知らない事がいっぱいあるような気がします。熱田区
にも神話やいろいろな事や場所がある事を知れば、もっと興味深いまちになると思います。学校で何を教
えているのか知りませんが、子どもたちにも知ってもらいたいです。

白鳥庭園、白鳥公園、名古屋学院大校舎、学生たち、いい環境と自然の美しさをずっと維持してほしい。

六番町周辺がさびれてきてコインパーキングばかりできて商店も減り地下鉄周辺は特に何もない。買物に
不便、車でしか行けない距離にスーパーがある。東海通方面は発展していって六番町は取り残された。
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６　　７０歳代の意見

・交通安全について、ある日バス停で交通指導員とお話ししていると、横断歩道が左右にあるのに面倒くさ
いから中央分離帯を横断して向こう側にわたるというのです。だめですよと注意したけどめんどくさいからと
…あきれました。
・ペットの飼い方のマナーについて、餌をやるだけで用足しは屋外でやりたい放題。近隣住民は迷惑をし
ている。ペットの飼い方の指導をして下さい。犬は散歩させてフンはそのまま。これではまちはきれいになり
ません。飼い方のパンフレットの配布。

・まちの美化として、①町内会掲示板の整備、②公園の樹木の整備などの取り組み(公園清掃などの苦慮)
・昼間帯の市バスの小型化(少人数でもったいない)
・夜の安全確保のため街灯路を積極的に取り付けてほしい(太陽光)。

まちを歩いていると空家があって火でもつけられたらと心配です。

道路事業で特異な交差点で事故寸前になった。以前事故をさけようとガードレールにぶつかった。※看板
のため死角ができ、出会い頭に事故を起こす可能性が高い。できるだけ南側通るか分離式の信号に。歩
道橋を渡るのが一番だが、100人に1人位しか利用していないようにみえる。

日本の人口の減少は働く人の減少となり、外国人の雇用に頼らざるを得ない状況です。まちを散歩してい
てすれ違う外国の人の多さに戸惑いを感じます。長くこのまちに住む私たちは外国人との生活習慣や文化
の違いから色々なトラブルに遭うかもしれません。特に治安に関し充分な施策をお願いします。熱田区が
安心安全なまちであること、そして子ども高齢者に優しく人口の増加に繋がる子育てのしやすいまちになる
よう力を尽くして努力されることを願っています。

小学校での道徳教育の充実を。

体験的な企画、熱田区の魅力(歴史)発信。

区民の意見を入手したら何らかの形で実行に移して下さい。

1)学区連絡協議会の立場と区役所の姿勢について。熱田神宮奉賛会、初穂料の分担金や共同募金分担
金などとして、学区連絡協議会が下請けのように集金業務を行い、自由意志とはなっているものの、これら
を分担しない自治会・町内会に支払うよう催促される事態が続いています。多くの人は共同募金への協力
や、熱田まつり、熱田神宮のお祭りには賛同され協力したいと思っていることでしょう。お祭りへの協力・協
賛であればほぼ全員の賛同は得られると思いますが、奉賛会、初穂料となると町内会から学区連絡協議
会が下部組織のような立場で集金するのは筋違いであると思います。また共同募金も町内会が上納すべ
き組織として、位置づいてしまっているのもやはり不適切だと思われます。これを容認されているのは行政
を指導されている区役所の姿勢として不適切ではないでしょうか。
2)歩車分離の信号の交差点の問題に関して。歩車分離信号になって歩行者はより安心となりましたが、以
前よりも歩行者に対して不利となっています。歩行者に対する青信号になる頻度が少なくなり、青信号の時
間もとても短くなりました。早く歩けない人にとってはとてもつらいものとなっています。
3)区役所として町内会や自治会への未加盟の人たちに対して、リーフレットなどを発行されて努力はされて
いますが、より一層積極的に働きかけをする工夫をして頂きたいと願います。

高蔵公園が新しく生まれ変わり子どもの声が多くなってにぎやか。老人には買物が遠く、住みにくい。

1人住まいで参加する方法もわかりません。福祉相談員の方が定期的に訪問して下さるのはとても安心で
す。まだ１人で何でも出来るがこの後の事が心配ですので心強いです。
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今の若い方は子ども会や町内会で面倒なのは×、役員は×というように協力されません。老人たちもサロ
ンに参加される方はいつも決まった人のみ。本当に参加して頂きたい方々は出かけられません。地域でお
声がけをして皆さまが楽しい生活が送れるといいと思います。

色々な事をされているようですが、私には伝わってきません。これは私が無関心なのかやっている事に魅
力がないのか？かといって何をといわれても思いつきません。

学区ごとに一斉町内清掃で歩道の草取りやゴミ拾いをしてはどうでしょうか。年1～2回で良いと思います。
協同作業をすることにより、顔見知りにもなるし、自分たちの町内をきれいに保とうとする気分向上にもつな
がるのではないでしょうか。

熱田区民のための「スポーツセンター」の設置を希望します。

熱田区役所の周りの美化をお願いします。

健康づくりに力をもう少し入れてほしいです　①幼児期：子育て、妊娠中の健康増進　②思春期：障害者な
どが犯罪にまき込まれない配慮　③老年期は寝たきり防止　役割を持つように地域ぐるみのプラン(人に
やってもらうような古い考えの打破)　④認知症予防、老年期になってからではなく力を尽くして自分の人生
を創り上げていくような教育(幼少期より)

熱田区の巡回バスを増やしてほしい。

今後高齢者がますます増えていく中で、少しでもおだやかに安心して暮らせるように、地域全体で取り組
むことが大切だと思います。区役所の今後の取り組みを期待しています。

神宮商店街をなんとかして下さい！シャッターを閉じた店ばかりで閑散としています。淋しいですし行く気
がしません。

他の区が分かりませんが、私個人としては熱田さんを中心としてお寺さんも多く感じられ大好きなまちで
す。時代と共にどこの区でも現代化していく中、熱田神宮を中心としてお寺も他区より多い気もして、落ち
着いたまち、緑も多いそんな熱田区が大好きです。

最近特に感じる事は・・・推進範囲以外だと目を向けない行政姿勢に疑問を感じます。生活している私たち
は警察範囲、区役所範囲関係なく問題が起きます。マニュアルも大事ですが理解してくれる行政の在り方
をアピールしてほしい。

熱田区の公園にも桜の木を植えてほしい。熱田区内の空いている土地を老人が使用できるようにしてほし
い。

区役所から送られてくる文書は漢語が多いのでなるべく和語や話し言葉を使用してくださると分かりやす
い。また、字のフォントを大きくし、ふりがなもつけてほしい。

防犯対策のため高いトタンベイをもう少し低いものにして頂きたい。

まちを歩いて熱田区の魅力、歴史などが見える。まちづくりが欲しい。徳川家康が造った名古屋のまちづく
りなど・・・地区に造られた防災センターの活用がよく分からない。避難場所として利用できないのは何故？
中途半端なように思う。
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７　　８０歳以上の意見

特にないが、問１９の設問を１つ１つ充実させることが必要である。

区役所の左側の土地に伊勢のおかげ横丁のようなまちを創って、魅力ある地域にしてほしい。

熱田区は市体育館はあるが、一般区民はなかなか使用できない。プール、軽運動、器械運動が出来るス
ポーツセンターがほしい。

防犯カメラの設置、地下鉄西高蔵(エレベータ側の自転車を駐輪禁止にする(自転車が多く歩きにくい)。道
路の白線(早めに引き直す)や取り締まりが「あまい」。堀川のプレジャーボートの撤去(多い時は80～90艇も
停留している)。ペットの飼い方マナーについて、保健所が飼い主を集合させて話をする。地域福祉の推進
について、社会福祉協議会と民生子どもが一体となりＰＲに努める。高齢者の食事会も特定な人のみ参加
では不公平である。防災対策について、有料駐車場は大雨・津波などに車が駐車場より流出しないように
入り口をのぞく外周に高さ150以上のフェンスを張るよう指導と条例を作ってほしい(伊勢湾台風時は木材
が流れ出て大災害になったが、今度は車とプレジャ-ボートが引き金になる)。

住民に寄りそう区政運営を希望します。区民と役所を分断するような事はいけないと思います。

熱田神宮前、区役所に通じる商店街を何とかしてほしい。遠方からの神宮参拝の人々に恥ずかしく思う。
熱田の印象が悪く感じると思います。

巡回バスが1時間に2本発車になると、出かけるのに便利だと思います。地下鉄のパスを毎日使ってありが
たく大切にしています。
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