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1 

 

  その他意見  

  ※多数同じ意見がある場合は、◯意見(件数)と表記。 

※読み取りが不可能な文字は●と表示しています。  

【問 2 ②】あなたは、日頃どのようなことに一番幸福を感じますか。 

何も感じない。 

食事 

平安に暮らせていること。 

孫に会う。 

すいみん 

仕事後のお酒 

美味しいものをたべている時 

生かされていることに感謝。 

毎日生きている。 

ボランティア 

１～７すべての事で恵まれた時。 

環境美化ボランティア。 

家族、健康、子ども、友人、趣味 

別にない。 

自分一人の自由な時間がある時。 

全部 

家族と孫。 

毎日ごはんが食べられる事。 

孫の事。 

日常の生活 

休み 

 

◇【問３】「どちらかといえば住みたくない」「住みたくない」と回答した方にお聞きします。                          

【問 3 ②】住みたくないと思う主な理由は何ですか。（２つまで○印） 

ふるさとに! 

住みたい所がある。 

県外に出て住みたいから。 

心が安らぐ場所 

商売に合わない。 

私は人を傷つける事は絶対にしない。しかし近所の人が私がある人を侮辱したと言う。 

正しい宗教。 

道路舗装などがつぎはぎでイヤだ。 

隣の住人が自分勝手でお互い様だという認識がない。たとえば家のリホームをする時にもうるさいとか、業者に車

を止めるなとか何も出来ない。 

東員町は夫の地元、私にとっては生まれ育った名古屋の方に愛着がある。 

近所づきあいが面倒というか団地のせいか難しい。 

冬の雪 

近隣住民の騒音。 

大きな病院がない。 

魅力がない。 

この近年自然が少なくなってきている。 

住民税が高い。 

 

【問 4 ②】【問 4 ①】で「ふるさと」を選んだ理由 

◯長く住んでいる所。(34) 

◯住みやすいから。好きだから。(12) 

◯現在住んでいる所。(11) 
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◯嫁いできた所。(11) 

◯子育てをした所。(8) 

◯豊かな自然・緑などの環境。(8) 

◯転勤が多かったから。(8) 

◯生まれ育った所。(4) 

◯家を建てた所。(3) 

◯考えた事がない。(2) 

◯災害が少ない。原発がない。(2) 

◯家族がいっしょにいる所。(2) 

生まれた所に家族がいなくなったため。 

ふるさとのイメージを描ける場所だと感じたことがないため。 

団地 

自分が選んだ。 

死ぬまでいるところ。 

桑名市に生まれた。 

戦後の時代に育ったから。 

ふるさとってなんぞや!! 

実家が近いから。 

異なる都会に生まれ、育つと“ふるさと”と呼べるものがない。 

青春時代をすごした場所 

都城 

大分県竹田市 

近いので気にしていない。 

住めば都で住んだ所全部なつかしいけどあるさとという愛着までない。 

まだ東員町をそこまで感じられないから。 

父の田舎 

ふるさとと聞いてもピンとこない。 

東員町に親がいるから。 

町外から来た。 

子ども、家庭の思い出が大。 

員弁町 

 

【問 7 ①】あなたは今後のまちづくりについて、東員町をどのような特色のあるまちにすべきだ

と考えますか。（２つまで○印） 

高齢者に対する安全性。 

80歳になると今のままで満足です。 

出産から子育てが安心して保障されれば若者は集まる。その若者が地域を支える。 

結婚したいと言う人が少ない。 

生活水準が一定以上が保障されている町。 

高齢者や障がい者等弱者にやさしい町。 

プロジェクトチームを作り、おまかせする。 

若者の住みやすい町、強いていえば商工業の町かな？そればかりとはいえないけれど。 

親世代にやさしいまち。 

生ゴミ、リサイクルを今のままで行う事が出来る町を望む。 

世界中に交流できるネットワークビジネス、日本ベスト３の町になれるよう町みずから応援してほしい。㈱ナチュ

ラリープラスのメンバー日本 NO１の町にしてほしい!! 

これから高齢が心配なので… 

高齢なので、東員町にどれ位おれるか？ 

東員町らしい歴史・自然を有効にしていくまち。 

今のままでよいが、住宅調整区域を外してほしい。古い人が多い。(三和地区・中上地区・いなべ大木地区など) 
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【問 7 ②】人口減少社会を迎える今後のまちづくりとして、町民が主体となり自分たちの地域を

考え、取り組む事例が見られます。あなたは町民が主体となってまちづくりに参加すること

についてどう思いますか。 

◯体力的に難しい。(15) 

◯仕事等が忙しく難しい。(10) 

参加したいが、土日曜日が仕事の時が多いので。 

団地を在来と同じにしないなら参加したい。 

老人にもやさしいまち 

身体が不自由なので直接参加はできないが、町民にとって良いことならば賛同していきたい。 

自分にできることであれば参加したい。 

「商工業のまち」づくりの明確な目標が自分の考えと一致していれば参加したい。 

人口は減少しても良い。地域に特長を持たせる。 

取組み事例がわからないので、こたえづらい。よくわからない。 

具体的な長期ビジョンを示してほしい。 

行政が住み良い町であることをもっとＰＲすべき。 

交通機関が便利なまち。 

まちづくりについての教育を町民にしてくれるなら参加したい。 

取組む事例とはどんな事がわからない。 

学生はどうしても就学・就労で町外に出てしまい戻ってくる人が少ないと思う。その子たちが町内にもどりやすい

環境をつくることも大切だと思うので、学生が参加しやすく意見を言いやすい場を作ったらいいと思う。イメージ

もあるが、年配の方の参加が多い気がする。 

どうして町職員の OBは参加しないのか？(ボランティア等)それでは町民の模範とならない。 

参加したい気持ちはあるが、現実介護におわれていると時間と体力がない。 

健康上の理由もあり、自分のできる事で協力できればと思う。 

北勢線にＳＬを走らせて全国に知ってもらう。 

町がやるべき!町民に負担をかけるな! 

大きな総合病院があると良いと思う。 

参加の必要性は感じているので参加しやすい休日などで検討いただきたい。 

子育てが終わり自分に余裕のある時間があれば参加したい。 

今現在よくわからない。 

価値観が合致すれば参加したい。 

町が主体となり、世界中に自立できる町民になれる㈱ナチュラリープラスのメンバー作りに応援してほしいです。 

仕事との両立が可能であれば参加したい。 

東員に住みつづけたいとは全く思っていないので興味がない。 

「まちづくり」の意味することによる。まちのあり方を決めるのに参加するというならいいが、強制奉仕活動なら

いや。今でも大都市に比べ、環境美化活動など動員される機会が多い。 

交通の便がよい町(名古屋などを近く感じられるような町)。 

すでに人々が少ないので町民が主体となると個人にかなりの負担がかかり、今でも限界を感じている。 

取組むというより、B1グルメのような開放的な参加型にすればいいのでは。 

高齢の学区の神社掃除、老人会に出席する。 

良いのでは。 

健康であれば休みの日に参加できます。 

行政とは何のためにあるのか、町民のための強い責任と強いリーダーシップをとってもらいたいものです。住民と

行政の協働とはよく解るが、もっと行政が自信と責任感、使命を自覚してもらいたい。 

宅地造成してほしい。古い考えの方が若い人の考えを取り入れない。外部流入者が苦労している。 

 

【問８】あなたは、町の行政のなかで、今後、特に力を入れてほしいと思うことはなんですか。        

自分の意見、損得を第一に考えるのではなく、町会ももっと代表として行動してほしい。 

常識教育 

若者が住みたくなる町づくり 

住民が楽しめる町としたいが、町民体育祭自治会対抗はやめて欲しい。役員の負担となり自治会を抜けていく人が

増えている。若い人が役員をやりたがらない。 

鳥取⇔笹尾西入口のサークルＫまでの道、細い道をダンプ・トラックが大きな顔で結構な速度で通るので「大型車

通行禁止」とすべきです。住民の迷惑となる。 

東員町の地価が上がる様に環境整備をすることが人口の増加にもつながるが、人口の減少を気にするな。 
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・小学校に防犯の目的でフェンスを設置したが、いつもオープンになっている。これでよいのか。 

・ゴミは自宅の前まで出すこと。 

駐車場 

シルバー人材に十分な活用を検討すべき。 

・幼稚園児・小中学生と老齢者の交流。 

・空家リフォームで低価格での若年層への住居の提供。 

人口増進。 

イオンが来てから道が混む。 

通学路の整備を早急に。 

行政ルールの根本的な見直し。 

再生可能エネルギーの活用。 

歩道が少ない。 

特にバス通りの歩道の整備をお願いしたい。40年来一度も整備されず、デコボコ。多くの方が車道を歩いておられ

る。自分も車道を歩きます。 

道路周辺の雑草整備。 

役場、土日休みは困る。 

文教施設の誘致。 

総合病院 

道路の整備として、イオン東員出店に伴い車の往来が増え歩行者、自転車等が安心して住める様に早急に部分拡

張、側溝の整備をお願いしたいと思います。特に長深地区の実情を視察して実情を把握して下さいますようお願い

します。もうすでに区の方から陳情書が出されているとは思いますが。 

①歩道の整備 

②ネオポリスの歩道に植えている木が大きくなりすぎて台風時など危険だと思います。私は場所によって必要ない

と思います。 

きれいな街並 

議会の改革。 

公共交通の便利さ。 

町民税も多く入る世界に通用するネットワークビジネスの町にしてほしい。 

町内訪問者の駐車場の整備。 

病院が少ない。 

ゴミなど一度もやしてさっぱりしたい。畑の草など庭のゴミといっしょに。 

生活道路整備 

まずは公務員が活動すべき。その後町民が参加する必要はあると思う。 

東員第一中学校新校舎移設。 

火葬場の敷地内に斎場を設けてほしい。 

町議会員の減員、役場の業務の統一化、役場の人の減員。 

地域での娯楽施設の充実。週１回の回数を毎日または週２回にするとか。カラオケ・囲碁・将棋等。 

塾に通わなくても勉強ができる場所があるように自習室を作る。 

若者への情報発信。 

高度な医療が必要になった時、またその状況が見えたら町にいられるかどうかわからない。 

温泉施設建造、耕作放棄地対策、総合病院誘致 

学童・学生の学力ＵＰ。教員のレベルＵＰ。 

車の運転ができなくなった時、困らない医療、食料購入の方法。 

農業に東員町独自の補償金。 

 

【問 10 ③】今後、町及びその周辺ではどのような道路、交通手段が必要と考えますか。       

狭い道を減らす。 

歩道がなく通行が危険な箇所が多い。 

現状でよい。 

朝の渋滞の緩和。 

菰野方面ミルクロードへ行きやすい道が少ない。 

タクシー代行が少ないので増えたらいい。 

老人等に家～目的地区の●●の交通等で。 

住居地から桑名までが最短継続。 

今のところ。 

道がせまい。 

駐車場の整備 

コミュニティバスよりチケットによるタクシー制。 
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高齢者、障がい者専用の移動手段。 

バランスが大事。 

弱者移動対応。 

コミュニティバスの運行を以前に戻してほしい。朝夜の便はいらない。 

名古屋市のように１年定期を発行し、65歳以上にて施設の割引、またコースをわかりやすくしてほしい。 

タクシーの救急搬送。 

団地内に駅を作ってほしい。城山駅 

必要性を感じない。 

白線(中央線)が消えてわかりづらく、夜など危ないところがかなりある。 

年間の費用のかかりすぎのため、他の方法を。 

コミュニティバス無料化。 

おたすけ自動車の創設。(現行はだめ) 

空港や都市部(東京等)への高速バス発着希望。 

自転車通行の道路の確保。 

員弁川の橋の増設拡幅。おやしろ橋、市行き右折車線がほしい。 

歩道があると。 

必要性が明確でない。 

歩道があったりなかったりするので歩道と自転車道の整備。 

東員坂の歩道。 

オンデマンド 

現在を続行。 

自転車・歩行者の安全。 

歩行者・自転車道の整備。 

１日１回でも良いのですが乗り換えなしでイオン東員にはむりでしょうか。 

家の前の国道に早く歩道を付けて欲しい。 

血税を無駄にしない。 

イオンまわりの道がせまい。 

もう充分です。 

 

【問 14 ①】あなたは、高度情報化社会に対応するため、今後どのような取り組みが必要だと思

いますか。 

幅広い情報がとれるように。 

高齢者・障がい者との情報のやり取りはタブレットなどでするように推進してほしい。 

「東員プラムチャンネル」の番組を充実し、有意義な役に立つ情報を放送してください。町議会の放送はあまり見

ないのです。 

特に必要ないと思う。 

パソコン(インターネット)ができない人、持っていない人に対しての対応の必要性。 

町からの放送が聞き取りにくい。 

必要なときに問い合わせに的確に対応できる体制(たらい回しは止めよう)。 

インターネットが使えない。 

いなべ市との情報交換がほしい。ケーブルテレビがいなべ市と共同受信できるよう願いたい。 

世代問わずネットに関する正しい知識の教育。 

防犯カメラの設置。 

デジタル、アナログのパラレル運用。 

今さら有線通信の時代じゃないでしょ!どこでも Wi-Fiがつながるよう。携帯からつながるよう。 

情報端末の普及。 

パソコンのない家庭に情報が行きわたってほしい。 

本人の気持ち。 

よい図書館があるので満足しています。 

情報機器取り扱いに不慣れ、または取り扱いできない高齢者への取り組み。 

情報通信基盤を無料化してほしい。ネットワークビジネスでできます。 

機器についていけない人が大多数？ 

高齢者への情報提供(必須項目)受信機器の貸与。 

くわしい事がわからない。 

四日市のようにケーブルテレビを無料に。 

高額なのでコミュファにしたがプラムチャンネルが見られないので残念。 

紙媒体での情報が必要。ネット社会について行けない人もたくさんいる。 

老人を楽しく動かす。 
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災害に備えた安否確認システムの構築。 

パソコンは使えない年齢のため、それにかわる何かを考えてほしい。 

本当に必要か考えてほしい。 

 

【問 15 ③】あなたは、地域の自然環境や生活環境を保全するため、今後どのような取り組みが必

要だと思いますか。 

クリーン作戦への予算を環境保全へ回す。 

員弁川等の河川の整備 

自分のふるさとだと思わせること。 

気持があっても障がい者で何もできない。 

ゴミ分類がどうも解りづらい。特にプラスチックゴミの分類。 

東員町墓園西の残土による埋め立て開発、環境破壊など住民に何の説明もない。町は了承しているのか？ 

RDFゴミ処理場閉鎖以降の具体的策 

河川敷の緑化、遊歩道、桜の木。 

分別したゴミの行き先を知りたい。 

噴水のある公園をつくるべき。パリの公園を参考にする。 

乾燥して可燃ごみ、および埋めて堆肥化。 

ビデオカメラ設置。 

ポイ捨てなどへの罰則の強化。 

工業排気、汚染水の規制強化。土砂採鉱の規制など環境保全。農業、住みやすさと工業化は相反する、すべてを求

めるのは難しい。 

再生可能エネルギーの推進。 

ネオポリス団地北側の環境破壊。 

静かな環境の維持。 

ハイブリッド地帯等、ムダなものをつくらない。 

妻にまかせている。 

山々がけずられていくのは止められないのだろうか。 

空家があれています。土地だけにしても税が上がらなければ…と思います。 

ゴミ焼却の禁止。 

料理してない。 

自分たちで実行すること。 

大気汚染監視の強化。 

道路整備 

ネオポリス住宅道路がゴミ処理場の通路となっており、交通量が多く生活しにくい。 

取りにきてもらいたい。 

犬の糞に税金を!! 

小学生等への環境教育の実施。 

道路歩道の草かり。 

水辺・里山の整備。 

リデュース活動。 

 

【問 15 ⑥】あなたは、生ごみの処理をどうしていますか。 

◯可燃ごみと堆肥化(6) 

◯畑に入れている。(4) 

◯土に埋めている。(2) 

あまり出さないよう工夫している。紙に包んで可燃ゴミとして出している。 

コンポストで一部実行できている。 

月１回生ゴミリサイクルの方に取りに来てもらい、有機肥料と交換してもらっています。 

雑誌新聞段ボール等リサイクル対応か可燃ゴミとして出している。 

生ゴミだけを集める工夫をしてほしい。 

家族と同居しているためゴミ処理にかかわっていない。 

生ゴミ一時処理。 

残飯処理機 

リサイクル 

生ゴミ思考の会で堆肥化。 

冬はコンポスト、夏は可燃ゴミ。 

30年以上生ゴミを出していない。 
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生ごみそのものを出さない様にしている。 

生ごみが出ない生活。 

自分ではしてないのでわからない。親が行っている。 

できるだけ少なくしている。 

生ごみリサイクルに出している。 

生ごみだけ畑に埋めるが、限界があるため半分くらい可燃ごみに出す。 

食べられるものは犬に調理。 

 

【問 17 ②】あなたは、町の消防・防災対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いま

すか。 

放送が全て何を言っているのか分からない。聞こえない。(意味がない)きちんと住民に伝わるような工夫や整備が

必要です。今のままでは放送の意味がないと思う。 

消防団の高齢化。団長を変えよ。若い人に継ぐこと。 

現状で満足。 

東京都のような、防災 BOOK の作成。 

家庭消火器の交換 

町の放送が反響してとても聞きづらい。 

自助共助公助の連携。 

消防車の入れない狭い道をなくす。 

小中学校で授業として取り組む。 

員弁川の浚渫。 

町内放送の聞きにくさを改善する必要あり。 

路上駐車 

特にない。 

地震に伴う火災発生の抑制策。 

備蓄品(非常食など)の充実。 

道がせまくて緊急車両が入れない。 

条例を設けて各家庭に消防の設置を義務づける。および定例的に講習を実施する。 

役場(若手)職員の消防団加入。 

 

【問 17 ⑦】災害時（地震、台風等）の情報をどうやって知りますか。 

町の広報。 

ケーブルテレビが見られなくて町の様子が前より機会が少なくなりました。 

その時の状況に応じて。 

避難場所に行くまでの橋が古く崩壊する可能性がある。 

 

【問 17 ⑧】参加していない理由 

実施回数が少ない。 

休日が子どもと過ごす大切な時間になっているため。 

防災意識は常にあるから。 

切羽詰まった心境にない。 

自分の身は最後は自分で守る。 

家長ではないから参加しない!! 

子どもが小さいころは一緒に参加していたが大きくなってからは、出かけて参加していない。 

大学所在地の近くに下宿のため。 

単身赴任しているため。 

老人施設に入居しているから。 

休みたい。 

時々参加。 

内容がはっきりしない。 

入居したばかりなので。 

どうしたらいいかわからない。 

意識不足。 

東員町に来て日が浅い。 

毎年は行っていない。 

現在、単身赴任のため。 
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【問 18 ②】あなたは、町の農業を振興するため、今後どのような取り組みが必要だと思います

か。 

町の方針が一般会社に委託しすぎている。耕作放棄地の問題。 

ちゃんとする営農さんを優遇する。 

振興が大事だと思いません。東員町は農業の町ではないと考えていただきたい。 

農地の未使用地について、菜園等の有効利用。 

耕作放棄地対策 

休耕地の活用 

営農経営者のモラルの向上。 

農業支援 

消え行け。 

住民を取り込む＝声をかけてみる。収穫体験や花壇の整備や草刈り等、住宅地の人でも経験があり、手伝える人は

いるので耕作放棄地でも時間のある 60歳以上に手伝ってもらってはどうか。畑として貸す。 

宅地造成 

あまり考えたことがない。 

給与の改善 

農業の事はわからない。 

農業していないので分からない。 

ブランド品の開発 

道の駅東員 

農業していないのでわからない。 

まだまだ元気な老人が協同して使われていない農地を活かす方法は？ 

遊休の内の活用。 

東員町に農業は不要。 

商業施設、道の駅等 

農業収入以外にネットワークビジネスのメンバーは豊かな生活を!! 

農業をしている人たちが考える事では？ 

農家でないので答えられない。 

した事がないためよくわからない。 

農業に従事していないのでわからない。 

農地の所有者が高齢となったとき頼れる制度。 

道の駅等の販売先の作成。 

農業をしていないので答えようがない。 

高品質農産物の推進。 

販売目的、野菜栽培への補助金。 

 

【問 19 ②】あなたは、町の商業を振興するため、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。 

活気がない。元気がない。 

地産・地消の推進 

地元商業施設の充実(道の駅等) 

現状で満足。 

旧態依然の個人商店は消滅の運命にあり。もっと整備させ強い商店が生き残り、それをもっと活性化させるイベン

トが必要と思う。 

魅力づくり 

イオン誘致ＯＫ 

ホクセイスーパー跡地にスーパーができてほしい。 

買い物困難者への支援。 

持っている土地も商業用地にできるようにするべき。土地が余っているだけでは何も生まない。 

地元店での購入強化。 

特産品、手づくり商品への支援、開発援助。 

工場など不要。 

大型商業施設誘致は既存商店をなくす事となるからあまりこのましくない。 

地域通貨を作っては。お年寄りのちょっとしたお手伝い。農家のお手伝い。町のボランティア等に地域通貨で支払

い。町内のお店で使ってもらう。(ポイント制のようなもの) 

キーマンの招へい、あるいは育成。 

あまり考えたことがない。 
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地元生産物を各スーパー(桑名市、東員町)等にコーナーを設けて常時販売を促進するように働きかけを。 

商店街の再生。 

東員駅周辺の開発 

企業誘致 

徒歩利用の商店。 

個人商店の努力しだい。 

個々に配達を希望。 

食品・日用品の販売を集会場で週に３回くらい。 

スーパーはたくさんあると思います。 

思いつかない。 

店舗収入以外に収入アップできる世界に通用するネットワークビジネスメンバーを。法人メンバーになり豊かな生

活を!! 

地元で購入する。 

現状でもオーバーストア。取り組み不要。 

駐車場の確保。 

駅前開発 

購買層人口の飛躍的増加。 

利用したくなる店。 

取組みは難しい。 

現行通りで良い。 

商業をしていないので答えようがない。 

ネオポリス商店街の活性化を図る。人が集まる魅力ある店造り。 

そこへ行くための交通手段があってこそなので交通の充実。 

現状でよい。 

これ以上の大型商業施設を作るべきではない。 

直販所の創設。 

交通弱者対応・商業サービス。 

本屋が必要。(BookOffなど) 

 

【問 20 ②】あなたは、町の工業を振興するため、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。 

東員インター付近には、流通関係の企業はやめて。 

瀬古泉の工専地域への道路整備。トレーラーなどが入れず困る。入れれば企業もくる。 

公害発生企業でない工場の誘致。 

工業団地の環境整備 

有名一流企業を誘致し、雇用イメージ、景気を活性化させ、田舎の東員町のイメージを変える必要あり。 

飲食街・娯楽街との併設。 

道路の設備 

雇用場所の拡大観点でお願いします。 

用地はあるのか。 

地元民が持っている土地で、田畑等も商業で使用できるようにするべき。 

町外企業の利用をしない。 

国、県、周辺自治体と協調して、インフラ整備。四日市を出入り口にするなら、物流、アクセス、住宅地、通勤路

をトラックが通るのは生産性も低い。 

必要があるのか？ 

工業振興と住宅地保全のバランスが重要。 

技術のある老人力を生かす。若者の教育もしてもらう。 

原点を振り返り、目標し目的を再構築する。 

北勢線にＳＬを走らせて観光ＰＲ。イベント列車など走らせる。 

一定期間の税金の優遇。 

騒音等の公害の無い企業の誘致。 

ハイブリッドパーク等無駄な投資をしない。 

優良木企業のメンバーになり自立できる町●●。 

住み良い町に特化して、住宅地として他市町村へ通勤。 

住宅に近すぎる。 

外資系企業の誘致。 

若い人の働く所のある町。 

大企業の誘致。 

地元自由民の採用。 
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今のままでよい。 

 

【問 21 ②】あなたは、町の観光を振興するため、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。 

◯観光振興は必要ない。(18) 

◯観光施設、イベント等の創設(13) 

◯観光資源がない、(12) 

流行のより柔軟な対応(グルメ等) 

道の駅等農産物、農地地産の販売と焼却場の再利用による屋内プール施設(年中)の整備。 

マスコミ(特に TV)に対しアピールを強くするべき。振興課をもっと死にもの狂いで活性化し、東海地方→全国へＰ

Ｒする。(鈴木三重県知事の様な人が欲しい) 

核廃棄物埋設地を提供し、付随企業施設を誘致。国からの助成金は医療(病院建設等)に使う。 

この質問はばかか。 

東員町にある商工業やノウハウを持ち寄って新しいモノを造り出す。 

人を生かした観光。 

公共交通との連携。 

鉄道を活かせるとよい。 

道路アクセスの充実。 

とうまくんをもっと活躍させてあげて。 

他の団体とのコラボ。 

フィルムコミッションの形成。映画製作の支援を行い、他の街からの入町増を行う。観光資源の増。春/れんげ・

菜の花、秋/コスモス、北勢線電車から見えるところを生育地とし途中下車等促し、料理、おみやげ等の販売増を

行う。 

取組みは難しい。 

意識改革 

特産品を活かす。 

トーマ君。愛されゆるキャラにすべき。顔がこわい。 

 

【問 23 ③】あなたは、町の保健・医療対策について、今後どのような取り組みが必要だと思いすか。 

桑名医療センタークラスの大きな病院、最新の設備、優秀なスタッフのいる総合病院を東員町の田んぼをつぶして

作るべきです。緊急で助かる命を増やして下さい。 

５年ごとの婦人検診実施の間隔は長いから短くしてほしい。 

子どもの医療費無料を高校生までにしてほしい。インフルエンザのワクチンを無料にしてほしい。 

食改の不活性 

たくさん診療所は増えてますが、いつでも診てもらえるとは限らず、時間外の診療体制等の改善を希望します。 

やっていることを知らない。 

元気な人が気軽に集える場所作り。(歩いて行ける所に)小学校の空教室を活かして健康推進ストレッチ、歌、ゲー

ム、囲碁等子どもの相手もできてやってみたい。 

仕事をしていると平日のに参加しづらい。 

総合病院が東員町にあるといい。 

小児医療の充実。 

若・高年齢対策。 

近代的な大型総合 HPの建設実務。 

薬ではなく良いサプリメントのＰＲ。 

この種の問題はぜいたくはできないよ。 

運動をしたくても出られない。 

総合医療センターの設置。 

小児医療の一律無料化。 

子宮頸がんの検診で日が決められないのは、若い人で仕事をしている人は休めないので今年は受けれませんでした。 

拠点になる総合病院が必要。 

老後に心配なく暮らせる施設。 

総合病院の設立。 

検診の結果後の医療機関のアクセス。 

高齢者の健康予防教室、自治会毎定期的。 

産科をつくる。 

保幼に保健師を。 
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【問 25 ②】あなたは、町の子育て環境を充実するため、今後どのような取り組みが必要だと思い

ますか。 

相談に関してプライバシーを守れる保育士、先生であってほしい。ネットワークと言う名目で情報がだだもれのよ

うな気がします。しょせん上から目線。 

学童保育の充実が弱い。町と一体化した取り組みが必要。 

親の教育 

保育士の給料ＵＰ 

親教育 

現状で満足。 

児童館は各自治会別に設置できると良い。 

小学校通学遠いです。 

子がいないからわからない。 

若年層の子育てが継続的に安定にできる環境作り。 

いい先生 

必要なし。 

保育園を休日利用可能にしてほしい。 

子を持つ親への教育強化。 

魅力ある教育コンテンツなどを充実(子どもが楽しめる)できる人材育成。 

両親学級、児童虐待の予防・対策のため。妊娠中に行う。 

保護者への教育。 

やった事がない。 

高校３年生まで医療費無料にしてほしい。 

子育てしている母親などの心のケア。 

図書館の拡大。 

職員、建物等の支援センターの充実。 

東員町は他の市町村より頑張っていると思います。 

社会的弱者の救済。 

今のままで良い。充実していると思う。 

前にくらべて充実していると思いますが。 

子どもがいないのでわからない。 

子にも良いサプリメントのＰＲ活動。 

子どもは親が育てるもの。施設は作らない方がよい。既存学校の空き教室を利用すればよい。 

自然の中でのびのび教育する。 

親の緊急時(入院、葬儀への出席など)子を預かってもらえる制度。 

教師の質の向上。(差がはげしい) 

託児所の設置。 

保護者の意識づくり。 

子ども育て卒業。 

子どもたちだけで安心して遊べる環境。 

学童の定料金化。 

図書館の自習室が狭い。 

一時保育の実施。 

 

【問 26 ②】あなたは、町の高齢者施策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。 

独居老人等への総合サービス事業。 

終の棲家としての公営老人ホームの建設と人員の教育、配置、料金の低額化。 

終末ホスピスの努力。 

交通機関の利便性。 

コンパクトシティ、住民が多い地域とサービス集中。過疎地はバスを。現在は逆である。歩いて行けないのに車を

持たない者には利便性が悪く、利用率向上につながらない。 

団塊世代のコミュニティ強化。 

老人にお金を使ってはいけません。自分でできる範囲で生きさせてもらい、最後の苦しみさえ安らかであればよい

です。 

健康塾のような介護予防事業の充実(長寿福祉課主催)。 

公共交通機関の充実。 

各地域に高齢者が自由に立ち寄れる交流サロンの設置。 

車に乗れない人を考えるしくみ。 
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歩道の整備。 

オレンジバス運行の充実。配達機能の充実。(通院と食料調達のため) 

高齢者がもっとも適したネットワークビジネスのメンバーの応援を。町がＰＲしてほしい!! 

学校の空き教室等を利用、何を作っても言う人は何でも悪く言う。しんぼうさせよ。 

むやみやたらに病院に行かなくなるような指導。→医療費削減のため、そうしないと負担が増えるのは若者。その

うち若者がいない町になる。 

朝食を摂らない子どもが多いと聞きます。父母共、共働きの家庭も増えているので大学の学食の様な所があればい

いと思う。そこで地域の老人の方がボランティア感覚の賃金で働いて頂けると嬉しいです。 

情報発信 

健康づくりの具体的施策が見えない。 

年をとっていくにつれて不安がいっぱい。 

 

【問 27 ②】あなたは、町の障がい者施策について、今後どのような取り組みが必要だと思いますか。 

十分障がい者対策はできています。 

現状で満足。 

障がいおよび障がい者に対する理解をまず貴兄等行政職員が持つよう教育する取り組みが必要だ。担当課も含め教

育して事にあたれ。 

現状のままでよい。 

かかわったことがないのでわからない。 

周辺市町村と協力を。 

農業への就労の場を作る。 

桑名市のような医療費免除制度がほしい。 

健常者とのふれあいや交流はいらない。 

特別支援教育の充実。障がいを早い段階で発見し、サポートしていける環境作りが必要。保・幼・小・中・高での

連携ができる体制づくり。 

病院などの駐車場で障がい者の車を止める場所が空いてない。 

いずみに対する支援をやめるべき。(財源があるのに税金を入れる必要がない)いずみに入れない人を支援する。 

 

【問 28 ②】子どもの健全育成が大きな社会的課題となっていますが、豊かな人間教育のために、

どのようなことが必要だと思いますか。 

学校長の意欲により、各地域の学校で差があるように思える。これが園だともっと格差が出ているように感じる。 

町内のみにとらわれず町外小学校・中学校との交流もすべきです。 

親の先生に対する教育。モンスターペアレントをなくす。 

校則が厳しすぎるのはいかがなものか。 

愛国心高揚 

全て。 

いい先生 

読書登山の充実。 

親への教育。 

考える力、独創性ある教育を。 

開拓、クリエイティブ精神を養う教育。 

子どもの意見を聞く。生徒が相談しやすい教員になる。 

親の教育見直し。 

画一的教育より多様性。 

だんだんと補助があり助かっているものの、塾にお金がかかるため少子化はしかたないです。勉強で教えて欲しく

ても先生が時間とれない。教室の開放のみで先生がいないので、トラブル(ケンカ)等うるさいから行くのをいやが

る。皆の塾代で教員くらい雇えると思う。塾代は大きい。 

教育者を教育。 

・子どもの携帯電話は町として禁止すべきです。 

・小学校低学年から現行の中学レベルの漢字を含む高レベルの文学に親しませる必要がある。(漢書を含む)日本文

化の素地を身に付ける為。 

・英語は単なるコミュニケーション手段として中学からネイティブによる会話教育に重点を置く。 

家庭への支援。 

農地でのやさい作り教育。 

子どもには厳しさを生えつける。 

近隣での社会のあいさつ、しっかりできるように。一般成人者で出来ない人多い。 

児童が増えたからといって運動会の行事の内容を簡素化することを安易に考えてほしくない。(神田小) 
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毎年人権作文を書かされていたが、ネタに困っていたようだ。過剰ではないか。 

学力だけではなしに、生活・人間性を育てる教師の質の差がありすぎる。 

個の尊重 

運動場がせまい。 

コミュニケーションをとるための教育。 

道徳教育の充実 

先生の教育。 

地域を知る教育。 

子育てに対する親への教育。 

親の教育。 
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【問 29 ②】あなたは、生涯学習活動・文化活動をより活発にしていくためには、どのようなこと

が必要だと思いますか。 

もう少し、親切な明るい笑顔で対応してほしいです。職員に不満です。 

昔はもっと意欲的で面白いイベントがあった気がする。 

世代交代すべき(体協)。若者が発案して新しい企画ができたら。 

生涯活動、文化活動の住民へのＰＲがない。 

史跡、文化など町民にもっと知らしめる。 

現状で満足。 

公民館講座￥5000は高すぎおかしい。誰が指示したのかは聞いておりますが、選挙に落選すれば目がさめるかな？ 

人員枠が少なく活発な活動につながらない。 

現在の活動状況がよくわからない。 

土日祝にも講座があると良いと思います。 

講座開設のための人集めは止めよう。 

図書館の椅子を増やして下さい。他者を意識せず本を読めるように。 

インターネットの必要性。 

１回ずつではなくて継続して毎日でも気軽に行ける(できれば歩いて)学習や運動(エアロ、ヨガ)等があれば良い。 

活動サークルの充実。 

近隣市町との連携。 

学習・講座等への経済的支援。 

社会人もできる様に、土日の講座をアンケートで決めるとよいと思う。 

これ以上予算を無駄にしてほしくない。 

勤労者が利用しやすい時間帯などの改善。 

公民館講座の無料化。 

お金を使う必要はない。 

クラブやサークル等で利用できる施設をもっと多くしてほしい。私らも町民として利用できるはずでは？ 

ＰＲをして参加しやすい情報や口コミ等を利用すべき。 

働く人にも行きやすい時間帯など。 

新しい情報を正しく利用する。 

参加者が一部の人に限られている。 

役場の近くばかりでネオボリスから遠い。 

全農教育。 

 

【問 30 ②】あなたは、スポーツ活動をより活発にしていくためには、今後どのような取り組みが

必要だと思いますか。 

中学校の部活が種類が少ない。 

ＰＲが必要。 

高齢者のスポーツ 

スポーツ少年団の入団について学校が積極的な誘い。中学校のクラブ活動の活性化。 

有名プロ・アマスポーツの東員町開催の誘致活動をすべき。特に野球、サッカー、など必要。 

アドバイス、指導者はいるのか？ 

数をへらす。 

世話役の負担が大きい。運営に関して一部の人の横柄さにウンザリ。 

特別な事は必要なし。 

陸上競技場の予約が、いつも他が使用していて取りづらい。 

スポーツ少年団の種類が少ないので、子どものやりたい事が町内にないので困っている。 

必要なし。 

●の意味不明、運動会など。 

周辺自治体と協力を。東員町だけではキャパがない。参加者も限られる。利便性も悪い。 

17時に閉めるな。 

スポーツ団体による幼・小学校での授業等。 

立派なものより近い場所で気軽なストレッチや筋トレ器具を設置してください。戸外の方が気楽に継続しやすい。 

町民マラソン、商品付き大会の実施。 

活動サークルの育成。 

男女参画 

毎回内容が変わり、参加不参加などオンラインでできたらよいと思う。 

スポーツにお金をかける余裕はない。 

自治会対抗競技を廃し、総合型スポーツクラブの充実にシフトすべき。 
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町民参加のスポーツイベントは特に必要か再検討いただきたい。 

高齢者向けの検討。 

スポーツ運動公園の一角に宿泊施設があれば…。 

不要 

陸上競技場をもっと使って各種大会を開いてほしい。サッカー＝静岡のように「東員町と言えば◯◯」というスポ

ーツの育成。 

歩行用温水プール 

役場体育館の中の運動器具のおいてあるところにエアコンを入れて下さい。 

高齢者に見合ったスポーツできなければムリ。 

自治会対抗を止める。自由参加にする。 

本当に町民全体が参加しやすい状況でない。参加に自由度をもたせてはどうか。 

各種団体の整理と統合。子ども 

陸上競技場等、有効利用を。 

テニスコートを当日とれない。いなべ市まで行きました。いなべ市に負けている。 

スポ少の体育館無料開放。 

公園に体を鍛える簡単な器具の設置。誰かに指導されなくて、お金をあまりかけない、気張らずできるラジオ体

操。 

町民は体育館の無料化。 

スポーツ●●運動。 

イベントの月を少しづつずらせないか？行きたくても毎年同じ頃忙しいので行けない。例:バスケ５月 

 

【問 32 ②】あなたは、男女共同参画社会を形成するため、今後どのような取り組みが必要だと思

いますか。 

今後は参画内容によると思います。女性ばかりでもよいと思うが。 

自分にまかせる。 

今現在何かされているのですか？ 

町報だけでは読んでわからない。 

女性のためと弱者扱いがどこまで必要なのか。再考する必要あり。男性が働く場を失うのが気の毒。 

地域経済の活性化が必須。企業誘致。 

方向がちがう。 

家庭経済を支える夫婦のあり方を時間をかけて変えないかぎり難しい。 

男性の働き方を変える。企業は夜遅くまで働ける男性を雇用したがるのではないかと考えます。 

特に男女共同参画を推進しなくてもよいと思う。 

実効性のある女性の地位向上策を提言しアピールしてほしい。 

母子ファミリーの仕事に適したネットワークビジネスの啓もう活動。 

男女平等は当然だが、家族のありようはそれぞれではないか。 

個人の意識の問題。 

 

【問 33 ②】あなたは、国内外との交流活動について、今後どのような取り組みが必要だと思います

か。 

ドイツ研修は全く無駄だった。その分平等に中学生に支援するチャンス・予算を組むべきだった。これからは図書

の充実などにまわしてほしい。 

ホームスティ留学も今後はなくなったと聞きました。今後も取り組みしようと思っていますか？ 

しなくていい。 

全国的に有名なスポーツ団体、プロ・アマとの交流、指導、そして合宿所の建設をして積極的に全国へ打って出る

べき。 

必要を感じません。 

わからない。 

必要なし。 

国際交流であれれば、行政サービス、医療など、英語(会話力)対応が必要。 

もっと外へ行かせろ。寺院じゃなし中学生を。一応英語はやってるだろう。 

住民が町のことをよく知らないのに、他地域との交流を推進するのは住民全体の底上げにならない。まず住民が東

員町のことを知る取り組みが必要。 

市民活動を通した人的交流。 

幼児の頃から遊びながら自国語と一緒に書く国語を自然に学習できたら良いと思います。 

必要なし。 
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ドイツとの交流は何年になるのでしょうか。 

先ず、町内在住外国人との交流。 

実用的な英語教育。 

無駄なお金は使わないでほしい。 

必要ない。 

留学生交換 

必要性を感じない。 

不要 

ホームステイする予定の数を●●する。また行って来た子どものその後の様子等、行って来た子どものその後の交

流会など、その子どもたちの活用法を考えてみたら。公金を使っているのだから。 

外国人の方の日本語学習会の開催。 

外国企業の誘致。 

犯罪や差別のない町づくり、 

国内外との交流の必要性はない。 

海外留学を数多く体験させる。派遣の数を倍増する。 

小中学校での交換留学など。 

国際化の向こうに何が見えるのか現状では解らない。 

子どもの海外派遣の継続。 

中学生のドイツ研修旅行を充実する。 

体験付き宿泊施設。 

外国人向けの観光を強化。 

交流したくない。 

 

【問 34 ⑤】あなたは、どのような行政情報が必要ですか。 

職員自身の宣伝みたいに思われ、質問も内容も具体的に欠ける。議会の番組は検討の必要あり。 

検診の情報 

町長の町に対しての実績発表と対外(県・東海・全国)施策の達成度合いの発表もしてください。 

財務内容 

町のビジョン、議会の発言。 

何を伝えたいの？ 

組に入っていないので、広報誌が届かない。 

すべて 

天災関係 

より正確な気象情報。 

タイムリーな情報。 

議会の委員会の内容が知りたい。 

子育て 

特に必要なし。生活できる。 

 

【問 34 ⑦】あなたは、どのように行政情報を取得されますか。 

自分から積極的に取得しようと思わないと取得できない。 

必要としない。 

取得しない。 

口コミ 

時々、人の話から知る。 

町内放送 

取得されません。 

取得していない、できない。 

訃報連絡 

取得していない。 

東員町駅 

議員 

回覧板 

親より。 

町、団体の発行する情報誌。 

特に必要としない。 

人づてに。 
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取得してない。 

家族から聞く。 

 

【問 35 ④】自治会についておたずねします。 

必要と思うが、強制的な清掃活動などがあるため、加入しにくい。(単身家庭のため、膝などが悪いのでできない

こともある)平日は勤務に出かけるだけで精一杯です。 

高齢になったら活動に参加できなくなると思います。自然退会か？ 

自治会行事に出るのが大変である。(班長になったとき) 

加入推進を行政が強くはたらきかける。 

何かわからない。 

高齢者が多くなり、自治体の活動が無理となるためやめざるをえん。 

仕方ないので加入している。やめたい。 

防犯などの面では必要だと思う。 

寄付金など、核家族への負担が大きすぎる。 

自治会の体質改善のための自治会役員の研修。(意義啓発) 

必要だと思うが、年齢とともに班長は少しきついです。 

家主ではないので知らない。 

地域を運営していく上で必要だと思うが、高齢化により加入必須は難しいと思う。 

加入必要で住民税で加入者を優遇すると良い。 

必要とするが、区費が高くて入れない。 

必要だと思うが、家族の年齢的なものがあり、参加するのに難しいのでいろいろ考えなおす事があると思う。 

全戸加入させるべき。 

地域の団体として必要であると思うが、自治会活動は６年に１度役員が回ってきて、毎週のように出席しなければ

ならなく、その内容も女手ではとても無理なので、将来私一人になった時は自治会を抜けなければと思っておりま

す。 

必要と思うが、高齢になり役を引き受けられないという方が出てきていて止める家が出ている。 

障がい者のため年金暮らしなので、親が生きているうち加入している。 

自治会費が高いですね。 

自治会費が高いです。 

他市町村に比べ、班長の負担が重すぎる。(イベント、会議の多さ) 

高齢化した場合の役員、班長等が負担になってくる住民が増える。(自分も含め)その場合の対策が必要と思う。 

加入していない。 

必要で加入すべきと思うが無駄な動員が多い。 

地域の団体として必要であると思うが、加入は自由。しかし行事を少なくしていただきたい。一斉清掃などは必

要。 

地域の課題が全て自治会だけでは解決しないので、地域コミュニティの体制は考え直す必要がある。 

自治会で神社の建て替え費用を負担することは憲法違反ではないか？強要されることを断れば村八分のような風習

が今だにある。 
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  キャッチフレーズ 

 

(全 317件) 

□安心・安全・住みやすさ・暮らしやすさ 

【と】てもすみやすい 

【う】きうきしてくる 

【い】いっぱい学んで遊んで 

み【ん】なニコニコ 

住みごこち 

老若男女、人住みやすく、過ごしやすい町づくり 

生活しやすい街づくりの充実 

町の中だけで安心した暮らしを送れる。病院や仕事場、買い物や町民が利用できる行政施設が豊富で町からはなれる

事なく、安心した暮らしを送れる。 

みんなが安心して住める町、住みたくなる町、東員町 

住みやすい町とういん 

安心・安全・東員町 

「グリーンシティ東員」「住みよい町東員」 

小さな町づくり＝環境美化＝住みよい町⇒人口増加 

安心 Town 

１人１人のことを考えた過ごしやすい町 東員町 

・暮らしやすい東員町 

・安全・安心の東員町 

・泉の多い東員町 

・便利な東員町 

・人にやさしい東員町 

・住むならやっぱり東員町 

ベッドタウンとして静かに安全に暮らすことに特化させる 

静かで住みやすい町 

自然が有り、緑豊かな町 

住みやすい町東員町 

乳児から高齢者まで住み良い街とういん 

災害の少ない町東員 安心して住める町づくり町民相互の交流の場づくり 

日本で一番住みやすい町 東員町 

“住み良い町、ふれあいの町、東員町” 

買い物も便利、津波の心配もない、住みやすい街、少しいけば自然がいっぱい 

Good for Living 東員町 

みんなで作ろう住み良い町東員 

住みよい町作り 

みんなが住みよい町 東員町 

住みやすい町東員町“快適・安心” 

高齢者や障がい者が安心して暮らせるやさしい町 

住み良さ一番！ 

おもいやりのある町 静かな町 住みよい町 

安全・住みやすい町 

安心して赤ちゃんから老後まで暮らせる町 

Happy,Safety Town Toin!! 

いごこちのいい町、住んでよかったと思う東員町 

自然・災害・犯罪の少ない明るい町 

緑豊かで住みよい街！東員町！！ 

キーワード→安全、生活しやすい、環境が良い、スポーツ施設が充実してる 

明るく健康で住みよい町 

自然と文化が調和する町 すみやすい町 

福祉の町高齢者も安心して暮らせる町 

住み良い町“東員町” 
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(災害のない)住みよい町東員！ 

みんながのんびりくらせるまち 

住やすい町 東員町 

いつでもどこでも安心安全 

安全かつ住み良い環境 

地域の絆で築こう 

安全・安心の町づくり 

(1)安心・安全な町東員町(ベッドタウンのイメージ) 

(2)●●大公園のある町東員町(何か大公園を作ってください) 

・アスレチック・大人工スキー場・釣り堀・大キャンプ場・ハーフゴルフ場の拡大 

安心・安全な町 東員町 

・住みやすい街 

・自然 

・空気が良い 

安心で住みやすい町 

誰もが住みやすい町 

安心・安全 

安心・安全 

安心で住み心地が良い 

住みやすい町・工場の町 

安心感とここちよい生活の出来る町 

安全・安心・潤い・絆・未来に継ごう豊かな町づくり 

住みやすい町 

安心安全元気な東員町 

住みよい(商業施策充実、交通の便がよい、緑豊か)、弱者の保護環境充実、税金が安い 

住みやすい町東員町、行ってみたくなる東員町 

明るく住みよい東員町づくり 

福祉と安全教育の東員町 

快適で安全な町 

ゆっくりとしたおだやかに生活しやすい町です。 

住みやすい環境の町、静かで安全な町 

赤ちゃんからお年寄り(高齢者)までみんなが住みやすい町 

住みたい町…別の言い方で 

静かな住み易い街 

災害にきわめて強い東員町 

□田舎・自然 

桜、中部公園 

風神・雷神が優しく見守る町 

ほどよく田舎、すんだら良い町。 

コスモスの町。東員。住みたくなる町東員(子育てや老後も安心) 

自然 

自然あふれる町 東員 

ほどよい田舎が住みよい所 東員町 

自然・交流の場 

自然豊かな住環境 

夕日の美しさに一瞬心の鼓動が止まる中部公園にて。 

・緑の美しい街 西に鈴鹿山脈 北に養老山脈 町の中心には清い水の員弁川 

・子育てに最高の町 

・名古屋のベッドタウンとしても最適 

カワセミの住む町東員町 

自然と、心豊かな文化の調和の町。東員町。 

スローフード スローライフ 

パークゴルフとコスモスの町 

東員町の空気はおいしい 

充実の町東員町 

緑と自然の活力ある夢とういん 
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人・空気・水 

田舎でありながら、桑名・四日市・名古屋へのアクセスがほどほどに便利で、“いい塩梅”の暮らしができること。 

２/３田舎１/３+αのくらし 

緑豊かな町東員町 

緑の風薫る町東員 

街路樹 道をきれいに 

自然、コスモス、こいのぼり 

鈴鹿連邦が毎日眺められる。 

緑と花の公園都市 

田園ガーデンタウン 

美しい自然に囲まれた東員町 

田舎ぐらしも都会ぐらしも住み方次第で両方選択できる町 

黄色い電車の走るのどかな田園風景 

みどり輝く町・東員 

緑あふれる笑顔の明るい町 

自然豊かで物価が安い町 

しぜんをきれいにしましょう 

田舎と街のハーフ 

人と自然を大事にする街づくり 

自然との共存 すみすさ 人とのつながり 

コスモス畑 

緑豊かであたたかい心を持つ人々とのあれあえる町 

中核都市郊外 緑 川 たおやかさ 

北勢線 上げ馬 手打ちそば 東員八重山桜 コスモス畑 かわせみ 

東員良い町良い所 緑がいっぱい 大自然 

鈴鹿の山々の裾野に広がり自然と共存できる町 

鄙びた人里 東員町 

キラキラした町(花や自然を大切にし、明るい町づくり) 

コスモス畑 ひまわり畑 

きれいな水 大切に 

コスモス 

自然が一杯と便利な町 

交通の便のよさがありつつも、自然の豊かな町 

自然も心も豊かな町 

自然と長生き 

豊かな自然のある東員町 

緑と歴史の町 

緑り豊かな東員町 

キーワードは“水” 

だれもがほしい安価でおいしい東員の水 

田舎と呼ばせないずら！ 

そこそこな町東員町 自然もそこそこ 68％満足度 

自然と文化の町 

コスモスとふれあえる街・東員町 

コスモスとミニ電車の街・東員町 

ほど良く田舎、ほど良く都会 

□豊か・夢・希望・元気・輝き 

飛躍する東員町 

飛び出せとういん 

「若者が活躍している東員町」をキーワードに、何かいいキャッチフレーズがあれば。(今思いつきません)若い人に

考えてもらってください。 

ホップ・ステップ・東員!! 

生き生き のびのび 暮らせるまち 

豊か・明るい 

元気な町 東員 

若者の夢実現と想像力発揮できる町づくり 
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夢叶う町 東員町 

明るいあいさつで元気な町“とういん” 

暮らしに潤いのある町 

SMOLE SUPER SHAINE CITY TOIN 

小さくても超輝いている町東員 

創ろう豊かな東員町 

東員市民のいのち未来へつなぐ東員町のいのち 

希望と平和な町東員町 

元気な町東員町 

夢・希望・笑顔あふれる町 東員！！…でありますよーに 

未来に輝く若者の町！！ 

東員町はもっと頑張れると思うので期待しています。がんばれ東員！ 

小さな町です。でも今から住民といっしょに成長します。 

「明るい町東員町 やさしい町東員町 未来ある町東員町」 

輝く東員 

健康・希望・助け合い まずは１歩から！ 

若者がいきいき輝く街 

輝け東員町 

頑張れ！東員町！ 

流した汗が豊かな収穫を約束する 

シニアが元気な町 

やれるぞ東員町 

明るい元気な町 

がんばれ東員町 

がんばるあなたを応援する町 

アクティブ東員 

フレッシュトウイン 

子供と老人が元気な町 

お隣さんが元気な町 

明るい未来 ＴОＩＮ 

□人・つながり 

３世代・地域力・教育力 

ひとりひとりの思いが届き、活かされる町 

子供と老人すべての人達が明るく楽しく幸せを感じる町づくり 

東員町の皆様が一人一人が立派だと讃えられる人生をそれが私たちの願いです。 

つなぐ 

みんなが集まれる町東員町 

子供からお年寄りまですべての世代が満足できる町づくり 

ふれあいとういん 

あなたの心に寄り添います 東員町！ 

町の力 and 人の力 

人間を育む町 

繋がる リンク 

「あいさつの町東員」あいさつ=絆 

スポーツのまち・ふれあいのまち・東員町 

その時間使ってみようか人のため 

・助け合い心豊かに暮らしにゆとり。 

・定年を迎えた人に生がいを。 

歴史と未来のかけ橋、地域住民が主人公のまちづくり 

・私たちで作ります東員町。 

・小さな町されど喜びの大きな町へ。 

・このまま眠ったままの町でいいのですか？ 

誰もがいつも簡易に参加できる町になっていきますよ！ 

人も動物も植物も東員町民 

交わろう!!もともと東員町の方と団地の方がいるので 

つながり合い・分かち合い 
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県外らか来た人に：温かく迎え入れてもらえる町 

助け合う町 

交流、支えあう、愉しむ、協力協業 

□美・やさしさ・クリーン・平和 

優しい・美しいまちとういん 

平和・Peace(英語)・laulea(ハワイ語) 

人にやさしい 

やさしい町 

美しい町・発展する町・助け合いの町・東員町 

やさしいべんりな東員町 

美しい街 

人にやさしい町、人に嬉しい町 

人にやさしい、心地よい町 

明るくやさしい町 東員 

クリーン  

高齢者にやさしい町 

子供と高齢者にやさしい町作り 

東員町 町外人 外国人にやさしい人づくり 

明るいクリーンな街づくり 

人にやさしい町 

人にやさしく住みつづけたい町 

人にやさしい町民になろう 

人に優しい 

弱者にやさしい町づくり 

弱者にやさしい町づくり 

やさしい心を育むまち 

心おだやかになる町 

□子育て 

子育ての町東員町 

子育てするなら東員町!! 

充実した子育て環境 

子育てのまち・東員 

公園・子ども 

子育てしやすい街!! 

子育てしやすさ NO1の町づくり 

子育てと介護を充実 

子育てが安穏な町・東員町 

子育て 

子育てするには東員町で、と思われるように充実を 

子育て支援の街、東員 

子育てがしやすい町 安心に住める町 

子育て 総合医療 

子供を魅力的にそだてる町 

地域で子供も育む町 東員 

子に優しい東員町。高齢者に少し厳しい東員町。色んな飲食店を増やしてみては？ 

子育ての町 

・子どもが輝く！とういん町 

・キラッ!!とういん 

安心して子育てができる町東員町 

□ふるさと、一生 

ゆりかごから墓場まで、一生涯を安心して、ゆたかに、実り多く過ごすことのできる土地です。 

終の棲にしてごらん 

心から喜んで「東員町住民でよかった」と言える私。 

一郡一町わがふるさと東員町 

ふるさと納税を上位にしてもらえる様な、魅力ある町作りをしてほしい 
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「ただいま東員町」 

帰ってくるとはっとするまち 

ゆりかごから墓場まで 

おかえりなさい東員町 

生涯タウン 

東員町をみんなの町にしていこう 

一生住んでみたいまち・東員 

地域に根差す 

私達の永遠のふるさと造り 

ゆりかごから墓場まで。 

□笑顔・おもいやり・しあわせ 

思いやり、おもてなしの東員町 

笑顔・安心・思いやり 

笑顔あふれる町民のまち 

老若男女・集い・笑顔の東員の町 

いなべの中心 笑顔の中心 東員町 

思いやりといたわり 

生涯幸せを感じる町東員町 

笑顔 やさしさ 東員町 

思いやりの東員町 

「えがおいっぱい!!みどりいっぱい!!」自然を大切に!! 

人がみんな温かい、子供がみんな素直 

東員に笑顔の花を咲かせよう！ 

□歴史・文化 

文化の町、伝統ある上げ馬神事、歌舞伎をはじめ東員の第九等、文化水準の高い町としてのＰＲする。 

上げ馬の町 

こども歌舞伎と歴史の町 

上げ馬、発祥の地、東員町 

大社祭 イオンモール東員 

・上げ馬 

・陸上競技場 

・厳嶋神社(弁天山) 

・中部公園 リレーマラソン 

無形文化財大社祭 

上げ馬 

文化と伝統の町東員町 

鎌倉時代から伝わ上げ馬神事の町 

□その他 

トーマ君輝き三重(みえ)る北の端 

近いけど東員町(父より) 

どんどんアピールした方がいい。 

わかりやすい町づくり 

東員町の「ゆるキャラ」の全国への発信 

情報の双方向化 

・公共施設(上下水道、体育館等)の整備された町 

・農地の基盤整備がされている町(圃場整備) 

マジック(手品)の町・東員町 

住民みんながマジックを習得しお互いに演じて楽しむ(学校、職場、家庭) 

マジック館を新築し、有名なマジシャンを招く。マジック品の販売など。 

町の魅力他思い当たらない。 

自治会内での活動の報告により住民が参加したくなる、また参加しようと思える企画づくりを願いますが、どのよう

にと考えは出てきません。とにかく、皆が参加できることが何かにつながるように思えます。 

ネオポリス 

クイックレスポンス(素早い対応) 

地域密着型の町 東員町 

(with Town TOIN) 
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一度は住んでみたい！東員町 

人情・警官・交通整備 NoⅠ 

小さいけど魅力あるまち 

チャッチュ トウイン 

普通が一番東員町 

広域連携のまち・東員。 

全国でもめずらしいナローゲージの北勢線にＳＬを走らせて、全国にアピールする。 

住民満足度第一の行政とまちづくり 

つながって大きくなろう(高速道路) 

名はとういんでも近くに魅力がいっぱい東員町 

程々の利便性が有り、落ち着いた住環境、名古屋のベッドタウンとしての適性、また自然も残っており子育てにも良

い環境、これからはもっと前面に出してＰＲしても良いと思います。 

交通整備 

役場の中から改革しよう！！ 

ちょっと思いつきませんでした。 

以前は自然が魅力的であったが、今はそうは思えないのでキーワードが思い浮かびません。 

郡民！！ 

まちづくりは収益管理納涼の向上に有り 

世界に通用するネットワークの●町 東員町！！ 

(花火)①スパーク(生き生きとした)②ビビットなまち 

(不滅)③イモータル東員(無限)④インフィー二ティ東員 

特になし 

とってもいい町東員町 

皆のトーイン 

わからない。 

住んで良かった！と思える町づくり 

県堺い(愛知・岐阜・滋賀) 

他市と合併しない強い財政の東員町の確立に向けた町政の協力な推進 

特になし 

どんな町か知らない町民はいない町 

リニア新幹線が出来たら 

「東京まで通勤が可能」 

食 

特に思いつきません。 

福祉の充実 

東員町を楽しもう 

特別なものは何もないけどみんな好き 

老人をやさしくしよう笹尾の町 

思い付きませんでした。 
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  自由意見 

 

  自由意見回答者概要 

□属性別 自由記述回答率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自由意見分野別一覧 

 

  

項目合計(845件/553人) 件数 ％
都市基盤 167 19.8%
環境保護・生活環境 28 3.3%
防犯・防災 54 6.4%
産業振興 70 8.3%
保健・医療・福祉 154 18.2%
教育・文化・スポーツ 68 8.0%
人権・男女共同参画・交流 3 0.4%
住民参画・まちづくり 100 11.8%
行政 76 9.0%
広報 65 7.7%
他 60 7.1%

アンケート数 自由記述回答者数 記述率(%)

1685 551 32.7%

男性 777 254 32.7%
女性 859 276 32.1%
無回答 49 21 42.9%
10～20代 131 33 25.2%
30代 190 72 37.9%
40代 237 72 30.4%
50代 261 89 34.1%
60代 513 172 33.5%
70歳以上 318 97 30.5%
無回答 35 16 45.7%
農林水産業 8 4 50.0%
製造業・建設業 307 86 28.0%
卸小売、飲食業 33 9 27.3%
その他サービス業等(公務員を含む) 289 97 33.6%
パートタイム・アルバイト 268 100 37.3%
主婦（夫） 378 122 32.3%
無職 303 98 32.3%
学生、その他 48 15 31.3%
無回答 51 20 39.2%
生まれてからずっと住んでいる 263 70 26.6%
東員町以外での居住経験がある 169 55 32.5%
県内の他の市町村から転入してきた 547 168 30.7%
県外から転入してきた 667 240 36.0%
無回答 39 18 46.2%
神田地区 334 103 30.8%
稲部地区 178 54 30.3%
三和地区 191 53 27.7%
笹尾西地区 283 109 38.5%
笹尾東地区 320 100 31.3%
城山地区 328 111 33.8%
無回答 51 21 41.2%

※全体数は２件追加

居
住
地

全　体

性
別

年
齢

職
業

居
住
歴
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  自由意見項目別一覧 

※アンケート項目にない追加項目は■            

 

 

  

□都市基盤 件数 ％
魅力ある市街地の形成 8 0.9%

道路・歩道の整備 49 5.8%
公共交通機関の利便性向上(町内交通) 16 1.9%
鉄道・他交通機関(他地区との交通) 9 1.1%
オレンジバス 31 3.7%
情報通信網の整備 4 0.5%
公園・緑地・水辺の整備 16 1.9%
町の美化、清掃等 14 1.7%
住宅・宅地の整備 9 1.1%
■空家・空地の対策 7 0.8%
耕作放棄地対策 1 0.1%
水道の整備 2 0.2%
下水道・排水処理施設の整備 1 0.1%

□環境保護・生活環境 件数 ％
自然の保護、環境の保全・創造 21 2.5%
ごみ処理等環境衛生対策の充実 6 0.7%
河川整備・治水対策の推進 1 0.1%

□防犯・防災 件数 ％
消防・救急体制の充実 0 0.0%
防災体制の充実 11 1.3%
交通安全対策の充実 17 2.0%
防犯対策の充実 25 3.0%
消費者保護対策の充実 1 0.1%

□産業振興 件数 ％
農業の振興 5 0.6%
商工業の振興 20 2.4%
観光の振興 12 1.4%
地域の特色づくり・ＰＲ 12 1.4%
イベント開催 14 1.7%
雇用対策・勤労者福祉の充実 7 0.8%

□保険・医療・福祉 件数 ％
保健サービスの充実 6 0.7%
医療体制の充実 30 3.6%
■救急・夜間・休日・休診日の対応 9 1.1%
地域福祉体制づくりの推進 13 1.5%
子育て支援の充実 16 1.9%
■経済的支援 7 0.8%
■子どもを預けやすい環境づくり 6 0.7%
高齢者施策の充実 38 4.5%
■シルバー人材活躍の場づくり 8 0.9%
■高齢者・障がい者の健康維持 8 0.9%
障がい者施策の充実 10 1.2%
ひとり親家庭等福祉の充実 3 0.4%

□教育・文化・スポーツ 件数 ％
幼児教育の充実 3 0.4%
学校教育の充実 17 2.0%
■学校施設・公民館等 3 0.4%
■道徳教育・常識教育 2 0.2%
青少年の健全育成 1 0.1%
生涯学習社会の確立 2 0.2%
芸術・文化の振興と文化財の保存 5 0.6%
■図書館の充実 6 0.7%
スポーツの振興 12 1.4%
町民体育祭について 17 2.0%

合計(845件/553人)
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□産業振興 件数 ％
人権尊重のまちづくりの推進 1 0.1%
男女共同参画社会の形成 2 0.2%
国際交流の推進 0 0.0%
地域間交流活動の促進 0 0.0%
地域コミュニティの育成 12 1.4%
■ボランティア活動 3 0.4%
住民と行政の協働体制の構築 11 1.3%
■これからのまちづくりについて 21 2.5%
■今のままで満足 6 0.7%
■周辺自治体との連携・合併 5 0.6%
■少子高齢化・人口減少対策 22 2.6%
■男女の出会いの場づくり 2 0.2%
自治会活動について 18 2.1%
行財政改革の推進 12 1.4%

■財源(使い方・税金・医療費等) 14 1.7%
■意見交換の場・住民意見の傾聴 27 3.2%
■議会・議員等について 23 2.7%
行政・地域等の情報の提供 28 3.3%

■役場職員の対応・サービス等 15 1.8%
■行政の姿勢・人材 17 2.0%
■個人情報の管理等 2 0.2%
■ケーブルテレビが映らない 3 0.4%
■アンケートについて 32 3.8%
その他 28 3.3%
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自治会に加入できない理由があるため、していないのですが、そのため町の活動な

どの情報が全く届かず寂しい思いをしています。(できれば将来は転居したいと考えて

います)住民全てに平等な情報提供・充実した福祉整備を強く望みます。また、放送が

聞こえにくく、内容が全くつかめません。伝わらなければ放送の意味がないと思いま

す。改善を要求します。必ずしてください。アンケートは意見が言える場であり嬉し

いです。ありがとうございます。 

(女性 50代・笹尾東地区) 

現在、議会を放送していますが、もう少しテキパキと。同じ質問をくどくど繰り返

すことは注意して今後はやめさせてほしい。町長、教育長、職員が受け流しています

が、そんな慣例化は必要ありません。ドンドン審議してより多く進めてほしい。その

中で読書図書を「もう１セット」などと両者が発言していましたが、本末転倒で新た

な本への興味として新刊購入への資金を回していただきたい。桑名や多度の図書館の

充実ぶりに比べ、古いおきまりの本をあてがわれている東員の子はかわいそうです。

購入者も好みがかたよっているようで、およそ幼児にはむかない難しい本を選んでい

るので、新刊コーナーはいつも借り手がすくなく残っています、ぜひ再考を。 

(女性 50代・稲部地区) 

町長様、町民は見ています。話し方、聞き方記号…etc。「長」とついている訳で

す。もう少しお考えになっては？プラムチャンネルはじめ色々な場所で見られてます

よ。また役場にお勤めの皆さま、町民はわからない事があるので、困っている事があ

るので電話をしたり、窓口に行くのです。冷たい対応、素っ気ない対応はとても困り

ます。すぐに「それは役場では対応が…」ではなく、少しでも良くなる様に検討する

場所も役場なのではありませんか。逆の立場になって考えてみて下さい。同じ事をさ

れて良い気分ではありませんよね。皆さん役場の方を困らせようと電話をしているの

ではないと思います。 

(女性 30代・神田地区) 

高齢者世帯です。今は車に２人乗れますが、この先不安です。オレンジバスがもっ

と町の中へ入ってきてほしい。買い物など行かなくても良い様に町のスーパーで、電

話・ネット買い物ができるようにしてほしい。今サンシなどで電話で買っている人が

いる。(もっとイオン・ピアゴ他いろいろ) 

(男性 70歳以上・神田地区) 

生涯現役で職探しにシルバー人材に登録し、入会金を払っても仕事が少なく少しし

か回ってこない。仕事が変わる事が多く、一定の人達だけで楽な仕事をしても、他の

人には譲ることをしない(例:施設の鍵の開錠、見回り)等を耳にします。 

(女性 60代・稲部地区) 

自然を活かしたイベントをする。ツリーハウスやツリークライミングをできる所を

設ける、間伐・植林体験等。マルシェをたくさん開催する。古民家を若い人に安く提

供し、クリエイターを集める。手作りしたものを売る環境を充実させる。 

(男性 30代・稲部地区) 

もう少し婦人科の病院を町内に増やしてほしい。救急で対応してくれる病院の充実

を望んでいます。 
(女性 30代・笹尾東地区) 

・学校の行事等で孫もなかなか参加できません。学校の方への選手選抜等で協力して

いただければ、少しでも小学生・中学生も参加しやすいのでは？ 

・陸上競技場があるにもかかわらず東員第一中学校に陸上部がない。その上作ってほ

しいと過去にお願いしても「一度作ったクラブを廃止したら作れない」・・・もう

少し広い目でみて下さい。今の中学生に責任はなく、どうしようもない事ではない

でしょうか？オリンピック団体もあるのに才能を開花させる事もできません。生徒

数も多くなってきているのだから検討して頂きたいです。建物(競技場)が生かされ

ていません。有効利用してこそ生きます。他町のための建物になっています。 

・自分が経験してない面では意見を持てません。色々な年代の意見が聞いていただけ

るのでアンケートは良い事だと思いました。 

(女性 60代・神田地区) 

町民体育祭について…見直しをお願いします。是非!!  

・参加動員など体育部役員の方の負担が大きいのでは？ 

・各自治会によると思いますが、若い方々(子どもさんがいる家)の参加がない。参加

拒否されてしまう。 

・班長参加が義務化されているため、高齢家庭の方の参加はとても負担です。 

・会場まで行く手段が車であること。駐車場では車が混雑しており、車を駐車するの

が大変です。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

質問が多すぎるように思います。また、統計が本当に反映されるのかどうか疑問に

思います。 
(男性 10～20代・城山地区) 

住宅地域の町道整備(拡張を視野に入れる)。 (男性 60代・稲部地区) 

町内の活動に参加したいが、活動日が土日曜日がほとんどなので、仕事の関係で参

加できません。仕事を休んでまでは、どうしても・・・。 
(男性 40代・神田地区) 
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今後は、大型合併も有ると思われます。今のままの行政では少子化問題や老人増強

等からも検討すべきと思います。役場内の組織の見直しも必要となります。早急に手

を打つ必要があります。合併も視野に入れて交流を図るべきです。 

(男性 60代・三和地区) 

総合病院があり安心して住める町 (女性 60代・笹尾西地区) 

「わからない」の項目がないのでわからない所についての回答が適当になった。適

当な回答が意見になるのは不本意です。 
(男性 40代・稲部地区) 

高齢化が進んでいるため、施設や制度の見直しと共に、子どもを増やすためにも子

育て支援や、幼稚園などの待機児童が桑名などにいるため、東員町に受け入れる取り

組みなど(住んでもらう等前提に)を行うべき。三交バスの終電が早いためそういった

所も不便に感じます。 

(女性 10～20代・城山地区) 

・地域活動には、参加したくても参加できません。生活のため、仕事に余裕がないで

す。 

・自治会には以前は加入していたのが、自治会の役員の順番が回ってきて、その役割

ができないため脱会しました。(現在１人暮らしで仕事も多忙なため) 

・私のような１人暮らしが増してくると思います。情報源として回覧板なり、何かほ

しいと思います。(インターネット・スマホもないので) 

・１人暮らしで自治会活動もできなく、脱会しているため回覧板も来なくなった。 

(男性 50代・笹尾西地区) 

街路樹が伸びて見通しが悪く、危険な道があるのでもう少しこまめに巡回してほし

い。幼・保一体化、町内すべてが公立園のためマンネリ化しやすく思う。私立の良さ

も取り入れた幼児教育を。 

(女性 50代・城山地区) 

車なくても生活できる町がいいです。 (男性 10～20代・城山地区) 

高齢化が進んでますので、その人たちが元気になれる場所がたくさんあればなと思

います。(人との会話が大事だと思います) 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

町役場が土日も開設してほしい。手続きなどができるようにしてほしい。平日に手

続きなどできない人のために土日も開けるようになってほしい。 
(男性 30代・城山地区) 

自分の事しか書けませんが、今は車に乗れる年齢なので買い物も割と離れた場所に

も行けますが、これからどんどん年齢を重ねていくと、病院や商店への交通機関がと

ても気になります。東員町の生活はとても楽しく満足していますが、これからが心配

です。年をとってから安心して住める町になるといいですね。 

(女性 60代・城山地区) 

・笹尾と城山の境界の赤い●●●の道は雨の日にすべりやすくとても危険である。 

・ウォーキングで歩道を歩くようにしているが、歩道が車道側に勾配がきつく腰を痛

める要因と思われる。(早朝は車道を歩いている人が多い) 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

中にも書きましたが、観光よりも住みやすい平穏なまちになったらいいなと思いま

す。人が増えると渋滞になったりして不便になりそうだなとも思ってます。 
(女性 10～20代・城山地区) 

東員町に住んで 10年くらいたつけれど、とても住みやすく気にいっている。人口も

面積もおおきければいいってもんじゃないと思う。以前住んでいた市と比べて、１人

１人に町のサービスがいきわたっているように感じる。ほどほど田舎で、でも暮らす

には不便じゃない住みやすい町だと思う。今後も「小さい町」で続いてほしい。「何

もない(東員)駅前」も変わらないでほしい。 

(女性 30代・神田地区) 

町の職員昼 11時頃家に帰っている人もいる。民間では考えられない。一人住まいの

高齢者の家にもっと見に行ってほいしい。もっと職員一人一人が町民のためにもっと

一生懸命に仕事をしてほしい。町民がもっと町と近くになってほしい。 

(男性 60代・神田地区) 

東員町はまだまだ知名度が低いと思います。将来人口と財政も減るなら、中部公園

をもっと活用し、利益を生み出す大規模な施設とか(例:温泉・レジャー産業の誘致)を

考えられないでしょうか？(第三セクターは失敗が多い) 

(女性 60代・笹尾西地区) 

オレンジバスをどうにかしてほしい。以前のルートに戻してほしいです。どうして

ネオポリスの方ばかり東員駅でおりて、イオンへ行くめんどくさいやり方になったの

か？以前のルートへ戻してネオポリスからイオンまでおりずにバスに乗っていたいで

す。だれがこんなルートを考えたのか不思議で仕方ない。桑名のイオンのように土日

祝は桑名駅からイオン桑名まで無料のバスが１時間に１本出ているが、東員駅からも

土日祝だけでも無料のバスを出してほしいです。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

・まちづくりは大事な取り組みだが、見合うリーダーがいない。すべての住民に目的

等を伝えるシステムが貧しい。・意見を持っていても訴えても誰にもひびきませ

ん。町民の言葉を聴いてくれるシステムを作ってほしい。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

・大型店よりも小型の店(例:一号館)等を増やしてほしい。 

・駅(東員駅、穴太駅)の近くにコンビニ等を作ってほしい。 

・高齢者が買い物ができやすいルート。店を作ってほしい。 

・ホクセイスーパーの跡地が入っていないので、早急に対応してほしい。 

(女性 40代・稲部地区) 
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・年金に対応した、月々年金で支払えるような施設は必要。(公園よりも)家族が生活

していく上で経済的に負担が多い。働いてもすべて支払えない。高額! 働くために

は、施設等で預かっていただかないと働けない。 

本当に必要な物にだけ税金を使用していただきたいです。 (女性 40代・笹尾西地区) 

他の住民の意見を集約し行政との進捗状況を確認したい。 (男性 10～20代・神田地区) 

東員町自体のまちづくりの方針が住民に伝わっていないことが問題である。町自身

が方針を出していくことにより、賛否両論が出てくると同時に、住民が意見の集約を

すればもっと住民が確信をもって意見を出してくれるのではないだろうか。 

(性別年齢不明・不明) 

空き家などを利用して外国人夫婦などをどんどん受け入れたらどうでしょう。少子

化にも役立つと思います。交流もさかんにすれば英語などで話すことができる。活気

あふれる町にしてほしいと思います。逆転の発想でもっと考えたらと思っています。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

笹尾東方面の街路樹が、根こそぎ伐採され残念です。以前は厚い夏の日、心地よい

木陰でほっとしました。できたら西方面の桜は残してほしいと思います。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

高齢者になり、福祉の向上、オレンジバスの利用しやすいような充実した機能を希

望します。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

ゴミや草木を田畑で燃やす習慣をやめさせてほしいです。臭気対策の強化願いま

す。 
(男性不明・神田地区) 

市街化区域内に住んでいます。地域内に農地が多く見られ開発しやすい場所は住宅

地となり、虫くい状態となりつつあり、今後ミニ区画整理が必要。(行政主導)道路だ

けは確保しておく。 

(男性 60代・神田地区) 

・在来地区における防災について道路事情が狭く悪い。 

・定年が 65歳になったが、70歳まで働きたいとの要望が多く、雇用の確保およびシル

バー人材センターの活用を積極的に。シルバー人材センターについては、週に何回

とか１か月に何日とか制限が多く入りにくい。最低賃金を下回っている事など聞く

から入りたくない。 

・知らないと損をする時代であり、広報で手続きもれが発生しないよう普及啓発を乞

う。 

・粗大ゴミについては、４枚の搬入蓮券をいただきますが、荷物が大きく重たく、ま

た運搬車両もないという高齢者などの人を助けるべく一考を。 

・ネオポリスでは買い物難民的な人も多いと聞いている。 

(男性 70歳以上・神田地区) 

年をとっても最後まで自宅で安心して暮らせるような東員町になってほしいです。 (女性 50代・稲部地区) 

イオンの近くに多くの店を。 (不明 70歳以上・神田地区) 

町内医療体制の充実を推進し安心な町にして下さい。高齢になると遠くの病院へは

行くのが大変です。 
(女性 70歳以上・三和地区) 

昨年８月に子宮頸がんの検診案内を頂き受診しましたが、今年は案内を頂けないの

でしょうか？(桑名や四日市の病院でチケットを出した)町のホームページでどのよう

な検診があるか年間スケジュールのように年齢別に一覧になっていると見やすいと思

います。ホームページで探しましたが見当たりませんでした。昨年頂いたチケット

は、平日限定のトラック？での検診ではなく、病院へ足を運ぶものであり、平日仕事

で役場へ行けない者としてはとても助かりました。毎年送られてくるものではないの

でしょうか？今年も待ってますがまだ案内を頂けていないように思います。 

(女性 10～20代・三和地区) 

防犯カメラの設置。 (男性 70歳以上・神田地区) 

子育て環境を充実させて若い夫婦が集まってくる町にしてもらいたい。そのため

に、ネオポリス団地内の空き家購入時の支援金支給を検討されてはどうでしょうか。

そのための資金源として、東員病院の東にある工業団地用地を早急に開発推進しても

らいたい。 

(男性 60代・不明) 

私の住む所は近年コミュニティバスが走り、大型商業施設ができて、町役場に行く

距離よりも近い所で、いろんな用事が済むようになりました。将来高速道路のインタ

ーチェンジもできたら、さらに利便性を感じることと思います。有難いことと思って

います。ただ申し訳ないことに、自分は町の施策の大半に通じておりません。家族が

いると「その内の一人」が関わって知っていればよいと思ってしまっているので。運

動会にしても、地域の祭りにしても、自分の子ども時代に比べて若者が減り、様変わ

りしているようです。また、家の近所も高齢者が多く、将来空き家になっていく家も

少なくありません。固定資産税や国民健康保険は、年々額が上昇していっています。

「便利」の裏表一体に暮らしへの不安があります。 

(女性 50代・三和地区) 

団地内(ネオポリス)の住民の高齢化に伴い、一人住まい老人、空き家対策(施設入

居、死亡等)の早急対応。班長として今年老人会参加の出欠または、見守り有無のアン
(女性 50代・笹尾東地区) 
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ケートをしたが、プライバシーにかかわることなので、民生委員を中心とした新しい

見守り組織が必要かと。 

生活力の弱い人たちがくらしやすいまちづくりに心がけてほしい。 (男性 40代・笹尾東地区) 

私は図書館をよく利用します。東員町の図書館は小さいけれど落ち着けて綺麗なの

で、他の市町村の方に自慢できる施設であると思っています。また、この図書館は東

員町民以外の方でも利用できるので、もっとイベントや行事を増やして少しでも町の

住みよさ等がたくさんの人に伝わるとよいなと思います。もし自分が結婚してもこの

町で暮らして子育てしていけると良いなと思っています。 

(女性 10～20代・笹尾東地

区) 

・都市基盤について、費用対効果ゼロ、むしろマイナス、街路樹を剪定すればするほ

ど街路樹が枯れていく。町は金を使って街路樹を枯らしている。植物の事を知らな

い無知な人間にやらせている。役場はなぜ結果を確認しないのか。税金ドロボーの

行為だ。(建設課らしい)本来は、公園の関係する部署がするものだ。シルバーの人

に依頼した方が良い仕事をするし、費用も安い。建設業者に出すな。出すならもっ

と木にやさしいやり方を指導しては。 

・大公園はあってもほとんど訪問者がいない。小さな公園はほとんどほったらかし。 

・Wi-Fi環境を充実してほしい。 

・団地内のポリスボックスが無くしてもうずいぶん●●。 

・問９で書いたが、役場の職員は発注してしまえば終わりではなく、結果が大切であ

る。税金は誰の物か! 良い結果を求めて、適性の有る業者に発注されるよう、いか

にも業者と癒着しているのではと感じられるような人に仕事を出さない。結果が良

ければまだ良いが、樹木が年を追うごとに枯れていくような業者に発注することの

ないように。それと木を選ぶ時に、木の特性を知った上で植えるように。ネオポリ

ス東口の欅の姿を見て下さい。なんでも植えればよいというのではない。 

(性別年齢不明・不明) 

障がい児をかかえています。私たちが年を取った後、障がいのある子が安心して生

活できる場所が必要ですし、安心して生活できる地区であってほしいと考えます。 
(女性 40代・笹尾東地区) 

「どちらともいえない」との回答は「よく分からない」という事が多くあるのが現

状で、もっとアピールをしてもよいのでは？と思います。ただ受ける側にも問題に直

面した時しか、その事だけ調べるので全体の状況までは分かりかねます。 

(男性 50代・笹尾東地区) 

自由に意見が出しあえる空気が必要。町・行政と議会が素直な気持ちで将来を考え

てほしい。いくらアンケートでも次の一歩を踏み出してほしい。アンケートがアンケ

ートで終わらないためにも! 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

アンケートの活用。アンケートの公表等、ただアンケートをしたのではなく、何

年・何十年後にも本当に生かされるよう願いたい。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

人口減少が課題となってる現状で、それに歯止めをかける政策に取り組んで頂きた

い。雇用の確保、住居の確保。 
(男性 70歳以上・稲部地区) 

農地で狭い土地で尚且つ農業機械の入れない所は管理が難しい。隣が作物を作って

いると除草剤も使えないので草刈りで対応しておりますが、今後は管理ができなくな

ると懸念しています。行政での解決方法があればと思います。 

(女性 60代・三和地区) 

古いやり方を今の世代に押しつけられても無理があるので、意識改革してほしい。 (男性 30代・神田地区) 

他の市町村と比べ、現状色々な面で充実し、頑張っていると思います。しかし今後

は高齢化が進み、町財政の不足が予測されています。優良企業の誘致や団地の誘致

等、町財政に貢献できる対策と若い世代が増加し、すみたくなるまちづくりが必要だ

と思います。私が住むネオポリスでは高齢化が著しくなる時代に入り、高齢化対策の

さらなる充実が望まれます。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

三重県員弁郡東員町・・・１町なのになぜ員弁郡が削除できないのか。 (男性 60代・笹尾西地区) 

アンケート印象記 

1.漫然とした設問が多く、多義にわたり過ぎる。焦点を絞ったほうが良い。 

2.回答の選択肢も多すぎる。これを統計的にまとめても殆ど実相はわからない。 

3.まちづくりに支障、障害になっていることに商店を当て設問をすべき。 

4.①財政的な制約 ②人材、組織的な機能集団 ③企画力、総合力、文化的な土壌 

④住民参加 ⑤町政のリーダーシップ、等に切り込んだ設問が必要。 

5.聞きたい答えが素直に答えられる設問が望ましい。 

難しい注文ですが。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

２人目を妊娠したら上の子を退園させなければいけない制度を改善してほしい。お

腹が大きくなれば抱っこもおいかけるのも大変。赤ちゃんが生まれたら静かに遊んで

もらいたいがそれも難しい。女親も子供もストレスを少なくしたいので、検討して下

さい。 

(女性 30代・笹尾西地区) 
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先日マルシェを利用させてもらいました。町外からの人も多く来られていたと思

う。人を呼び込む要素があれば良いと思う。私は第一中学校の地区に住んでいて、こ

れから先子どもが大きくなればそこに通うことになるが、自分が通っていた時も思っ

ていたが「遠い」!! ただでさえが防犯面でも不安が多いのに、子どもが通うころは

もっと治安もどうなることか。老朽化も進んでいるので、場所を移す、建て替え検討

はないのでしょうか？ 

(女性 30代・三和地区) 

地域内に総合病院があるとよい。団地内からイオン東員までの直通コミュニティバ

スがあるとよい。 
(男性 60代・笹尾西地区) 

特に望む事も意見もない。静かに暮らして居れる町ならば。 (男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

アンケートも必要と思われますが、私のような体調が悪いとめんどう(申し訳ありま

せんが)になってまいります。やはり書かないといけないのでしょうか？すみません

が、時々アンケート調査がありますので苦痛になる方がいらっしゃると思いますが。

心の内を書かせて頂きました。すみません。 

(女性 70歳以上・笹尾東地

区) 

町を支えていく上でやはり子どもの数を増やすという取り組みは不可欠。そしてい

かにその子どもが地元に残ってくれるか・・・残りやすいか・・・という所を考えて

いかなければならないと思う。 

このアンケート内容が難しかったです。知らない事も多く、どちらとも―にさせて

もらいました。知らない→なぜかという点でもあれば、アンケートできるのではない

でしょうか？ 

(女性 30代・三和地区) 

東員町は役員をする事が多くて若い方々が自治会へ入られません。特に体育委員は

全員嫌がられてます。自治会へ全員入っていただける事を一番に目標と思います。よ

ろしくお願いします。 

(女性 50代・城山地区) 

子どもはみんなの宝ですので、どの子も等しく成長できるようにサポートしてほし

いです。(とくに一人親世帯など)両親がそろっていてもなかなか難しいので子育て世

代へのサポートをよろしくお願いします。 

(女性 40代・稲部地区) 

1.小中高校生にアンケート依頼されましたか。学校現場に依頼せず、町行政独自に若

い世代の意見を集約されることを望みます。 

2.教育は国家百年の大計です。中央政府が範とするような教育に重きを置いたまちづ

くりを望みます。(教育予算の比率増) 

3.町内周辺地区の荒廃(耕作放棄地など)が目立ちます。自然を活かした有効利用の施

策を望みます。治水対策に力を注いでください。 

(男性 60代・神田地区) 

子育てしている親があまり自治会などの地域活動に参加しなくてもよくしてほし

い。仕事と子育てでいっぱいいっぱいです。これ以上無意味のイベントはやめてほし

い。班長の負担がでかい。やりたい人だけでやればいい。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

今後、東員町で家を建築予定ですが、住宅地内にゴミ置場設置予定でしたが、許可

がおりず住宅地内には設置できないとの事になっています。歩いて行くには遠く、で

きれば団地内(六把野新田 10件ほど)にゴミ置き場が設置されることを願います。 

(女性 30代・神田地区) 

・東員駅を中心としたまちづくり 

・大型総合病院の誘致 

・道の駅等、県外他の市町へ発信できる施設 

・北勢線を未来へと残すなら、LRT導入を考え、他市町と支援するべきである。 

(男性 50代・神田地区) 

道路が整備されていないので、田舎であっても散歩する所が少ない。高齢者でも安

心して歩ける道路の充実を希望します。 
(女性 60代・三和地区) 

防災無線で火事の放送がありますが、地区名と番地だれでどこか判りません。町内

に親戚・知人が多いため、緊急を要する由、名前も出していいのではないかと思いま

す。 

(女性 70歳以上・神田地区) 

東員町は他の市町村よりも、地域がきれいだと思います。ゴミがおちていたり、き

たないと思うことがあまりないので、その状態をこのまま続けて行くことが大切だと

思います。 

(女性 50代・神田地区) 

役場の相談の際、ていねいに町民に対して親切に対応するように。それが行政サー

ビスというもの。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

「トーマ君」の呼び名は変更してほしい。ダサイイメージ。(真ん中に「ン」をいれ

たら・・・)若者から広く募集して下さい。そして審査員も若者にして下さい。(ジイ

さん、オッサンではなしに) 

権力をちらつかす様な町議会員はいないと思いますが、もしいたら即クビ、そして

特定の宗教団体をバックにもつ候補者も立候補させない。町役場職員は能力主義に。

(男性 60代・笹尾西地区) 
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年功序列は言語道断です。能力なき者は去るべきなのです。とにかくイメージの明る

い、田舎臭のしない、垢抜けた若者の町東員町を目指していただきたく思います。 

わかりやすく、ていねいな対応、町民に何がおきているかをこれからも明確にして

ほしい。 
(女性 40代・不明) 

高齢者が多いため、体育祭が負担であると近所の人が行ってみえました。私はまだ

若いので負担を感じないのですが、今後年をとっていくと負担になると感じました。 
(女性 30代・笹尾西地区) 

若い世代の流入を計る。 (男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

① 医療の充実、確立・・・総合病院(妊娠、出産～死亡確認)例:東員病院の町立総合

病院化、救急、総合内科、脳神経科の充実。 

② 農業の進化/特化・・・例:小麦、大豆、トウモロコシしか作らない。町営の第三

セクター化し、従業員確保、利益追求。 

③ ③財務内容の充実・・・町会議員の全廃、各自治会長が町議会参加(日当制)、自

治会長は各町内での意見要望集約。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

・町の各施設やスポーツを行う場所の無料開放。 

・地域の各消防団と住民との防災関係の話し合い。 

・東員町の観光スポットとして地域の住民が楽しんで過ごし、お金を使っていく施

設、設備。 

・３か月に一度くらい、自主防災隊自治会員に対しての平常時や緊急時の対応の話し

合いが必要。(消防団や消防本部) 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

・ネオポリス団地の周辺で土採取により荒れ放題の土地残土、積上げ(ネオポリス団地

北側)、テント工場建設やソーラーパネル設置など環境悪化している。東員町はこれ

らを把握しているのか。 

・最近の集中豪雨など発生すれば、団地に流入の恐れもある。(要調査必要) 

(男性 60代・笹尾西地区) 

ケーブルテレビで議会をよく拝見しますが、町議の中には町民不在のただのパフォ

ーマンスに終始する方がおられるのには驚きです。しっかりとしたポリシーも持たず

してまるでそれが使命であるかの如く悉く町長に反する町議(派)もあり、いつも恥ず

かしい思いを抱きます。(私はどちら派でもありません)もちろん、様々な意見、改革

があってしかりですが、いかなる場合も「町民のための・・・」という大前提を忘れ

ないでいただきたい。来期の町議選には心眼の明るい、「有言実行」の方に大切な一

票を投じる事が、町民の責任であることを強く感じております。乱筆お許し下さい。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

全体に充実したいのは良く解るが、２～３点特化したものを作る事が魅力的な町へ

変貌すると思います。 
(男性 70歳以上・神田地区) 

ネオポリスないのバス道路内でいたる所でヒビわれ等ができているので、自転車等

のタイヤがはまり込みあぶないので、早くなおしてほしいです。 
(男性 60代・笹尾西地区) 

あれもこれもとやる必要は無い。「安心 Town」をキーワードにしてやるべき項目を

特化すること。バラ色の町ではなく、地味な町で良い。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

子どもの数が少なくなり、町を歩いていても淋しいですね。私たちが子どもの時代

や、私たちの子どもらの時代は活気にあふれていて希望も大きく、皆が生きていると

実感が有りました。現在は道行く人に声かけに努力し、自治会主催の行事に参加する

ような努力していますが、一生懸命生きているというだけで、何の喜びもなく、参加

できただけの生活感のみです。年老いたからでしょうかね。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

障がい者が安心して生活のできる町。 (女性 60代・笹尾東地区) 

イオンができて税収が増えたはずなのに、未来を担う子どもたちへの補助がなくな

ったことには納得がいかない。 
(男性 40代・笹尾西地区) 

収入・年金等の生活に将来不安を感じる未来の中、高齢化に向けて住みやすい賃貸

金額のアパート等など、現実的な生活環境が行き届いた町であれば(町になれば)良い

と思う。実家と自分たちの高齢化を考えると、高齢化中心に本来、核家族化ではな

く、一緒に暮らしてゆけるまちづくりが必要ではないだろうか？と考えながら仕事や

生活について思い悩まずにすむ暮らしやすいまちづくりがされると、人々は必然的に

増えていく。これからの高齢化に先立つ街とはならないだろうか？と思います。 

(女性 40代・稲部地区) 

町の行政について、議会と町の間に溝がある様に感じます。議会質疑は事前にすり

合わせ結論が発表できる様にならないでしょうか。 
(男性 60代・笹尾東地区) 

町民が安心してくらせるように、より一層のきめ細やかな行政を望みます。わから

ない事など電話で役場に問い合わせる時や窓口での対応等、ていねいにわかりやすく

話してくれますのでとてもうれしいです。住民の立場にたった行政をお願いします。 

(女性 60代・笹尾西地区) 
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現在は、自身で車を運転しているので生活に不便さは感じないが、将来コミュニテ

ィバスに頼る事になると思います。是非充実をお願いしたいと思います。また年々高

齢者福祉については興味と不安があります。 

(女性 60代・城山地区) 

子育てのしやすい町と聞きひっこして参りましたが、近くに公園が１つもなく、農

道を散歩するしかありません。中部公園はとてもステキな所ですが、車でしか行けな

く、ちょっと遊べる小さな公園がほしいです。ネオポリスにはあるようですね。旧児

童館等もどこにあるかわからずちゃんとした遊べる施設があれば良いなと思います。 

(女性 30代・神田地区) 

東員町に若い人が定住できるまちづくりをぜひ実現して下さい。 (男性 70歳以上・三和地区) 

学童保育ですが夏休み等の長期の休みの間だけでも子どもを預かってもらえるよう

にして頂きたいです。 
(女性 30代・稲部地区) 

・図書館の充実(文化面)、トレーニング室の充実、室内プール(温水プール)を作り、

自動車を使わなくても移動できるよう公共交通を充実させることによって高齢者が

病気にならないようにする。 

・①いざというときの避難所 ②日常生活で集える場所を区別するのではなく、統一

的にとらえるまちづくりを！(学校体育館だけでは不充分である) 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

アンケートの回答に「わからん」を追加して、どのぐらい政策が浸透しているの

か、統計を取るべし。 
(男性 60代・稲部地区) 

他町にない魅力さがし(観光、働く場所、遊ぶ場所、歴史、助け合い) (女性 70歳以上・神田地区) 

・町夏祭りが無くなったのは非常に残念！ 

・夜間でも安心して歩ける夜灯を増やすべき。 

・各小中学校の通学路が安全なのか今後確認を(ガードレール、歩道の確保 etc)。 

・町内交通事故等危機マップを作成し、住民に周知徹底し事故減少に努める。 

(男性 40代・稲部地区) 

大きな都市に比べて住みやすい地域だと思います。障がい者にもやさしく、子供に

対しても充実していると思います。ただこれから高齢化していくのは確実です。誰が

支えてゆけるのかとても不安です。小さな地域での活動が不可欠ではないかと思いま

すが…？みんなで助け合い、支え遭えるなやさしい地域になればと願っています。 

(女性 60代・三和地区) 

色々なアンケートに答えさせていただきアドバイスもいただき有りがとうございま

した。老齢者の増えるこの頃、介護にたよる日が怖い。町の行政に望む事は人を楽し

ませる笑わせる行事を待ちたいと思います。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

海外の公園をモチーフにベンチがあり噴水があり、大きな木(海外性)のある緑多い

公園につくりかえる。銭湯・食べるとこ・緑をイメージしたセンスあるとこが少な

い。緑を基準(植物)に街全体がオシャレになってほしい。街灯なども個性がほしい。

今後つくっていくなら個性デザインを出していくとそれが住みやすい、住んでてここ

ちよい街になっていくと思う。平凡な東員町からよりセンスある暮らしてて気持ちの

いい街になれば住んでる人も幸せを感じれると思う。でも１番大事なのは町のお金を

夕張市みたいに破産せず、●●な東員町つくりをお願いする。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

行政の長と議員が反目しているとよく聞きます。悲しい事だと思います。「坊主に

くけば袈裟まで憎し」と言います。町にとって良い案が上程されても反対ばかりでは

町民が可哀想ですよね。お互いもう少し冷静になれないものでしょうか。 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

アンケート調査を選ぶ時はもっと若い方にしてほしいです。 (女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

１.環境保全・生活保全について…具体的に次の事項を強化・啓発していただきたい。 

①毎朝犬の散歩をしているが、犬フンを持ち帰らない人が依然として多い。携帯に

夢中になっていたり、分かっていても知らんぷり…罪悪感が欠如・希薄なのだと思

える。 

②町の条例で決まっている罰則等の啓発活動、自治会などを利用も一つの方法では

… 

③熟成してメディアに取り上げられるようになれば、更に弾みがつき生活環境美化

の「町として」まちづくりができるのではないだろうか。 

２.教育・文化・スポーツについて…道徳教育・一般常識が不足と思う。先生方に聞い

てみたい。是非とも道徳教育(常識教育)必要と痛感した次第。 

①笹尾東の交差点にある交通信号機「歩車分離式」とは？…生徒はどれだけ知って

いるか…100％の生徒が知っているべき！ 

②先日、次のことがあった。自転車で道をジグザグ走行しながら歩行者に“コラ危

ないぞ！”なんと言うことだと思い、その女の子を諫めた。歩行者優先の交通ルー

ルを教えていないなのだろうか。自転車は車両だということを…。そのほかに、走

っている車に、わざわざ手で接触しようとするなど非常に危険な行為をする子供が

いる。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 
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３.その他最近よく見かけるが、交通ルール守らないドライバーが多いので、抜打ち取

締りをするように警察にお願いできないだろうか。 

どこでも高速インターネットがつながる情報化のスピードある社会の充実を図ると

共にスローライフの生活が共存するまちづくりをめざしたい。 
(男性 50代・笹尾西地区) 

・プラネタリウム、図書館をもっと充実させてほしい。 

・オレンジバスの本数と土日・祝日はふやしてほしい。 

・いこいといやしのある安心安全ないなか町であってほしい。 

・ひばりホールをもっと有効活用してほしい。 

(男性 60代・城山地区) 

・ガン検診の金額が高すぎると思います。 

・定期健診の結果を病院に取りに行かずに郵送で送ってほしいです。 
(女性 60代・城山地区) 

定住促進で婚活イベント等開催してほしい。 (男性 60代・城山地区) 

住民の意見交換をもっと身近に出来る様に、町会議員との会話を持てる場所が要す

る。 
(男性 60代・神田地区) 

ホタルが川に来てほしい。 (男性 10～20代・城山地区) 

高齢者が増加する中で、福祉施設を考えて下さい。 (男性 60代・城山地区) 

税や介護医療費が他の市町村に比して高すぎる。使ってもいないのに高く支払わな

ければいけない事に大変不満を持っている。町の行政に対してムダ遣いの多さに不

満。それをおぎなう為に年金生活者からの多く税金徴収するのをやめてほしい。 

(女性 60代・城山地区) 

防犯カメラの設置 (男性 60代・城山地区) 

自治会に入らず同じ町内で生活している方が増えつつ有ると思います。こういう

人々が増えていけば自治会が今後成り立たないと思いますが、どうしてそれが許され

ていくのか、誰も入らなくなれば色々な役割りが出来ないのにと思うます。城山二丁

目の百五銀行の近くのバス停のそばの何の意味もない花だんでもない場所の草が大変

です。ぜひ笹尾の様にうめたてて下さい！ 

(女性 60代・城山地区) 

１.オレンジバス停留所の見直し。(役場に用事があるのに役場から出ているから意味

がない) 

２.せまい道を救急車が全部通れるようにすべき。(通れない所が多すぎる) 

３.せまい道を消防車が全部通れるようにすべき。(通れない所が多すぎる) 

４.カーブの草で対向車が見えない箇所有り。(危ないのですぐに草刈りして下さい) 

５.曲がり角にカーブミラーをつけるべき。(地元民以外の人がとばしてくるので危険) 

６.税金の無駄遣いをなくすべき。 

７.年末に行われるやりとりはなくすべき。(住民が税金を支払っているのに何故払う

のか？) 

８.東員町プールに屋根をつけてほしい。(日に当たれない人もいるから) 

(女性 40代・神田地区) 

国の調査による人口減少の推測は推測して、今後の状況は、どうなるのでしょう

か？イオンモール東員による経済効果と、津波に強い街のイメージで、人口は増加傾

向のようにも思われます。超高齢化社会の人口減少との予測は、むずかしいけど‥。

東員駅周辺の開発と、魅力ある町、自然災害に強いまちづくりが、町の広報活動が大

切かも知れませんね。 

(性別年齢不明・不明) 

イオンが来てから家が危険。知らない人が来る。１日１回パトカーが回って来てほ

しい。 
(女性 70歳以上・三和地区) 

特産品に力を入れてほしい。 (性別年齢不明・不明) 

一人住まいで老いていく不安。何か安心して暮らせる受け皿が出来ると良いと思い

ます。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

住民の皆様が子どもと家族の毎日が笑顔であるようにしたいですね。 (女性 40代・城山地区) 

全国的に人口減少傾向にあり、19才～39才女子人口が年々減少気味である。地方消

滅という言葉が叫ばれつつあり、減少歯止めをかける政策が急務。子育て環境、支援

政策などは必要であるが、単に福祉部門のみならず、雇用、男女共同参画社会、イン

フラ整備、教育環境など全庁的にこの課題に取り組んでいただきたい。 

(男性 70歳以上・三和地区) 

住み始めて 20年近くなりますが、何も変わらない、高齢化が進んだだけ。居るだけ

の町長などいらない、何もできないなら、いなべ市に入れてもらったらいいのでは？ 

町民体育祭のほんとういらない。廃止してほしい。班長になるのが嫌でしょうがな

い。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

・総合病院がないので高齢になったら不安。 

・交番がなくなったので再開してほしい。 

・水道が安いのは良い。 

(女性 50代・笹尾東地区) 

障がい者と高齢者にやさしいまちづくり (男性 60代・笹尾東地区) 
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オレンジバスを朝～夕方まで前の時みたいにピアゴ通り～カネスエとフジの間を通

してほしい！お願いします。 
(男性 40代・神田地区) 

定年退職後にも、それぞれのもつ能力なども生かして活躍できる場や機会がもてる

ようにし、それが社会に役立つことにつながればよいと考えています。何かその手が

かりとなることを行政からヒントや手助けをしていただきたいと思います。 

(男性 60代・城山地区) 

・神田小の人数減希望、他の５校とのバランスが悪く教育内容に不安有。 

・子どもの減少どうのと言う割に、祝金無くしたりもう少し援助してほしい。 

・不登校児や不登校生が多いのが気になる！ 

・ケーブルテレビは見られない！契約させられたのに！映らない！だまされた感があ

る！ 

(女性 40代・神田地区) 

ご苦労様です。私が率直に感じる事は、行政の動きの悪さです。例えばオレンジバ

スの件ですが、町民から、不便になったとの指摘を議員から何回も受けているにもか

かわらず、なぜ１年経過してももとに戻さないのでしょうか。レスポンスが遅すぎま

す。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

・もっとボランティアや人のために働くＮＰО活動に参加する人を増やすための取り

組みをしてほしい。(体験会やグループの紹介や啓発等) 

・若い人にも参加しやすい機会を作る。土日の企画や夜間に活動できるくふう。小さ

い子供を育てながら取りくめる活動を進めて欲しい。 

・若い人の意見が町政に届く方法にも力を入れてほしい。 

(女性 50代・稲部地区) 

まちづくりは人づくりである。人づくりは教育である。小中学校の教育の充実こそ

が人づくりにつながる。基礎教育の徹底こそが人づくりである。奇をてらうことな

く、新規さを求めることなく、愚直に伝統的な教育を行うべきである。学力向上につ

ながる町の行政の裁量の範囲でなしうるすべてのことを実施して欲しい。 

(男性 50代・城山地区) 

お金のかからないまちづくり (男性 50代・笹尾東地区) 

アンケートの質問が多すぎ！ (女性 50代・笹尾東地区) 

歩道の設置。ネオポリス→東員駅 歩道がないところ多い。自転車も危ない。 (男性 50代・笹尾東地区) 

ケーブルテレビがいなべ市側と共同受信出来る様願いたい。 

前ページでも記入しましたが、ケーブルテレビの番組が桑名の情報よりもＣＴＹ接続

によりいなべ市の情報も取り入れてくれると良いかも？ 

(男性 70歳以上・城山地区) 

健康維持の為、散歩とゴミ拾いを２年程続けております。行き逢う人にあいさつを

していますが、やっと４割くらいの方から声が返ってくるようになりました。小中学

校では「あいさつ」をすると教えているようでむこうから声をかけてもらえるとホッ

とする？うれしくなる？この町が好きだなぁと思います。たった 40分くらいの同じコ

ースを歩く間に毎日同じくらいの同じ様なゴミの量・種類がたまるのは子供から、又

だんだん常識のない大人になって行くのか…と感じています。的はずれな文章ですみ

ません。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

この町に住み始めてはや 34年、住めば都と言いますが住み始めた頃にくらべればと

ても良い所だと思います。これから自分たちも年を重ねていく上で老後になっても住

みやすいまちづくりをしていってほしいと思います。 

(女性 50代・城山地区) 

商業施設の誘致や工業、企業の誘致に力を入れて町の財政を潤すことも大切かも知

れませんが、田舎のままでいいのではないかと思います。ただ学校教育にはお金をか

けてあげてほしいと思います。ご苦労様です。 

(女性 50代・神田地区) 

町民体育祭、各種対抗スポーツ大会はムダな経費。一部の人だけが参加している。

高齢化に対応するイベントの方が必要だと思う。 
(女性 50代・笹尾東地区) 

全国的に高齢化が進む今、ネオポリスでも多くの人がリタイア時期になり子供も独

立して世代交代もなく、今後の心配をしている人は多数居ます。免許を返納する頃に

は、バス(三重交通)も激減するでしょうから、リタイア後はもう少し便利な地に移る

と言っている方も多いです。国・県・町に望むことは一つ。高齢化して一人でも安心

して暮らせる場所を作ってもらうことです。東員町なら老後は安心だから引っ越した

いといわれるくらいになると良いですね。今ならまだ動けますから老後の安心が担保

されるなら皆協力は惜しまないと思います。 

(女性 50代・城山地区) 

さまざまな情報がいきとどく様に、いまいちど各町のマイクがききとりにくいので

みななおしてほしい。前に配布か買いとりかしたラジオの●、ケーブル放送のない家

庭に配布か変える事をしらせてほしい。わが家は先回申し込みわすれてありません。

ほしいです。 

(女性 60代・城山地区) 

北大社に住んでいますが、上げ馬の行事は地元の人にとって大切だと思いますが、

地元外から来た私にとっては少し負担です。自治会費とは別に祭りの集金があるし、
(男性 30代・三和地区) 
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次の日も仕事があるのに祭りの片づけなどでかなりおそい時間まで。。。会長さんか

らは自由と聞いていたのですが、いざことわれない感じで大変です。 

皆が安心して住めれる、虐待のない高齢者に優しいまちづくりをお願いしたいと思

います。 
(女性 30代・神田地区) 

近鉄四日市駅までの直通バスがあるとうれしい。 

道の駅があるとドライバーが休憩しやすいと思う。もしくは東員駅周辺に「うりぼ

う」みたいな場所があると北勢線目当ての観光客は利用しやすいと思う。 

(女性 30代・神田地区) 

近くに総合病院を作ってほしいと思います。 (女性 70歳以上・城山地区) 

町民の声に目と耳で対応して頂く様に(道路、排水路整備) (男性 60代・三和地区) 

東員町外の医院へ通っているので、総合病院を町内に１つ作ってほしい。 (女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

東員町のまちづくりもよろしいが、小学校、中学校の通学路の整備をまずするこ

と。特に第一中学校の中上、長深の子供は非常に苦労して通学している。誰もこの状

態を見ていない。第一中学の様子、校長、教育長はなにを見ているのか。まちづくり

以前の問題だよ。もっと地道にやることが大切。 

(男性 70歳以上・神田地区) 

今は夫と２人暮らしで、夫が自動車免許を持っているので不自由は感じませんが、

もっと高齢になったり、一人暮らしになった時の不安は感じます。我々が東員町民に

なった時は児童数も少なく少子化が気になります。父が高齢でお世話になっていまし

たがケアマネジャー、ヘルパー、デイサービスの人々に満足して感謝しています。私

もお世話になると思いますが、よい出会いを望みます。 

(女性 60代・城山地区) 

今後、町も高齢化がどんどん進んでいきます。それに対応した取り組みをよろしく

お願いします。 
(男性 50代・三和地区) 

自然保護と言うわりに笹尾の裏山をくずしているのは保護にならないのではないの

でしょうか？ 
(不明 60代・笹尾東地区) 

現在、習慣・通例としていることへの見直し。東員町民各人への情報提供の強化徹

底。入札制度の見直し。住民意見をもっと収集し、行政に反映させてほしい。土日・

祝日の問い合わせ窓口の拡充。町会議員さん知名度をあげてほしい。町外業者の利用

をやめてほしい。商工会への入会条件を見直してほしい。 

(男性 30代・神田地区) 

今まで東員町に住んでいて特に三和地区は発展していなかったので、イオンモール

を中心に色々な事が出来たら良いと思います。 
(女性 70歳以上・三和地区) 

10年先、20年先を見るに東員町も高齢者人口が 1/3を占めます。健康寿命対策をお

も少し考慮していただければ！減塩対策推進を！(長野県が全国一の長寿国) 
(男性 70歳以上・三和地区) 

総合病院が遠い為、体調悪くてもおかしいなと思ってもなかなか病院で検査する気

になれません。特に婦人科がないのが困ることです。ぜひ総合病院を東員町につくっ

て下さい。もしくは婦人科の病院ができることを強く望みます。 

(女性 40代・城山地区) 

小規模でよいが総合病院が徒歩圏内にあると安心。 (男性 60代・城山地区) 

高齢者による子ども教育を充実させることにより、子育て支援、地域コミュニティ

の強化を図ってほしい。 
(男性 30代・笹尾東地区) 

東員町内の移動は車がないとどうしても不便で、路線バスが通っている桑名方面に

行く方が楽に感じてしまいます。一中地区(特にイオン東員)と二中地区を結ぶ路線が

もっと盛んになれば町内の施設を利用しやすくなると思います。 

(女性 10～20代・笹尾東地

区) 

産業・観光資源が少ない町だと思います。例えば食料品の名産品を考え人が集まる

まちづくりをするのも良いかもしれません。人口減少が進んでいますが、今住んでい

る人が住み続けられるよう魅力あるまちづくりを進めながら、町外から移住してくる

人が増えるよう宅地をつくる政策もできれば良いかなと思います。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

行政と地域(住民)との隔たりがあるように感じられる。 (男性 60代・神田地区) 

他市町村が羨ましくなるまちづくりに。 (女性 60代・笹尾東地区) 

若い人たちがもっと生活しやすくして、次の世代へと続く様にしてほしい。 (女性 60代・笹尾東地区) 

大きな病院は桑名方面に成るので、公共機関(バス、三重交通)の料金を安価にして

欲しい。車に乗れない人、付き添いの人の負担も大きく、これからますます大変にな

っていきます。町としても何か考えていただきたいと思います。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

東員町だけで行政サービスの向上、維持は不可能である。特に医療は弱いと感じ

る。桑名、いなべ市との連携強化などの対応が必要である。新たにサービスを実施す

るにしても東員町の人口だけでサービス維持ができるほどの人は存在しないと予想で

きる。公共サービスを実施するならコンパクトシティー構想のような歩いて行ける範

囲に住民が多く存在する必要がある。利用者数と利便性を考えなければ税金の無駄使

いである。(成果が得られない)コストパフォーマンスを考えた行政サービスを期待し

ます。 

(男性 40代・城山地区) 
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再生可能エネルギーの創造と活用。 (男性 40代・笹尾西地区) 

ケーブルは映らない！地デジ以前は見ていた！(ＵＨＦアンテナ利用) 

パークゴルフの料金 500円は高すぎる…北海道内は無料の所が多い…東員町内外共に

200～300円程度にしてもっと多くの人々が利用出来て健康増進になったら良いと思

う。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

オレンジバスについてもう少しバスの本数を増やして欲しい。すべてについて個人

情報の管理体制の強化を望む。 

(女性 10～20代・笹尾西地

区) 

総合病院の建設 (女性 60代・城山地区) 

役場で勤めている人が近所にいたりして秘密が守られていなくてもれている事があ

る。こんな事でいいのですか？町長さんが運動会(第二中、城山小)へ参加したときの

様子が個人のフェイスブックにのっていてどうなのか？カメラ目線でその人とポーズ

してフェイスブックにのっていた。公務中ならこんなことをしてはいけない。役場に

対しても町長に対しても信用ゼロです。もっとしっかりして下さい。フェイスブック

は削除すべき。 

(女性 30代・神田地区) 

何か方向がちがうんじゃない？ (男性 50代・城山地区) 

全国 47都道府県出身者が新天地として居住し始めた住民が半数いる。この人々と先

祖の代から居住してみえる人という異なる環境の町民が、互いのちがいを認め合い尊

重しあいながら、東員町のより住み良い●●のまちづくりを、みんなで希望を持って

明るく取り組めるように、各人がそれなりに主体的にまちづくりに参画する。 

(男性 50代・城山地区) 

私は全体的に東員町は役場へ行けばいろんな情報がもらえるし、役場の人は親切で

良いと思います。人間は体さえ健康ならば何でも職にはつけるし出来ると思っている

のでそういう方面に力を入れてほしいと思っています。例えばスポーツジムはたくさ

んの人が通っています。しかしリハビリ的に通う方などは町にはジムがありますが、

あれだと健常者しか出来ません。室内ブールなどがあればリハビリ的に利用する事も

出来ると思うのですが。これも１つの医療費削減につながるのでは？ 

(女性 40代・笹尾西地区) 

アンケートを取るのはよいが、わからない項目について、答えの番号に「わからな

い」というものがないのでしかたなく「どちらでもよい」に◯をつけました。こうい

う方が多ければせっかく税金を使ってアンケートを取っても偏った結果になり、何の

意味もないと思います。小さな事ですがこういうお役所的なところから考えなおした

方が町の発展につながると思います。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

役場窓口において、問いかけにきちんと対応出来ない職員が多い。責任を持って知

識を高めてほしいと思います。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

コミュニティバスの充実、医院の充実 (男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

住宅地の環境保全は行政の大きな役割です。緑の多い町に期待して 24年前に移り住

みましたが、最近メインストリートの街路樹が切り倒されました。落ち葉の処分の課

題があるものの、樹木の及ぼす環境保全は宅地には重要な要素です。もう少し住民と

しっかり話をしてから対応していただきたいと思います。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

自治会の仕事は小さい子供がいる家庭では仕事内容に重荷に感じる事もあり、班長

に当たるのが嫌に思います。地域の関わりは大切だと思いますが、もう少し考慮して

いただきたいです。 

(女性 30代・笹尾西地区) 

・人口減少が予測される中、少子高齢化●●を進んで行きますが、東員町は財政的に

安定した財源が乏しい状況が今後続くと思います。今後、他市との合併は行うの

か？「員弁郡東員町」としての行政メリットは無いのでは？それが人口減少へのイ

メージダウンに成っているのでは…と思います。 

・もう少し積極的に企業誘致や大型商業施設等の誘致を行い、若者が生き生きとくら

せるまちづくりを！ 

・ＩＴ関連企業の研究施設もどうでしょうか？ 

(不明 30代・城山地区) 

毎年、町民体育祭は組親さんや地域の役員さんが出席していますが、70才夫婦でも

組親になれば出席しなければならず大変です。経費もずいぶんかかると思います。い

なべ市は何年か前に中止しています。 

(女性 60代・城山地区) 

・将来の人口減少のため集合住宅など建てることにより若い方が増えると思う。 

・交通代金が高い(バス)高齢者の通院などの補助があれば助かる。(例 東員町から桑

名となると高い) 

(男性 60代・城山地区) 

私はまず町議員の数を少しへらしてもいいと思います。 

ケーブルテレビはアンテナの為うつりません！ 
(女性 60代・笹尾東地区) 

・議員の町民を無視した行動を改善して欲しい。 (男性 40代・笹尾東地区) 
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・自治会の活動を行うのに参加人数を集めるのに苦労している。町民が欲していない

ものは変えた方が良い。 

・自治体が元気な地域のノウハウをどんどん取り込む。 

・さまざまなものに助成金をつけて欲しい。 

・子供が勉強に追われて遊びか学ぶべきか知恵が足りない。学があっても考える力が

ないので町で工夫してほしい。 

40年近く前この東員町に住みたいと思ったのは緑が多く、南向きの丘は日当たりが

良く、水害は有るはずもなく、安心して住める土地と思えたからです。思った通りで

した。当時は小学校の先生方もとても熱心で子供もたくましく育てて頂き感謝してい

ます。もう一度あの頃のように輝く気持になり、みんなで残りの力を出し切って次世

代の為の町おこし、みんなで出来ないでしょうか。町が先達となって道を作って下さ

れば、その尾に続く者は多勢います。磁力で引き出して下さい。東員町の限りある財

源の中で、２万６千人の事を考えて、町政して下さって有難うございます。町政を知

らぬ者の意見まで聞いて頂いて大変幸せに感じます。重ねてお礼申します。回答して

いく事が住み処としての東員町を改めて考えるきっかけとなり前向きな気持ちになれ

よかったです。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

オレンジバスの停留所等考えていただきたい。福祉タクシー等も。 (性別年齢不明・不明) 

小さな町ならではの地域に根ざした行政を望みます。例えば集落内の細い道路まで

きちんと側溝のフタが整備されていて、お年寄りの方や小さい子どもさんまで安心し

て通行できる、など、やっぱり東員町って良いよね、と云える町であってほしいと思

います。行政の方々におかれましては、いろいろとご苦労も多いことと思いますが、

何卒よろしくお願いいたします。 

(女性 50代・神田地区) 

携帯電話にいろいろ情報を入れていただいてありがとうございます。これからも住

みやすいまちづくりを期待します。 
(女性 60代・三和地区) 

近年何か事が起こるとすぐ行政の落度としている事が多く見られるが、一般町民が

責任ある行動をとるべきであると思う。町民ももう少し行政に対して協力する事が必

要と思う。行政に頼る傾向がありすぎるので、この点行政側も遠慮しないで指導をお

願いします。 

(女性 70歳以上・城山地区) 

今新しい住宅が数多くできているが、東員町に新しく来てくれた人、子どもたちが

今後も東員町で住みつづけたいと思えるようなものを作ってほしい。昔からの人たち

との交流がしづらい。 

通学路などが狭かったり、歩道が少ないので危ないと思う。おじいちゃん、おばあ

ちゃんが散歩しやすい道があればいいと思う。スピード減速ゾーンなど設置してほし

い。 

(女性 10～20代・神田地区) 

障がい者に仕事をあたえて下さい。 (男性 50代・神田地区) 

人口減少などに備えて合併に取り組む。 (男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

休日夜間急患を受け入れてくれる大きな病院があると本当に助かります。(海南病院

のような) 
(女性 30代・神田地区) 

今自分自身がおかれている立場からの記入になるので「どちらともいえない」が多

くなってしまいました。これからも東員町がますます住み良くなるように願っていま

す。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

若い人達が住みやすくなるような住宅の整備を町が積極的に進め、空き家や空き地

を格安で提供できるようにすると人が増えて活性化されると思います。他府県、市に

も東員町の魅力を発揮すべきだ！ 

(女性 60代・笹尾東地区) 

笹尾西に住んで 30年になります。回りの木々が切られ少しずつ緑が減っていくのが

少々寂しいです。７月頃の田んぼの緑や秋の稲穂、ピンク色のコスモス畑にいやされ

ます。昔はれんげ畑もありましたが、この頃は見かけなくなりましたね。員弁川もあ

り、まだまだ自然豊かな東員町が大好きです。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

これから 10年先を考え高齢者が安心して暮らせて、施設も利用できる町にしてほし

い。その為には若い方が多く暮らせる環境と住人で●ける町、このすばらしい自然を

十分に生かして取り組んで頂ければ幸いです。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

・車に乗れない人の為にコミュニティバスは使いやすくしてほしい。今東員駅の待ち

時間(乗り換え時の)が長くなってしまい残念。 

・この東員町のマーク(東員町の文字をシンボライズしたもの)はとても良いですね。 

(女性 30代・笹尾西地区) 

北勢駅東員町駅を核とした員弁街道から役場までの再開発、拠点商業施設の構築。

魅力あるまちづくり。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 
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ボランティア活動に支援に力を入れてほしい。ボランティアＰＲ場、福祉まつりの

復活、住民皆んなが関心のもてるまちづくり。東員町の顔である役場周辺の草取り、

清掃活動ボランティア設立してはどうですか。 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

総合病院の誘致。高齢者の一番不安なところです。オレンジバスの利便性の向上。 (女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

高齢化に伴う人口減少に向かっている。笹尾地区が少し心配。既に住宅建造物も 30

年、40年と経過しつつ修理修繕の時期も迫ってきたと思います。今のうちに空家対策

も検討すべきと考えます。 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

平均収入が減少していき、更には少子高齢化していくであろうので、一般家庭で家

計のやりくりをしているのと同じ様に行政も使うべきところには使い、ＲＤＦに至っ

ては反対の署名運動まで行ったのにもかかわらず押し切って設立。(東員町役場となり

の公園もそうですが)不安なものには使わないのは当たり前。建ってしまったものはし

ょうがないですが、毎年の膨大な管理費はどう考えているのか？賛成した議員の収入

から運営費をまかなうぐらいしてもらわないと。 

年間数千万円のお金が流れている老人会。このお金健康体操の教室とか、病気予防

(医療費の削減)の為に使えないでしょうか。(以前こういった内容をテレビで放送され

ているのを見たことがあります) 

(女性 30代・城山地区) 

私は城山に住んでいるが、個人的には田んぼが広がる田園風景の方が好きだ。私は

これからは近隣市町村とも協力して広域的な見地で物事を進めていく必要があると思

う。東員町だけが繁栄する道はない。又文化は生活の礎。いろんな文化を取り入れつ

つ、独自の東員町らしい文化を築けたら最高だと思う。感謝 

(男性 30代・城山地区) 

今のままで十分だと思います。 (男性 60代・笹尾西地区) 

不妊治療への日本一の支援策。 (男性 30代・不明) 

高齢者の公共移動手段の充実。 (男性 70歳以上・城山地区) 

子供達が元気に安全に毎朝すごせる城山。子供達の成長がおさえつけられる事なく

地区住民の協力のもと色々な体験をさせてあげたい。声がうるさいなど…そのような

事を言う人があってはならないと思う。子供は元気に遊んだりするのが一番！そのよ

うな声が出ると子供達ががまんする状況になってしまうので、もっと理解をしめして

ほしい！ 

(女性 30代・城山地区) 

一部の通路において狭いにもかかわらず、大型車の通行が多い場所(鳥取、穴太)が

ある。自分も通るたびに近隣のお年寄りの方などが端に寄られ、少し危なく感じる。

通行の制限等を考えて欲しい。又最近、多度町との境の山々で切り崩しや盛り土がし

てあるが、私有地とはいえ安全面は大丈夫(許可)だろうか心配。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

１.歩行が難。マイカーを廃却したので自治会の行動ができない。(班長など)行政にこ

れからの人にてお願いしたい。 

２.老齢者が多くなるので、又一世帯に若い人がいないので、行動が不難となる。●

●、危急の場合が不安である。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

議員数適正化 (男性 50代・笹尾西地区) 

税金を安くしてほしい。町民税など。 (男性 50代・城山地区) 

本当にわからない事が多くて、申し訳ありません。アンケートにならなくてゴメン

ナサイ。 
(女性 50代・城山地区) 

人間の可能性は無限。町は一人一人の町民によって存在している豊かな未来の為に

人の心を育てる心豊かなまちづくりを一歩一歩進めて行くことが大事です。明日は私

達一人一人の協力と努力で出来ると信じます。豊かな未来のために！ 

(男性 60代・城山地区) 

歩道・通学路の整備。路面の割れ、草取り等。笹尾、城山地区。 (男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

・町長は町民の為にしっかり働け！ 

・町民が第一 

・町の発展が第二 

・●●が第三 

 町民税減らせ、城山の生活道路の整備しっかりやってくれ！ 

 アンケート答えたら、何か？クオカードでもあれば… 

(男性 60代・城山地区) 

員弁川・鈴鹿の山をバックに広がる田園風景が広がる中に充実した商業施設のある

美しく便利なガーデンタウンをイメージしたいです。公園、緑池帯が多いので紅葉、

花ミズキ、アジサイ、しゃくやく等整備されたビューポイントを造るといいと思いま

す。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

①もっと情報公開を。②行政の透明性を。③住民サイドにたった広報・広聴を。(現

在は行政目線です)④町の種々の委員会等への公募枠を増やして頂きたい。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 



自由意見 

41 

 

住宅建築の可能な土地をもっと増やして行かないと人口減少を止められない！ 

組に入っていない為、広報誌などの配布物が届かない。四日市市のように少額の料金

で配布してほしい。 

(男性 50代・神田地区) 

今年は異常気象により、各地で被害が多く発生している。今一度町の防災対策を見

直して頂きたい。東員町は大丈夫という安心ボケが怖い。 
(男性 70歳以上・神田地区) 

東員町のお金(税金 etc)についてですが、子供達のためにもっと多くのお金を使って

ほしいといつも思っています。先日も高齢者の方へ長寿記念品当が配られていました

が、これからの 1/5人はお金のある人も多くなっていくので、手厚い援助とかは要ら

ないと思います。(自治会の老人会の補助も止める)それより子供達の、例えば校外授

業費用とか修学旅行費用とかの金額補助とかしてもよいのでは？これからの時代を生

きていく子供達のために使えるお金を増やしていってほしいと思います。 

(女性 60代・三和地区) 

大型車が通る道路の汚れや砂ぼこりがひどい時があるので、何か対策が必要ではな

いか。(主に城山球場付近) 
(男性 40代・城山地区) 

高齢化社会は程無く超高齢化へと到達していくのは統計上、時間の問題と思われて

います。シルバーの会員にも高齢化は進展。夫婦どちらかの介護が必要となり退会を

余儀なくする人も少なくありません。高齢者が高齢者を支える、支えざるを得ない時

代が目前にありますが、このような中で市区町村が行う「介護予防生活支援事業」と

して、センターとして現段階では方向性など具体化されていませんが、何らかの形で

事業参入を検討していただきたいと考えています。(東員町シルバー人材センター理

事) 

(男性 70歳以上・不明) 

・中部公園は自慢できる立派な公園ですが、地域の小さい公園をもっと充実させてほ

しい。子供達が普段遊ぶのは地域の小さな公園です。 

・若い人が少ない地区では、毎年人数の都合で参加しなければならないので、町民運

動会は廃止してほしい。同じ人ばかり出て負担です。 

(男性 40代・稲部地区) 

農道でよくとおる道が暗いので防犯など心配です。 (男性 40代・稲部地区) 

地域の人達のかたまりが強く、他から引っ越して来た人への思いやりのかける地域

だとすごく思える。地元のかたまりだけでやるんなら他から人が来るなと言っている

のと同じなので、そんなことしか考えられない人たちの集まりのような地域だと思

う。このような市町村は他にない最悪だと思う。 

(男性 40代・稲部地区) 

町長も女性の候補者が出てくるとよい思います。世帯主=男性も、男女平等とは違う

かなと思います。世帯主=夫婦の名がよいです。 
(女性 30代・笹尾西地区) 

自治会に入会してる家、退会して入会してない(自治会費を払ってない)、災害時ど

ういう対応するのか入会している人達には疑問が残る。 

町民体育祭に班長として何十年ぶりに出たが、ただやってるだけという気がした。

シニア世代は観客席から見ているだけで出る幕がない。町民体育祭は必要ないかと思

った。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

自治会の清掃は高齢者には負担である。 (男性 60代・城山地区) 

自治会清掃が負担(腰痛)！！資源ゴミを出しに出るのが負担！！アンケートの内容

がわかりづらい。 
(女性 50代・城山地区) 

町の特産品をつくる。町の活性化を計る。農業できる人を育成、野菜作り。いろん

な作物をつくり販売してほしい。 
(女性 60代・神田地区) 

合併をせず東員町単独で自治体維持ができる行財政・しくみづくりの推進。 

農業、商業。観光、住民意識に東員町ブランドの浸透。「ＴОＩＮ」例えばＴОＩＮ

◯◯、ＴОＩＮ◯◯米、◯◯ＴОＩＮとか発信。以上 

(男性 50代・神田地区) 

アンケートは 3000名だけでなく、18才以上全員の方が良いのでは？ (女性 50代・稲部地区) 

高齢となっていくので、車の利用が出来なくなった時の事を考えると、買い物、病

院へ行けるかどうか心配です。(私は城山地区なので) 
(女性 50代・城山地区) 

・これからの農業の担い手が少なくなって来るのでそれぞれの地域で組織化を進めて

ほしい。・コンビニも誘致してほしい。・Wi-Fiが使えたら。 
(女性 60代・稲部地区) 

土日祝も役場業務(窓口対応)して欲しい！ (男性 10～20代・神田地区) 

東員町の伝統行事や頑張っている人達、活動団体などを県内はもちろん、全国的に

ＰＲできるようなチャンス場を利用して知ってもらいたい。 
(女性 60代・稲部地区) 

・町民の大多数の人と同じ土日休みになっている役場では、役場への手続き等にわざ

わざ休んだりしないといけない状況は困る。土日も半日か月２回位開けてほしい。 

・自治会に役場の仕事押し付け→強制加入→自治会会費の負担増、やめてほしい。 

(女性 40代・稲部地区) 

子供会行事の補助の見直し。例：申請項目の内容が町の財政により変化する。(豊か

な時と苦しい時) 
(男性 50代・三和地区) 
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働けるシルバーも沢山います。雇用のさらなる拡大をお願いします。今回のアンケ

ートでも障がい者を優先しすぎている様に思います。両者同じ立場として考えて頂き

たい。 

(男性 60代・城山地区) 

・三和地区に住宅地が必要。 

・参加行事を減らしてほしい。 

・幼・小・中や婦人会、子供会などの役員をやらないといけないとか、好きでやって

いる人はいいが、ほとんどの人がやりたくないと思う。今は土日祝関係なく仕事の

人も多いのでとても負担。 

・婦人会は男女差別だと思う。 

(男性 30代・三和地区) 

「人にやさしいまちづくり」日本一を目ざして皆で勉強できるとよいと思います。 (女性 60代・笹尾西地区) 

特に不満を感じたことはないです。 (男性 40代・笹尾西地区) 

城山に住んでいます。団地までの道路状況は 25年間全く変わりません。納税者とし

て税金を投入してでも改善をしていただいてもいいのではと思います。特に東員病院

の坂道はひどい状況です。一考して下さい。声を大にして言いたい。大きな公園の設

置よりも日夜利用する「安全な道路」にしていただくことを切に願います。 

(男性 60代・城山地区) 

子供の健全育成のため、子育て支援の充実(保育士、環境の整備等)をお願いしま

す。 
(男性 50代・笹尾東地区) 

年をとっても心配の無い生活が出来る町政。介護施設、老人ホーム等、町営で行っ

てほしい。民間では心配です。アンケートの内容が広範に過ぎる。 
(男性 70歳以上・神田地区) 

オレンジバスのコース他、すべての改善 (女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

防犯対策として時々パトカーの巡回をお願いしたいです。 (女性 60代・笹尾西地区) 

邪魔ばかり、足を引っ張るだけの無能な町議は東員町にとって害悪でしかない。町

民がその様な議員に票を入れない様に日頃の議会の様子を「正確に」町民へ積極的に

知らしめて欲しい。中でも子どもの権利条例の流れはひどすぎる。発行者のバイアス

が掛かった町議会だよりでは意味が無い。同時に町民の町政への関心を高める努力も

必要です。あんなアホが町長にならなくて本当に良かった。今後もあの手合いは防ぐ

必要がある。 

(男性 30代・城山地区) 

団地内に増加している空家が心配です。ゴーストタウンとならないよう、空家を有

効活用して環境も良く子育てしやすい街を全面に押し出し、若い家族が東員町に入っ

てくれるように施策をお願いしたいです。高齢者が若い家族の子育てを応援する役割

をして、東員町に住みたいと言ってもらえるようになってほしいです。東員マルシェ

は若い世代に人気ですが、中高年向きのマルシェがあると楽しいですね。 

(男性 60代・城山地区) 

交通の解消…団地外が狭いところが多くてたまに困ることがある。すべての地区で

完全片道１車線化してスムーズに移動したい。高速道路が出来て東員インターで降り

ようとするきっかけをイオン東員以外で発掘してもらい、東員町を知ってもらう。桑

名市との差別化がはかれるとよいと思う。 

(男性 10～20代・笹尾西地

区) 

夏休み今の子供達は毎日クーラーの中で遊んでいます。今は学校もクーラーが付い

ていますので、もう少し２学期を速く始めても良いのではと思います。今は女親も働

く人が多く、又祭日も増えて授業時間が減っている様に思いますので、少し早めに２

学期が始まっても良いのではないかと？他県の学校では早く始めている学校もあると

聞いています。私の考えですみません。 

(女性 60代・稲部地区) 

２人の子供は他県在住で主人と二人暮らしております。ネットも触る位で得意では

ありませんし、今は車の運転ができるので不自由はありませんが、遠くない将来運転

ができなくなった時に、病院、買い物等の日常生活が大変になります。オレンジバ

ス、電車の駅までは徒歩 10分かかるので、そこまで歩く事ができなければと不安で

す。 

(女性 60代・神田地区) 

町政で老人の力でも出来る事がありましたら呼びかけて欲しいです。どちらかとい

うと家から出ることもなく、庭いじり散歩とかで過ごす毎日ですが、何かお役に立つ

事が出来たら参加させて頂きたいとは思っています。情報は広報位でアンケート記入

は大変困りました。いかに無関心だったかを知らされました。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

教育環境や子育て支援も重要な課題です。それと同時に婚活支援が東員町は重要視

されていない気がします。ＮＰО団体と連携しイベントやパーティー等を開催して未

婚者に出会いの場を提供していただける事をお願いします。 

(男性 40代・神田地区) 

昨年より団地北側の環境破壊に伴う、毎日のダンプの騒音と砂じんもようやく一段

落したようす。緑と静けさを求めて名古屋より移って来たのに、全くの期待はずれ。

これ以上破壊が進むことがないよう、又いかに住環境を守るかについて考えて欲しい

ものです。より良き、行政を期待しております。以上 

(男性 60代・笹尾西地区) 
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中部公園でのイベントをもっとたくさんしてほしい。(マルシェの様な)(リアル脱出

ゲームとか、スラックライン、ホラーイベントとか…)公園をもっと活用してほしいで

す。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

町内の道路が悪くなっているので、なおしてほしい。オレンジバスは以前よりコー

スが良くなったので良い。 
(女性 60代・神田地区) 

健全な議会活動が行われる事を望みます。 (男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

ホームページを以下の２点のように拡充して欲しい。 

１.ホームページ上で施設の予約をできるようにして欲しい。 

２.施設の使用方法、書類の申請方法などわかりやすいマニュアルを作成し、ホームペ

ージ上で公開して欲しい、 

(男性 10～20代・笹尾東地

区) 

・ビジョンを示してほしい。(東員町をこのようにしたいから、町民にはこのような姿

を求めているかを明確にしてほしい) 

・東員町の道路はＴ字路が多く、道路整備が進んでいない。歩道、自転車道をきちん

と設けてほしい。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

・横断歩道が消えてる場所が多い。(町外の方からの苦情) 

・道路の整備、車歩道(自転車と歩道)を設置。東員町の道路は変わりＴ字路、役場の

所と交番の所は早くなくしてほしい。 

・役場職員の教育。(人任せの方が多い)東員町まちづくりアンケートより、職員が動

かないと町民もやる気ないと思う。電話したり相談とかしても、「うちの課ではな

く？課の担当」とたらいまわし、「業者に言っときます」はおかしい。現場を見よ

うとしない。広報とかに写真で職員紹介(担当は◯◯課の◯◯とか)してもいいので

はないでしょうか！！ 

(女性 50代・笹尾東地区) 

オレンジバスが不便になりました。そこで意見なのですが、現在３路線あるのを１

路線にまとめ、山の手線のようにぐるぐる回る循環バスにしてほしいです。メリット

１のっていたら必ずつくので乗りまちがいがない。メリット２一周するのに１時間か

かるとすれば２台のバスが 30分おきのダイヤにできる。デメリット、場合によっては

遠回りになるので時間がかかる。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

やはり大きな救急医療センターがあると便利かと思います。他病院は行くのも不便

であり、駐車場もせまいので、駐車場待ちというのもあります。医療センターがあれ

ば身近で生きやすいし、その周辺にショッピングセンターなどあれば、人も多く集ま

ると思います。 

(男性 40代・城山地区) 

朝市の活動をもっと積極的にしてほしいと思います。 (女性 60代・神田地区) 

緑豊かな土地、歴史に基づく文化財、伝統を重んじる住民の元に大型店舗出店、イ

ンター開通。人口減を食い止める開発、発展が望まれます。町長様、議員さん、関係

者皆様の手腕がいかんなく発揮されますように願っております。 

(女性 60代・三和地区) 

総合病院を近くに望みます。 (女性 60代・三和地区) 

オレンジバスが使いにくくなった。以前のような時間にしてほしい。 (女性 60代・城山地区) 

公共交通機関の交通網は限られています。今は車の運転でどこへでも行けますが、

行けなくなったら買い物、病院への通院にはどうしたら良いのか不安です。交通、病

院等これからの高齢社会に向けて考えて欲しいです。 

(女性 60代・城山地区) 

東員町に温泉がほしい。 (女性 70歳以上・稲部地区) 

少子化に歯止めがかからないことにとても危惧しています。政府に頼らない専門家

にも頼らない東員町に心ある愛情のある方に独自のビジョンで進めてほしい。幼稚園

児、幼少からスマホを持たせることは日本をだめにします。社会人になってからにす

る法案にしてほしい。便利なものにあふれすぎて物騒な事件が毎日のように発生して

おり悲しいです。紙おむつやめ昔のような布おむつの大切さを発信してほしい。日本

の未来のためです。 

(男性 50代・笹尾東地区) 

街路樹を失くしてしまった事が残念でたまりません。お金をかけて育てていくべき

物だったと思います。緑少ないこの街は魅力的ではありません。時々来る友人もそう

言ってます。また街路樹を植えてほしいです。西町目裏山もひどいです。近辺に住ん

でいる人を思うとかわいそうです。これ以上緑を減らさないで下さい。たくさんの人

がそう言っています。 

(女性 30代・笹尾西地区) 

・東員・いなべ・桑名で小児の入院ができる病院はないと聞いています。子育てをす

る親としてとても不安に感じています。 

・公園について防犯対策のために公園の中が外からよく見えるようにしてほしいで

す。(笹尾西４丁目、さつき公園は中が外からとても見にくいです) 

(男性 40代・笹尾西地区) 
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・笹尾東４丁目の信号機について、変則的に信号が変わるため信号無視する車(間違え

てだと思います)を何台も見ました。いつか事故が起きるのではないかと思います。

対策お願いします。 

高齢者が多くなったこの頃、友達同志で助け合い明るい日のあたるうちに湯につか

りたい！！風呂があるといいなぁーと思います。それも町～割引してまって月うち(３

枚位)致けるといいなーと思っております。オレンジバスで行きます。山手の方にぜひ

お願い致します。 

(性別年齢不明・不明) 

利便度の高いまちづくりをお願いしたいです。 (女性 30代・三和地区) 

今後高速道路の開通が控えており、町外から多くの人が東員町へ来られると思うの

で、そういった人が魅力と思えるものが必要だと思うし、観光・宿泊施設もなく、リ

ピーターとして再度来てもらう事が厳しいと思います。行政としては改革ばかりでは

なく、これまでの良いところを残し活かしながら新しいものを取り入れていく事が大

切だと思います。 

(男性 30代・三和地区) 

高速道路がつながり皆が来てくれる(来たくなる)用な街にしてほしい。2027年にリ

ニア開通で、東京⇔名古屋が 40分でつながるのに、名古屋⇔東員が 60分以上かかる

のは改善の必要有り！ 

(男性 50代・笹尾東地区) 

あいさつの具体的な推進。東日本大震災で人と人とのつながりの大切さがさけばれ

ました。日頃のあいさつで絆が育まれると思います。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

無職になり相談したいけれど、回されるのはハローワーク桑名や四日市、名古屋な

ど東員町を知らない人ばかりで話をしていても、わかりあえない時もある。地域で仕

事をしたいが、桑名、四日市などは多いけれど東員町は少ない。仕事支援も会話では

なく、シルバー派遣みたいに仕事をいろいろさせて分析して何が適しているのか、面

接で落としたのは何かとか本当に仕事につける為の支援をお願いしたいです。話きい

て面接で落ちて慰めてもらう。その繰り返し。もっと東員町民を外に出さない様、仕

事支援(キッザニアの大人バージョン)に力を入れて欲しいです。 

(女性 30代・笹尾西地区) 

高齢化に伴い、医療設備の選択が余りに少ないので老後を東員町で住むことは非常

に難しいと考えています。車が無いと暮らしにくいし、私達の回りの人々は、皆、老

後は名古屋に住むしかないと考えています。行政は良く考えて欲しい。 

(女性 50代・城山地区) 

公園について、駐車料金又は公園利用料として多少徴収し、その料金を公園の整備

代に充てるとよいのではないかと思う。ウォーキングコースを整備し、充実させると

町外からも訪れる人があえるのではないかと思う。 

(女性 60代・稲部地区) 

役場の中でそれぞれが机に向かって仕事をしていることと思いますが、窓口に出向

いた際にこちらへ視線を向けている人が多いのに対応が遅いと思います。又先日急に

休みに書類が欲しくなりましたが、休日機械が止まっていて困りました。平日の人の

手がある時に機械を止めていつでも対応ができるようにしていけないのですか？平日

の時間から時間の対応だけでは困る人がたくさんいると思います。小さいことです

が、対応の仕方で気分よく役場に出向けると思います。 

(女性 40代・稲部地区) 

何をするにもまずは財源、企業誘致による税収を望む。 (女性 60代・笹尾東地区) 

たてものやムダなお金を使わず、高齢者や障がい者が安心して暮らせる町にしてほ

しい。 
(男性 40代・笹尾西地区) 

・東員町には中部公園という立派な公園があるので、もっと町民が集えるように活用

法を考えたい。(ex産直市場の充実、水辺の活用、健康づくりの場 etc) 

・イオン東員を中心とした商業施設の活性化。(将来的なビジョン作りも) 

・東員町は名古屋にも近く、自然豊かで商業施設、文化・スポーツ施設が充実し、大

変住みやすい所です。今後のまちづくりは、総花的(あれもこれも)ではなく、東員

町の強みを生かした特色あるまちづくりをしてほしい。 

・東員町の教育プランは大変優れていると思います。継続的な取り組みをお願いいた

します。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

・行政すなわち役場職員は歩いて町内の中を今一度見直しをしてみよう。(無駄なサー

ビスと欠けたサービス探しをしよう) 

・職員、議員の意識改革を願う。(町民もしかりである！) 

(性別年齢不明・不明) 

行政と地域の連続する施策、住民主導のまちづくりを進めるべきと考えます。 (男性 50代・笹尾西地区) 

・町民に健康促進を求めているのに、役場職員がたばこを吸っているのはどうかと思

う。 

・アンケートのしめ切りがはやい。 

(女性 50代・三和地区) 

自分の住んでいる地域外や子育中の若い世代、農業についてはわからないので判断

できない。 

 地デジ前はプラムチャンネルを楽しく観ていたがケーブルテレビに加入していない

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 
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のでみれない。とても不公平だと思う。イオンモールで観ることができるかもしれな

いが、家庭のＴＶでみたい、又ビデオにとりたい時もある。私世代では時々話題にな

る。(ケーブルテレビの加入・不加入) 

町の情報はすべて自治会ありきの状態なので、未加入の世帯にはほぼ情報が入って

きません。今後さまざまな人が町民になってくると思います。自治会に入らない人も

増えてくると思うので、せめて広報誌だけでも町民すべての世帯に配布してほしいで

す。自治会に入らざるを得ない状態を作るのは反対です。ご検討をよろしくお願いし

ます。 

子育て支援センターは生後６ヶ月からですが、第２子の場合、上の子を遊ばせるこ

とができず困りました。相談したら町外の施設を利用するように言われ、県外から来

た私には地理が分からず子育てしにくい町だと感じました。 

(女性 30代・笹尾東地区) 

私は現在 65才ですが、パート(介護の仕事)ですが、仕事をしています。一カ月４万

円位の収入ですが、元気ならずっと働きたいと思っています。夫(67才)は元気です

が、仕事がありません。高齢者が短時間でいいので働く場があったら生きがいにな

り、良いと思います。特に介護の仕事なら充分できると思います。(生活援助の仕事) 

(女性 60代・笹尾東地区) 

高齢になり今までは自発的に参加していましたが、最近は家で趣味に明けくれてい

ます。これが人生最後の倖せかなと考えています。東員町は小さな町でありますが、

発展してほしいです。子供の教育が充実してほしい。 

(女性 70歳以上・神田地区) 

各種スポーツ、体操等体力作りの為に使用参加する場合の会場費、冷暖費ぐらいは

町で負担してもよいのではないか。(場代が別途必要なので、月２回のうち１回参加出

来なくても出費となる) 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

町民税の増にともない内容に変化が見られない。町民税増税分の町民への還元実施

が必須。税分の還元対策の考案を！！所得の少ない世帯もある為、町民税減税！！ 
(男性 40代・城山地区) 

Ｒ421を桑名方面から来ますと、急に東員町(旧Ｒ421穴太～大木・八幡)に入ると暗

くさびしい感じがします。この県道をもう少し明るく賑やかに感じる方法がないでし

ょうか？ 

(男性 50代・神田地区) 

高齢化対応、人口減少対応、楽しいまちづくり (男性 60代・笹尾東地区) 

一人親家庭を援助する取り組みが目立ちますが、両親が揃っている家庭も家計は苦

しいです。見直しを！！母子家庭手当を受給している人の世帯収入などもきちんと調

査して欲しい。収入をごまかしている人も居るのでは…？不公平なことが多いです。 

(女性 40代・笹尾東地区) 

渋滞解除の為の道路整備が最重要課題と思います。 (男性 50代・城山地区) 

60をすぎた年金者より若者、特に子供達に、又その親に福祉の目をむけて学校の費

用(給食、有料のワクチン接種)などは全部無料にして子育てしやすい様にしてあげて

下さい。人口減少に歯止めできる様に若い人が町にこしてきたくなる様な町にして下

さい。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

員弁川の資源を何かしら利用できないものかと考えます。町道の曲がりくねった細

い道を整備してほしい。老人等、車に乗れなくても買い物に困らないよう町の補助の

もとに移動販売店のようなものがあるといいと思います。北勢線もＰＲしていいと思

います。 

(女性 60代・城山地区) 

現状オレンジバスで乗り換えなしで病院に行けるダイヤが無くなっています。お年

寄りが不便なく通院出来るダイヤに戻して欲しい。 
(女性 60代・城山地区) 

私たちの時とは違い、小中学生の人々が少なくなって来ている今、親世代の高齢化

へのサービスが気になります。仕事も名古屋でしているので、いずれ東員町を出てい

く身として以前より増えたコミュニティバスはすてきだと思います。私たちの時のよ

うに、地域の大人に育てて、ほめて、おこってもらえるような環境があるといいと思

います。 

(女性 10～20代・城山地区) 

ネオポリス内の歩道がガタガタになっていますので、作りなおしてほしいですね。 (女性 60代・笹尾西地区) 

基本的に国や県の方針に沿った行政はやむを得ないが、それに加えて住民の意見を

反映した町独自の行政を望みたい。 
(男性 60代・城山地区) 

質問の内容が今一現実の生活に合ってないな点を感じる。例：子供がいない人に教

育内容等の質問があっても回答出来ない。 
(男性 60代・笹尾東地区) 

アンケート調査は一般庶民の声をきくのに良い方法の一つである。そのような機会

を増やし町の行政に反映して欲しい。国勢調査のようにインターネットでの回答も可

能にすると便利である。質問が具体的でなく、もっと簡単な表現(わかりやすい表現)

にしないと回答しにくい。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

医療・年金の充実。子育てのしやすいまちづくり。 (男性 40代・笹尾西地区) 
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シルバー人材でお世話になれる仕事、料金などをくわしく教えてほしい。もっとも

っと利用したいので高齢者の方へのはりあいだったり交流の場を広げてもらいたい。

また求人も多くしてほしい。 

(性別年齢不明・不明) 

東員町は、独自の個性を発揮していなべ市や桑名市などに吸収されずオンリーワン

をつらぬきとおしてほしい！三重県の中に「東員町あり」と思わせてほしい！ 
(男性 40代・稲部地区) 

高齢者が増えるのでお年寄りに優しいまちづくりは絶対必要になると思います。そ

れと同時に人口を増やすなら子どもにも親にも優しい子育てのしやすいまちづくりが

必要だと感じます。 

(女性 10～20代・神田地区) 

ゴミが落ちていない町を望みます。日頃私は心がけています。 (女性 60代・神田地区) 

せっかくある田畑を大切にして活用し、観光農園など目玉にしてほしい。わざわざ

中途半端などこにでもある町にするより四季を感じられる田畑や緑を大切にしてほし

い。田畑や緑も人が寄って来てくれるよう、ゆき届いた整備をするところはして、ス

マートな感じを出してほしい。名古屋からでも来てくれる様な観光農園とか桜・もみ

じの名所など作るなど。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

特にありません。 (男性 70歳以上・稲部地区) 

長深地内 812番地前の町道側溝のふたが車が通る都度大きな音がする。特に夜通る

時には目が覚め非常に苦痛を感じます。是非修理して頂きたくお願いします。 
(女性 70歳以上・三和地区) 

・オレンジバスを充実してほしい。特に鉄道とうまくつなげてほしい。 

・交番は必要と思う。交通取締りより優先すべきだ。 

・除草した草や落葉を償却するのは、温暖化防止に逆行する。山野へ捨てるべきだ。 

・タケノコの産地なので竹林が極めて多いが、竹が増殖すると山林は荒廃して行きま

す。広葉樹林を育成する方向へシフトしたい。 

・ゴミの不法投棄が後を絶たない。特に東員町斎苑から多度側の道路を通ってトヨタ

車体方面へ向かう道は、清掃の翌日にはすでに家庭ゴミを袋ごと捨てて行く。おそ

らく特定の者がわざと捨てるのだと思う。この状況が長く続いている。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

街灯などの設置による防犯対策の充実をして下さい。 (男性 40代・笹尾東地区) 

9/26日の西小の運動会が校庭の水はけが悪いために延期になってしまった件です

が、早く水はけがよくなるように予算を取って頂き、他の子供達と同じ月に行事が出

来るようにして頂きたい。勉強も大事ですが、外で遊ぶのも大事です。すばらしい校

庭に１日でも早く整えて頂きますように、お願い致します。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

元気な人は、ボランティアなど人の役に立つことに自分の時間を使うことが必要。 (男性 10～20代・笹尾西地

区) 

項目ごとに取り組みへの満足度をきかれるが、町の取り組みの内容を知らないので

返答に困った。将来的に高齢者が増え、若者が就労のために町外へ出ていってしまう

事を心配している。町内に住み続けてもらうためには、就職できる町でなければなら

ないと思う。働く場の充実を。 

(女性 50代・城山地区) 

東員町が好きなので年を取っても住みたいと思いますが自治会などの地域の役(班

長、体育委員他)など年を取ったらとても出来ない事があります。特に体育委員など

は、やっている人達で運営して欲しいです。年を取っても住める町にして欲しいで

す。行政でなんとかならないでしょうか。 

(女性 60代・神田地区) 

夫婦で働く環境化におり、子供の学童保育の充実、高齢者の支援の充実が必要だと

考えています。 
(男性 40代・笹尾東地区) 

・議員の定数の削減 

・予算の縮小 

・町民税の低減 

・ペットのしつけの指導 

(男性 60代・笹尾東地区) 

ネオポリス他、回りに住宅団地が多い中、医療体制が充実していない気がします。

特に休日・祭日等時間外の救急病院が充実していなくて、又受け入れ拒否される等、

四日市市民病院の様な救急体制の病院がありません。子供や高齢者は常に不安にさら

されています。住宅団地が多いのにこの坊桑名等、医療過疎地だと感じます。受け入

れ拒否の無い総合病院を作ってもらいたいです。安心して住みたい町として必要だと

思います。 

(女性 60代・城山地区) 

救急ＨＰの充実他を計って欲しい。(総合)老若男女が豊かな(金銭・精神的)生活を

送る為にも人の流れ(大型店店舗、大型総合ＨＰ等)の充実を計る事により活性化さ

れ、力強い町創りになると思います。 

(男性 60代・城山地区) 

役場の職員の方の対応が悪い！一般・町民の見える場所での喫煙はやめた方がいい

と思う。町の行政に望むまちづくり？職員の方のやる気をもっと見せてほしい。 
(女性 40代・神田地区) 
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員弁川をもっとアピール出来るような(落ち着ける場)サイクリングロード、ウォー

キングロード等出来れば嬉しい。少しの時間を過ごせるスポットがあればいいなと思

います。趣きのある場が欲しいです。一服茶屋など有ったり(東員オリジナル)すると

素敵かな！宿場町風だったり、東員内で何店舗か宿場をつくり、自転車でまわれるよ

うにしたりと。それから図書館前の芝をもっと利用したいです。外のみオープンカフ

ェ等の場が一部あったりするといいなと思うことが度々あります。 

(女性 40代・稲部地区) 

無理かもしれませんが、イベント等が土日に片寄っている為、何１つ参加出来ませ

ん。 
(女性 60代・神田地区) 

ふるさと納税がＴＶ等で紹介されていますが、東員町としてまちおこしの具体的な

計画はありますか？この制度魅力あり小生も他市町村に寄付してみようかなぁ…と思

いますが、寄付したら町の税収が減り、自分達の首を絞めるのではと危惧してます…

大型のショッピングセンターが出来ましたが、超高齢化社会になる東員町に、総合病

院が出来ればなぁ…と思っています。 

(男性 60代・笹尾西地区) 

高齢化により役員がつらいです。必ずしなければならないので、体育祭をなくして

ほしい。あと出る人も高齢で少なくなり、たのみに行っても出れなくて、やめてほし

い。 

(男性 40代・稲部地区) 

福祉の充実。中部公園のようにお金を使わずとも、町民が楽しく過ごせる場所を使

いエコフェスタとかイベントを定期的にする。先だってのイベントも楽しかったで

す。 

(女性 50代・笹尾東地区) 

・未来をになう若者が主体となった行政が必要。 

・年寄が行政の幹部として主ではなく、若者が主で年寄は、支える・見守るに徹すべ

き！冒険も又未来を生む。 

(不明 50代・笹尾西地区) 

・町民体育祭は毎回参加人数が集まらず体育委員の負担になっているので廃止の検討

が必要。 

・税金対策 町民税が高すぎる。 

・医療対策 町内に夜間診療(救急など)に対応できる医療施設などがないので不便。 

(男性 40代・神田地区) 

知人のところでは年に 2000 円(班費)しかかからないのに、ここでは年６回班費、旅

行費(行ったことはありません)、祭りの寄付、区費、それに忘れた頃に寺の寄付、又

神社の寄付など。ここはよい所ですが、それだけは出費が多く住みにくいと思いま

す。若い人は大変だと思います。 

(女性 60代・三和地区) 

ネオポリス横の多度に抜ける道路が非常に危険で、全体的に道路不備である。 (男性 60代・笹尾西地区) 

歩道や自転車道の整備 (男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

ネオポリスに憩いの広場が出来半年過ぎましたが、スタッフ集客は良く一生懸命努

力していますが、場所が狭い事や駐車場、ギャラリースペース等居心地が今いちで

す。役場の空スペース使用されていない部屋等利用し、住民が自由に談話、ギャラリ

ーがあると話題も弾み仲間との交流も増え刺激になる。役場のキャラリーでは話をす

る所がない。お茶もリサイクル品、野菜の販売、加工食品、食堂等あったらいいな！ 

(女性 60代・笹尾西地区) 

１.将来の高齢化社会への対策。 

２.若い人達へのＰＲ。名古屋・四日市等都会への通勤圏であること。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

１.町役場にはコネで就職している人が多いと聞いている。事実とすれば優秀な人材確

保に問題があり、且つ時代遅れでもあるので改めて欲しい。 

２.卓球 etcスポーツを通じた高齢者の地域間交流。(高齢者社会の活性化) 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

特にありません。 (男性 60代・笹尾東地区) 

①教育環境についての充実 

②自分が将来受けるかどうかわからない介護保険が高すぎる。(自分の身体は自分で守

る者で、他人に助けてもらおうという気持ちを持っていないから) 

(女性 60代・笹尾東地区) 

現在の町長が施する様になってムダを省いた点もかなりありますが、一方であきら

かにムダだと思われる業者養護の為としか思えない施策もあり、バランスを取るのは

大変かと思いますが、常に町民がどう町政を見ているのかを意識した、恥ずかしくな

い町政を行っていただきたいです。 

(女性 40代・三和地区) 

・東員町をアピールする何かありますか？ 

・10月にも草刈りして頂く予定がありまずが、夏休みごろかなり丈の長い雑草が気に

なります。通学路だけでも先に刈って頂けるといいのですが、どうですか。 

(女性 60代・三和地区) 

10年先、20年先…と将来を見すえて住みやすい町にしていってほしいです。 (男性 30代・神田地区) 

陸上競技場を使用した運動会は(町民体育祭)検討の時期に入っているのでは。小学

校の運動会と併せ学区毎に住民(父兄、老人会、自治会)等が参加する形態にした方が

いいのでは。 

(男性 60代・笹尾東地区) 
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かかりつけの病院が休みの時の病院。子供が自転車に乗ってあそんだりする所がな

い！！家の前を自転車に乗った男の子(高校生)がすごいスピードで毎日おりて行くの

でこわい。 

(女性 30代・笹尾東地区) 

まちづくりには、安定した収入が不可欠であると思います。若者をとり込みＩＴを

駆使した農業を展開する。その場限りのイベントはやめる。ビジネスを創造するにあ

たり民間企業の目線でとらえ、安定した収益を確保する意識を持つ事。 

東員駅の活用。 

まちづくりの戦略を考える機能を確保する事から始めるべきかと思います。 

(女性 50代・城山地区) 

役場の玄関に回収箱があれば、多少の郵便代が節約できるのではと思ったのですが

…。中までは入って行けませんし、それほど持って行く人はいないですね。すみませ

ん。 

(男性 50代・城山地区) 

特に公園の整備がなってない。残念 (男性 30代・神田地区) 

・住民税が高い 

・循環バス(オレンジバス)の本数増。(利用金が上がってもよい) 
(男性 50代・笹尾西地区) 

宅地の増加に伴う人口増加と商業・工業の発展に伴う雇用増加。 (男性 40代・三和地区) 

私は役場の窓口で何度か職員の方に対応して頂いた事がありましたが、対応が素気

なく距離を感じました。もっと役場を利用しやすく明るい場所にして頂けるとありが

たいなと思いました。東員町は住みやすい町だと思っているので、これから移住者が

増えてくれると良いと思いますし、新しい居住者の方々にも東員町に愛着を感じて頂

けるようなまちづくりができればこれ以上ないと思います。 

(女性 10～20代・神田地区) 

戸建ての住宅ばかりでなく、分譲のマンションが建設されると住みたいと思う。(戸

建てだと自治会など決め事に参加しなくてはいけなくて、子供がいない夫婦は仕事に

行くため参加・干渉されたくない、したくない)思いもある。交通の便、買い物などの

場所的に自分達に合っているため住み続けたい思いがあるが、賃貸なので…。 

(女性 30代・稲部地区) 

個人の収入も、税金も多く入る世界に通用するネットワークビジネスの啓蒙運動

を、町あげての応援をお願いすることただ１つの願いです。 
(男性 50代・笹尾西地区) 

２万５千人と言えば、まとまりやすい人口だと思います。町長と議長が車の両輪と

なり、名古屋、四日市等へ通勤する人でよい子供づれの家族が住みつく、全国でも有

数の人口が増える町となるように町民全員で頑張りましょう。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

歩道にき裂があったり、凸凹があるため、夜間は足元に気をつけて歩かないといけ

ません。歩道の全面補修を希望します。また防犯上すべての蛍光灯をＬＥＤにして明

るいまちづくりを希望します。 

老後は医療の充実した町市へ移住するという話題がよく出ます。優秀な医療・福祉

の充実が今後の大きな話題かと思われます。他市町から注目されるような高齢者施設

を望みます。 

ペットと共に避難できる防災マニュアルがあると嬉しいです。 

(女性 50代・笹尾東地区) 

住民と共に横のつながりを大切にしてほしい。住民の意見がしっかりと反映される

まちづくりとなってほしい。 
(女性 50代・城山地区) 

今は特に無い。 (男性 50代・城山地区) 

広報で火災等の放送で話すさい間隔があり聞き難いので、間隔を短めに行うのが良

いと思います。 
(男性 60代・城山地区) 

前回のアンケート調査にもご指名をいただき光栄に思っております。前アンケート

でもお答えしましたが、道路整備が急務ではないでしょうか。住宅のひろがり、商活

のひろがり、工場、会社等のひろがり、すべては道(骨格のある)の利便性によってひ

ろがって行くのではないでしょうか。住宅、工場、店舗などが密集してからでは移転

「たちのき」は困難は必須。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

高齢者増加社会に向けて 

問 26高齢者施策、問 29生涯学習、文化活動についての補足 

１.活動の場、施設の現状について 

 1)施設 少い、近くにない：歩いて行ける場所が望ましい。 

  2)使用料金 高額：数人のサークルでもまかなえる額 

 対策：保・幼稚園、小学校の空教室の有効利用。 

２.指導員 

 1)現、東員町登録者の指導料：数人のサークルでは負担が大きい。 

 対策：１)少々の謝礼程度で、可能なボランティア指導員登録。 

    ２)当該サークル内で、リーダーの指導。(現在、そういうサークルもある) 

行政からの助言 

各自治体で、元気サロン等で活動している(受益者負担+行政からの助成金)ような形式

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 
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で、自治会単位限定でなく、町民単位のサークル活動で、１回/週、４回/月頻度で、

楽しく、健康な日々を維持して、要介護者の少ない東員町づくりの一助になればと思

う。 

フリーマーケットの開催時期の見直しを！！９月開催は暑すぎる。以前はもっと遅

かった。他町からも出店してくれる人がいるのに出店数が減り、暑くて買い物に来る

人も減ってきていると思う。 

(女性 60代・城山地区) 

東員町に限らず各行政では、インターネット等ホームページで確認して下さいとか

ＩＴを使う事項が多様されているが、70才後半から 80才以上の一人で生活の高齢の方

はパソコンを使う事が出来る人は数少ないと思われる。又年金生活ではネット契約の

負担もままならない為、ホームページで確認しなくても良いシステムの構築を検討願

いたい。また、こども歌舞伎が出来る小屋を作って頂きたい。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

子供支援、高齢者対策、地域のまちおこしすべてを通して町政の具体的な取り組み

がみえてこない。イオンの進出や大規模工場の進出、高速インターのことなど大物ば

かりであって、本当の意味での地域の取り組み(祭りやイベント)にあまり積極的に参

加していない。今こそ町長がやめて新しい若い町長でやってもらった方がいい。水谷

さんやめて下さい。長深の総意です。 

(男性 40代・三和地区) 

体育委員さんが人数確保に大変な思いをする為、参加する人が固定。町民体育祭は

必要ナシ。 
(女性 30代・神田地区) 

陸上競技場→ヴィアティン三重のホームグラウンドとし、東員町からも全面的にバ

ックアップしたい。調整区域の廃止→人口を増やし、税金で経済を発展させる。東員

町の大多数が高齢になるため迅速な対応が必要。そろそろ若手の町長にしたい→新た

な視点を持った町長を選任し、活気ある東員町にしていきたい。年齢が近くなれば若

手層も協力するのでは？ 

(男性 30代・神田地区) 

現状のままの状態が続くことを大変危惧しています。もっと危機感を持っていただ

きたいです。そうでなければ若い人達は町から離れてしまうと思います。町長は選挙

前のみ愛想するのはやめて下さい。本気で町を変えようとしている様には全く思えま

せん。 

(女性 30代・三和地区) 

町長の推進しようとしている施策に対して、町議会が反対して議決が延期された事

例があるとのこと。反対意見があるのはやむを得ないことであるが、議会によく説明

をして町長と町議会が対立することのないよう、円滑な運営を進めていただきたい。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

行政については一生懸命に取り組んで頂いているかと思いますが、役場内での活気

が伝わってこない気がする。(挨拶などがあまり無い)今後は更なる各地区において造

成が進み、新規移転の方が増える可能性があるので、町の良さをしっかりとＰＲをし

て、礼儀正しい町(思いやり・やさしい・助け合い)などを前面に出して、住み良い所

にしていただきたい。 

(男性 60代・神田地区) 

街の活性化の為に、東員駅前の田畑地域の開発整備を行う必要があると思う。街の

にぎわいをつくり若者他町外からの人の動きをつくりだす必要があると思う。一度行

ってみたくなるまちづくりが必要と思う。 

(性別年齢不明・不明) 

『いずれ東員町も夕張のような財政になる』と聞いて 10年が過ぎましたが、あの時

から東員町の財政はどう改善され活性化されましたか？民間の会社員なら？働きの悪

い社員はリストラされます。役場の職員も？町長も？能力のない人、働く気のない人

はリストラしては？東員町は苦しい財政。私たちの血税無駄に使わないで下さい。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

地元企業で調達できる物は、地元で購入してもらいたい。 (男性 40代・城山地区) 

① 町内生活者への来訪者や来客等のための臨時駐車場の整備。渋滞緩和のための道

路整備等、車社会への対応。 

② 自動車道路の整備。 

(男性 60代・笹尾東地区) 

・防犯カメラの設置。 

･中部公園に日陰がほしい。(屋根つきベンチ等) 
(女性 50代・城山地区) 

『認知症のリスクを高める糖尿病対策で認知症を防ぐ』生活の中でできる糖尿病対

策を専門家が指導している魚沼市の現状をＴＶで観て、行政と住民の一体となった取

組みに共感しました。成果も大きく向上している様です。先日の新聞で子宮頸がんの

受診率が県内で最下位(約 3%)との事。将来に大きなダメージを残さない為にも行政の

工夫と対策を望みます。休日の集団検診等、取り組むべき事は多々あると思います。 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

ヘルパーさんを 24時間体制にして頂ければ自宅介護する方も楽になり、安心して介

護出来るので検討して頂きたいと思います。 
(女性 60代・笹尾東地区) 

上水道水源地や住宅地に隣接する土地での大規模開発は、町で規制できるようにし

て欲しい。土砂を削り掘り、地形を変え、そして他所から内容のわからない残土など
(女性 40代・笹尾西地区) 
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を運び入れて埋め立てる。環境が汚染されていくのを止めないと安心して住む事がで

きません。 

地域の若者が東員町に魅力を感じるような町になるようフレッシュな改革を望みま

す。東員町に防犯カメラは何台ありますか？最近悪質な犯罪が多々発生しています。

是非、防犯灯やカメラの設置をおねがいします。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

自宅前の道路が地割れして雑草が生えてきて困っている。 (男性 30代・笹尾西地区) 

町から各自治会に出向いての会談を望む。 (男性 70歳以上・城山地区) 

プレミアム商品券が発行される事知りませんでした。買えませんでした。もう少し

周知の方法を考えてほしかったです。役場の方の対応が悪すぎる。待っているのに声

もかけない。こちらから声をかけても“めんどくさい”と顔に出すぎてます。ショッ

クが大きすぎて役場への用事は夫に頼んでいます。東員町を良くしていのであれば、

まずは役場の方々が変わるべきではないでしょうか？ 

(女性 30代・城山地区) 

東員駅周辺が淋しくて、もっと開発が必要では？ (女性 30代・城山地区) 

子供を安全に自然のある町で育てることができ、義務教育で他の地域に送れること

のないよう勉強する環境のある町に。 
(女性 40代・稲部地区) 

老人や子供にやさしい東員町でお願いします。 (女性 70歳以上・神田地区) 

子供手当て等、育児に対しもっと色々充実させてほしい。 (女性 10～20代・神田地区) 

今、道路工事がすごいので数年後？東員町の景色がガラッと変わるんだろうなーと

思いなから毎日通っています。 
(女性 40代・笹尾西地区) 

以前、アンケートを解答したがどのように反映されているか不明である。その中で

今回のアンケート、この解答はどのように扱われて、反映されていくかが心配であ

る。単なるアンケート調査だけで終わらないようお願い致します。 

(男性 10～20代・神田地区) 

コミュニティバスはもっと小型化、機動性を重視した方が。農業は大型化よりも特

色ある小型で自由な方向がよい。 
(女性 60代・神田地区) 

最近空室が少しずつ増えてきています。今後、防犯・防火対策をどうするか？地区

での草刈りなど老人世帯がふえてきて不参加もちらほら、このままいくと負担が増え

てくるのでは。委託できるものならと考えてもらえばと思います。 

(女性 60代・三和地区) 

歩道の充実 

①東員病院前の道路 

②カーマ、カネスエ前の道路 

(女性 70歳以上・城山地区) 

ネオポリスに住んでいます。若い人達が仕事などの理由で実家を出ている中、帰っ

てきてもう一度東員町にもどり家庭を作れる。活力ある地域にしてほしいです。まず

道路が渋滞が多く、新しく道路を広げる、急に狭くなる所もあり、歩行車・自転車も

危ない。 

(女性 50代・城山地区) 

税金を安くして下さい。大社祭をもっとＰＲして下さい。子供に住みやすいまちづ

くり、子育て支援の充実、高齢者にも住みやすい福祉、町道・県道の整備。(イオン関

係に対する交通整理)、アンケートに対するお礼。 

(女性 30代・三和地区) 

東員町の歴史、名前の由来などもっとＰＲして、県内外の人にわかりやすく発信し

て行くべきと思います。 
(男性 60代・城山地区) 

単身、老人世帯が多くなるので、婦人部は必要性がないと思います。 (男性 30代・笹尾東地区) 

東員町へ住み始めて 30年になります。来た時には周りは緑でいっぱいで、ゴミゴミ

した名古屋に比べ住宅環境に満足していました。が、近年の周りの山の再開発(土の発

掘業者)により、緑はうしなわれ、町の魅力も下がりました。地主なので仕方のない事

なのでしょうが、町から働きかけでなんとかならないでしょうか。(調査に値する様な

回答ではなくてすみませんでした) 

(男性 60代・城山地区) 

町長選挙と町議員選挙を同時期に出来ないかご検討下さい。一同議会を解散し同時

に選挙する。(２月の投票日、選挙運動寒くて投票率も落ちる) 

雨季に各公園のブランコの下に水がたまる。26年７月に改善を申し入れたがまだ返

事がない。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

・広報のアナウンスが聞き取りにくい時がある。 

・町役場を中心として、そのまわりが発展しはずれの方は置き去りにしているようで

す。 

・今後、増々老人が増え高齢化して行き身体が弱くなっても、年金生活ではとても施

設を利用したくても入れない。共だおれしかねない。 

・介護料の負担も最小限で、かつ家族にめいわくかからないように施設を考えてほし

いです。 

(女性 60代・三和地区) 

・小さな自治会がこれ以上縮小してしまわないように、町でも対策を考えてほしい。

何でも自治会まかせにしないでほしい。 
(女性 40代・神田地区) 
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・町の中心部ばかりに力入れないで、端の方まで魅力のある町にしてほしい。 

町の水道整備ですが、現在自宅付近で漏れが有り確認してもらい、敷地内なので自

己負担と言われました。本管からの漏れなのに納得いきません。多少の補助も出ない

のでしょうか？ 

(男性 60代・稲部地区) 

行政は人口の減少を少しでも遅らせる対策が必要。若い人に子供を作ってもらう対

策等、老いた人対策より優先させるべきである。それが老いた人にも一番良いことだ

と思う。 

(男性 50代・稲部地区) 

小生は後期高齢者であり、その上椎間板ヘルニア、糖尿病、前立腺ガン、その他持

病あり、今後も町区等の行事に貢献できず残念に思っている。 
(男性 70歳以上・三和地区) 

まず早急に道路の白線の書き直しをお願いしたい。停止線が消えかけていたりと危

険をすごく感じます。又イオンなどが出来交通量も増えていますので、事故を起こさ

ない道路、つまり走りやすい道路が必要だと思います。 

(女性 50代・三和地区) 

今年 70才になりましたが、確実に身体は衰えてきています。なるだけ身体を動かし

て健康に気を付け、行政にも(病院、診察等)なるだけ迷惑をかけない様に、この大好

きな東員町で生きていきたいと思います。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

設問に対する回答欄に「よく判らない」と言う項目が欲しいと思う。誰でもが皆知

っていることばかりではない筈、その項目がないため他の項目に印をつけることにな

る。 

(男性 70歳以上・稲部地区) 

『だれのため・なんのため』常に町民のためにブレない政治を実行して下さい。 (男性 50代・城山地区) 

東員町は周りの市町村にくらべると福祉は充実していてありがたいと思っていま

す。ですが、障がい児(者)を育てておりますので、将来に対する不安はとてもありま

す。就労は町外でさせていますので、その辺も含め親亡き後の事が、どうなっていく

んだろうと考えています。 

(女性 40代・神田地区) 

人口減少社会は着実に進むでしょう。その歯止め策として“若者定住促進条例”が

考えられ(残念ながら現在廃止)、その政策が認められ、今町内で業者に受け入れられ

宅地造成工事が行われている。是非とも条例の復活を願いたい。今求められている政

策は、人口増加策と企業誘致だと思います。将来も東員町存続には財政確立です。人

口増施策として住環境の整備が必要です。集落内の狭い道路の解消です。人の命を救

い、災害に強いまちづくりに、この道路改修整備は有効だと思います。出来るところ

から部分的でも良いと思います。早急に着手してもらいたい。 

(男性 70歳以上・神田地区) 

近隣の騒音がとにかくうるさいので、住み易くしてほしい。ガン検診等無料の検診

をもっと充実させてほしい。駅周辺等の暗い夜道の防犯を徹底してほしい。 
(男性 30代・神田地区) 

地域の道路整備、街灯、防犯カメラの設置。河川の整備など自然を守りつつ、景観

を美しくする事により、ゴミのポイ捨て防止などに繋がると思います。街の景観はす

ごく大事な事で、自分自身も河川・道路・町なみが美しい地域に行くと、ゴミなど気

になる事もしばしばあります。例えとして揖斐川町などは美しい町だなとよく思いま

す。 

(男性 40代・神田地区) 

歩く人や自転車を利用する人のために、歩道の段差をなくしてもう少し広くしてほ

しいです。 
(女性 70歳以上・神田地区) 

情報格差が起こらないように、インターネットを安く利用できる仕組みが欲しい。 (男性 40代・神田地区) 

国内で震災被害がニュース等で言われています。地震被害でネオポリス団地から逃

げる場合など、外への逃げ道が少ない様に思う。(高台のため水害に関しては安心だと

思うが)住宅が密集しているため(火事、倒壊等)には、かなり注意しなければならな

い。(想定外な事も含めて) 

(男性 50代・笹尾東地区) 

子育て支援と福祉の充実をお願いします。 (女性 10～20代・神田地区) 

・超高齢化社会の問題に対して、数年後、数十年後のグランドデザインの創造が必要

であると考えます。 

・少子化対策についても東員町で子供を育てたい！といわれる町になることを願って

おります。 

(男性 30代・稲部地区) 

子育て支援と福祉の充実をよろしくお願いします。 (女性 50代・神田地区) 

・街灯を増やして欲しい。 

・必要な場所にミラー等(車の確認のための)を設置して欲しい。 

・東員町役場の職員の態度が悪いため改善して欲しい。 

・道のあなぼこを直して。 

(女性 10～20代・三和地区) 

小さな事でこまった時、分からない時、気らくに聞ける様な窓口がほしいです。 (女性 70歳以上・神田地区) 

未来を担う子供達の教育・学習環境の充実。図書館の自習室の拡大。学校(義務教

育)の質、指導員の増員、授業だけで終わらず１人１人が理解出来るまで責任を持って
(女性 40代・神田地区) 
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の教育。塾に頼らなくても良い授業を希望します。家庭での親の姿勢の指導。義務教

育までの間の家庭教育への指導。 

障がい者保険上限 5000円お金を町よりもどしてほしいです。 (女性 60代・神田地区) 

もっと住民のために仕事してください。 (性別年齢不明・不明) 

・コミュニティバス(オレンジバス)の料金を一日 200円とし、その日一日中使用とし

てはどうか。どこで乗り、どこで降りても良し。乗換も自由にして何回乗っても良

し。 

・環境美化、自然保護他いろいろ取り組みなされているが、いざ自治会にしろ小さな

グループにせよ取り組みたいと思うとあまりにも規制があり、たとえば川底の砂利

他、草刈りをするにも県や町の許可が必要。そうじや草刈りが必要と思えるところ

なら行政でやるか、早く許可を出して自治会で出来るようにするか出来ないのか。 

(男性 70歳以上・三和地区) 

人権・男女平等参画については身近なテーマでないので回答できませんでした。将

来に向けて町として自立できる財源確保や行政をお願いします。高齢化に対する福祉

政策の充実もお願いします。 

(男性 50代・三和地区) 

街灯をもう少し多くしてほしい。誘拐防止対策のため防犯ビデオをつけてもらいた

い。 
(女性 60代・神田地区) 

高齢者も増加にともない、健康維持の為の施設を希望します。特に足腰を鍛えるよ

う温水プールを設立して下さい。 
(男性 60代・笹尾東地区) 

東員町は引越してきた時は交通(バス・北勢線)も良く、暮らしやすいと思いました

が、北大社駅もなくなり、バスも毎時１本。将来考えると年を取ったらここでは生活

は無理では…オレンジバスはもっと朝から夜まで運行してほしいです。 

(女性 50代・神田地区) 

東員町には大きな総合病院がなく、近隣の桑名、阿下喜又は四日市迄で行かなくて

はならないので、高齢の私達にとってもとても不便に感じています。 
(女性 70歳以上・神田地区) 

側溝の土砂を年１回清掃してもらいたい。水害の予防になると思う。住んでみない

と分からない良さというのがあると思う。それを活かしたＰＲをどう反映するかと、

人口減少は止められないかもしれないが、東員町の良さ、中央公園、水質の良さ、大

型スーパー、そして高速道路の出入口近隣の利便性と(以下、不明瞭) 

(不明 60代)・城山地区) 

治安が悪化していると思うので、防犯対策に力を入れてほしいと思います。 (男性 40代・笹尾西地区) 

防犯・医療対策を重点的に更に住みやすい東員町になる様にお願いします。 (男性 70歳以上・三和地区) 

① 高齢化社会が目前、健康寿命を伸ばす為に東員病院前道路を歩行者用道路を増設

し、自主的に健康維持(歩行運動)を図る者として、スムーズに健康維持の幅が拡

がるといいと思っています。 

② 福祉・介護は高齢化に伴い、今後増々相談等が複雑化してくると思います。窓口

担当者の方々の当事者側の立場がよく理解できる担当者、又相談しやすい窓口を

切に希望します。人権にかかわってくると思います。 

(女性 60代・笹尾東地区) 

東員町と言えば…と言える名物、特産品を作る。 (男性 60代・笹尾西地区) 

総合病院が町内に出来たら安心して住むことが出来、人口も増えると思います。 (女性 60代・城山地区) 

・行政情報番組について 

わが家はケーブルテレビとの契約をしておりませんので、見ることが出来ません。

今現在は仕事を持っているため見る時間がないのですが、５年後、10年後には引退

の身ですので活用したいと思います。もっと利用しやすくならないでしょうか。 

・防災ラジオについて 

雑音がひどく本当の災害がおこった場合大丈夫かな…と不安です。 

(女性 50代・城山地区) 

子供、高齢者が安心出来るまちづくりをお願いします。特に食の安全！ (男性 60代・笹尾東地区) 

行政に対しての意見を出せるポストを導入してはどうでしょうか？ (女性 60代・笹尾東地区) 

行財政のお仕事お疲れ様です。町長をはじめ、職員の方の行政への取り組みかたへ

の意識の向上を図って下さいますようお願いします。 
(女性 50代・神田地区) 

高校生までの子供や高齢の方は、自転車や歩きで移動が多いので専用道路の整備

と、反対に車の運転怖い人が多いと感じるので交通安全に対しての教育(大人も)。ベ

ビーカーは押して歩く場所にこまる。歩道ガタガタ、車道はこわい。過ごしやすい(生

活しやすい)環境がほしいです。 

(女性 30代・笹尾西地区) 

歩道や信号の整備。公園の遊具の整備「はがれたペンキのぬりなおし」などがして

あると安心です。 

TOINマルシェなど町外から人が集まるイベントは活気が出て良いと思います。 

体育祭や自治会対抗競技よりも、東員フェスティバルをやってほしいです。花火大

会や祭などがあればうれしいです。 

(男性 30代・笹尾西地区) 

幼児から小学生くらいまでの子供がボール遊びやおいかけごっこなど遊ぶことので

きる、広い空地を増やして頂けるとありがたいです。 
(女性 40代・笹尾西地区) 
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・雇用(正社員)に力を入れてほしい。(新卒、第二新卒以外の雇用を含め) 

・福祉へ力を入れて欲しい。 

・東員坂の歩道整備(学生やご老人が歩いていてとても危ない。病院に行く方や学校帰

りの子達が昼も夜もいて、本当に危ないです。大きなトラックも走っています。 

(女性 10～20代・城山地区) 

町営の老人施設があり、将来不安なく過ごせたらいいなぁと思います。 (女性 60代・三和地区) 

(1)職員の専門家を強く望みます。 

(2)町長と議員の信頼の回復を強く望みます。 

(3)人口減に伴う行政の先細りに対してスペシャリストの職員の育成を強く望みます。

(4)町単位の行政から地域行政への協働を強く求めます。(人口減対策) 

(5)職員の成長が、東員町の成長の意識付けを強く町長に望みます。 

(男性 60代・神田地区) 

道路脇の雑草が大変気になります。雑草が伸びればゴミを投げ捨てる行為も増える

のではないでしょうか。細めに整備してもらえると車も人々も安全に通行出来ると思

います。定期的にお願いしたいです。 

(女性 50代・神田地区) 

中部公園、中央公園など体操とかダンスとか楽しい、人が集まる様な広場、寝たき

り老人をへらし、医療費とか少なくして下さい。 
(女性 60代・笹尾東地区) 

今まではこの東員町に住み、日々子育てにおわれながらも幸福な毎日だったと思い

ます。しかし、これからの時代はどんな生活になるのか不安もあります。経済的な事

だけではなく、自然災害に対してもこの町は安全なのか、将来子供達の教育について

も力をいっそう入れて頑張って頂きたいと思います。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

アンケート長すぎです。 (男性 30代・笹尾西地区) 

高齢者の住みやすい町にしてほしいです。 (女性 40代・笹尾東地区) 

高齢化の為、近くに総合病院を導入してほしい。 (女性 60代・城山地区) 

中央公園やその他の小さい公園をもっときれいにしてほしい。中部公園ばかりに力

を入れ過ぎている。 
(女性 30代・笹尾東地区) 

１.老人等弱者福祉予算の削減等、削減しやすい●より実施している現在、他にやるべ

きことがあるのではないか！例えば 

・役場および町政に働く職員の見直しと削減。 

・利用状況の少ない町が管理する施設の民間移転、又は撤去(陸上グランド、ひばり

ホール、廃止された保育園、その他町管理する土地で利用されていないもの売却等) 

２.町政関係職員採用の透明化。現在の町政職員の中に、知人縁故により採用された人

が多いとの話あり、充分検討の必要あり。 

※強い財政の東員町を目指すに従来の考へ方、流れを今一度見直し、大胆な発想の

転換をする必要あり。弱者よりチョロチョロ福祉予算を削減するより、今の行政で

は将来はない。誰でもできる。 

３.町会議員の削減 10名程度 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

総合病院、もしくは新聞で知った外来診療から独立した検診センターがあればと希

望します。 
(女性 60代・笹尾東地区) 

中学校を東員駅近くへ作ると聞きましたが、それぞれの地区に一校ずつのままにし

て欲しい。母校がなくなるのはさみしい思いがすると思う。 
(女性 60代・笹尾西地区) 

町ホームページの充実を！文字による情報、映像による情報、長期的、短期的、イ

ベント等、内容までわかるものを。自治会等による投稿等。住民の意見交換スペース

等。 

(男性 60代・城山地区) 

前にもアンケートを書いた気がします。アンケートをとるならもう少し多い人数の

方がいいかと思いました。昨年こっちに戻ってきたので、町政についてわからない所

だらけです。 

(女性 10～20代・城山地区) 

・総合病院を造ってほしい。 

・若者が多く東員町に来るようにイベントなど… 

・若者が定住するように…何か？ 

(女性 60代・笹尾西地区) 

以前に比べ街灯が多くなった様な気がしますが、まだまだ位と思う所があります。 (女性 60代・稲部地区) 

生活保護の見直し、税金の無駄遣いがひどすぎます。 (女性 50代・笹尾西地区) 

防災放送は地域に合った情報を的確におねがいします。放送内容が聞き取りにくい

時が多い。 
(女性 60代・城山地区) 

１.町民に密着した中規模医療施設(病院)の建設。 

２.町民が利用しやすい公共施設の充実。老朽化した公民館・集会所の増改築(早急

に)。 

３.社会福祉協議会の人材を充実して行政魏用務の一部を移管する。(社協の存在価値

を高める) 

(性別年齢不明・不明) 
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最近は、毎日のように凶悪犯罪のニュースが報道されています。東員町を安全・安

心な町とするため、防犯カメラを設置願います。あと三重交通のバスの利便性を向上

させれば良いベッドタウンになると思います。笹尾などは住むメリットがないので、

空き家が増えて来ています。昔の活気を示すためにも、安心・安全な町に変えてピー

アールして行って下さい。 

(男性 30代・城山地区) 

・映画・フィルムコミッションの生成。 

・北勢電車の有効利用(ジブリ映画実写版の作成等) 

・他の市町村から東員町に足を運んでもらう行事を増やす。 

 例：北勢電車の窓かられんげ花・なの花・ひまわり・コスモス・そばの花を見える

ところで育成花をつけ、途中下車してもらい、よく見てもらえるようにする。 

・体験農業を行う。 

・イオン・東員町・ネオポリスの短時間ルートのオレンジバスを巡回させる。 

・町民体育祭 玉入れ、パターゴルフなど軽い運動のものを数多く取り入れて誰もが

参加できるようにすべき。カラオケ大会なども体育祭の中で行ったらどうか。 

(男性 50代・笹尾東地区) 

生活道路(県道)をトレーラー等の大型が通ることにより、振動がすごいのでバイパ

ス等の整備をしてほしい。 
(男性 40代・神田地区) 

ネオボリスは高齢化がすすんでいます。自治会対抗競技は参加がいつも大変です。

もう止めて欲しいです。町主催の自由参加のスポーツ大会にしたらよいと思います。 
(女性 40代・笹尾西地区) 

塾に入らなくても子供たちが学べる場所に困らないように、図書館に自習室を確保

してあげてほしい。 
(女性 40代・笹尾東地区) 

・道路の整備をととのえてほしい。 

・学生の通学路の自転車の乗り方マナーの指導。 

・税の減少。 

(女性 60代・稲部地区) 

ネオポリスに住んでいますが、子供たちの人数もかなり減少して、陸の孤島になっ

てしまう気がします。オレンジバスなどもう少し北勢線へりアクセスが良くなるとい

いと思います。 

(女性 50代・笹尾東地区) 

高齢者又は身体の不自由な人にやさしい町を望みます。 (女性 70歳以上・神田地区) 

財政面での強化を。税金が高い。 (男性 40代・稲部地区) 

県外から転勤で東員町に住んでいる人が増えているので、その人たちが住めるマン

ション等の整備をおこなってほしい。子育ての環境については他県で予防接種をうつ

際のお金の補助がおこなえるような仕組み作りをしてほしい。 

(女性 10～20代・神田地区) 

町としてのスローガンを掲げ参加しやすい。 (女性 60代・笹尾東地区) 

小中一貫は賛成です。役場辺りに中学校建設を聞いた事がありますが、幼稚園・保

育園・小中学校も一緒にすればいいと思います。役場の体育館、図書室、プラネタリ

ウムなどの活用も出切ると思います。ネオポリからはそれこそシャトルバスを使えば

いいと思います。(ネオポリは無理かしら？) 

児童手当は不要だと思います。お金を支給するのではなく給食など学校の費用を無

料にすればいいと思います。第３子の件ですが、18才に達するとかは関係なく３人以

上産んでくれたのなら、３人目からの子は手当を付け出産してもらうべきだと思いま

す。生活保護や母子手当などの金額は課税対象ですか？色々な面での免除ではなく、

(例えば)10万円支給ですが、各支払い分を引き(国保や住民税など)残りを支給した方

が分かりやすいと思います。無料があたりまえではなく、支払う義務を知らせる事だ

と思います。 

医療費の支給も微妙です。住民税も無料なんて変です。年間少しでも徴収すべきで

す。所得の高い人からはもっと取ればいいと思います。 

(女性 40代・神田地区) 

この調査は本当に無作為ですか。過去３回も送付されました。前回通り送付したの

でしょうか。 

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 

働きたくても働く場所がない。親が死んだらホームレス決定だと思う。一度つまず

いたら立ち直れない世の中だと思う。 
(男性 30代・城山地区) 

・猿、イタチ、元東員町に住んでいたはずの動物が住みやすいまちづくりをお願いし

ます。 

・昔と比べてだいぶ道路も広くなり、便利にはなりましたが、その分歩くと危険だと

思うようにもなりました。暗い道や車も多く、県外からの車も増えたので、防犯対

策の強化をお願いしたいです。 

(女性 30代・三和地区) 

東員町は何の特徴もないまちである。まちの中心となるものがなく、東西への通れ

る道路はあるが、人や車は通るだけのまちである。南北道路はとぎれとぎれに分断さ

れ、中央へのアクセスが悪い。道幅も狭く、できれば車道と自転車専用レーンがあれ

ば安全安心である。東員駅から役場の田を再開発し、小中学校の統廃合し、野球場や

(男性 60代・神田地区) 
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陸上競技場を東員町の学校教育施設として、新たな利用計画として考えるべきだ。オ

レンジバスを学生の送迎にも利用すればよう。 

中部公園内に犬のフンが目につき子供達が遊ぶのに気になります。園内への犬のフ

ンの始末ができないなら禁止した方がいいのでは。 
(男性 60代・稲部地区) 

高齢者はともかく、十～二十代の町民は自分の住んでいる町に愛着はあれど詳しく

知っているとは言い難い状況に思う。人口の割合は高齢者が多いのも分かるが、若年

層にも町の現状や良い点をしっかり理解してもらわなければ、人口の流出はまぬがれ

ないのではないか。「本人に興味がない」と言わずもっと町をアピールし、興味を持

たれるような取り組みも行ってほしい。このままでは「よくわからないけど、お年寄

りには優しい老後だけ安心な町」で、東員町がどんな町か知る機会は老後になりそう

です。 

(男性 10～20代・神田地区) 

町民と行政が一体となったまちづくりを望みます。 (男性 70歳以上・神田地区) 

くらしやすいまちづくりを。 (男性 60代・三和地区) 

むだなお金は使わない。必要な事だけ使ってほしい。 (性別年齢不明・不明) 

① ネオポリス内の住居に住んでいますが、交通量がサークルＫのある道路より多い

くらいの通りぬけとなっており、生活しにくくこまっています。せっかく住宅内

道路ですので、メイン道路を公的車輌(ゴミ収集車等)が通行する様、ご指導頂き

たい。 

② 公園、樹木など毎年草かり等、お金がかかると思います。高齢化が進む中では、

維持費のかからない様町の費用の見直しを進めるべきと考えます。 

③ 自然豊かな町で生活●は満足しているが、60才を過ぎたらどうなるの。(自分が

60過ぎになる時は周りが 70才以上となる)特にネオポリスは大変なことになる。 

④ 回覧板はもう必要ないのではと考えています。 

⑤ あと 10年後でどのような町とすべきかをヶ検討しアンケートしてはどうか？確実

に年齢層が変化する！ 

(男性 50代・城山地区) 

多様で有能な人材の確保と登用。役場を魅力あるものにするため、固定観念●発想

の乏しい者を採用せず、少し敷居を高くしても新しい柔らかい考えを持った人材を登

用してほしい。 

(男性 50代・神田地区) 

高齢者二人の世帯です。子育ても過ぎて居りますので、このアンケートには現実が

分からない質問が多々あり回答できない部分がありました。 
(女性 70歳以上・稲部地区) 

母親が短時間でも働くことができる環境がほしい。企業があってそれがどこかがわ

かればうれしい。夜の外灯。娘がふたりいるので大きくなった時に安心して学校から

帰ってこられるように。 

(女性 30代・稲部地区) 

東員町も夏休みも行事がないので、花火大会開催されたらどうかと思います。 (女性 70歳以上・神田地区) 

東員町への希望(要望) 

(1)北勢線東員駅エリアの再開発。 

(2)イオン東員店エリアの再開発。 

(3)三重交通バスの名古屋への直行運転。 

(4)美術館、博物館の建設。 

(5)都市型ホテルの誘致。 

(6)町の第３セクター運営によるゲストハウスの新設。 

(7)東員～桑名間の北勢線の増発。(15分に１本運転) 

(女性 30代・稲部地区) 

① オレンジバスについてお願いします。80才で今は自転車で山田胃腸へ行っていま

すが、今後、穴太、東薬堂前を８時前出発をお願いします。現在 10時頃になって

います。時間の調整をお願いします。 

② 三岐鉄道の存続をお願いします。 

(女性 70歳以上・神田地区) 

員弁街道で東員町の郵便局から藤原方面の歩道がない(狭い)為すごく危険です。 (男性 40代・神田地区) 

今後独居家族や廃居が増えてくると思われますので、若い人達の移入を考えていく

必要あり、国内では無理な点があるので、外国人を含んでの考え方が必要になると思

われます。 

(男性 70歳以上・三和地区) 

わからないことがたくさん有ります。 (女性 70歳以上・神田地区) 

今後も少子高齢化は続く、次世代の為にも当町が存続する為にも安心して育児、成

育出来る環境整備を行政共々頑張って勧めて欲しい。 

(男性 70歳以上・笹尾西地

区) 

年々、東員町の人口が減っていると思います。男性の方が働きに都会に出て結婚

し、地元に戻らないことも多いかと思うので、帰ってきた(戻ってきた)方々に生活手

当等出し、住みやすい町にして頂きたいです。(町の活性化のためにも) 

(女性 10～20代・城山地区) 

子育て世代、高齢者が住みやすい町になるといいなと思います。どちらかだけ(に特

化している)…となると住みづらそうなので！ 
(女性 30代・城山地区) 



自由意見 

56 

 

東員町も 20年前とちがって高齢者が多くなり、私も夫婦二人の生活になり、この先

健康や生活に対する不安もあり、福祉の充実、医療費などの控除など高齢者にやさし

いまちづくりをしてもらいたいと思います。パソコンもなく、ケーブルテレビも加入

していない高齢者に対して、福祉やいろいろな控除など知っていれば得するとった事

を、それに当てはまる人に対して知らせる手段を考え、それを実践してほしいと思い

ます。是非実践して下さい！ 

(女性 60代・城山地区) 

・町内放送を聞きとりやすくしてほしい。 

・光テレビ(コミュファ光)を使っているが、東員の地域放送が見られないので見られ

る様にしてほしい。 

(男性 50代・笹尾西地区) 

異世代の交流の場を増やす。町全体が家族のようなまちづくり。 (女性 50代・神田地区) 

世帯主の名前で送られてきて本人の答えと書いてあり、書きましたが、夫婦宛に出

してもらえば妻側の意見 etc は色々とあるので残念に感じました。私では役に立てず

かと思います。 

(男性 50代・城山地区) 

保育所の金額が高すぎる。子供が少なくなってきているなら、保育所の金額を下げ

子育てをしながら母親が働ける環境を作るべき。以前の東員町の方が子供に対して手

厚かった。 

(性別年齢不明・不明) 

職員教育をしっかりして下さい。挨拶もできない管理職がいるのは残念です。 (性別年齢不明・不明) 

町の財産を有効利用し住民の意見に耳を傾けて一部の住民、団体の為だけに税金が

使用されないように、ガラス張りの行政を望みます。力の強い者だけのまちづくりに

なにないように。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

体育祭なくしてほしいです。各家族の負担もありすぎます。若い人のいる地区は良

いと思いますが、高齢地区は人集めが大変です。 
(女性 60代・稲部地区) 

生活道路の充実。 (男性 50代・稲部地区) 

オレンジバスを前のルートに戻して下さい。お願いします。 (性別年齢不明・不明) 

現在の生活にそこそこ満足している。 (女性 60代・笹尾西地区) 

高齢化社会に向けた福祉の充実、住宅地の反映、育児支援。 (男性 40代・三和地区) 

イオン東員のおかげで交通量も時間では増えて、信号待ちでイライラする事も多い

のでは。役場の近くもそれが嫌で行きにくくなっています。高齢者のドライバーも多

くてあぶないのでは。どうして役場と図書館の間の道があのままでほっておくのです

か？朝の渋滞、インター開通でのめいわくを考えてほしい。その反面たくさんの人に

お金をかけておとしていってもらう方法を考えるのが遅すぎるのでは。何の魅力のな

い東員になっています。 

(女性 40代・城山地区) 

中上の新生産業の移転、町が動いて頂けない限り何の進展もありません。周辺一

帯、騒音・振動・路上駐車で我慢の毎日です。学生、交通も多くいつか事故が起きる

と思います。桑名市との兼ね合いで話しが進まないのなら東員町内では無理なのでし

ょうか。経過報告も知らせて頂きたくお願いします。 

(女性 50代・三和地区) 

常に弱い者の味方になってくれるような人、行政が増えたらよいと思う。 (女性 70歳以上・神田地区) 

人口が減少すると予測されているので、県外から移住した人々が東員町に定住した

いと思える様な魅力的な町になれば良いと思います。私は県外から移住し、約５年に

なりますがとても良い町だと感じています。５年前に役場で東員町の魅力や買い物を

するならスーパーマーケットは何処にある等、生活に役立つ情報を教えて頂けていた

ら、もっと早くこの町の良さに気付けていたと思います。移住者には早い段階でそう

いう情報を教えて下さる方が、役場にいても良いと思います。 

(女性 30代・不明) 

町長がもっと的を射た政策をすべきである。町長の独裁をやめない限り町は良くな

らない。 
(男性 10～20代・神田地区) 

地域の自然を大切にして取組みが必要たと思う。 

※カンバンについて 美しいまちとういん、そろそろやめませんか。このフレーズ

が嫌悪感。 

(男性 60代・城山地区) 

老人から幼児まで住みやすいまちづくり(福祉の充実した町) (男性 60代・笹尾東地区) 

・東員町の道路標識が少ない。県外市外から来てもいなべ市の標識がよく見かけるが

東員町の標識が見えない。何故？・中部公園名称を検討してもらいたい。小・中・

高に公募を希望する。未来の為に。 

・アンケートにも記入しましたが、東員町の道路標識が少なすぎる。いなべ市の看板

にかくれてしまっている。・東員はすばらしいと言える町にするには、老若が納得

するような文化の構築とやさしさがわかる町のアピール。 

・行政に望むこと。何の為の行政か、誰の為の行政があるのか。町民の為の行政と言

うのであれば、町長を中心に議会がより良き議会であってもらいたい。対外的に

(男性 70歳以上・笹尾東地

区) 
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も、恥ずかしい町と言われない様に願いたい。残念ながら町外からそのような声が

流れている。 

・ネオポリス在住です。隣人の多くは老後「車の運転ができなくなったらここには住

めない」と市街地のマンションに引越しました。我家は愛着もありできませんが不

安です。毎日の買い物、通院の心配なく、暮らせるようにご配慮願います。 

・定年迄勤務先で当たり前のように、検診をして頂いていましたが、今年始めてやめ

たら自分で申し込むシステムを知り(１月頃の案内を見逃したら１年間受けられな

い)驚きました。せめて期ごとの受付をしていただけたらと思います。 

(女性 60代・笹尾西地区) 

東員町は、他の市町村に比べ素晴らしく恵まれています。素敵な町に暮らせ幸せで

す。桑名市は大変です。私達は本当に恵まれています。他の市町村からの声です。水

谷俊郎町長様は素晴らしくありがたいです。これからも頑張って東員町を住みやすい

町にしてください。ありがとうございます。 

(女性 50代・神田地区) 

日々変化する社会情勢に対応できる行政をお願いします。イオンを winwinで利用す

る。 
(男性 30代・城山地区) 

今年の夏からお墓を利用する事になり自宅から墓まで歩いて 40分かかりました。慶

楽寺から墓までの道程は、トラックの往来が激しくとても危険です。笹尾西４丁目か

らの階段を通って墓まで行くのは、健常の方は良いのですが、ここも難関な所と思い

ました。此の間、高齢者の方が押し車を引いて墓まいりに来ておりましたが、自宅か

ら墓まで本当に大変なことです。これから年々高齢者の方々が増加していくでしょ

う。階段でも木々が茂り昼間でも薄暗くかんじられました。高齢者、体に支障のある

かた、健常の方々、みんなが墓まいりも買い物も医者にも、ゆっくりと過ごせる東員

町であってほしいと思います。 

(女性 70歳以上・笹尾西地

区) 

東員町に高速道路のインターができるので企業など誘致を考えていると思います

が、若い人が他県に働きに行かず、東員町に留まってほしいと思います。知っている

人の子供さんも他県で働いていて東員町を離れている人が多いと聞いています。図書

館も夏休みの学習スペースを作ってくださり大変良かったと思います。子供達が健や

かに元気で安心かつ安全に生活できるのが一番だと思います。 

・マンスケ溜池にかわせみがきていて、写真愛好家達が撮影していましたが、池の水

をぬいてしまいかわせみがこなくなってしまいました。ネットで人気になっていた

のに残念です。 

・東員町の観光に何があるかよく解らない。いなべ神社、あげ馬ぐらい？りっぱなプ

ラネタリウムもあるがあまり活用されていない様に思う。作っただけで…残念。良

い先生を呼んできてだれもが見たい星の勉強を子供達がしたいと思う様、学校教育

に取り入れているか知りませんが。 

(女性 50代・笹尾西地区) 

長すぎて途中でいいかげんになりすみません。健康診断乳がんとか、日曜日も一日

予定日作ってほしいです。 

緑地帯なのですが、間違っているかも知れませんが、城山の木は人からけやきと聞

きました。雨どいに葉もすごいのに、幹が太くなって道路が割れるのではないかと

…。木を植える時将来どんな木に育つか予想して植えているのでしょうか。 

(女性 60代・城山地区) 

防犯対策はちゃんとやってほしい。防犯カメラを設置してほしい。明かりをもっと

明るく増やしてほしい。 
(女性 10～20代・城山地区) 

現状では人口は増加する見込みがないと思う。かといって企業誘致で工場が出来る

と空気が汚染される様な事があってはならないため、サービス産業のもう少し発展を

目指すのが良いと思う。そのための情報化の充実は必要かなと思う。具体的にどうす

れば良いかはわからないが。他県から来たので以前住んでいた町よりはこちらの方は

ずっと恵まれている。立地、交通網など。そのも利点と考えて安心、安全な町に今後

もしていってほしい。 

(女性 50代・城山地区) 

街灯が少ない。夜間に暗くて危険なところがいっぱいある。防犯のために、街灯を

増やしてほしい。中部公園など、深夜に節電をやめて安全の方を優先して点灯してい

ただきたい。 

(女性 40代・城山地区) 

町内に病院が出来る事を願いたい。地区内への外部からの車の進入規制(子供が通学

する時間帯)。 
(男性 60代・神田地区) 

この先東員町は老人の町となる。どうか福祉に対する向上をねがいます。よろしく

お願いします。 

(女性 70歳以上・笹尾東地

区) 

行政の皆様には高齢者の為にも色々な教室を開いていただきありがとうございま

す。これからも自宅で元気でおれますように、色々な教室を考えていただき参加がで

きますようにお願いします。 

(女性 60代・笹尾西地区) 
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自宅のすぐ前が国道 421号線なのですが、毎日交通量が多いのに歩道が付いていま

せん。子供の頃は、遠い幼稚園、学校へ行く為、自宅裏の細い暗い道を遠回りして通

学していました。自宅前に歩道が付くと聞いて早 10年以上…一体いつになったら歩道

が付くのでしょうか？！是非ご回答を頂きたいです。よろしくお願いします。 

(女性 10～20代・稲部地区) 

路肩の雑草とり、路角の補修、歩道の整備、ガードレールの設置等やれる事をやっ

て下さい。この様子、アンケートをとっただけで満足しないで下さい。 
(男性 50代・稲部地区) 

色々なことに力を入れてもらっていて、住みやすい町だと思います。特に学校教育

に関してはとても手厚いと思うので、これからも力を入れていって頂きたいです。私

は一人親家庭なので、シングルペアレントの旅行はとても助かっていてありがたいで

す！これからも続けて欲しいと思います。よろしくお願いします。 

(女性 30代・笹尾東地区) 

やる気のある若手職員の昇進。 (男性 30代・神田地区) 

障がい者施設の充実 (男性 50代・稲部地区) 

・もっと老人を大切にしてほしい。 

・日本を町を支えた人達に対してあまりにも冷たすぎる。祝金が 1000円/１人て何な

の？ 

・もっと町民の声を聞いてほしい。自治会の役員は役に立たない。意見を交換する機

会も作れない人ばかり。 

(男性 50代・城山地区) 

東員町の受診率どういう事でしょうか？一考を！ (女性 70歳以上・不明) 

道路のカーブミラーの設置。今が不十分。希望場所を聞いて検討してほしい。 (男性 30代・笹尾東地区) 

町内には就業先としての産業も少なく、また工場を誘致できる用地もありません。

しかし周辺地域(名古屋、四日市、いなべ市等々)には就業先も多くあります。よって

より良いベッドタウンを目指してはいかがでしょうか。既にスポーツ施設や公園もあ

ります。後は里山を整備し花木の山にしたり、水辺を整備し釣りや川遊びが出きるに

したりしてはいかがでしょうか。ついでにドックランなど作り、町民交流の場とする

のも良いのでは。 

(男性 60代・城山地区) 

情報化社会が進む中、国際化させていかなければならないこともあると思う。その

中でも日本人として東員町の住人としての誇りを個々が持っていくことが必要だと思

う。 

(女性 10～20代・笹尾西地

区) 

東員町に若い世代が定着できる様な学校作りをして欲しい。クラス替えのないクラ

スもあり、ネオポリス全体で一校にしたらとっても交流があってよいと思う。 
(男性 60代・笹尾東地区) 

町民体育祭は、自治会子供会の役員が強制的に参加は如何なものですか？路上駐車

の取り締まりはもう少し強化して欲しい。 
(男性 60代・城山地区) 

幼・小・中合同の体育祭+地域の大人の体育祭できたらいい。団地の子供達に地元の

上馬や石取りに参加のチャンスを！上水道、下水道は桑名市、いなべ市、木曽岬町、

東員町の広域連合で、農薬、工場排水等のチェックしてほしい。ゴミ処理場からの熱

利用でエネルギー節約したい！町の公園にポニー、ヤギで乗馬、ふれあい牧場でヤギ

の乳しぼり、乗馬体験もっとできるといいね。チーズ作りハイジみたいに育ってほし

いから。 

(女性 50代・城山地区) 

共働きの家庭が増えてきている中、子どもに対して子育てへのサポートがある町だ

と、その子どもが大きくなってからもずっと東員町に住みつづける人が増えると思う

し、健全な子が育つと思います。いつまでも良い町、東員町であってほしい。 

(女性 30代・城山地区) 

・住民税が他より高額な割に住民に対する活動等後向き。 

・永住する人に、他より東員町がいいと思われる、ふるさと(自分達の)づくりを望み

ます。 

(男性 60代・城山地区) 

・トーマ君のイメージをゆるくした方がいい(ハカマ姿では、何かこわいイメージがあ

る、とっつきにくい) 

・ゴミ袋に名前を記入することはムダ。北勢地域でどこもやっていない。アパートの

集積場残って困る。記入しない人が多いので。引っ越してきた人にそんな習慣がな

い。他がやってないから模範を示す為と言われたが、それはむりではないか。 

・オレンジバスの利用者状況をよく把握しもっと小さいミニバス(10名乗りくらい)に

したらどうか？予約制とか。経費がかかる。道がせまい。すれちがえない。 

(男性 40代・三和地区) 

東員町での核家族(親族が身近にいない)が少ないため、そういう世帯へのサービス

が極端に少ないと思う。またファミサポは、手間がかかりすぎると思う。一時保育の

場がほしい。 

(女性 10～20代・神田地区) 

① 高速道路の工事により、在所に猪や猿等が出没するようになって来た。対策で檻

中柵等の設置がされているが応急対策であり、根本的な対策がされていない。山

や自然を豊かにし、鳥獣も安心して住める様にしてほしい。 

② 町議会がまとまっていない。拘りを取って一丸となって取り組んで下さい。 

(男性 50代・三和地区) 
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道路、商業施設の整備は良いが、これ以上町の自然、緑を失くさないように。自然

環境保護にも力を入れて欲しい。将来の子供達の為に。 
(女性 40代・三和地区) 

通学路に山の木が道にかぶさって来たり、夏に草がのび放題になって道が半分にな

っているのに自治会等では何もしてもらえない。役所の方で考えてほしい。 
(女性 60代・神田地区) 

・民間企業と比べ行政員のコンプライアンス違反者への処分が相当な甘さが見られ

る。 

・通路、公共施設の補修対応が遅すぎる。危険個所が日常的に散見されている。 

(男性 50代・三和地区) 

ふるさと納税制度の有効活用を！ (男性 50代・城山地区) 

障がい者にも力をいれてほしい。 (男性 50代・城山地区) 

子供が元気よく安心して暮らせる町を望む。 (男性 30代・神田地区) 

生活道路をもっと整備して欲しい。大きな道路ばかり目を向けて小さい道路には以

外と問題がたくさんあります。住民一人一人の声を大切に耳を傾け対応してほしいと

願います。空き地やあれ地の対策も検討すべき。素晴らしいまちづくりを期待してい

ます。 

(女性 30代・稲部地区) 

スポーツ行事が減少している様に感じます。自治会対抗では若者がはなれて人集め

が大変です。中学生の自治会対抗で親交を深めたりしたらどうでしょう。 
(男性 50代・笹尾東地区) 

プールを作ってほしいです。 (女性 70歳以上・三和地区) 

定年退職された方や専業主婦の方など時間がある人たちと、働き盛りで土日休みで

なく、帰りも遅い人では同じように町の行事に参加できないし、負担になります。自

治会の役も負担なので代行できるシステムがあれば助かります。また、車を運転でき

ないと、生活に不便すぎます。公共の交通機関の充実と料金を利用しやすい料金設定

にしていただきたいです。 

  

スポーツに力を入れてほしい。全国大会や国際大会、国民大会に出場した人など

に。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


