
問 11 東員町役場に期待すること、ご意見、ご要望 

 

NO. 自由記述 

1 選択肢(2)、(3)が選びがたい。 

2 答えられない（未経験など）項目がありますが、一応提出します。 

3 Q2-(45)：現状は分からないけれど、積極的にしていって下さい。 

4 
北勢線の自動改札をスイカ、トイカ、イコカなど、IC カードが使えるようにして欲しい

です。 

5 支援センターを桑名市のように、保育園とは別の場所で作って欲しいです。 

6 職員の喫煙マナーが悪すぎる。特に管理職。 

7 満足しています。今後ともよろしくお願いします。 

8 

東員町でも高齢化が進んでいると思います。もっと若い世代の人たちが魅力を感じる町

づくりに取り組んで欲しい。商業施設の充実、共働きができる環境づくり。東員町に引

っ越しをする若い世代で、妻が就職（子どもあり）するための支援に不足を感じる。育

休中の人に比べ不利とならないような政策をお願いしたい。 

9 
優しく親切に対応してくださいますので、こちらも嬉しくなります。ありがとうござい

ます。 

10 
東員町で生まれ成長していく子ども達が、元気に社会に適応できる素晴らしい人に育っ

て欲しい。 

11 

中部公園などの周囲にジョギングコースなどを作り、町内外、市などからもスポーツを

通じて東員町をアピールして欲しい。道路脇の草、石コロなどが多い！公園内の川の中

でキャンプができるように、ブルドーザーで川をすくってきれいにして欲しい。 

12 

(1)手続きをもっと楽にできるようにして欲しい。(2)あちこちの課に行くのが大変。(3)

自分が言わないとできない制度ではなく、親切に色々教えて欲しい。(4)休日など関係な

く、行事に参加してくださったり大変だと思います。ありがとうございます。 

13 
指定するごみ袋について、名前未記入がかなりの数がある。未記入は収集するのか、し

ないのか徹底すべし。 

14 
ホームページ等、パソコン類を持っていないので見る事ができない。どうすれば良いの

か行政で対策をよろしく。 

15 

どこを通っても夏は特に雑草の街に見える。ボランティアといっても偏っている。ボラ

ンティア精神できれいにしたらどうでしょう。公共施設は、公共施設に関わっている人

がもっと積極的にきれいにして下さい。町外の人から見たら恥ずかしい。「草まるけ」

どこを見ても「草だらけ」。草取りばかりしている私にも限度がある。恥ずかしくない

きれいな町にボランティアで。みんなが出る日、きれいにする日、環境美化デーを何日

も設けて下さい。草が目について仕方がない！！日を設けたらもっと協力して下さるで

しょう！！役場だけでも、「草なし」にして！！ 

16 
私は高齢なので、正直いってうまく答えられませんでしたが、素直に○を打っていきま

した。時にはこの様なアンケートもとても良い事だと思いました。 

17 挨拶をもっとしなさい！！ 
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18 
(1)ますますの発展を期待したい。(2)免許（車）返納を推し進めるならば、それに代わ

る特典を一時的なバス代ではなく１年間バス代無料という様なものを出して欲しい。 

19 

団地内の生活道路の白線、止まれ標示が消えかかっている所が多々ある。急な飛び出し

や減速しない、あるいは止まらない車、自転車で日々怖い思いをしている。早急の対策

をお願いしたい。 

20 
(1)図書館の夜間オープン (2)一部行政業務を PM7:00まで営業、又は土曜日 AMオー

プン。 

21 

(1)高齢者対策がなっていない。(2)町の施設利用料が高すぎる。(3)年金生活者をもっと

優遇すべきだ！！(4)福祉関係の予算が少なすぎる。(5)例として、パークゴルフ利用料

金が高い為、利用者が少ない。グランドゴルフ利用者は安価な為、利用者が多い。500

円→100円位にしたらどうか？ガラガラの施設はもったいない。 

22 ハローワークのような機能を持った場所が東員町にもあればと思います。 

23 

仕事に比重があるため、暮らしてはいるが東員町のことをほとんど知らない。今回の調

査で痛感した。今はあまり不安ではないが、一人暮しになった時（両親が死去した時）

困りごとなど相談できる窓口があると嬉しい。車がないと暮らしていけない点も心配。 

24 

(1)東員駅周辺からひばりホールまでの街路樹が撤去されたことがとても惜しいと思いま

した。何故なのか理由が分からないので残念でした。私の入居施設、バーデハウス東員

には広報が配布されないので情報を知る術がなかったということになるかも知れません

が…。(2)竹林が多いですが、それぞれ個人の所有する土地だろうけど、町が支援するな

どして間伐して欲しい。 

25 
町税（住民税）を公平に徴収し、正しく使うこと。皆が明るく健康に暮らせる町づくり

を続けて下さい。 

26 

(1)町民の要望があればすぐ動き、解決する方向で課題を克服するよう努力されたし。

(2)大規模な老人ホーム（センター）を建設し、高齢化に対応できるようにしてほしい。

(3)総合病院を確保してほしい。 

27 

全般的に行政サービスが低下してきている。特に幼児、青少年育成、スポーツの支援が

悪化していると思う。いいなあと思える所がない！公園は全て悪くなったら、更新せず

に廃止かそのままが多い！何でも後回しか？街路樹をどんどんなくしているが、散歩も

陰がなく暑いし、犬がおしっこをする場所がなくてそのままコンクリートに流れている

のではないか？コンクリートとアスファルトの隙間から結局時間がたつと草がたくさん

生えてくるが、生えにくくする施工があるので検討してみてはどうか。 

28 
住民に向かう対応が十分に出来る要員を配置し、待遇面も見合う内容にすることで質の

向上も図ってほしい。 

29 

東員町内外含め、道路の白線（停止線）が消えかけで非常に見にくいので、引き直しを

して頂きたいです。又、道路脇の草が伸びすぎて自転車が白線内を通れません。歩道を

作るのは今からでは難しいと思うので、草を刈ってほしいです。 
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30 

高齢者が安心して心身共に健全で社会に活躍できる福祉の実現に向けて、環境作りをさ

らに進めて下さい。全ての人に必ずやってくる高齢化。介護もなく自立して生活できた

らどんなに素晴らしいことでしょう。一案として高齢者が働ける環境整備の推進を提案

します。働く事によって価値観を共有し、社会の為に役立っているという認識が生きが

いとなり、毎日の生活に張りが出て元気でいられる。結果病に罹りにくくなり健康寿命

が延びる。現在のシニアのようなプロフェッショナルな仕事からもっともっと簡単な誰

にでもできるようなお手伝い的なジョブが求められれば良いと考えます。例えば(1)不在

時の庭の水やり。(2)漬け物の手伝い（指導）。(3)犬の散歩 等々 

31 

(1)人間ドックの自己負担金がいなべ市に比べ高いと思います。(2)乳ガン検診のレント

ゲンが１枚ずつになり、触診もなくなり、検診で見落としがないのかと不安になりま

す。自己負担金を増やしてでもきっちり検診して欲しいと思います。 

32 

(1)総合計画に関する設問は、内容が分からない、知らない項目ばかりで回答するのに困

った。(2)雑紙を資源ゴミとして回収している事は知らなかった。どこで回収しているの

か？ 

33 町民の為に大変頑張って頂いてると思っています。ありがとうございます。 

34 
人が働き健やかに、そして安心して過ごせる町になるよう、これからも改善していって

欲しいです。安心できることが一番大切だと感じています。 

35 (1)舗装の修復 (2)緑化の推進 

36 自然を大切に、山を切り崩さないで開発して頂きたかった。 

37 

(1)シニアカフェ等、各自治体にて行われていますが、資金の援助を継続的にして頂きた

い。超高齢者社会に向かっており、健康的に日々暮らして行ける様…。(2)道路の雑草、

ゴミ等整備も重点的に行って。特に夏場の木の枝、はみ出した道路の草。更なる強化を

願います。 

38 

(1)お年寄りの人が多いから、その人たちが住みやすい町にもっとしてほしい。(2)この

アンケートを書いていて、答えるのに迷った項目がいくつかあった（知らないから）。

多分、自分と同じ年代や下の年代は政治についてあまり情報を学べる機会がないなと思

った。でも、ここで住めて幸せだなと思える位、自然が豊かで安心できる町だと思う。 

39 

これから高齢化が益々進むと思いますので、高齢者の一人世帯の支援が必要になって来

ると思います。具体的な支援対策などについて、検討をお願いします。また自治会から

町への連絡などについても必要になって来ると思いますので、自治会長会などに諮った

りなどについてもお願いします。 

40 街灯が少ない。 

41 

回覧板は必ず見るが、それ以外はほぼ見ない。HPは必要な時に検索するが見にくい。

欲しい情報が無い事が多い。広報とかゴミになるのでいらない。草取りが多い。班長の

仕事が多い。桑名、いなべの様な大きな病院がない（交通手段も車ぐらい？）。近くで

働く場所が無い（ネオポリ）。収入が高いと障害があっても補助が無い等と不満が多い

です。このアンケートも大金を使って役に立てられていますか？あまり効果がないな

ら、別の事にお金を生かして下さい。役場の方もここに住んでいるなら何に不満がある
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か分かりませんか？自分で困った所を改善していけばいいんじゃないですか？何回かこ

んなアンケートが届きましたが、仕事と家庭と家事、育児で大変なので困ります。 

42 
運転免許証の自主返納を考える年齢に来ていますが、今の生活環境では、車が無くては

生活が困難。オレンジバスの生活路線の本数を増やす等、改善、検討の方願います。 

43 

新しく住居地が増えてきていますが、川沿いのガードレールや街灯がなく、とても危険

だと思います。私も小さな子供がいて、外で遊ぶようになったらとても怖いです（鳥

取、東員交番横）。至急対応して頂きたいです。 

44 

子供達の通学路、木が道路に出ている。東洋ゴム近くの坂（中上）竹が道路に出ていて

学生が通学するのに危険。木が今にも折れそう。枯れ木が学生に当たりそうになった。

もっと木や竹を切らないと子供が危ない。家の近くでゴミをもらすので回覧で注意して

ほしい。 

45 

とういんプラムチャンネルをもっと違う局でも流してほしいです。広報とういんのわが

家のページで子供を載せているが、未就学児の１～５歳くらいまでを年一、誕生日ごと

に載せてあげたらかわいくて良いと思う。 

46 商工祭が楽しかった。景品が当たったり、餅拾いなど。夏フェスも復活して欲しい。 

47 

交通安全について。笹尾１丁目バス通り、笹尾公園通り交差点整備した通行者は助かっ

ております。今一歩進めて「高速交差点進入車抑制」の為の「指導標識」を取り付けた

なら、バス通り側は助かるでしょうか？…という事に気付きました。 

48 
子供の医療費が、病院でお金を払わずに精算できるようになってほしい。愛知県のよう

に…。 

49 
障害者福祉の充実を望む。障害者が大人になった時、保護者のいなくなった方が安心し

て生きていけるよう、行政として出来る事を増やしてほしい。 

50 
リサイクルなど協力したい気持ちはあります。でもなかなか分別できなかったり、悩ん

でしまっています。もう少し分かりやすく、簡単にしてほしいです。 

51 

道路の補修が道路全体ではないのでデコボコして、我が家では玄関と駐車場前に雨の日

には水たまりが出来、車が通るたび水しぶきが飛びます。以前は孫が通学、通勤に出か

ける前から服が濡れないかと嫌になっています。一言、道路の補修方法がよくないで

す。なので、役場の職員さん一人ひとりの意識を高める教育をお願い致します。例えば

現場に「足を運べ」という事でしょうか。 

52 

(1)豊かな水資源を活用して、落差の要らない小（マイクロ）水力発電で財政をうるおし

て欲しい。(2)子供祭り開催で大人を集め、フェスティバルに替えて町の活性化を計ると

楽しくなる。(3)員弁川南大社付近（頭首工）に橋をかけて中央大橋渋滞を緩和し、南北

の分断を避ける。 
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53 
もう少し未来のある人にアンケートを出して下さい。いいかげんなことをするな！！正

しいアンケートが得られない。 

54 

東員町がどうにかできる訳ではないと思うが、北勢線の本数を増やしてほしい。近鉄線

または JR 線で乗り換えが悪いと、桑名駅で約 30分北勢線を待つのが辛い。仕事終わり

は一早く帰って自分の時間を大切にしたい。 

55 

中学校を早く移転してほしいです。三和地区から一中までは遠く、雪の日や部活などで

遅くなる日は危ない。大きな地震が来たら校舎が危ない。子供達がすくすく成長できる

ように取り組んでもらっているのは本当に感謝していますが、よろしくお願いします。 

56 
(1)窓口に行くと、即対応に来てくれるのはありがたいです。(2)耳が少し悪いんです、

と言う高齢者には、大きい声ではなく、ゆっくり話してもらうとありがたいです。 

57 
(1)経費削減。笹尾連絡所は必要なのか、どのくらいの利用者がいるのか。(2)オレンジ

バスの時間を増やす。(3)町会議員を減らす。 

58 陸上競技場の再公認施設の改修。 

59 

もっとてきぱき仕事をやるべき。他の市町村役場を見て改善すべき。仕事中にずっとス

マホに夢中の人がいます。窓口対応もせず、毎回夢中。教育全体的に考え方が昭和。と

ても時代遅れだと思う。近所などを見ていても、親などに頼って当たり前。親が近くに

いなくて困った時に助けてもらえない人の気持ちが理解されないが、東員町の子育て支

援も全く支援になっていなく、助けてもらえる状態ではない。 

60 足がないから行動ができない。 

61 外灯のプラス。止まれの標示。 

62 

改善依頼点。(1)教育施設の使用方法改善。例えば中央テニスコートは当日受付ができな

く、空いていても使用できない。火曜は体協が休日の為、施設の空き状況が出張所で分

からず手続きができない為、情報の共有を改善。(2)交通事故防止では、青空駐車の取り

締まり徹底。バス、大型が左右折時、横断歩道上に停車していると歩行者に危険性があ

るため、停止線の位置の見直し要。(3)最近、月曜祝日の為３連休の回数が増え、役所の

窓口に工夫をして欲しい（休日しか利用できない方のために）。(4)各町会議員の方の実

際の活動状況が伝わってこず、何を議会で討議されているか住民には解らないので、何

も活動していないと誤解されやすい。(5)粗大ゴミの回収日を増やしてほしい。地区ごと

に軽トラがあるが、重複すると使用できなく時期を逃してしまう。 

63 (1)町民ファースト (2)税金の無駄遣いをしない。 (3)火災時サイレンの復活 

64 

(1)神田小学校の児童増加に対する環境整備。児童が安心、安全で学習できるよう強くお

願いしたい。児童数の整備（町内小学校へ均等化）、小学校の敷地等…とても心配で

す。(2)東員駅周辺の商業施設を早く導入し、活性化させてほしい。 

65 今のままで良い。 

66 

道路整備や伐採を積極的にしてほしい。城山球場から多度方面へ抜ける道（草も気にな

るが雨の日にドロドロになる道、逆に晴れた日の工事の影響によるものか砂ぼこりが運

転している際に舞ってしまう。） 
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67 

(1)子供と高齢の方との触れ合える場が増えると、子供達の感性の向上と高齢の方の元

気、活気につながるのではないかと思います。(2)笹尾の中央公園の桜はとてもきれいな

ので、もっと公園を整備してもいいと思います。 

68 ０歳児の保育園の受け入れを希望する！！ 

69 
町長の政策についてもっと説明が必要と考える。各自治体をもっと丁寧に回り、ミーテ

ィングの時間を作って下さい。 

70 

(1)北勢線を 10分に１本。(2)北勢線にクーラーを完備。(3)北勢線に ICを取り入れる。

(4)シンプルに街灯を増やす。(5)東員駅の活性化 (6)イオンにマクドナルドと GUと無

印を入れる。 

71 

鳥獣による害を調査して対処して欲しい。特に電柱電線下の糞は不衛生である。獣の捕

獲（畑等に入り込む）も同様に対処して欲しい。自然環境の良い東員町には絶対的に必

要である。 

72 (1)陸上競技場・球場・プール・公園などの整備、補修。(2)通学路の草刈り。 

73 (1)雑草が多すぎる。(2)道路の整備 

74 
大社祭も東員町内からやりたい人を集めてやってほしいです。関係する地区のみで参加

者を決めるのはどうかと思います。 

75 

道路に関しては東員町とは関係があるかないか分かりませんが、道路の白線が消え、毎

日の通行（車道）に不安を感じながらの運転になっています。白線がないだけで町その

ものの元気がなく感じます。 

76 

当アンケート等、いつも役場の作るものはあまり上手でない様に感じられます。今後こ

の様なアンケートを企画する時、民間企業に勤めている人々に協力して頂き、質問に対

する答えが今後の活動に生かし易いものになる様努めるべきと考えます。言い過ぎてい

ましたらごめんなさい！！ 

77 

清掃工場を桑名側に下った T字路の津田学園側の狭い道路を拡幅して下さい。最近、も

のすごい交通量です。桑名市の管轄なら陳情して下さい。ネオポリスの住民は皆思って

いる案件です。 

78 東員駅前開発、発展 

79 
事件、事故、東員町であった事。外にあまり出ないので、一ヶ月分まとめて回覧板で知

らせていただけたら嬉しいです。 

80 

(1)道路脇の草が生い茂って見えづらくて危ないので、定期的に刈ってほしい。(2)中学

に上がる前、児童が自転車に乗り始める頃に交通マナーの教室等を開いて、道路交通法

とかを教えてほしい。 

81 
スポーツに力を入れる。陸上競技場を公認競技場にして、公式大会ができるようにする

こと。施設があるのだから使用できるようにしてください。 

82 でこぼこの道をきれいにして欲しい。 

83 

自身が今度スポーツの全国大会に出場しますが、チームメイトが在住している他の市町

では旅費や宿泊費が出ますが、東員町は成人は対象外ということでした。生涯スポーツ

という言葉もあり、少子高齢化を考えると成人に需要が多いと思います。 

84 税金を安くして下さい（願）。 
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85 

(1)旧第二保育園の建物を現在「学童」と「いずみ」が利用しているが、地域の子供や大

人が利用できる場として是非とも開放してほしい。具体案として「子供食堂」、高齢者

の介護予防の場として利用していきたい。(2)第一保育園のように、住宅地にはしてほし

くない。 

86 広報とういんから放送される声（音）がはっきり聞こえない時がある。 

87 介護、健康保険料負担が減ると良い。年金生活者は大変。 

88 
水道料金は安価なのでよいのですが、下水道料金がもう少し安いとよいと感じる。北勢

地方全体のことなので全自治体で努力してほしい。 

89 町民ファーストの行政活動。無駄をなくし、必要なところに資金投下。 

90 
カーブミラーが少ない。子供の飛び出しが非常に多い。町は交通安全について完全に不

足している。見直し改善を…。 

91 道路がガタガタの所があり、修正してほしい。 

92 雑草や公園の不要な緑の処理。団地内のカーブミラーの設置。 

93 
ウォーキングをしていて思うことに、在宅の生け垣が道路上にはみ出していて車がくる

と怖いです。定期的に見廻ってカットするようお願いは出来ませんか。 

94 今後高齢化が進むと思うので、車社会からの移動手段を増やした方が良い。 

95 

勝手なお願いですが、執務時間を週に１回でも良いので伸ばして欲しいです。平日、会

社帰りに寄りたくても５時に終わっているので行けずです。度重なると有休も取りにく

いので、宜しくお願いします。 

96 
防災無線を宣伝等にもっと活用すべき。消防等のサイレンを鳴らせ！！近所で火事が発

生していても知らない事もある可能性がありえる！！ 

97 

中部公園にスポーツ後に利用しやすい温泉施設や飲食が出来る施設を作って、稼働率を

上げて利用者を増やす工夫をしてほしい。町民が他の地域に出かけてしまい、利用機会

を失っている。 

98 
乳幼児の支援の充実を。子供同士の交流の場を充実。東員町外の子供達も集える機会を

希望する。 

99 
各窓口へ行って立って待っているのに、無視しないで。何で来た？という顔をしない

で。 

100 東員中学の建て替え。 

101 東員第一中学校の移転や町の方針を、都度分かりやすく知らせてほしい。 

102 

(1)保育課の対応が悪い。(2)図書館の職員（一人）が怖い。(3)体育館の玄関の照明が暗

い。(4)役場の職員の方が働きやすいと感じる職場を作ることが町民への何よりの還元に

なると思います。 

103 交通事故が発生しやすい危険な交差点が数ヶ所あります。適切な処置をお願いします。 

104 員弁川など水辺で遊べる場所を増やしてほしい（川原へ手軽に侵入できる）。 

105 

封筒に対して紙が大きすぎる。 もう少しすぐ入るよう小さい書面にして下さいませ！

アンケートの内容は高齢者は記入したがりませんので、送っても家の人が代理で書くこ

とになると思います。悪いけど高齢者に記入してもらうなら、もっと簡単にして下さ

い。お願いします。私がいつも記入している始末で嫌です。 
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106 

昨年お風呂の水が緑色に濁るということが３回ほどありました。その時の水道課の対応

はひどかったです。こちらは水質が大丈夫か検査してもらいたかったが、臭いは無臭だ

から問題ないと、調べたりしてもらえませんでした。結局ハウスメーカーを通して水質

検査してもらいましたが、その時、春日井市役所は市が検査してくれると言っていまし

た。住民が求めていることをしてもらえる役場であって欲しいと思いました。水質のこ

とで不安を感じましたが、役場は対応してもらえないのだなと思い、残念でした。 

107 

もう少し利用しやすくなると良いなと思います。いつも行くと人が多い割にあまり親切

ではないと感じます。健康づくり課の方は親切で助かりました。ありがとうございまし

た。 

108 

(1)道路脇の木々につるが多く絡みつき、みっともない。木を活かし、つるを取り除いて

欲しい。(2)東員町内の道路はＴ字路が多く、交通渋滞が慢性化している。道路の偏りを

直し、十字で一本筋を通して欲しい。(3)道路の白線が消えているところが多く、修繕し

て欲しい。 

109 
よくやっていると思います。最近自分のからだが自由になりにくく、残念ながら参加し

にくいです。答えが抜けているところは参加できないので、分からなくてすみません。 

110 税金は適正に利用してください。 

111 

ネオポリス団地について、30数年以上住んで働いていても第二の故郷感がない。健康、

介護事業はずっと高位、毎年増加は分かる。予防事業にもっと人材、お金を投入しても

良いのでは。 

112 オレンジバスに車イスの人も乗れるように。 

113 
中・高生の勉強する場所がなく、桑名図書館などを利用せざるを得ないので、そういう

場所があると良い。 

114 

家の前の町道（城山３丁目地区）は交通量が多く（抜け道になっている）、道路整備に

力を入れて欲しい。家の前は地盤が悪く、アスファルトが下がり水たまりとなるため、

雨の際は水跳ねが我が家にかかる。役場に再々連絡させていただいているが、是正され

ない。不満です。 

115 

私は休みの日などに演劇活動をしております。知らないだけかもしれませんが。東員町

には稽古等で利用できる施設がすごく少ないように思えます（夜は 22時までなど）。

公民館なども１回の利用で○○万円などと高すぎて諦めたりしたこともあります。空間

を持て余している施設や公民館などを一般の団体やサークルに手軽な金額で貸すシステ

ムは作れないでしょうか？東員町出身じゃないとダメ！という差別も作らず。四日市市

なやプラザさんみたいな施設が東員町にも欲しいなと思ったりします。町内は諦めてい

るので、基本四日市市の施設を利用しています。 

116 
(1)回答欄に「分からない」を設置して欲しい。(2)町民体育大会や各種自治会行事が強

制参加のため、生活に支障を来す。 

117 
何かの申請などの時、窓口にその知識がきちんとある人が対応して欲しい。かなりの時

間がかかるので、もう少し手短に対応して欲しい。 
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118 

交通事故を減らすためのインフラ整備に力を入れていただきたい。(1)ガードレールの設

置（川沿いの道）。(2)自転車道の整備。(3)歩道橋の設置（しまむら・六把野変電

所）。(4)交差点内の車停止位置の見直し（横断歩道との距離が短い箇所、カーマ、しま

むら、変電所）。 

119 設問の趣旨が分からない部分がある。 

120 

東員町内でもネオポリスは核家族が多く、老夫婦だけで居住されている方々が多いと感

じますし、今後益々増えると思います。免許（自動車）を返納する人も増えるでしょう

から、乗り合いバスやタクシーなどを便利で簡単に使えるように話し合いや工夫をして

頂けないでしょうか。また詐欺や老人をターゲットとしたグレーゾーンの犯罪に近い行

為（高額で物を売るなど）の歯止めもご一考頂きたいです。どうぞよろしくお願いしま

す。 

121 

週に１度体育館を利用していますが、掃除が月一回と聞き、フロアに埃がたまって不衛

生。寝転がったりするので、埃がたまっているのがすぐに分かる。更衣室を使いたくて

も気味が悪く、気持ちが悪いので使う気にならない。トイレと共にリニューアルして欲

しい。汚いとも聞いています。 

122 
確定申告の利便性向上。以前東員町 HPで質問しても返事もない。何のための質問か？

役場職員の対応が感じ悪い（面倒そうな態度）ので、改善して欲しい。 

123 

犬の鳴き声（夜間、早朝）で困っています。犬の躾の１つとして飼い主の方（全員）

に、鳴き声についてどのようにしたら隣人に迷惑がかからないかなどを教えてあげて欲

しい（犬の予防接種の際など）。 

124 

(1)役場職員（？）のコンドウエツコ（？）、毎回非常に態度が悪く、不快です。こちら

の個人情報を大声で話すのをやめるよう、指導してください。(2)ゴミ置き場が遠いで

す。(3)カーブミラーが老朽化しているところが多い。(4)長深公園（？）の遊具がボロ

ボロすぎる。(5)街灯が少ない。 

125 神田学童保育を何とかしてください。野生の猿の被害も対策を考えてください。 

126 
暑い中、役場の皆様ご苦労様です。私には質問が大まかすぎて、一応答えましたが、分

からないことも答えてしまいました。あまりお役に立てずに申し訳ないです。 

127 

住民は分からないことがあって聞きに言ったり教えてもらいたくて行っているのに、態

度が悪かったりこちらが知っている体で話されるときがあるので、たまに不愉快になり

ます。 

128 

会社を退職して１年半になりますが、会社では確定申告、税金に関してはお任せで、社

会保険、税金に関しては分からないことが多々あります。退職者等を対象に勉強会があ

ると助かります。 

129 

勤務先が現在県外のため自分としてはあまり影響がないが、穴太駅から念仏橋までの区

間で、平日の朝は常に渋滞しており、道路環境の改善を希望します。特に東プレ東海か

ら念仏橋のところがひどい。最近トラック（ダンプ含む）の交通量が増え、右左折しづ

らいところが多く、渋滞の元になっている。役所だけでなく三重県との連携も必要。 

130 24時間営業のお店が欲しい。 

131 農地の調整区域の見直しをお願い致します。 
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132 

あまり利用することがないので分からないのですが、来場した時すぐに聞けるとか、分

かりやすくしてもらえたら助かります。それと入場した時、職員同士が立って話してい

る姿は感じよく思えませんでした。仕事でなら良いと思いますが、そんな感じはなかっ

たので！あと皆さんがこちらを見ると、萎縮します。 

133 
優しくて、相談に親切にしてくれ、東員町役場で働く人達には良いイメージを持ってい

ます。いつもありがとうございます。 

134 町内コミュニティバスの巡回経路をスタート時期のコースにして欲しいと思います。 

135 

子どもの任意接種ワクチン（ロタウィルス、おたふくかぜなど）は名目としては任意で

すが、病院での説明や病気のリスクを考えるとほぼ強制的に接種するものだと思いま

す。県外の自治体では費用を負担してくれるところもあるそうです。ワクチン代は結構

高いので、東員町でも費用を全額または一部でも良いので負担して頂けると嬉しいで

す。 

136 東員町駅前をもっと開発して欲しい。 

137 
何となく閉塞感があるように思います。町の魅力を内外へ発信してください。広報係、

頑張ってください。 

138 

家に閉じこもらず、人と交流できる場の確保、推進、応援に力を入れて欲しいと思いま

す。健康に関しては予防になることに力を入れて欲しいです。医療費削減にも役立つの

に、もっと力を入れるべきです。公園はウォーキング、ランニングに適しているのに、

活用されていない。不審者を隠すような、うっそうとした木はなくして欲しいです。 

139 

コミュニティバスの件です。現在は運転できますが、日に日に老化でバス利用にすがり

ます。バスの件で乗り、または降りる時の差です。もう一段付けると、足元が良いと思

います。 

140 

住みやすいところではありますが、もしもの災害の時、防災セットカバンをお年寄りの

方や面倒くさくて用意していない方も多いと思います。家族の多い人は人数分揃えるの

はお金もかかります。なので無料の支給をお願いしたいです。住みやすいところといっ

ても古い家も多いので、災害のために建て直し、リフォームはすぐできることではあり

ません。防災セットカバンの中の食べ物、水も賞味期限があります。できれば交換など

もできたら良いと思います。 

141 
保健師さんの担当がよく替わり、毎回何の目的で息子を見に来ていたのかいまいち理解

できなかった。引き継ぎはしっかりお願いしたいです。 

142 
各小学校の生徒数に偏りがあるので、改善して欲しい。アンケート内の項目内容につい

て、そもそも分からない（よく知らない）項目もあり、回答に困った。 

143 
路上駐車をどうにかして欲しい。住宅街に毎日路上駐車しているので、取り締まり強化

を希望。空き家も困る。 

144 

個人主義の考え方が加速し、自治会（コミュニティ）の崩壊が起き始めている。自治会

を抜ける人が増え、親（老親）と独身の子ども世帯もちらほらあり、次の世代へつなが

らない。東員町（運動会）、自治会活動も廃止するものはやめて、もっと参加しやすい

魅力あるものに転換していかなければならないと思う。また 65歳～75歳の男女の活
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動、仕事でももっと活用すべき。家で体を持て余している人が多い。お荷物の公園が多

い。 

145 東員第一中学校の校舎の早期建て替えを希望します。 

146 クレーマーにめげずに頑張って欲しい。 

147 東員町第一中学校の移転問題に早急に力を入れて欲しい。子どもの将来が不安です。 

148 

(1)国道 421号線を始め、県道などの道路に設置してある通路区画線（ニホンライン）の

整備を早急に進めるべきだ。交通事故を防止するため、重要。東員町から各道路管理者

に対して強く要望すべきである。要望した結果も広報とういんで周知されたい。(2)ネオ

ポリス団地内の各道路も年数が経過し、ボロボロになりつつあるものもあるので、計画

的に毎年予算措置をし、道路整備、通路区画線の整備も●をすべきである。計画案も広

報とういんで周知されたい。 

149 
東員町役場の活動をできるだけ見える形にする工夫が必要です。プリントや冊子を作っ

て「読んでおいて」では広がらない。 

150 
(1)防災ラジオ電波状態が悪いため、スイッチを切っている。(2)事故防止のため、道路

のライン整備願いたい。 

151 

自転車通行に関する取り組み。Q2-(1)：消火用具がどこにあるか分からない。Q2-(2)：

街路樹を撤去したため、車止めがなくなってしまった。Q2-(5)：古くなったブランコな

どを撤去して、必要な時にまた購入を考える方が良いのではないか。Q2-(6)：横断歩道

のラインが消えている。少々道路は悪くても、ラインは補修すべき。 

152 

質問がよくわからなかったり、どんな取り組みをしているか知らないものもあり、五択

以外の項目があると良かった。箱物は作らないようにして欲しいのと、道路整備（白線

が消えて見にくい）等、インフラは守っていって欲しい。 

153 

子どもがオレンジバス→北勢中央公園口で通学を３ヶ月利用しました。オレンジバスと

三岐線のつなぎが悪く、電車出発後１分後にバス到着予定はひどいと感じました。最終

も早すぎ、部活をやって帰ってくる頃にはバスがありません。不便さを続ける根気がな

く、あえなく高経費の通学ルートに変えました。 

154 三交バスの本数を増やして欲しい。 

155 

Q2「第６次東員町総合計画の策定に関するご質問」に答えるにあたって、判断するため

の資料等があると、より正しく答えられると思います。もしくは回答欄に「知らない」

「分からない」等があると助かります。 

156 
(1)借金を減らす。後日重点的政策に利用できる金が増えるため。(2)困りごと相談の一

覧表の作成。例えば消費者保護は○○課～係とか、近所迷惑は××課△△担当等。 

157 

Q2-(42)「町民サービス」にもあるが、時折住民対応において如何かと思われる職員がい

らっしゃる。老若男女に対応するため、不快な思いをしないよう、ご指導等お願いした

い。 

158 
今後高齢者が増す中、また高齢者の運転事故が増す世の中で、交通手段の確保が手軽に

できる町づくりに期待します。 
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159 

神田幼稚園近くの新築に住んでいるのですが、駅から家まで遠回りをしないと通れない

ので、道路を作って欲しい。また家の前の水路に子どもが落ちると危ないため、ガード

レールの設置をして欲しい。神田保育園の親御さんがすごいスピードで曲がってきたり

するため、危険。何度も危ない目に遭いそうになったと聞きました。ゴミ収集車が家の

前を通過するのにも関わらず、収集所まで持っていかないといけないのもよく分からな

い。小さな子どもがいるため、AM8：00までも厳しい。 

160 温水プールがあると良いな。 

161 

(1)保護猫、保護犬の助成金を増やして欲しい。地域猫への働きを町で支援して欲しい。

(2)飼い犬の散歩マナーを徹底して欲しい。看板設置だけでは効き目がありません。犬は

登録制であるから、狂犬病ワクチン等の時など、飼い主への啓発をしてください。最近

スコップや処理袋を持たずに散歩させている方が多いです。猫に関しても日本で先駆け

て登録制を考えても良いのでは？(3)老朽化している中学校、小学校の建て直し。 

162 

子ども達が楽しんで学べる環境作りを期待したい。１人１人の可能性を大きく育て、大

人になった時、自分の育った町をより良くしていって欲しい。木曽岬町が取り組んでい

る学校でのプログラミング教室など、「東員町で育った子はみんな１度は○○を学んで

いる」と言えるような特色のある教育も子ども達のためになるのではないだろうか。 

163 
このアンケートは自分が関わっていることは回答できるが、その他は分からないことが

多い。正確には答えられない。 

164 外国人の方が多すぎだと感じます。 

165 

(1)年金生活者にとって暮らしやすい環境を希望します。(2)高齢者、地域の補助金を増

やして欲しい。グラウンドゴルフの時、ほんの少しばかりの景品でもあれば、皆「健康

＝楽しみの場」となり、やりがいがあることで健康維持ができると思います。 

166 
子育て支援事業で、夏休み中に遊べる場所を提供して欲しいです。気温が高すぎて外遊

びが中々できないため。 

167 

(1)何故に畑や水田を大きく減らしているのか？もう少しバランスを取るべきではない

か！(2)財政は厳しいと認識している。中部公園の入園は 100円でも徴収すべきでは！

(3)東員町議会は委員が多い。今の半分でも良い！(4)東員町職員も仕事を効率化して減

らすべき！体育館入口のフレンドリーなどの窓口に５人も従事させていて（男１、女

４）、いつも皆暇そうに雑談、飲み物を飲んだり…。あの程度の仕事の人が多すぎる。

２～３人で十分！必要ない。 

168 現状を維持してください。 

169 独居の方への対策。死後事務委任契約等を役場で行って欲しい。 

170 
電波状況またはラジオが原因で防災スピーカー、防災ラジオの受信ができない家庭への

対応。個別に調査、対応をお願いしたい。 

171 
(1)町施設の利用申し込みはネット（コンビニでも可）等でできるようにして欲しい。

(2)他の市町に比べて習い事の選択数が少ないので充実して欲しい。 

172 
(1)防災ラジオをまた発売して欲しい。使っていて気に入っていたのですが、壊れてしま

って直らないので、また発売して欲しい。(2)ネオポリスは空き室が増えているので、調
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査して欲しい。(3)自治会を抜ける家がいるが、住んでいるので入らなくてはと思ってい

る。 

173 そろそろ町長等が替わっても良いと思います。 

174 町外の人達への工事受注が多い。職員の数が多いのでは？ 

175 野生動物との共存を希望します。 

176 

現状住みやすい町ではあるが、10年後、20年後を見据えた町づくりをして欲しい。

例：少子高齢化であり、企業誘致にもっと積極的に携わり、町民税等に反映して欲し

い。おからの出ない豆腐も良いが、付加価値が少ない。 

177 

道路の白線が消えているので、夜危ないので塗り替えて欲しい。歩道と車道の区別のと

ころが少ないので、きちんとして欲しい。（大型車がよく通る）鳥取の（桑信）ところ

が非常に危ないので何とかして欲しい。 

178 

アンケートの回答に分からないことが多くあり、申し訳ないです。問２の(18)子育て支

援では、とてもお世話になりありがたく思っています。学童では、先生に行き届いた見

守りをしていただき感謝をしています。若い人たちが東員町に増え、働きやすい地域に

発展されることを望んでいます。 

179 河川の清掃、改修が必要と思われる。 

180 笹尾連絡所の対応、愛想を良くして欲しい。 

181 

今も障害者のために福祉事業を充実させてくれています。誰が障害を持つようになった

としても、この東員町で安心して暮らせるように、障害者福祉を今後とも続けて欲しい

です。また、老人福祉や子育て支援、企業誘致等を積極的に進めて欲しいです。また、

高齢化が進んでいるので、町民体育祭等の行事を無理に存続するのではなく思い切って

見直し、廃止することも必要だと思います。老人が運転免許証を返納しても困らないよ

うに、オレンジバスの存続をお願いします。 

182 東員町内の各学校で、平等な教育環境を整えていただけると良いと思います。 

183 
役場に行った時に、初対面なのに馴れ馴れしい態度の対応があった（タメ口）。分別は

あった方が良いと感じました。 

184 
(1)企業誘致に力を入れて欲しい。多度工業団地に負けている。(2)道路の街路樹につい

て、伐採も含めて維持管理費の軽減の検討をして欲しい。 

185 

(1)企業の誘致は大切ですが、インバウンドは反対です。(2)東員町の賃貸物件が全て高

額な理由を知りたい。(3)三重交通の名古屋⇔ネオポリス、桑名⇔ネオポリスの本数を増

やして！(4)子供や老人ばかりではなく、30代、40代、独身も住みやすくして欲しい！

子供や老人だけが住んでいる訳ではありません！税金のことも考えて！！ 

186 

財政が厳しいという声は聞いています。しかし、毎年始めに配布される立派なカレンダ

ー（大きいし、紙質も高級すぎ）は使いづらく、すぐ破棄してしまいます。また、高齢

者用の生活アンケートも用紙が高級すぎです。全体の支出からすれば少々でしょうが、

このような小さなところから見直して行かなければ、全体の財政の改善は難しいのでは

といつも思っています。 

187 お年寄りに優しい、車がなくても自由に動くことができる街を希望します。 
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188 

東員町内の道路で車道外側線が消えたままになっているところが多く、夜間の歩行者の

視認性が落ち、危険な場所が多い。町内の車道外側線と横断歩道線も含めて、線を引き

直して欲しい！ 

189 
(1)雑紙の回収頻度が少なすぎる。月１から月２、月３にして欲しい。(2)プラスチック

ごみも回収の回数を増やして欲しい。週１→週２へ。 

190 

(1)空き家などの草木が道路にはみ出すぎて、通行の妨げになる場所がある。住居してい

る場所でもあるので、交差点近くなどでは特に危険。防犯上、見えづらいのは良くな

い。(2)公園の危険箇所は点検、整備を早めに進めて欲しい。(3)中部公園の水はけが悪

い。(4)体育館の観客席など、もっと掃除をして欲しい。埃が溜まりすぎて汚い。コート

は利用者がきれいにするのに、見る場所が汚いのはおかしい。 

191 

ゴミの分別で燃えるゴミ・プラゴミに分けているが、プラゴミについて再生に回される

のはほんのわずかで、ほとんど焼却されているらしい。東員町の現状はどんなものか。

再生されないなら全部燃えるゴミで出した方が簡単だが。 

192 
雨天でも遊べる幼児や小学生用の施設があれば良い。本が置いてあったり簡単なゲーム

ができたり、体育的な運動ができる場所で、いつでも子どもだけでも自由に行ける所。 

193 

(1)桑名市との合併を早期に実現してほしい。(2)県道 14号の「理容タチ」と「木村商

店」の交差点は道幅が狭く、見通しが非常に悪くて危険だ。ミラーも見づらすぎる。早

急な改善を。(3)笹尾連絡所に図書館の返却ポストを設置してほしい。そこからオレンジ

バスで図書館へ運べば良い。 

194 年金は貰えるんですか？ 

195 地域の活性化、産業の PR 拡充等。 

196 

町長の考えていることがよく分からない。思いつきで物事が進んでいるように思う。も

っと行政として考えていただきたい。町長と町民の思いが、かけ離れてしまっている。

失敗もあって当然ではあるが、反省して次に繋げる PDCA サイクルができていないので

はないか！もっとよく考えていただきたい！ 

197 子どもや赤ちゃんが室内で遊べるところを、もっと増やしてほしい。 

198 ホームページをもっと分かりやすく、魅力的にしてほしい。 

199 

すべての問いに答えられなくて申し訳ありません。問題の大きさと回答にすべて答える

ことが意に反することとなり、回答できませんでした。「YES」or「NO」的で答えるよ

うに思えて。 

200 住民税の減税。 

201 いなべ市の「にぎわいの森」のような、若者が訪れやすい場所を作ってほしい。 

202 
室内環境の充実…(1)直射日光の当たらないプールを作る。またはジム誘致。(2)休日や

週末に各種講座（ハンドメイドなどの趣味系）。(3)図書館書籍数を増やすなど。 

203 

(1)防災無線に雑音が入り、電源を切ることが多々あるので、緊急時に役に立つのか不

安。防災無線の点検の所要時間（日数）をもっと減らしてほしい。(2)東員町の HPにあ

るオレンジバスの時刻表が見づらい。特に東員駅のバスの乗り換えが分かりづらい。 

204 もう少し思い切った取り組みが必要ではないか？ 



14 

NO. 自由記述 

205 

レインボー団地の公園前にミラーを付けてほしい。子どもも飛び出てくるし、車もスピ

ードを落とさずに来るので危ない。レインボー団地内に棲み着く野良猫がどんどん増殖

しているので、殺処分するなど何とかしてほしい。糞害や病気の猫がいて、衛生的にも

気になる。 

206 
若者が東員町に住みたいと思うように、交通機関の充実と働く場を増やすこと、大きな

救急病院（総合病院）を造ること。 

207 

神田保育園では保護者参加の行事が多すぎる。親が仕事を持っているから預けているの

に、親参加の行事が多いのは困る。敬老の日の行事で、足の悪い人は現地へ行けない。

優しさがあるなら送迎してほしい。 

208 車に乗れない人のサービスを、どのようにもっと充実させるか。 

209 
子ども医療費の窓口負担を０円にしてほしい。発達障害児のケアをする施設が少なすぎ

るので増やしてほしい。 

210 時折サービス意識が徹底しない職員さんがいる。 

211 いつ行っても、明るく・元気・笑顔で迎えて下さい。 

212 
第６次東員町統合計画策定に関する質問について、取り組み状況が見えない項目が多数

ありました。 

213 環境は素晴らしいですが、車がないと生活がしにくいところだと思います。 

214 
福祉の充実を願います。母が要介護３の介護認定をいただいていますが、介護タクシー

が町内にないのは大変困ります。 

215 
東員町の競技場はとても良いところですが、今の状態では公式記録が出せません。整備

をお願いしたい。 

216 
インターも高速道路が整備されましたので、多くの企業を誘致してほしいです。マンシ

ョン建設などできるよう、若い人達が多くなるような町にしてほしいです。 

217 
東員町ナイタリーグの予算を戻してほしい。今年度から急に予算がないと一方的にする

のはかなり不満です。 

218 地域内の道路が狭くて、老人が散歩するのには危険。 

219 

歩道の草がとても気になります。また子ども達の通学路の縁石に、犬の糞をそのままに

している人がいて困ります。それは毎日、犬の糞をどけている人間がいることを知るべ

き。歩道の草は家の近くなら誰もが抜けば済むこと。環境美化は子ども達にとってもと

ても大事なこと。町民ひとり一人が意識して行動ができたら良いのだが…。質問項目が

多すぎる。またよく分かっていない者にとってはどうなのか？結果については説明も加

えて知らせてほしい。 

220 

窓口に用事をしに行くと、たまに感じの悪い人がいる。役場の方には当たり前のことで

も、一般の町民にとってはよく分からないこともあるので、質問したり間違ったことを

聞いてしまった時も優しく対応して下さい。 

221 ちゃんと TEL対応をして。 

222 
老人夫婦の世帯が増えているので、交通手段の充実・定期的な集まり（企画）も地域の

情報交換・交流に役立つと考えます。 

223 満足しています。これからも頑張って下さい。 
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224 

今の町長になってから、東員町の発展が止まっている。東員インター周辺の開発など、

町として大きくなるチャンスがあるにも関わらず放置している罪は重い。無能な町長、

役場関係者、議員はさっさと辞めるべき。 

225 

(1)オレンジバスの小型化を進めていただきたい。（経費の無駄のように思う。）(2)イ

オンモールから西側の方向に学校の側道が通行止めになっていますが、南側の川に沿っ

ての道路が混雑して困っています。 

226 
役場には何も求めていない。期待もできないと思っている。何の力にもなってくれない

から、今のままでいいのでは。アンケートを聞かれてもよく分からない。 

227 
小・中学生の通学路の整備を早急に行い、交通事故や危険な目（不審者等）に遭わない

ような施策をお願いします。 

228 

災害時に、避難所については小学校がなっていますが、多災害時には高齢者、幼児、障

害者（災害弱者）が集まった場合、対処できるか否か。私の所では橋が落下した場合避

難に行くことができないので、自治会館について第二の避難所として指定できないでし

ょうか。ご要望させていただきます。 

229 
各地域での健康体操を増加して欲しい（今は各自治体でやっている所とやっていない所

があります）。いつまでも健康でいられる為。 

230 

(1)防災ラジオの点検（電源コードの劣化あり）。10年以上何もなし。皆、どうしてい

るのか？(2)グラウンド西にある時計は時刻が不正確。係の人に言っても、役場に（町

に）金がないと言っている。他地域から来た人にみっともないと思うが？(3)火災時のサ

イレンが必要だと思うが？各自気をつける機会になるのでは？ 

231 正午と午後５時の放送、必要ですか？ 

232 
最近、野良猫が増加しています。子供を産み、これからも増すと予想されます。大切な

命です。町全体での保護活動など、期待しています。 

233 

自分たちを含めた高齢者世帯の中にはパソコン、インターネット、スマホ等の通信機器

を持っていない方もいるはずなので、広報誌、他の手段を通して伝達できる仕組み作り

も大切ではないかと考えていますが、いかがでしょうか。私どもは上記のパソコン他の

機器は使用していない現状であり、少し不安を感じているところです。 

234 中部公園の職員が利用者に対し上から目線で、非常に不快。改善を望む。 

235 

毎日暑い日が続いています。子供たちが暑い日なのにプールに入れないと知って、驚き

ました。今、ごみ処理場が建設されている時、名古屋市の南陽プール（焼却時の熱を利

用しているとお聞きしましたが、間違っていたらすみません）の様に、屋内プールがで

きないでしょうか。暑い日、寒い日、関係なく泳げ、また健康寿命とよく言われます

が、高齢者にも良いのではないかと思います。 

236 東員町民のことを考え、ご尽力下さい。住みやすい東員町になりますように。 

237 キャンプ場が欲しい。 

238 子供たちが元気に安心して暮らせる町が続くと嬉しいです。 

239 
子供の夜間の高熱で病院に行きたかったが、三重県内の病院は開いていなかったため、

近くの病院で夜間対応できるところがあれば助かる。子供の病気の相談など、24時間相
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談できる電話もあると助かる。#8000が繋がらなかったり、病院紹介の電話しかない。

特に力を入れて欲しい。 

240 

生活の変化と共に期待することは変わってきます。オレンジバスを今後利用することは

ないです。本当に必要とする人は町民の何割になるのでしょうか？無駄を減らして、福

祉や道路整備をして欲しいです。町内のもう少し充実した病院があるといいなと思って

います。よく、かかりつけと言いますが、近くに総合病院があると助かります。多分、

私が高齢者になりつつあるからです。新しい家が建てられない若い人がいますが、いず

れネオポリスのように高齢者の多い町になるのが心配です。また東員町は農地の多い町

です。町の特産物は発展途上で、ぶどう、ブルーベリー、大豆など、取り組みはあるも

のの決め手がありません。豆腐、豆乳、揚げ、とても美味しかったです。直売店があれ

ば、収入にもなると思います。ふるさと納税もあればと思います。法人が少ないので税

収入も見込めず、潤う町となるような取り組みにも期待したいと思っています。プラム

チャンネルも有料でしか見られないのも残念です。 

241 役場近辺の開発はどうなっているか、報告して欲しい。 

242 

(1)動物のことです。犬を飼うにあたって必ず登録申請義務のもと飼育していますが、犬

が亡くなった時に町斎場利用の許可申請に窓口に行った時に同時に飼育登録削除はでき

ないのでしょうか？死亡したのに翌年もその次も注射時期になると葉書が届き、その後

役場へ出向き登録削除していました。同じ窓口に行っているのに、同時進行できないの

でしょうか？(2)子供（中学生）の受診時、医療費窓口払いはまだ続くのでしょうか？で

きない理由は、子育て中の親は理解できますか？ 

243 
若い女性、保健課の人の対応が良くない。愛想も良くないし、話し方がきつい。同じ保

健課でも、年配の方は愛想が良い。 

244 (1)せめていなべ市くらいの行政を行って欲しい。(2)住民税、固定資産税が高い。 

245 将来の税収入増の確保を期待する。 

246 
中部公園に、いなべ市のにぎわいの森のような県外からも遊びに来ていただける雰囲気

（店舗等）が必要では？ 

247 アンケートに「わからない」というところが欲しい。 

248 
緑地があるのは環境に良いと思いますが、道路へはみ出している草、樹木の整備をして

欲しい。 

249 

住民にもっと親切に対応して欲しい。不親切で情けなく思うことが多い。人数が多すぎ

るのか、真剣に働いている姿が少ない。文書の作成がまずい。もっと専門家がきちんと

点検して作成して欲しい。勉強して欲しい。あまりにも恥ずかしい文書が多い。町長は

点検しているのか。町長はお飾りではない。真剣に働け！ 

250 
自動車免許証返納に対する対応の充実化。(1)コミュニティバスの充実（→無料化、本数

の増加など）。(2)宅配サービスの充実。(3)介護タクシーの充実。 

251 
今のところは買い物等もできますが、後に不自由になった場合、買い物、病院等のタク

シーなどの計画を期待しております。 
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252 
東員町には立派な陸上競技場があるので、もっと整備していただいてもっと活用してい

ただけたらと思います。 

253 

節約。アンケートはよくするようだけれど、その結果とか方向性とかは全然伝わってこ

ない。人を増やすのは税収とか伸びていいかもしれないが、長い目で見て、田畑が減っ

たり家が増え続けるのは怖い気がする。 

254 

新しく転入されたり、アパートなどで一時的に居住される方、外国籍の方の増加があり

自治会加入率が低下する中で、ごみ集積所の管理や様々な自治会の活動が難しくなって

きていると感じます。従来の良さは残しつつも、自治会に頼りすぎない施策の推進をお

願いします。 

255 仕事の効率化 

256 

東員町役場の方々、いつもありがとうございます。大型ショッピングモールや高速道路

の開通のこともあり、自動車渋滞が増えた気がします。道路ルートや信号機、道幅を広

げたりなど、改良をお願いします。 

257 

(1)道路には歩道が少ないので、できれば大きな道には歩道を付けて下さい。(2)老人で

乗り物に乗れないので、町のバスをもっと活用できるように全ての町内を回って、駅、

役場へ行けるようにして欲しい。(3)今の町のバスはほとんど大きな道で走っているの

で、バス停まで行くのに苦労するから。 

258 
コミュニティバスの運行系統が分かりにくい。東京の地下鉄のように色できちんとして

欲しい。たまに乗るので分かりづらい。 

259 住みやすい街づくりをお願いします。老後の安心。免許返納後の対策。 

260 
団地の公園内で、犬の散歩を止めて欲しい（どこでも尿がしてある。小さい子供が遊ん

でいるので、衛生上良くないと思う）。 

261 

子育て支援センターが１箇所しかない。しかも園の中にあり、狭いということをよく聞

きます。いなべ市は５つ、桑名市は３つあり、とても（玩具、設備が）整っているので

（見に行ったことがあります）、東員町も他のところを見て検討して欲しい。「子育て

に力を入れている町」だと聞いているが、そう思えない。公園も小さい子向けの遊具や

施設があるとありがたい（中部公園は大きい子向けのイメージ）。前向きな検討をお願

いします。 

262 いつ行っても丁寧に対応して下さいます。 

263 道路整備をお願いします。 

264 
東員町の町おこしの為、ミュージックフェア的なイベントを年１回、秋にさくらホール

（中央公園）で開催して下さい。 

265 

東員町はとても環境も良く安心して暮らせる町ですが、高齢者が元気で外に行けるよう

に、オレンジバス以外の所得によって年間のパスポートがありますと助かります。三重

交通や三岐鉄道も利用できるようにしていただけますと嬉しいです。 

266 

道路をきれいにして下さい。歩道があると歩行者は安心して歩けます。歩道をたくさん

作って欲しい。子供が飛び出してくることが多いです。幼保小中で交通安全について勉

強していると思いますが、見直しして欲しい。車を運転して周りも見ながら運転してい
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るが、急に飛び出してくるとびっくりする。それで轢いてしまったら車の運転手が悪く

なるので、お願いします。 

267 

職員対応の質を上げて下さい。愛想がない。親身さがない。子供たちが保・幼稚園時代

に思ったことは、先生達は子供の悪いところを親の育て方が悪いと言い、全く先生が子

供を見てくれずほったらかしにされて、嫌な思いをたくさんしました。最悪な先生方で

した。そんな先生が今、園長や副園長、主任だと聞いてゾッとします。 

268 

新聞やチラシの集積用コンテナに、段ボールや雑誌を禁止しているにも関わらず入れて

いる人がいます。防犯カメラ等を設置するなどして徹底させるようにして欲しい。ま

た、段ボール、雑誌等の収集日、又は場所を作って欲しい。今は運転できるのでストッ

クヤードに持って行けますが、免許を持っていない人や高齢の方はどうすればよろしい

のでしょうか？もし現在、場所があるのでしたら、分かるように案内して欲しいと思い

ます。すぐカメラでなくても警告だけでも。商業施設、道路の誘致もいいですが、自然

も残して欲しいですね。今の東員町はそこそこ自然があるし便利もいいので、今の東員

町には住みたいと思っています。問２の(6)道路整備について、道路を増やすのではなく

整備（ひび割れや陥没等）に力を入れて欲しいです。また、川のごみがとても気になり

ます。要望ばかりで申し訳ありません。 

269 

東員町に住んで一番に感じたことは空気が良い。以前、四日市市塩浜本町に住んでいた

ので違いがよく分かる。二番目は水道水が良い。そのまま飲める。以前、大阪の豊中に

住んでいて、これが水道水かと思うほど臭いのを経験していると、水道水がそのまま飲

むことができるのが嬉しい。三番目は、公園も多いし自然の緑も多いし、貸し農園もあ

って家庭で食べるくらいの野菜は自分でできる。ここで生まれて育った人は価値が分か

らないかも知れないが、空気、水、自然がどんなに生きる上で大切な宝物かということ

がよく分かる。そして災害が少ない町だ。これからも少しずつ見直されて発展していく

町だと感じる。 

270 長年生きてきた老人を大切にして下さい。 

271 

(1)町民税が他に比べて高い。何とかして欲しい。(2)子供の給食費の無償化を是非して

欲しい。（そうすれば、学校の先生の負担がなくなる。そして平等であると思う。所得

が多いから豊かとは言えない。）(3)介護保険料の支払いが高くて負担だ。何如、いつま

でもとり続けるのか分からない。廃止にはならないのか。 

272 

年金のことを聞きに伺ったが、担当者が理解できていなかった。その他の人も含め、若

干レベルが低い？？先日、水道メーターを取り替えに来られた担当者はしっかりしてい

ました。 

273 幼稚園、保育園の環境改善を早急にして欲しいです。 
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274 

朝、夕便のオレンジバスをしまむら辺りでも停まるようにして欲しい。運転の荒いバス

運転手を指導するべき。先日、オレンジバスの運転手が足がおぼつかない感じで歩いて

いるのを見た。そのような人を運転手にしていてはいつか事故が起きる。池袋の飯塚幸

三みたいに。事故が起きた時に東員町が責任を取れないなら採用はやめるべき。東員町

ホームページの内容が薄すぎる。図書館の閉館日７月分を見ようとしたら、7/28時点で

８月分しか見られなくなっていた。東員町で行われるイベントとかが書いてなくてつま

らん。桑名とかからイベント目的で遊びに来られない。そんなんじゃ。前にテレビで東

員町を紹介していた時、町長がコスモス畑について知らなくて、「ダメだこりゃ」と思

った。イオン東員をお勧めしていて、ダメ町長。 

275 犬の糞がそこら中にある為、衛生面がとても悪い。住民のマナーが悪すぎる。 

276 
とういんプラムチャンネルを、ラッキータウンテレビに加入していなくても見られるよ

うにして欲しい。 

277 

(1)公共の入浴施設の設置。高齢化や１～２人家庭が多くなり、公的交通機関を利用して

行くことのできる場所に設置するべきではないか。現在、町内には公共の入浴施設がな

い。(2)公道の歩道周辺の草取りを一部自治会に行ってもらっているようであるが、住民

が住んでいなかったりした所（車の駐車場周辺）は全く行われていないので、歩道周辺

は町が責任を持って行って欲しい。(3)笹尾東１丁目の道路のフェンス周辺は歩道がなく

危険である。公道の歩道を設置して、安心して歩けるようにすべきではないか。（道路

沿いに白線が書かれているだけで、自動車の交通量も多く、バス停に行く者にとって危

険だ。） 

278 

障害者や介護者に対する金銭的な補助が少なく、自宅で介護するにも病院に入院するに

も負担が多くギリギリの生活よりも、生活保護の方が楽な状態なのが悲しいです。精神

障害者本人、家族がもっと安心して生活できる制度を作って下さい。このままだと一家

離散です。 

279 
(1)町が主導で ICT 化を進めなければいけない。(2)人材不足で遅れをとれば、他の地区

に人も企業も取られてしまう。(3)安定的な収益のない観光に力を入れる必要はない。 

280 
町に特徴がない。全て平均的な気がします。このままでは他市町に吸収されてしまうの

ではないかと心配です。 

281 

役場職員の方は町民の目、耳、足になって欲しい。尋ねられた時に上司、同僚に尋ねる

のではなく、１人１人がもっと勉強して欲しい。困って相談に行っても先延ばしにして

欲しくない。 

282 

結婚しない若者が増えていることの対策がおざなりになっていないか！地元企業の確

保、安心して結婚生活を持続できる雇用形態、地元定着が少子化の解消にも繋がってい

くのではないでしょうか。 

283 

(1)最近、獣が頻繁に出るようになり、山に食材が不足しているのか庭に植えている果物

や野菜を食べられてがっかりする。何とか手当てをして欲しい。(2)道路の白線が消えて

いる箇所が多い気がする。直線と右折をはっきりと線引きして欲しい。 



20 

NO. 自由記述 

284 

図書館の充実（本が古かったり、冊数が少ない気が致します）。緑地の整備をお願い

に、まちづくり課に行ったこともありますが、未だ伐採していただけておらず残念で

す。 

285 

現在済んでいる三和地区の少子高齢化がとても気になります。現３歳児においては三和

地区全体で 17名しかおらず、この数年の様子を見ていても子供の数が減るばかり。そ

れにも関わらず、PTA、地区の様々な役員・役割は変わらずあり、保護者・各家庭の負

担が重くなっています。（様々な）役員を同年で重複している家庭も多々見られます。 

286 
役場の活動、実績などをもっと広報して欲しい。時々しか馴染みがないので、知らない

ことが多いと感じます。 

287 
これからの東員町は何をとっても足りたと思える物事がないように感じます。資源がな

いなら、ない政策を考えて行政を推し進めて欲しいものです。 

288 病院誘致 

289 
新しく転居されてみえる方が多く、車や人が多くなった割に道路が狭く、見通しも悪く

ハラハラする毎日です。家を建てる前に、道路整備や標識の設置をお願いします。 

290 

(1)近未来、本庁へ自分で行くことが難しくなる（車にいつまで乗れるか分からない）。

その為、オレンジバスの運行をもう少し多くして欲しい。(2)集団検診（例えば乳がん検

診については、マンモグラフィーだけではなく触診も取り入れていただきたい）。(3)胃

がん検診も胃カメラにして、高齢者が公共の乗り物を利用して遠くまで行かなくても近

場でできるようにしていただきたい。(4)本庁まで行かなくても連絡所で用が済むように

していただきたい。 

291 

(1)東員第一中学校の早期建設をお願いします。(2)学童施設を、期間を決めて利用でき

るように（例：夏休みだけなど）して欲しい。(3)資源ごみの籠の設置（夏の時期は、ス

チール缶、アルミ缶、各１籠だけではなく増やして欲しい。ペットボトル２籠の時もあ

り、増やして欲しい）。(4)オレンジバス、中上～イオン間、今はありません。利用可能

にして欲しいです。(5)婦人科乳がん検診、マンモグラフィーとエコー検査を選べるよう

にして欲しいです。 

292 
例えば大府市の活動を取り入れて、高齢者が生き生き楽しく健康寿命を延ばせる町づく

りをして欲しいと願っています。 

293 放送が聞こえにくい時がある。 

294 

東員病院の坂の下を降りた信号機のところで、桑名からいなべ方面に走ってきてネオポ

リスの坂に右折する時に、停まる場所の白線が消えてしまっていてどこに停まっていい

のか分からずとても怖いので、白線を早く引いて欲しいです。たくさんの人がそう言っ

ています。 

295 東員町に総合病院を作って欲しいです。 
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296 

(1)四日市は可燃ごみとプラごみの分別がなく、楽らしい。(2)医療費助成の窓口での支

払いを、四日市市のようになくしてほしい。(3)街路樹等の伐採は緑がなくなり、桜がな

くなり、山がなくなり、町から緑がなくなるのはいかがなものか。子供たちが登下校で

桜並木が見られなくなり、どうして抜いたんだろうと悲しがっていた。(4)学校でマラソ

ン大会がなくなったり、マラソン大会に学校から出ることがなくなり、学習発表会

（劇）がなくなり、現在の子供たちはいろんな経験が乏しい子に育っていく気がする。

(5)第二中学校の部活が少なすぎる。 

297 
町内アンケートによく当たります（４、５回）。家族で私だけです。無作為にしても多

いです。何故でしょうか？ 

298 
東員町内に居住する外国人の方と、地元住民が交流できる場の提供を期待しています。

役場に勤務する若い方や女性を中心に、イベントを企画して欲しいです。 

299 

子供の一歳半健診にて、古い昭和の頃から使っていそうな絵を見て（立体的な玩具を見

せるとか）子供に判断させる項目を、人見知りが始まっていることもありできず。再度

出向いてまたやりましたが、個室で子供が何をされるか不安な様子の中、大人に囲まれ

てまたできず。これができないと将来何に影響が出るかと聞くと、「分かりません」と

答えが返ってきました。データを取るだけに親も子も不安にならざるを得ない方法を、

見直してもらえないかと思います。再度となると、今時共働きで休みを取るのも大変な

ので。ちなみにうちは４人目で４回経験したものとして、他のお母さんたちもきっと不

安になって帰った人が多いと思います。今までやってきたからではなく、本当に必要な

ものだけに絞って、頑張っているお母さんの話を聞き、褒めてあげて欲しいと思いま

す。その先、褒めてもらったお母さんは自信に繋がり、楽しい子育てになると思いま

す。ごみ袋ですが、（小）の不燃物用ごみ袋を作って下さい。普段は大きいものは出

ず、お菓子や料理などの蓋などの小さいアルミ程度が多いです。（４人子育て中ばあ

ば） 

300 
役場の職員の対応が悪い。こちらが来ても無視されました。土曜、日曜に窓口を作って

欲しい。 

301 街灯を増やさないと駄目だと思います。 

302 空き家と道路の雑草がとても気になります。 

303 現町長で永く行政を行ってもらいたい。 

304 
可燃用のごみ袋は大きすぎて無駄です。小の方は小さすぎます。以前のままで良かっ

た。結ぶところさえ変えれば。主婦の意見を取り入れてやっていただきたいです。 

305 安心、安全に過ごせる町。子供が遊べる町。 

306 
性別欄、男女でいいの？時代に合わせる。女性の管理職、自治会役員を積極的に増やす

気はありますか？保幼でジェンダーバイアスがかかっていませんか？ 

307 老後も安心して暮らせる町であればと思います。 

308 温泉を掘って下さい。 

309 健保財政。国民保険料を極力上がらないように。 

310 ホームページは見やすいが情報が少ないため、もう少し充実させて欲しい。 
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311 

特に不満はありませんので東員町では悪政は全く行われていないものと考えております

が、ここでもう一段、東員町全体として前進していく為の条件として、18歳以下、中で

も小・中学生への教育の充実が求められることと思います。小・中学生の教育において

障害となるのは「いじめ」「先生側の怠慢」などいくつもありますが、東員町や三重県

にとどまらず日本全国でいじめ問題が続出する今、やはりここに力を入れて少しずつ解

決、改善していただきたく思います。ここで根本的対応として、いじめ問題発生時には

まず先生側の「ことなかれ主義」をなくし、同時に生徒には「善悪の判断力」を身につ

けてもらうべく指導を適切にすることを提案させていただきます。人間関係の問題解決

を通して、先生側が率先して生徒の人格形成を補助することで生徒からの信頼も厚くな

り、学業にも励むようになるだろうと推測されます。そして学力が向上すればするほど

いじめ問題というのも自然に消滅していき、その学年を見た前後の学年にも良い影響が

広がっていくかと思います。これらはあくまでも理想論ですが、学力向上ばかり優先さ

せるのではなくその土台となる「人間力」の向上にも積極的に努めることが望ましいか

と思います。学業以外の部活動等に関して一つだけ要望があるとすれば、東員町の競技

場の有効活用です。あの場を利用したいと考えるサッカーチームもあるようですので、

是非協力して東員町全体の活性化の為に尽力していただければ幸いです。 

312 

(1)毎年、秋のコスモス畑はすばらしい。私も写真を撮り SNSで発信し、多くの知り合

いも観光に来る。(2)他に、季節にあった SNS映えする自然物を町内にお願いしたい。

夏にはひまわり畑とか。公園近くの彼岸花は素晴らしいです。(3)町内の道路の白線が消

えていて、非常に危険です。 

313 

他市と比較すると随分住みやすい町であると思いますが、東員町としての強み（魅力）

が明確化されていないように思います。特色のある町づくりが必要であると思います。

（共生型施設、新しい型の地域施設など、他市、他町が行っていないような新しい発想

など。） 

314 

いつも取り組み方などに賛同しております。(1)私は日本文化（茶道教室）を開いており

ます。いずみ文化祭で私的サークルで茶道人口を増やす為、皆様には抹茶・和菓子を販

売しております。文化協会では一人の茶道の先生が毎年やっておりますが、その先生を

広く募集して他の先生にもお茶会をやれるチャンスを与えてはいかがでしょうか。使う

道具（お抹茶、茶筅）など多めに購入し、余るのを見越してそれをその先生のお稽古で

使っているそうです。そのような点、出金状況を主催者側で厳しくチェックしていただ

きたいと思います。(2)将来を担う子供たち、中学生にも、日本文化を体験する場をお願

いしたいと思います。活動的なものも必要ですが、礼儀作法なども現代の子供には必要

とされています。１年に１回でも良いですので、私たち講師にチャンスを与えて下さる

と嬉しいです。意外に、子供たちの中でも「美味しかった！」との声が聞かれました。

先日、笹尾の子供のクラブにて、ボランティアでお抹茶を出した時の感想です。 

315 

笹尾西は高齢化が進んでいるので、高齢者が住みやすい町づくりは勿論大切ですが、若

年層を増やすためにも子どもへの支援（医療費や学校設備）などが充実するとより良い

と思います。 
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316 

24世帯入居のマンションです（表札もなく、お名前もお顔も知りません）。自治会のお

世話をする方もおりません（管理会社で入っているとのことですが）。自然災害に備え

て、このマンションの中で自治会に関わる人を選出するようにして頂けたら嬉しいで

す。でも、これは私個人的な意見で、そうなれば町内清掃などがあり、煩わしく思われ

る方もおられるとは思います。ですがそういう場がご近所の繋がりになって楽しく住ん

でいけると思うのですが…。広報もカレンダーもちゃんと頂きたいですし。（広報も遠

くのコンビニまで行くことがあり、カレンダーは今年はありませんでした） 

317 子どもの医療費の窓口負担をなくしてほしいです。 

318 

自治会についてですが、年寄りが若い者の都合や予定もおかまいなしに、いつでも昔の

ことにこだわり主導権を握っていて、それを若者に押しつけてくるわりには、自分達は

役員などは絶対にやらない。正直言って、ものすごく重荷。こんなにバカみたいに行事

ごとがあって、融通の利かないところは初めてですね。東員町の年寄りは人の家に訪ね

てくる時も、人の家も自分の家も関係なく、勝手に入ってくるのをやめてほしい 

319 窓際から下部職員まで、誰でも受付まで笑顔で対応できるように…！ 

320 
分からない事でも、相談すると親切に対応して頂いています。これからも宜しくお願い

致します。 

321 (1)犬と遊べる所が欲しい（ドッグラン）。(2)カフェやインスタ映えするスポット。 

322 

(1)城山祭りが行われる道の花壇の草取りを年３、４回行っています。役場の方は花壇に

入っている植物を見た事がありますか？花が咲いてもきれいではなく、小さな虫もたく

さん付いています。その周りに茂る草をいつも刈っています。空きカン、ゴミも捨てて

あります。あの花壇は必要でしょうか？草を育てる為にあるとしか思えません。(2)道路

の U字溝の土と草を取って下さい。 

323 
パークゴルフ場の管理が４～５年前と比べてここ２～３年前から、草刈り、落ち葉など

の掃除などが減り、荒れ放題の時が目立つようになりました。 

324 就職時に東員町に住む事による奨学金返還の援助。 

325 (1)短期：空き家の活用 or解体 (2)長期：何か１つでいいから世界一。 

326 
(1)町民の悩みに寄り添い、迅速に対応すること。(2)もう少し自然豊かな町にしていっ

て欲しい。 

327 

まず窓口の対応の仕方、態度を改善されるといいと思います。もっと町民に親身になる

と町民も寄り添えると思います。言いたい事、悩み、要望があっても聞く耳を持ってい

ないと伝わりません。役場と町民が一体感を持たなければいい町にはなれないと思いま

す。 

328 丁寧に優しく対応して欲しい。 

329 
商店が向こう 10年ほとんど無くなるのでどうにかして欲しい。このままでは東員の人

は桑名やいなべでお金を落とす事しかしなくなります。 

330 火災時、その他災害のサイレン、住民への周知を確実にできる様お願いしたい。 
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331 

やっぱり東員町のみでは無理がある。合併すべき。（桑名市とでもいいし、いなべ市と

でもいい。）なんとしても合併すべき。議員は自分の議席の事より民のことを考えるべ

き。金がなければ何もできない。いくら町民の声を町政に届けたところで金がなければ

どうにもできない。とにかく、若い人が住みたいと思う町を実現すべき。若い人の関心

はやはり子供の教育環境。イメージとして東員町は子育てにすごくいいところだという

評判が立つぐらいの町にしていかないと、この町に活気が戻らない。若い人達が来なけ

ればお金が落ちない。お金がなければ何もできない。どんどん活気が町から失われてい

く。住みにくい町になっていく。ひとえに子供。子育てに魅力のある町を作ることだと

思います。 

332 

上下水道については完備。土地区画整理は早期に整理され、問題が少なくなったと思い

ます。今後の問題点は、非常時で予想される地震災害時の車両、特に消防車の侵入でき

ない細い道路をいかに改良するのか、不可能に近い問題にどう対応対策するのか、問題

が多いと思います。現役時は東京に８年、静岡に２年勤務して来ましたが、高齢になり

ましたので若い人の意思、考え方を聞きたい思いです。認知症の対策にどう対応するの

か議論し、進行、治療、予防法を考える事が大切に思います。東員町のみらい会議に参

加する思いはありません。 

 


