
○４番（水谷 喜和君）   おはようございます。 

 一般質問をさせていただきます。水谷喜和でございます。 

 これまでは私、ずっと農業問題ということで取り上げてきましたが、今回はひと休みさせ

ていただきます。 

 今回の私の質問は、通告に従いまして、オレンジバス実証運行の総括についてというこ

とでございます。明解な答弁をよろしくお願いいたします。 

 このオレンジバス、正式には東員町コミュニティバスと称されるそうでございますが、本

日におきましては、親しみも込めまして、愛称のオレンジバスということで質問を進めさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 オレンジバスの実証運行、地域の公共交通の確立と、もって公共の福祉を寄与するとい

う目的で、平成１７年４月から運行されまして、平成２２年３月までの５年間の計画で進め

られております。既に実証運行に入りまして４年半を過ぎようとしております。残す実証運

行は、ちょうど半年になろうかということでございます。執行部におきましては、過去４年間

の実証運行について精査、総括され、次年度以降の運行について検討されているものと

察します。 

 そこで、これまでのオレンジバス実証運行にかかる業務委託契約内容と路線利用者別

利用者実績をどう総括され、次年度以降の運行計画をどのように考えられているのかに

ついて、お伺いいたします。答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   水谷議員のオレンジバス実証運行の総括についてのご質問に、

お答えをします。 

 まず、１点目の実証運行の業務委託契約内容に関するご質問でございますが、業者選

定は平成１６年度に庁内に設置した選定委員会で、プロポーザル方式を採用し、入札参

加資格者名簿に登録され、三重県内に営業所を有するバス事業者のうち、定時定路線の

交通サービスが、年間を通して安全かつ安定して提供できるとともに、東員町の特性や地

域の実情をよく把握していることなどを考慮し、事業者に事業提案書の提出を求めて２回

の企画案ヒアリングを実施し、委託料を含め、安全性の確保や事故時の賠償対応能力、

管理体制の項目などについてヒアリングを行い、選定を行いました。 



その結果、それぞれの路線で一番見積り額の安価であった八風バスと三岐鉄道の２社

と、運行体制の最も充実している三重交通を選定し、笹尾・城山地区から東員駅・役場を

経由し、三岐鉄道三岐線の北勢中央公園口駅までを南北に結ぶ南北線を、三重交通と

八風バスの共同運行で、中上から穴太駅を経て瀬古泉・山田地区を抜けて、役場・東員

駅を経由して稲部地区を周る旧東西線を、三岐鉄道に運行委託することとし、実証運行

期間と定めた平成１７年４月から平成２２年３月までの５年間の契約を締結いたしました。 

 実証運行を続ける中で、旧東西線から稲部線を切り離し、東部線との２路線とに分割す

るなど、３段階の見直しを行いまして、三岐鉄道との契約内容を変更し、今年度からは東

部線と東西線の運行を委託しております。 

 業務委託契約におきましては、実証運行期間中でもありますので、運行内容が不確定

な要素も含んでおりますことと、運賃収入を委託経費から差し引くことにより、必要に応じ

変更契約いたしております。 

路線別利用実績では、南北線が平成１７年度に年間６万４，０００人、１日平均１７７人

でスタートし、その後、年度ごとに１割を超えるペースで利用者をふやし、平成１９年度に

は年間７万７，０００人、１日平均２１２人まで増加しましたが、平成２０年秋以降の世界的

な経済不況の影響による買い物や外出の出控えなどから、現在では１日平均１８６人で、

平成２０年度の同月と比較すると約１５％減少いたしております。 

次に、東部線は平成１７年度に旧東西線が年間１万５，０００人、１日平均４０人でスタ

ートし、現在まで順調に利用者数が増加しており、今年度は７月までの実績から年間２万

３，０００人、１日平均６４人が見込まれるところであります。 

さらに今年度から新東西線として運行している旧稲部線は、運行を始めた平成１９年度

は年間１，７６０人で、１日平均５人でありましたが、現在は１日平均１１人と倍増をいたし

ております。 

東部線と東西線は今年度からルートを変更しているため、以前の実績と単純比較がで

きませんが、南北線をはじめ、景気悪化による全国の公共交通利用者が減少する中で、

増加の実績についてはルート見直しの成果であると考えているところであります。 

また、利用者別の利用実績といたしましては、今年度の実績では、回数券利用者が約

２３％、定期券が約２０％、障がい者に補助する福祉乗車券利用者が約１０％であり、半

数を超える方が現金以外の利用をされておりまして、日常的にバスを利用されている方

の割合が半数を超えていると言えるのではないかと考えます。 



最後のご質問の次年度以降の運行計画につきましては、５年間の実証運行期間が、

残すところ半年余りで終了しますことから、年内に方向性を決定する必要があり、去る８

月２７日に開催しました、住民代表の方やバス事業者、国土交通省三重運輸支局、いな

べ警察署、三重県交通政策室などで構成されました「東員町地域公共交通会議」でもご

賛同をいただいたところでございますが、利用者の多い南北線と東部線につきましては、

現在のルートを前提に、来年度から本格運行へ移行すべく準備を行ってまいりたいと考え

ております。 

また、東西線は旧稲部線より利用者数が増加しておりますが、１日平均１１人程度であ

ることから、地域公共交通会議でも住民代表の委員から見直しのご意見もいただいてお

りまして、利用者が増加する可能性のあるイオンの出店の動向を見定めるとともに、路線

廃止も議論しなければならないと考えるところでございます。 

いずれにいたしましても、運行形態の見直しや利用促進につながる啓発活動の推進を

行い、利用者増を図ってまいりたいと考えております。 

 本町が近い将来迎える高齢化に向けて、オレンジバスは日常生活にとって、なくてはな

らない交通手段と考えておりまして、今後も利便性確保のために努力してまいりますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 ただいま丁寧に説明いただきましたが、数点、再質問という形でさせていただきます。 

 まず、業務委託３社となっておりますが、この契約については、先ほども申されましたよ

うにプロポーザル契約ということで、専門のバス会社が企画を持って、それを選考委員会

で決めるということで、安全で安価なものということで、企画のいいもので決まるというの

がプロポーザル契約でございます。 

 町内の、こういう狭いところで３社が路線を変えて１社ずつやるということはいかがなも

のかと。なぜ１社でできなかったのか。３社になった経緯について、もう一度、答弁をいた

だきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど答弁させていただきましたように、選定委員会でプロポーザル方式という方式を

採用させていただきまして、安心・安全の部分とか、事故等があった場合の補償とか、い

ろいろなことをまず検討して、させていただいたということが１点でございます。 

 それと３路線ということでございますので、どこの事業所にというのは、当時、団地と役

所を結ぶ無料バス、こちらの方は八風バスにお願いしておったのですね、以前、無料の時

に。三重交通というのは、三重交通の定期バス路線の部分に東員町のコミュニティバスが

走る部分がある。どうしても三重交通を入れないと、いろいろの問題が発生してくるという

ようなこととか、三岐鉄道については、北勢線の問題等があって、入札をさせていただい

たんですけど、その３社が最低の額を出されておりましたので、そちらの方と契約をすると。

実証運行の間、５年間やるということで決定をした経緯であると、私は認識をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   契約３社につきましては、再度答弁いただきましたが、どうも

わかりづらいというか、何か、業者の既得権が動いているような感じがいたしまして、いま

いち納得はできかねますが、次の質問に移らせていただきます。 

 この３社の契約が、バス会社の名前を町長も言われましたので、私もバス会社の名前で

もって言いますけども、三重交通が５年間の契約が９，００９万円ということでございます。

八風バスが８，７０４万５，０００円、三岐バスが１億１，６４２万４，０００円ということで、５年

間の契約額ということになっておりまして、契約書を見せていただいたのと、先ほどの話で

もございましたように、仮にだれも利用しなかったとしても、これだけの額は払うという内容

だと思います。 

 例えば三重交通の９，００９万円でございますが、私も素人でございますので、本当にど

れぐらいかかるのかということを私なりに試算してみたのですが、例えば南北線は三重交

通と八風バスの２社でやっておられると承知しておりますが、これが例えば八風バスにつ

きましても、午前の早朝から昼までの方と、２時ごろから７時までの最終便ということで、２

台のバスで運転されているかと思います。このうち１人の運転手の方に話を聞きますと、

日当は１万２，０００円もらっているということをお聞きしました。それは定かではございま

せんけれども、それぐらいだろうなということを思っています。 



ちょっと計算をしてみますと、１万２，０００円、諸経費も入れて１万５，０００円ぐらいかな

ということですが、２人が１年３６５日乗っていただいたということにしますと、１，０９５万円

という計算になります。先ほどの三重交通の５年間の９，０００万円を５年で割りますと、年

間１，８００万円になるのですね。これぐらいの差が出てくると、あと要るものと言いますと、

車両は町で購入しております。諸経費、車検とかガソリンについては、これも町持ちという

ことで、あと思い当たる節がないのですが、町も契約する前に、ある程度これぐらいかか

るというような試算を当然お持ちで、まさか業者の言うことだけで間違いないということで

丸投げしているようなことはないと思いますが、町のもとの数字というか、大体どれぐらい

するという見積もりのもとがあったら教えていただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 当時の入札の関係だと思うんですけど、手元には持っておりませんので、一度きちっと

チェックをさせていただいて、提示をさせていただきます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   それから３社で、先ほど言いました９，０００万円、８，７００万

円、１億１，６００万円という本契約というんですか、ほかに追車契約がございました。平成

１７年から平成１９年にかけて、夏場、７月２１日から８月いっぱいという契約で、三重交通

と八風バスについて、夏場の追車ですね、そういった契約がございます。これにつきまし

ては平成１７年から平成１９年、３年間で５１１万５，６００円という数字が出ておりますが、

この費用を要したプールの利用客はどれぐらいあったか、教えてください。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   大変申しわけございません。 

 今、手元に資料がございませんので、後刻提出をさせていただきたいと存じます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   細かい数字で申しわけないですが、私、議長を通じまして、正

式に資料請求を１カ月前にいたしました。この資料の中で、私、お話をさせていただいてま

すので、この辺でよく見ていただいて答弁をいただきたいと思います。 



 先ほどのプールでございますが、ずっと見せていただきました。平成１７年から平成１９

年について、７月、８月を比べてみますと、月平均で７月と８月、２人か３人ぐらいしか違わ

ないですね。７月は１０日しかプールの追車がないのに、７月の方が数字が多いとか、あ

るいは８月過ぎて９月に乗降者が多いというような逆転現象が出てまして、何らプールで

追車する必要もなかったのではないかということも感じております。平成２０年度はプール

の追車契約がございません。また、これについては後で話したいと思います。 

 それから利用状況でございます。ずっと去年から利用客が年々ふえてきておるというこ

とを、町長なり、事あるごとに聞かさせてきました。平成１７年は全部で７万９，０００人強、

平成１８年は８万７，３１５人、平成１９年、９万６，４６０人、平成２０年、９万７，６４４人とい

うことで、確かにふえておりますが、よく数字を精査させていただきましたら、平成２０年が

平成１９年より１，２００人ふえているのですが、先ほども言いました南北線のドル箱路線

が、平成１９年度の７，７００人強から平成２０年度、７，３００人ということで、４，０００人ほ

ど減っているのですね。 

 今年になりまして、これにつきましては先ほど第１回目の町長の答弁にございましたよう

に、平成２０年から平成２１年にかけて、全利用者で７．２％、南北線だけですと１３．３％

減少しております。これは先ほども町長お話されましたけども、単なる経済不況だけの問

題なのか、ある程度、町民の方に不便さがあるのか、それから何か理由はほかにないの

かなということも、お聞かせいただいたらいいかなと思いまして、この辺のこともちょっとお

尋ねします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 基本的には先ほどの答弁のように、経済不況によると申しますか、雇用の関係で、そう

いう状況になったと認識をしております。私どものオレンジバスばかりではなく、バス会社

とか鉄道の関係、そういうものが全部ダウンしてきているということが出てきておりますの

で、東員町だけのダウンではない。やはり経済から来ておるということで、私どもは認識を

させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   そういった経済不況の波が、我が東員町にも押し寄せておる

のかなということを、今実感をするわけなんですが、南北線は何と言ってもドル箱ですね。



東員町２２．６平方キロ、狭い東員町でございますが、南北には約８キロぐらいあるのです

か。東西は３キロ弱ということで、やはり東西線、稲部線というのですか、これは無理があ

るのかなという考えは私も同感でございます。この辺については、もっと話し合っていただ

いて、いい方に向かっていただきたいなと思っております。 

 先ほども町長、廃止かなというようなことも聞かれるということを言われましたけど、これ

もそういうことかなと思いますが、廃止だけでも、また、その地域の方に迷惑がかかると思

います。どうしても路線バスでないとならんということもないと思います。ある町では、オン

デマンド方式ということで、要請があったら出向くという、バスなりタクシーがございますの

で、こういったデマンド方式、健在な方は別格としまして、稲部も東の筑紫の方にも身体的

弱者と言われる方もおられるかと思います。それからどうしても高齢で出歩くこともできな

いという方もおられますので、そういった地域の方の要請によって出向くデマンドバスなり

デマンドタクシーなり、考えていただくようなお考えはないですか、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほどの答弁のように、東西線、こちらの方が乗車の方が１日平均１１名ということで、

本格運行に向けてどうするか、今一生懸命検討をさせていただいている最中でございま

す。 

今年、公共交通会議というんですか、専門家を入れた会議でございますけど、そこで議

論をしていただきました。その中でも、町民の皆さんからもそういうようなご意見が出てい

るということで、８月の時点では一応会議としての結論は出なかったんですけど、もう一度、

近いうちに会議をすると。そこで、ある程度の方向性を出したいということも出てきておりま

す。 

その他の方法というのは、デマンド方式とか、極端なことを言うと、タクシー会社と契約

してお迎えにあがるとか、いろいろあると思います。そこらの点も検討はいろいろしておる

んですけど、公共交通、１回１００円なりいただいて、停留所をつくってやる方式は、今現

在やっておるような方式でございます。 

その他の方式は、簡単なことを言いますと、うちのふれあいセンターがやっておるように、

福祉バスとしてお迎えにあがるというような方式があるわけなんでございます。それであ

ればもっと簡便にはできるんですけど、ただ、停留所をつくって何時にお迎えに回るという、

定期バスみたいな格好にしようと思うと、今の方式こそないわけなんです。だから、その辺



は、もっともっと我々もほかの方法もできないかということで検討はしておる最中でござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   もう半年ということでございますので、悠長はならんと思います

ので、真剣に審議していただきたいと思います。 

 ちょっと聞き忘れたのですが、契約の面で、３年間プール契約ということでやられて、平

成１９年まで余り効果がなかったのでやめられました。それについては、三重交通と八風

バスで３年間やっておられたということで、それが５１０万円ぐらいになるのですが、この金

と同額の金、５３０万円ですけど、平成２０年で、いわゆる東部稲部線ということで回してお

られますが、こういった契約というのは、なぜ同じ会社でやらせないのか。プールであかん

ものを、東西線へ持ってきて、トータル的には何とか９万７，０００人。ふえてますけど、大

事な南北線を減らしてしまったというような結果になっておりまして、何か、バスの費用を３

社で分け合っているような感じも受けますので、こういったことも、もう一遍精査していただ

きたいと思います。 

 それから担当課長に再確認いたしますが、バスの利用運賃、現金は幾らですか。１人一

回幾らですか。改めてお聞きします。 

○議長（山口 一成君）   早川正政策情報課長。 

○政策情報課長（早川 正君）   現金につきましては１００円をいただいております。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございます。私も自信を持って１００円と思っていた

のですけど、課長から改めて１００円と言われましたので、間違ってないなということを思

います。 

 これ、私なぜ聞いたかと言いますと、もらった資料の中に、ちょっと数字を入れたらおか

しい数字が出てきたんですね。バスの利用料の内訳ということで、平成２１年４月から７月

について、４月、５月、６月、７月と、三岐バス、八風バス、三重交通と、業者別にずっと調

べられた数字がございます。利用者についてはこれだけ、回数券についてはどれだけ、

乗りかえ券についてはどれだけというようなデータがございます。 



この中で、運賃箱に入れた現金が幾らという数字が載ってます。ここで例えば４月の三

岐バス、１０万８，５２０円、八風バスが１３万９１０円、三重交通が１２万８，２１１円、あと下

２けただけ見ますと、４１円、５０円、６３円、１６円、９９円、ずっと下２けたに数字が並んで

おります。おかしいと思いませんか。１回、大人も子どもも１００円ですね。これが調べたご

とに、すべて下２けたが数字が上がっておる。普通は１００円ですと「００円」とならないとい

かんですね。それが普通です。１回ぐらい間違ったというふうなことがあろうかと思います

けども。 

こういったことは例えば一番初めに申しましたように、契約が、乗っても乗らんでもこれ

だけ払いましょうという内容ですね。運賃あったら、それは差し引きますという契約で、この

辺が運転手といいますか、管理者の方で、まあ置いていったらいいと判断しているのか、

あるいは町民が１円でも入れれば通るという、こういう意識があるのか。１回か２回なら許

せるというか、愛嬌で通るのですが、ずっと調べたごとにこういう数字が載っておりまして、

こんなことを今まで放置していたということが、ちょっと疑問だなと思いますので、この辺の

見解を一言お聞きしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   早川正政策情報課長。 

○政策情報課長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 バス会社等にも確認をさせていただいたところでございますけれども、当然１００円玉、

あるいは回数券等を入れていただければよろしいのですけれども、１０円、あるいは５円、

１円といったお金で入れられるお客様もおりまして、その時に見過ごしたというようなこと

が発生するようでございます。そういったことがないように十分気をつけさせていただくとこ

ろですけれども、その場で料金箱に入れられたときに、なかなかカウントができなかったと

いうようなことでございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   普通だったら、民間会社だったら絶対ないですね。降ろしてく

れませんね。それがずっと毎回だということで、公共交通で、親方日の丸的な、受けた方

もそうなのか、渡している方がそうなのかわかりませんけども、たとえ１円２円であろうと、

こういった数字が浮かんできているということで、私がちょっと見せていただいただけで、こ

れだけの疑問が出てきております。 

公共バスについては、私は反対するものでございませんし、南北線については、私も乗

ってみましたけど、買い物客、通学についても、乗っていただいて、かなりの利便性を訴え

る方もございます。大変結構だと思います。その裏で、こういった疑義が生じるようなこと



があっては、まじめな町民の方の血税から出ているということでございますので、こういっ

たことのないようにしていただいて、今後よりよい公共交通として、福祉に寄与するという

ようなバスにしていただきたいということを期待いたしまして、私の今回の質問を終わりま

す。 

 ありがとうございました。 


