
○８番（南部 豊君）   こんにちは、南部豊でございます。 

 今３月定例会では２項目の質問をさせていただきます。 

 質問に入らせていただく前に、少々お時間を頂戴したいと思います。 

 ある有権者の方から、こんなご意見をいただきました。それは知的障がいを持っ

ておみえの３０歳の子どもさんのことです。今回の選挙におきまして、初めて投票

に行かれたそうでございます。皆さまもご承知のように、投票用紙候補者名を書く

スペース、障がいを持たれた方には非常に狭く、困難であります。四角い枠内に候

補者名を記入するには大変なことであります。何度も何度も、何日も何日も練習を

した、そして１票を託す候補者の名前を書いたんだということをお聞きしました。

私はこのお話をお聞きし、私たちにお与えいただいた１票の大切さを感じずにはい

られませんでした。皆さまの代弁者として、一議員として、公明正大なる是々非々

のスタンスで、しっかり取り組みをさせていただくことを再決意させていただいた

次第であります。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 １項目めは将来に向けてのまちづくりについて、２項目めはオレンジバスの運行

についてであります。 

 １項目、日本国も少子高齢化が進み、総人口は大幅減少が予測されています。東

員町の人口も昨年同時期より１００人以上が減少しております。１４８名減です。

人口減は町財政にも大きな影響をもたらすことが懸念されていますが、東員町は災

害も少ない町として、近隣市町からも高く関心を持たれ、安全・安心、子育てに優

しく高齢者が住みやすい夢あるまちづくりがさらに期待されています。財政的な課

題や問題もたくさんありますが、町として具体策がなかなか見えてこない、そうい

った声もお聞きします。 

 それでは１点目、平成２４年度から平成２７年２月までにミニ開発の状況はどの

ように進んでいるのか。三和地区の宅地開発や耕作放棄地対策、農地開発の現状は。 

 ２点目、イオンモール東員がオープンして２年３カ月が経過した今でも、周辺地

域、東海環状東員インター付近も何も変わっていない現状をどう考えるのか。 

 ３点目、東員駅から役場までの周辺地域、開発可能な２ヘクタール規模で考える

との答弁を以前いただいたと記憶していますが、その進捗状況は。 

 ４点目、防犯カメラの設置要綱のガイドラインが今年１月に示されていると思い

ますが、進捗状況と、そしてそれに伴う防犯灯や街路灯の設置状況は各地区十分と

考えているのか。 

 この４点について、お伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   将来に向けてのまちづくりについて、私からは基本

的な考えを述べさせていただき、詳細は部長答弁とさせていただきます。 



 人口減少期に入り、急激な高齢社会の到来により、本町も厳しい財政状況になっ

てきておりますが、これからは行政だけでのまちづくりではなく、町民の皆さま主

体による持続可能なまちづくりを目指していかなければならないと考えております。 

 １点目の住宅開発につきましては、神田・稲部地区を中心にミニ開発が進んでお

りますが、三和地区につきましては、市街化区域に隣接・近接する市街化調整区域

の既存集落まで離隔があり、住宅開発等の区域指定が受けられない地域ということ

で、本年２月現在まで開発は行われておりません。 

 ただ、地区計画という手法を用いて、今後限定的ではありますが、住宅開発を進

めていきたいと考えております。 

 次に耕作放棄地対策ですが、長深地内の遊休農地の一角において、平成２６年度

から「喜び農業推進事業」に取り組んでおります。付加価値のある農産物の栽培を

通じて、稼げる、喜びの持てる農業の推進を目的とし、ブルーベリーの溶液栽培と

ぶどう栽培の実証ほ場の設置が整ったところでありまして、現在植えつけた苗木が

良好な状態で生育するよう、ほ場の管理に努めているところでございます。 

 また、同地区の畑地を有効活用するため、地元農業者の支援を受けながら、農福

連携のまちづくりにも取り組んでおりまして、新しい農業への展開、農業と共生し

たまちづくりにつなげてまいりたいと考えております。 

 続きまして農地開発の今後の状況について、お答えを申し上げます。 

 現在中上地区や六把野新田地区では、農地中間管理機構を活用して担い手農家へ

の農地の集積・集約に取り組んでおります。今後も農業経営の省力化や耕作条件の

改善を進め、担い手農家が安心して農業に取り組んでいただける環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。 

 ２点目の東海環状自動車道東員インター周辺地域と３点目の東員駅周辺の地域の

現状についてでございますが、東員インター周辺地域では大型店舗も進出し、本年

夏ごろには東海環状自動車道東員インターチェンジの完成を控えておりまして、今

後ますます交通の利便性が高まり、活性化が期待できる重要な地域と考えておりま

す。 

 しかしインターチェンジ周辺は市街化調整区域であり、開発を行うにも、多くの

農地は農業振興地域で農地法や都市計画法の規制で縛られており、建物を建設する

目的での土地利用は非常に厳しい状況にあります。 

 また、東員駅周辺地域におきましては、東員駅を中心に歩いて暮らせる生活空間

をイメージし、特に高齢者が住みやすく、利便性が高いエリアと考えておりまして、

これは笹尾・城山地区の住宅用地再生と合わせた「東員駅前コンパクトシティ構想」

を描いております。 

 ただ、これもインターチェンジ周辺地域同様、法の規制がありまして、住宅開発

を行う目的の土地利用は非常に困難な地域となっております。このような法の規制



を緩和していただくよう、これまで三重県知事や東海農政局、中部地方整備局に対

し強く訴えてまいりました。 

 先般、三重県の都市計画部局と農政部局とを交えてコンパクトシティ構想の実現

に向けての事務担当レベルでの協議を行い、一歩前進する見込みがたったところで

ございます。 

 構想の実現に向け、東員町の将来のまちづくりや土地利用構想を描いた「東員町

都市計画マスタープラン」を変更するための予算を今回計上させていただいており、

東員駅周辺地区を含めたプランを検討してまいりたいと考えております。 

 また、マスタープランを変更する過程におきまして、桑名都市計画の構成市町で

ある桑名市、いなべ市、木曽岬町との調整や、地元の合意形成も図る必要があるこ

とから、今後も三重県を含め、関係機関と協議をしてまいりたいと考えております。 

 しかしながら一歩前進したとはいえ、越えるハードルはまだまだ少なくなく、一

つ一つ確実に越えていく必要がありまして、まだまだ時間を要することとなります。 

 いずれにいたしましても、将来の東員町の姿を見据えながら町の形を変えていか

なければならないと考えております。 

 残余につきましては、担当部長から答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは将来に向けてのまちづくりについて、

これは具体的な数字を合わせまして、町長答弁を補足をさせていただきます。 

 １点目の平成２４年度から平成２７年度２月までの住宅開発の状況について、こ

れでございますけども、この４年間で１５０区画の開発が行われております。 

 年度別における各地区の内訳としましては、少し細かいですけども、平成２４年

度は神田地区の１６区画、平成２５年度は神田地区１４区画、稲部地区１７区画、

これの合計３１区画でございます。 

 平成２６年度は神田地区５２区画、稲部地区８区画、合計６０区画でございます。 

 平成２７年度は、２月末、この申請分を含めまして神田地区３１区画、稲部地区

１２区画、合計４３区画、これの開発が行われてございます。 

 次に農地開発、これの今後の状況についてお答えを申し上げます。 

 現在、中上地区の農業振興地域内の田んぼ、約３３ヘクタールにおきまして農地

中間管理機構、これを活用しまして担い手農家さんへの農地の集積・集約に取り組

んでおります。 

 当地区の現在の農地規模、１反割りの区画でございますけども、これは１反割り

となってございます。これは営農に係るコストの省力化が大変問題となっているこ

とから、いわゆるあぜですね、畦畔の除去、これによりまして区画の拡大を図るも

のでございます。これにつきましては基本５反の１区画の農地へと簡易な基盤整備

を行えるよう計画を立ててございます。また、その推進にも今現在努めておるとこ



ろでございます。 

 次に六把野新田地区でございますけども、これは１．３ヘクタールの農地、これ

も田でございますけども、農地中間管理機構を通じて新たに設立された農事組合法

人、これに農地集積を図ったところでございます。 

 今後も農業経営の省力化や耕作条件の改善を進めまして、安心して農業に取り組

んでいただける環境の整備に努めてまいりたいと考えておりますので、どうかご理

解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 ２点目の東海環状自動車道東員インター周辺地域、これと３点目の東員駅周辺の

地域の現状、これについてでございますが、これらの地域は、先ほど町長答弁申し

上げましたように、都市計画法や農地法の規制がございまして、住宅開発を伴う目

的の土地利用は非常に困難な地域でございます。 

 このような法の規制をクリアしまして将来を見据えたまちづくりができるよう、

町長が自ら関係機関への働きかけを現在も行っておるところでございます。その結

果、先ほどの答弁のとおり三重県の都市計画部局、これと農政部局、この２つを交

えまして、コンパクトシティ構想の実現に向けて、事務担当レベルでの協議を行い

ました。これは一歩前進する見込みがたったと、私は思っておるところでございま

す。 

 また平成２８年度につきましては、東員町の将来のまちづくりや土地利用構想、

これを描きます「東員町都市計画マスタープラン」の変更を行います。これにつき

ましては関係市町との協議及び地元の方々の合意形成、確立、これを目指しまして、

三重県の指導をいただきながらしっかりと前進してまいりたいと思います。 

 今後さらなる魅力的なまちづくりを目指してまいりますので、どうかご理解賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   私からは防犯カメラの設置に向けた進捗状

況及び防犯灯・街路灯の設置状況についてお答えいたします。 

 三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインが昨年１２月２１日に策

定され、本年１月７日に公表されました。今後、防犯カメラを設置運用される方、

現在運用している方も、このガイドライン及び個人情報保護等の法令に従って、防

犯カメラの適正な運用に努めることとなります。 

 防犯カメラの設置の効用については犯罪の抑止、解決、安心感の醸成など、今さ

ら申し上げるまでもなく、既に立証済みであろうかと存じます。しかし先般行われ

ました県主催の説明会におきまして、費用面も示され、防犯カメラ１台当たりの新

設費用は４０万円から６０万円程度の費用がかかるということになってございます。 

 また、運用を継続する維持管理費に加えまして、機器の更新も５年程度で行う必



要がございます。相当な負担を要するものと考えてございます。 

 県は当初、設置費用に係る経費につきまして、補助制度を設けるなどの方針でご

ざいましたが、平成２８年度には見送ると決定されました。 

 次に現在本町で実施している主な防犯施策の一環といたしまして、平成２７年度

より町内全域の防犯灯のＬＥＤ化を進めております。平成２９年度には完了を予定

してございます。平成２８年度当初予算におきまして１，４００万円程度の計上を

させていただいておりまして、ＬＥＤ化事業の多額の費用が今後必要となりますこ

とから、あわせて防犯カメラの設置事業を開始することは現段階では困難な状況下

にあると思ってございます。 

 今後この事業完了を目処に、県の補助制度の実施状況、近隣市町の動向を見きわ

めまして、自治会等の設置要望もお聞きしながら、条例制定など、細部にわたり慎

重に検討してまいりたいと考えております。 

 次に防犯灯や街路灯の設置状況は各地区十分であるかのご質問でございますが、

昨年１２月末現在で防犯灯の設置数は２，７１３カ所、街路灯は２６６カ所ござい

ます。街路灯につきましては、現在のところ新たな設置要望もなく、十分とは考え

ております。防犯灯につきましては、新たに必要とする箇所が生じた際には、当該

自治会から予算時期までに新設要望をいただき、計画的に設置させていただきたい

と思っております。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございました。 

 １点目のミニ開発、ご答弁いただきました。 

 神田地区、稲部地区の開発区画数、これは神田地区が１１３カ所、稲部地区３７

カ所、合計１５０カ所、この平成２４年から平成２７年２月までに開発されており

ます。しかしながら三和地区は０でございます。これは昨年２月までの実績ですが、

平成２８年度に何かお考えになっているのか。三和地区についてですが、なければ

ないで結構です。お伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答えを申し上げます。 

 三和地区、ここにつきましては一般住宅を建設できる土地としましては、指定さ

れた既存集落内の区域において、過去に一定期間、建物が存在する土地として利用

され、再利用する場合においてのみ、課題のある地域であるため、現在の制度から

申し上げますと、残念ながら今すぐ住宅戸数、これをどんどんというのはちょっと

難しいかもしれません。いずれにしましても、今現在三重県さんといろいろお話を

する中、それも含めまして今後検討してまいります。 

 以上でございます。 



○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ご答弁ありがとうございます。 

 ここでちょっと教育長にお聞きしたいんですが、ミニ開発における平成２４年か

ら平成２７年までの地区別開発区画数、今言ったように１５０カ所開発がされてお

ります。それに伴う通学路を含めたインフラ整備に問題はないのか。学童、保幼、

小学校、中学校の教育施設及び教室等の対応の遅れ等は何か問題がないかという点

について、お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 １点目の通学路等ですけれども、幼保の関係の方は保護者の方に送り迎えをして

いただいております。小中学校は繰り返し安全点検を進めながら、学校での安全教

育に向けて努力をしていきたいと思っております。 

 ２点目の私どもがかかわっている教育施設、幼保の教室、保育園児のことなんで

すけれども、現在、幼保の受け入れ体制ですけれども、申し込み人数が確定をしま

して、教職員の配置の準備を進めております。私どもといたしましては、４月１日

の受け入れ体制は全力を上げて待機児童が出ないように準備を進めております。ま

た、途中入園に関しましては、現在わかっている人数の中では０歳・２歳・３歳・

４歳・５歳は途中入園に関しての若干の余裕があります。ただ、１歳児は現在受け

入れ定員ぎりぎりのところでありまして、町内全域の空き状況を確認しながら、途

中入園もできる限り入園可能な体制に持ってきて努めてまいりたいなと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今のご答弁の中で、生徒に関しては問題ない、ただ私ちょっと心配するのが、途

中で教職員、もしくはそういった不足が生じないかという恐れも出てまいると思い

ます。それについての手当もしていただきたいというふうに要望をしておきます。 

 全国では、いろいろ多種多様な痛ましい問題が報道されています。我が東員町で

は、先ほどの同僚議員の質問にもございましたが、大きな問題として議会にも報告

は受けておりませんが、しっかりとした対応をしていただきたいと、強く教育長に

お願いしておきたいと思います。 

 続きまして、先ほどご答弁をいただきました耕作放棄地対策、昨年シグマファー

ムさんとの農福連携事業として、私は今後も必要な施策だと思っています。こうい

ったことで、いろいろなことに頑張っていただいているとお聞きしておりますので、

しっかりとお取り組みをいただきたいというふうに思っています。 

 あと、農地開発については、今、部長のほうからも答弁がございました。中間管



理機構のとりまとめ等があり、中上地区では１反割から５反割に拡大する計画で進

んでいるということもお聞きしました。中上地区にかかわらず、ほかの地区でもそ

ういったお話も出てくるかと思いますので、その点についても考慮していただきた

いというふうに私は思います。 

 続きまして２点目、３点目ですが、この２地域は、東員町の顔となるべき重点地

域と私は考えています。今回町長の予算編成に向けての施策方針がありました。１

００年先の東員町の姿を見据える中で、２０年、３０年先の東員町がどのような状

況にあり、どんなまちであるべきか、しっかり議論し、そのために私たちは今、何

をしなければならないかを考えていかなければなりません、とあります。 

 しかし水谷町長が就任されて５年経過しておりますが、以前、決まっていた大型

スーパーのイオンさん、東海環状線東員インターですね、これはもう就任以前から

決まっていたことでございますが、それ以外のものはほとんど何も変わっていない

と、町民の皆さまからはそういった声が聞こえてまいりますし、東員駅から役場ま

での地域開発、こういったもの、前回２ヘクタールの規模で開発可能な地域を東海

農政局等で事務レベルでお話をされているということでございましたが、５年先、

１０年先で結構ですので、こういったまちづくりに取り組みたいなというのを、言

葉だけではなくて、何か具体的にお示しいただけるものがあればお示しいただきた

いというふうに思います。お伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   町のまちづくり、形づくりというのは、ハードなも

のばかりが形を変えるというのではなくて、私は大谷議員の答弁でも申し上げまし

たように、市民活動支援センターというのはとても大事な施策であるというふうに

思ってますが、なかなかご理解いただけなかったと。今回何とか皆さんのご理解を

いただいて、これも長年訴え続けていることですから、町民の皆さまが自らまちづ

くりに取り組めるような、そんな体制を整えていくということが一番大事だと思っ

ております。こういう体制づくりのため、町民の皆さまの意向というか、やる気と

いうか、そういうものをきちんと我々が受け止めて、その体制づくりをしていくこ

とこそが、このまちの将来を考えていく一番大事なことだというふうに思っており

ます。 

 目に見えないということだろうというふうに思いますが、ハードでこういうこと

をやっていかないといかんということばかりではありません。それはそれで、まち

の東員駅の前、私はこれは笹尾・城山地区のまちを人の循環をさせていく、そのた

めにも連携してここの開発というのをやっていかなければいけないと思ってますが、

なかなか今すぐにできることではありません。それよりも、できることはたくさん

あります。そのための町民の皆さまが活動しやすいような、そんなまちづくりをし

ていくということが一番私は大事なことではないかなというふうに思っております。 



○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。 

 今、町長がおっしゃられたこと、ハード面よりもソフト面、これもう常々町長お

っしゃっておみえのことです。しかしながら町民の皆さまには、やはり目に映るも

の、全てではないですよ、そういったものがやはり政策として時には必要であるの

ではないかなと私は思っています。 

 特に員弁川右岸の橋脚を北勢町のほうに、ずっと東海環状線を走っていきますと、

平成３０年に大安インター、平成３３年に北勢インターの完成した時には、果たし

て東員インター付近、三和地区、どのようになっているのだろうか、どのようにな

ってしまうのだろうかという危惧をしておみえの方は私だけではないと思いますの

で、手遅れにならないような早急な政策も必要じゃないかなと私は思っています。 

 特に東員駅や役場周辺ですね、規制緩和の必要性、今、先ほど答弁の中にも東海

農政局等で事務レベルでの東員町コンパクトシティ構想がスタートしたよと、そう

いった検討も重ねているというご答弁をいただきましたが、今回この都市計画マス

タープランの会議ですね、いつありますか。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   現在平成２８年度、この新年度予算におきまし

て予算を計上してございます。これにつきましては予算計上後、しっかりと決めて

いきたいと思います。それと先ほどの答弁ですけども、町長の場合はある程度、イ

モムシ改革と申しますか、イモムシが歩く時、目を離していると、スッと横へ知ら

んうちに動いていると。そういった改革をしっかりやっていってますので、どうか

ご理解いただきますようによろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   お隣のいなべ市さんは、非常に企業誘致等も積極的に

やっておみえです。確かに東員町は以前からそういった場所や土地がないというこ

とをよくお聞きしました。そういった選択肢を広げられるような、そういった広範

囲な研究というのも私は必要だと思ってますし、企業誘致がだめならば、せめて東

員町は住宅供給地として手を上げていただくということで、個人税の収入の増収に

つながるようなことも、いろいろ考えていかなくてはならないと私は考えています

し、思ってもおります。 

 私は常々財政問題が最重要であると、財政確保が急務であるということを申し上

げています。企業誘致が難しいならミニ開発ですね、特に推し進めていただいて、

選択肢を広げることによる若者定住促進政策の必要性、何度も申し上げますが、出

生祝金の復活、若い方たちが、ソフト面を町長は非常に全面的に前に出されますが、

目に見えた政策も必要だと思いますし、今も町長が言われましたが、ネオポリス地

区には空き地・空き家対策のための税制優遇策やリフォーム援助資金など、可能な



限りの活性化対策の研究、これは条件つきでありますが、必要だと私は考えます。 

 町長は財政状況が非常に厳しくなっており、施政方針の中でも時計の針を戻すこ

とは絶対にしてはいけないと考えておみえのようですが、町民の皆さまによい政策

として支持される、望んでみえることは、私は復活させる勇気も必要じゃないかと

考えています。 

 特に私、冒頭に申しましたが、この２年間で約２０９名の人口減、平成２６年１

月３１日は２万５，７３９人でした。平成２８年、今年２万５，５３０人、この２

年間で２０９名減少しています。人口減に対する政策、こういったものを緩やかに

する施策、これ町長、いつもおっしゃっておみえです。こういったものにしっかり

と取り組んでいただきたいというふうに思っています。 

 続きまして４点目の防犯カメラの設置要綱のガイドラインについてですが、先ほ

どの答弁では、補助金交付金が一切予算はつかないということでした。しかしなが

ら防犯カメラの抑止効果等は皆さまも十分ご承知であります。東員町の独自の政策

として、何か今後取り組んでいけないかという私は思いでおりますが、それについ

てはどうでしょうか、ご答弁願います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防犯カメラの前に少しお話をさせていただきますけ

ども、定住促進のお金を削ったことを問題にされておりますが、定住促進のお金を

削ってからのほうが住宅開発も多くなってますし、それとですね、今、４０歳以下

の方がこの２年間で６００人前後入ってきていただいております。そして定住して

いただいてます。ですから財政が厳しい中で、どう財源を配分していかなければな

らないかということを、しっかりと我々は責任を持って考えていかなければならな

い、ここをよくご理解をいただきたいというふうに思います。ないものねだりはも

うできないというふうに思っておりますので、ぜひご理解を賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答えさせていただきます。 

 防犯カメラ以外に防犯施策はないかというご質問でございますが、現時点のとこ

ろ、防犯灯のＬＥＤ化に積極的に取り組んでおる所存でございます。これが完了し

次第、防犯カメラ等も検討していきたいというのが今後の考えでございますが、一

番重要なことは、日ごろから住民さまの防犯意識というのが非常に重要かというこ

とで、防犯カメラを設置したから安心だということじゃなしに、日ごろから住民さ

まの防犯意識対策、この辺の周知といいますか、徹底が一番重要なことかなという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 



○８番（南部 豊君）   この防犯カメラの設置要綱のガイドというのが県のほ

うからも出ておりますが、非常に内容は濃く、いいことが書いてあります。今後、

必ず私は防犯カメラというのは必要だと思ってますし、犯罪が起きてから、ついて

いればとか、つけていればとかというようなことがないような形の取り組みが必要

だと思います。 

 そして先ほども言われました防犯灯・街路灯、これについては今のところ十分で

はないにしろ、良好と思われるということですが、農家さんの苗や稲の育成に係る

問題です。しかしながら防犯の必要性というのは当然これ当たり前のことでして、

今ちょっと見ますと、社協さんから東員駅へ行く道路には防犯灯も街路灯もない。

それと東員駅から東員分署、消防ですね、それの南側の農道、あそこは結構、山田

地区の地域に通勤や通学で通られる人がたくさんおみえになるというようなことを

お聞きしたんですが、自治会からはそんなような要望は出てないですか。それと自

治会でそういったものの再点検を一度されたらどうかなというふうに私は思います

けれど、その必要性はどうでしょうか、ご答弁お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 確かに防犯灯・街路灯、設置してない箇所もございます。この辺につきましては

自治会要望から新設要望等がございましたら、多少、自治会も負担していただく部

分はございますので、その辺も自治会さんと十分協議させていただき、設置させて

いただきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   どうもありがとうございました。 

 しっかり取り組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

 ２項目めのオレンジバスの運行についてに入らせていただきたいと思います。 

 ダイヤ改正から１年半が過ぎようとしておりますが、改善を求める声が多く聞こ

えてきます。行政におきましてもご承知のことと思います。ご利用者の皆さまに少

しでもバランスよく安全に便利よく利用していただくために、現在の取り組みにつ

いてお伺いします。また、今後の取り組みについてもお伺いします。 

 １点目、現在の運行計画では皆さまの満足度はどの程度とお考えになっているの

か。 

 ２点目、今届いているお声に対してどのような改善策を考えているのか。 

 ３点目、平成２８年度予算に事業費６，７３２万円が計上されています。運行管

理委託料、６，０４７万円が計上されていますが、改善を含めた対応ができるのか。 

 ４点目、将来、１０人乗りワゴン車等の小型化をすることによる利便性や利用率

の向上に努められると思いますが、そのお考えは。 



 以上４点についてお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   公共交通について、大谷議員の答弁でも少し触れて

おりまして、また、ほかの３名の方からもご質問をいただいておりますので、私か

らオレンジバスを含む公共交通の今後の方向性について、本町の考え方を申し上げ

たいと思います。 

 オレンジバスにつきましては、平成２６年９月まで、主に町内の南北の移動手段

として運行をいたしておりましたが、稲部地区などの交通空白地域の解消や通勤・

通学時間帯の利用拡充に向けて、同年１０月、朝夕便は通勤・通学利用を基本とし

て鉄道駅へ直行する２路線、昼便は病院や買い物利用を基本に、東員駅を中心とし

た３路線で運行する現在のダイヤ・ルートに大幅改正をいたしました。 

 改正後、サービスの低下したネオポリス地域の方々から不便になったとの声が多

くあることは承知いたしております。また、新たに運行いたしました稲部地域や中

上からイオンモール東員への路線は、利用者が非常に少ないこともわかってまいり

ました。 

 そこで、これまでの状況を分析する中、需要に見合ったサービスが提供できるよ

うに、本年１０月１日から新たな路線に変更するため、現在、東員町地域公共交通

会議で、ルート・ダイヤなどの合意に向けた議論が進められております。 

 いずれにいたしましても公共交通を考える場合、全ての町民にベストな方法はな

かなかありません。また、社会の状況によって採用すべき方法も変わってきます。

本町はこれから一気に高齢社会に突入をいたします。高齢者世帯、独居世帯が増え、

大谷議員の質問にもあったように、免許証の返納が増えてきた時に、行政としてど

う対応しなければいけないのか、今の制度に固執することなく、公共交通の問題に

真剣に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 残余につきましては総務部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私からはオレンジバスの運行について、ご答弁

申し上げます。 

 １点目の住民満足度はどの程度と考えてるのかとのご質問ですが、昨年６月に実

施いたしましたオレンジバスの利用者アンケート調査では、ルート変更の評価に対

し、これまでに行けなかったところに行けるようになった、運行ダイヤがよくなっ

た、鉄道との接続がよくなったと、便利になったと評価している回答が約３割、一

方で便数が減った、ダイヤが不便などの不満の評価は、約５割でございました。 

 アンケート結果から、朝夕便では高校生の利用が増え、早朝からの運行に感謝し

ているとの意見もいただいております。昼便では、笹尾・城山地区から、スーパー

や病院への利用が不便で、東員駅での乗り継ぎが不便などの意見をいただいており



ます。また一方で、これまで公共交通空白地域であった稲部・神田地区からは、オ

レンジバスが運行されて便利になったと意見もありますが、利用者が少ないのが状

況でございます。 

 アンケート調査のほか、バス乗り込み調査やシニアクラブなどで利用者の意見を

お聞きしましたところ、アンケート調査と同様で、笹尾・城山地区からは、スーパ

ーサンシへの買い物、病院への通院が不便になった、以前の路線形態に戻してほし

いという意見をいただいております。 

 このように多数の方から不便になったとのご意見をいただいておりますことから、

需要に合った運行サービスの提供が必要であると考えております。 

 ２点目の改善策のご質問ですが、平成２８年１０月１日から再編することといた

しておりまして、ルートについては朝夕便は現状とさほど変更なく、昼便は３系統

ございまして、現在の笹尾・城山線と稲部・三和線を一体化し、東員駅での乗り継

ぎの解消を図りたいと思います。穴太・中上線では、サンシパークから東員病院を

通り、ネオポリス団地へ延伸するルートを設けます。ダイヤについては朝夕便の運

行時間帯を短縮し、昼便の運行時間帯を拡大するダイヤで現在検討しております。 

 今回の再編に当たっては、バス３台という限られた台数での見直しでございまし

て、一部の地域の方にはご不便をおかけすることもございますが、ご理解賜ります

ようお願いいたします。 

 次に３点目の、改善を含めた対応はできるかとのご質問です。 

 平成２８年度に計上しております予算でございますが、２点目でご答弁いたしま

した平成２８年１０月の再編に必要となりますバス停看板の時刻表作成、バス車内

の音声案内の作成など、バス運行費用も含めた経費を計上しております。 

 ４点目のバスを小型化にというご質問ですが、オレンジバスは運行後１０年を経

過し、走行距離も７０万キロ程度となっております。近年修理も多くなりまして、

車両更新の検討も必要になっております。また、３年間の運行委託契約も、平成２

９年９月に契約期間が満了いたします。これらを踏まえ、新たな運行形態と利用状

況の推移を見ながら、本町に適した移動手段を検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   オレンジバスの問題は、私以外にも３名の方が質問さ

れるということですので、私からは今の現状のやり方ですね、南北線２台、東部線

１台、中型バスを使用しての運行計画、これをやっている限りは永久に解決は見な

い。不満、こういう声はたくさん今後も出ると私は思っています。 

 ですから平成２５年でしたか、公共交通のパブリックコメントというのがござい

ました。その中でも私は自動車車両の小型化、１０人乗りワゴン車を使ったらどう

か、１０台から１１台、当時の予算で使用できるのではないかと、民間業者さんへ



車両委託業務を提案しました。今回もそういったような金額が計上されていますの

で、これはちょっと考えていただく、行政としても今の答弁の中にありましたよう

に、車両の更新時期でもあるということでもありますから、根本的に今の中型バス

３台をいくらどのように上手に走らせても、やはり狭い道には絶対入ってきません。

ですから当然ルートが決まってまいります。 

 ですから私は小型化を提唱したわけですが、当然その場合の規約や規制、いろい

ろなものも研究が必要になるかと思いますが、当時のパブリックコメントに私がさ

せてもらった時に、ちなみにこの時の行政としての回答は、小型車両では、南北線

では積み残し発生が生じるということでありました。積み残しという問題が出るの

であれば、その時、時間帯、場所によっては、私は１０台から１１台という考えは

ありますが、台数を少し増やしたらどうだ、そういうことによって解決する問題だ

と思っていますし、今私が申し上げていることは、コミュニティ事業を大きく根本

的に変更する問題でありますので、簡単には結論が出ない問題であります。 

 しかしながら、将来必ずこれは考えていかなければならない重要な課題でもある

と私は思います。 

 そして、さらにもう一歩先を見据えるならば、公共交通事業と併用しながら自助・

共助・公助を考えた、これは私の考えなんですが、自治会独自でつくる例えば買い

物自治会お助けグループとか、買い物なかよしサロンとか、そういったちょっとし

た団体ができることによって、簡単な買い物に自治会の中で動いてもらえるような

組織をつくることも、こんなようなものができればすばらしいなと思ってますし、

こういうようなものもつくる、当然オレンジバスとか、そういった公共交通事業ば

かりじゃなくて、町長が言われるように自治会でこういった公共交通、自分たちの

課題を自分たちが自ら解決し、自分たちのコミュニティをつくっていくということ

につながっていくのではないかなと思ってますし、今、元気サロンさんやシニアク

ラブの皆さんが、今回も事業として、いろいろ高齢者福祉政策事業の中で形が変わ

ってまいります。その中でぜひお力をおかりできるような組織づくりができたら、

私は東員町にとってもすばらしいことかなと考えていますので、この件については

もっと時間をかけて、いろいろ考えていかなければならない問題だと思いますが、

この点についてはどうでしょうか、ご答弁お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   すばらしい考え方だというふうに思わせていただい

て聞いておりました。自らの地域でそういうことをやっていただくということは、

自分たちのために自分たちで立ち上がるということですから、大変いいことだと思

います。 

 今、笹尾西３丁目を中心にお助けネットというのが、議員おっしゃられたような

形の、まだ初期段階なんですが、そういうものがあります。そういうものがいろん



な自治会を中心とした地域で根づいていって、そんな活動が、自分たちの地域のた

めに自分たちで活動するということが起こってくれば、私は今のオレンジバスでき

ちっと対応できるような、そんな公共交通でいいのかなというふうには思いますけ

ど、ともかくきめ細かな対応が必要だというふうに思ってます。ぜひご協力いただ

きたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   そうですね、ありがとうございました。 

 こういうお話はやはり住民の皆さまにもお考えいただく、これは私たちも考えな

ければいけない問題。ただ、行政としても、こういった形づくりのためにはある程

度の時期、期間をもってご指導もいただきたいし、こういった全てを無償にするの

ではなくて、利用者の方たちに少額負担に応じてもらうようなことも今後考えてい

かなくてはならないと思いますし、私はこういうところに公的補助をする、このよ

うな施策が必要だと考えます。 

 それで公共交通問題は交通弱者を考える上でも高齢者福祉政策を考える上でも絶

対必要な政策であります。可能な限りの実現に向けて、ぜひともお考えいただきた

い。行政の皆さまにもいろいろ知恵を出し、私たち議員も一生懸命考えてまいりた

いと思いますし、この問題は私たちが子や孫たちへつなぐために、私たち大人がや

っておかなければならない責務であるとも考えます。ぜひ前進なるお考えで進めて

いただきたいというふうに思います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 


