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三宅町 



概     要 

 

 

１．日時 

平成３０年８月２０日（月） 午前１０時～午前１１時３０分 

 

２．場所 

あざさ苑 ２階 ボランティア室 

 

３．主催 

三宅ボランティアガイドの会 

 

４．参加者 

１３人 

 

５．説明者 

   町長 森田浩司 

 

６．事務局 

副町長 松浦功治 ・ 教育長 澤井俊一 

みやけイノベーション推進部長 政策推進課長 政策推進課係長 政策推進課主事 

 

７. 傍聴者 

２人 

 

８．テーマ 

三宅町の観光についてなど 

 

９．内容 

（１）町長との意見交換会 

（２）役場からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 



要約記録（対談形式） 

 

【ガイド】 

観光といえば観光地。宿泊や飲食、お土産を買って、お金を落としてもらう。ボランティアガイド以外の町民さんは、「三

宅町で観光なんてできない」とよく耳にします。要するに、お金を落とすところがないからだと思います。タウンミーティングの

時も、町長や役場で色々考えてくださった。 

お金を落とすではなく、観光資源、太子道やグローブ、古墳群などを使って、町の宣伝をしましょう。 

宣伝して、知ってもらって、来てもらって、住んでもらう。 人口が減少していく中で、人口を増やすことは難しいことです

が、急激に減らないように、住んでもらう、を最終目標にしていると思います。 

住んでいる僕たちが、「とてもよいまちであること」、「郷土愛」をキーワードとして、ボランティアガイドの会として何ができるの

か、町の施策として、住みたいまちづくりをどう具体的にするのかなどを大前提として話し合いましょう。 

お一人ずつお願いします。 

 

【ガイド】 

昔の観光は、景色が良いことや娯楽施設があることでしたが、今は多様化して、年齢的にも違いますし、外国の方を対

象にしているものもあります。その観点で三宅町を見たとき、何もないのが観光ですと言っています。緑があって、田んぼ

があって、それを上手に活用できたらと思います。店舗もない何も無いを逆手にとった発想の転換が必要ではないでしょ

うか。 

太子道はいい意味の観光であるので、三宅町だけでは難しいので、川西町や田原本町など近隣と仲良くやっていくべき

と思います。 

 

【ガイド】 

町の考え方として壮大な将来的 10年先 20年先の考え方で、日本の人口が減少する中で、人の取り合いになって

いる状況ですが、確かにのどかなところに来て住んでもらいたいということは、良いことですが、来ていただいた方々に、お金

を落としてもらって町内の経済を向上させないと、先のことだけ考えて、若い人の取り合いをしていては、魅力的で住みた

いとはならないと思います。 

住んでもらって、観光に来てもらった人にお金を落としてもらう方法が必要かと思います。 

 

【ガイド】 

昔からの観光地は、何もしなくても人が来る、しかし今は減っています。 

今は個性がなくても人が来る時代になっている。また、特徴アピールする場を多く持って、イベントを開き、人を集める。畑

があり、自分たちで収穫ができる。子どもと行けば農業ができる、帰りにとったものをお土産に持って帰れるという内容が

口コミで広がっています。 

三宅町には、太子道や古墳群もある、100 年の歴史のグローブもある、あざさの花も咲いている、切り口はあると思い

ます。 

マスコミを利用して、打ち出す。その取り組みを堅実に行う。来られた方の不満が出ないようにする。 

三宅町は公衆トイレも店も無い、自動販売機も少ないです、すると 2 回目はないとなってしまう。いってよかった、また行

きたい、友達連れて行きたいと思ってもらえれば、まだまだ手があると思います。 

 



【ガイド】 

観光とは、光り輝く珍しいものを観にいくことです。そして、「目」「耳」「鼻」「口」「手」の五感を楽しませることがメリットであ

ります。世界遺産は見て、温泉でにおいをかぐ、旅館で食し、五感を楽しむのが観光です。三宅町の観光ですが、奈良

の都は 1300年前に開かれました。飛鳥は 1400 年ほど前に開かれました。三宅町は 1500 年から 1600年ほど前

に、孝霊天皇、黒田盧戸宮（いほどのみや）が作った。そのころ三宅古墳群を作った。三宅古墳群は低湿地につくら

れた大変珍しい古墳群です。瓢箪山古墳から犬の埴輪が出ました。これをアピールして、埴輪公園を作って春は桜も

植えて、埴輪展などを開催というのは三宅町の大遺産です。太子道やあざさの花もあります。しかし、町の方が案外知

らない。 

三宅町は 1500年～1600年前にひらけた、歴史遺産であることも知らないので、まずは町民の方に知らしめることが

観光への起爆剤と思います。 

万葉歌も 4500 首以上ありますが、奈良盆地の中央で唯一、ダイヤモンドのように輝いている歌が、三宅の万葉歌で

あり、素晴らしい歌であることをもっとアピールして、恋人の聖地も波及していったのです。 

 

【ガイド】 

自分が観光に行くとなると案内板が有り、温泉宿が有りお土産物が有るところへ行くのではないでしょうか。 

良ければまた行くと考えたとき、何もない三宅町というのもアピールのポイントとしては良いけれど、最低限の備え付けとし

て、トイレや土産物店は必要となります。 

 

【ガイド】 

古墳群、太子道、田原本町や川西町と連携して、観光をどのような形にしていくか、初期段階であるように思います。

やり方がわかっていないので、完成のために絵を描いたものをどの様にしていくのか、費用もかかることと思います。公園も

変な公園にしてしまうと、価値がなくなる。太子道もお店のシャッターが閉まっているようでは、それを見せるのがいいのかど

うか、私たちも案内しているとき思うのですが、あまりきれいになりすぎるのもどうかと思います。 

この狭い４kmの１つ２つのラインをどの様につないで、近隣の町へつなぐのか。最小限度の受け入れ態勢。案内体勢

はよくなっていると思います。そこへグローブをどの様に入れるのか。一つ一つ努力していきたいと思っております。 

 

【ガイド】 

自分自身が観光へ行く場合、何を求めていくのか。今まで、古きをたずねて新しきを知る「温故知新」から今、海外から

来ている方の動向が、今までの本当の観光というより体験型に変わってきている。 

スマホのインスタグラムで簡単に色々なことが発信できる。後は体験型というものを少しプラスしていけたらと思います。 

例えば、磯城郡三町で「磯城の四季」というようなフォトコンテストや「三宅の四季」でも良いですが行う。 

人を集めるには、三宅町には古いものがたくさんあります。1500 年前からの村ですから。 

 

【ガイド】 

奈良県のボランティアガイドの組織ができたのが、遷都 1300 年を目指してできました。観光ボランティアガイドには個人

的に抵抗がありました。気持ちとしては、文化財ガイドなら理解できます。観光ガイドというのは、商売をめざした感覚で

おかしいかなと、思っていました。文化財を説明しようとすると、色々なことを理解していないと理解してもらえない。観光

という感覚を入れないと、周りの方に説明できないし、魅力も感じてもらえないと思っています。ただ本当に何もないと分

かりません、小さな看板でも良いので太子道、古墳名などのキーワードだけでも良いと思います。利用しやすい雰囲気、

一番はトイレやのどが渇いたとき何か手に入るお店があればいいと思います。 



【ガイド】 

観光案内をしていて、水路を回っているときに「ここはお米がおいしいです」という方があります。 

しかし、あまりにも水路が汚くて、こんなところでお米のコマーシャルをしては困ると思って、一度、文句を言ったことがありま

す。「こんなところで、お米を作っていると言ってはいけない」と。 

その後、文化祭でお米を配っていて、それがとてもおいしかったのです。あれを説明するくらい、水路をきれいにして欲しい

と思いました。屏風に鯉があがってきている。色が黒い。滋賀県の観光水路くらいにしてほしいです。 

もう一つ、榛原から気球が飛んできて、2回ほど着地を見ました。三宅町に着陸地点を設けたら、値打ちが上がると思

うのです。 

 

【ガイド】 

町民の皆さんに知ってもらいたいと思う部分があって。万葉歌碑のことも知らない方がおられます。子どもや孫にも「あそこ

に歌碑があるよ」と一生懸命 PR しています。機会を設けて、まず町民の方に知らしていただいて、みんなが知ることも大

事と思います。 

友人にも「一番小さい町だけど」と、なるべくたくさんの方に宣伝し、知ってもらうようにとしています。 

 

【ガイド】 

三宅町知っていただく手段として、休耕田を利用して外部の方が来て、ものがつくれないかと思っています。 

田原本町は、泥んこバレーをしておられます。 

また、古墳群が公園になり、子どもたちが遊べ、外からも遠足で来られるようになればよいと思います。 

吉野には万葉集がたくさんあり、それを集めて吉野の良いところを絵本にされていました。とても分かりやすかったです。子

どもたちに話したら、行きたいと言うらしいです。子どもが家に帰って話すと、親も行く。 

このように、子どもに視点を置いて、子どもから広げていくのも一つの方法と思います。 

そのために公園を作り、歴史遺産をみて勉強もできる、遊んで楽しめる、親子で楽しめる、というのが切り口かなと思いま

す。 

 

【ガイド】 

町の大勢の方は、観光なんかで三宅町に人が来るのかな、と最初は思っていると思います。そこが最初の壁です。どこで

もそうです。 

歴史保存運動の中で学んだことは、先駆的に行っている妻籠や馬籠の宿場町でしたが、この方たちの言葉に、「守るし

かなかった、守ることが開発という振興策だった、新しいものをつくるのではなく、何百年も続く旅籠やなどを守ることがこの

地域にとっての開発でした。」というのが私の心にとても響きました。 

三宅町にも守るべきものが、いくつもあると思います。地域の人が愛着を持って守り続けて、こんな素敵なところですよと

地域の人が思っていれば、やがて人が集まると思いました。 

 

【ガイド】 

観光についてこの町が最終的に特化するのは何かと考えたとき、あざさを本当に町の花と決めたのなら、あざさに特化し

て、一度には行かないが、長期的に、費用・人材をかけてやる・それなりに力を持った人がやる、やっていかないとできない

と思います。今のような、あざさがぽつぽつでは、活け花のようでは、あざさの町になるのかなあと感じます。 

「たずねきし あざさのさとのくれなずむ」 と田原本の方がこういってあざさの里と詠んでくれました。 

すごいなと思いながら見ていました。 



【町長】 

観光は、ファンをいかにつくるのかが大事。多様化していると好きなものがそれぞれ違うので、年代や男女、色々な考え

方があります。その中で三宅町の魅力は何があるのかをもう一度見直す必要があり、太子道やグローブといった発見が

できました。探せばあるのです。今回グローブ 100周年にフォーカスして、テレビが取り上げてくれましたが、CM料で換

算するとすごい額です。恋人の聖地も去年から今年にかけて、テレビ・新聞取材を含めて 5～6本入っています。今回

の放送は数千万円以上の効果があり、経済観点からは評価できます。 

私が、ボランティガイドの皆様にお願いしたいのは、有償を意識してやるのはどうかということです。お金が生まれれば、お

仕事を退職された方などが、「私もやってみよう」と出てくる可能性もありますし、クオリティも求められるので、向上を目指

すと思います。 

私は新しいものをつくるより、今あるものをどう利活用するのかという発想でいいと思います。 

SNS やインスタは、爆発したら人が来ます。皆さん一人ひとりが広報大使です。 

三宅町のシャッター通りをどうするのか、トイレ問題もシャッターを開けたらそこにトイレもあるはずです。 

トイレは作らなくても、シャッターを開ければどこかにトイレがあるのです。 

私案で考えたのは、太子道の集いに、文化協会の方が葉書に三宅町の風景を描いて、1 枚 100円くらいで販売され

て 20 円でも手元に入れば、嬉しいです。描いた方も嬉しいのではないでしょうか。 

 

 

【ガイド】 

王寺町の雪丸に興味があり色々なウォーキングに参加ました。王寺に行ったら、定点ガイドの一角で売っていました。参

加した記念に買いますよね。三宅町にもみやっぴぃや、みやぼうもかわいいのがいますよね。友人と話しましたが「観光っ

てないものねだりではなく、あるもの探しなのだよ」って。地域で何も無いなんてないから、一箇所でいいのです。三宅町の

あざさも、例えば、用水路をきれいにして、そこであざさが咲いていて一瞬でもポスターができたらすごいのではないです

か。 

環濠集落なので、そういった堀をいかしてあざさを植えられたらいいと思うのです。 

 

【町長】 

先ほどのファン作りが大事ということで、クラウドファンディングという形で、お金を寄附してくださいというのができます。それで

集めた人は、もうファンです。寄付の人数が多ければ多いほど、三宅町のことが好きな人がいっぱいいるのです。もはや自

治体の宣伝です。お金を集めながら宣伝もするのです。 

今回、知らないという声もあったので、広報みやけで「恋人の聖地」の特集をしました。 

広報も読んでもらいたい、見ていない方が多すぎることが分かってきたので、力を入れて表紙を見てもらう努力をしていま

す。 

 

 

【ガイド】 

３回に亘っておはよう朝日のテレビがありましたよね。娘が町外にいるのですが、子どもがあんなグローブを使えるような選

手になりたいと憧れている。私は三宅町の出身やと喜んでいます。初めて自分のふるさとを胸張って言えたと。テレビの効

果はすごいです。三宅町に行きたい、と言っています。 

  

 



【ガイド】 

トイレは作るのはなかなかお金がかかるので、あるものを利用すれば良いのではって、そのとおりだと思うのですが、外からこ

られる方に対してトイレがないのは困るのです。町民も歩いている方がおられるので、トイレがあってもいい。そうなると、中

心部で伴堂公民館が開いていたらいいのかとなるのです。 

万葉歌碑の前の土地、前町長の時に更地のところをきれいに舗装しようという話もあったのですが、今後の利用の考え

があればお聞かせください。 

それと恋人の聖地。キーワードで出ていましたが、観光資源なので宣伝と思ったら、年間登録料が 16 万円は、高いか

安いかといえば、僕は十分安いと思っています。 

 

【ガイド】 

石見池に玉子遺跡の案内板があるのですが、運営してくれている人が高齢化して返上したい、3 年後にはやめる、その

展示物を全部町に返したいと言ったけれど、町から NO と言われましたと。 

元山田医院の西側。マップに載っているし、観光資源としては大変重要と、ボランティアガイドの会としては思っている。 

下の台は田原本ライオンズクラブから寄贈いただいた。像は、当時の陶芸クラブの人間が協力して作った。場所は、耕

地組合が提供。看板はいろんな人が協力して作ってくれた。無くしてしまうことが、本当にいいのか。 

 

【町長】 

ボランティアガイドの会で管理というのは、難しいのですか。 

 

 

【ガイド】 

会費から年間 2～3千円の保険代を払っています。あれがなかったら、あそこの団地が元古墳であったという説明が、非

常にしにくいわけですよ。ボランティアガイドの会としては非常に困るのです。置いといてほしいわけです。願わくは、置いて

おくか町でレプリカとして管理展示するか。方法はあると思うが。 

 

【ガイド】 

では、費用がいくらかかって、我々が管理をやって、町の担当課を決めてもらって、打ち合わせしましょうよ。いきなり、する

のかしないのかではなく。 

 

【ガイド】 

僕たちは、町から補助金をもらっている団体なので、そのお金を使ってもいい、という話もできると思うのです。 

 

【ガイド】 

今、答えは出さなくて、いろんな案を考えて。その会長とも打ち合わせをして内容を聞いて。 

町長がおっしゃる管理は、自治会でやってくれとか言うなら、自治会ではなしに有志でするとか考えていく。 

 

【ガイド】 

町は管理しないといっている。観光ガイドの会としては、なくしてもらっては困るということです。レプリカがなくなってしまった

ら、説明できない。 

 



【町長】 

全部が全部、町でやるのはよくないと思います。レプリカを町で引き取って、町で管理してというのではなく別の方法が僕

はよいと思います。 

 

 

【事務局】 

今ここで決定つける話ではないと思いますので。 

町長の方から、万葉歌碑の話と恋人の聖地の話を簡単にしていただけたらと思います。 

 

【町長】 

万葉歌碑のところですが、踊りとかを見せてもらっている中で、見ている人がとても危ない気がしています。車の通りでやる

っていうのが、踊られている方はちょうどいい大きさかも知れないですけど、見ている人の安全性に問題を感じます。前

回、神社で踊りをしていただき、雰囲気も含めてすごいいいと思いました。伴堂自治会さんの協力がいただけたら、隣の

公民館にトイレもありますし、着替える場所も使えて便利です。しかし、あの土地をどうするのか活用を考えないといけま

せん、貸付も含めて考えるべきと思っています。 

恋人の聖地については、今後活用しながらメディア等にとりあげてもらうことによって、１６万円を払う価値があるというこ

とを、作っていく責任はあると思います。皆さんにも様々な取材対応をしていただいているので、メディア対応の機会を増

やしていかなければならないと考えています。 

会長が言われた「子育てするには最適なまち」というのも、良い方向だと思います。子育てをするのにすごく便利な町、と

来られた方が「恋人の聖地」とは何か、と思われても、それが町の魅力の１つのきっかけになるのかなと。恋人の聖地があ

ると見たから来たのですっていうのも１つですし、その中で坂のない町というのも１つの PR です。 

 

 

【ガイド】 

トイレの件ですが、町長が言われたように民家であったり、近くの店舗であったりで相互が云々とありますが、前回のタウン

ミーティングでたくさんの方がトイレは必要ということをいわれました。しかし、町長の答えは一部の人しか周知されていな

い。あの会に参加された方に、トイレの問題はこうですよといわれたことはないと思うのです。議会の中ではありましたが、

議会に多くの方が来ているわけではありません。トイレというのは、切実な問題でね。現実に、この秋から観光にこられる

方がおられて、どうしても必要だと。店舗はほとんどない。コンビニは少し遠い。一番近い薬局店は、もうすぐ移転してしま

う。中学校は、一般の方が入ることに好意的ではない。町としても考えてもらわないと。民家の持ち主と交渉するから、

利用してくださいとはいかない、トイレの件については、納得はしがたいと思います。 

 

【ガイド】 

町長の回答を聞くと、あまり観光はやりたくないのかなと感じました。何か案があっても、じゃあクラウドファンディングがあり

ますよとか、皆さんで空き家に交渉して借りて、そうしたらトイレも使えるじゃないですか、っていう風に終始聞こえました。 

お金を落としていってもらう観光にシフトするのか、魅力を発信して将来的に人に来てもらう観光にするのか、観光をどう

するかということを、今年あたりに考えて方針をだしていく必要があるのではないでしょうか。 

三宅町が 10年 20 年後に向かってどういう町になっていくのかというのを考える上で、重要な魅力もある試金石になる

と思うのです。ボランティアガイドの会で、こんなに熱く語れる町民も大勢いるので、一度町民の方も交えて、シンポジウム

ほどの大げさなものではなく、町とボランティアガイドの会と共催して、どうしたらいいのかを話すのはどうでしょう。 



【町長】 

相互の考え方をどうすればいいのか、という前向きなものは必要性があると思います。 

おっしゃるとおり観光に前のめりではないというのは、やはり行政だけではできるとは思っていないからです。 

 

 

【ガイド】 

トイレを作るのは、観光客にも必要ですが、ウォーキングしている町民も必要だと思います。 

 

【町長】 

作らないのではなく、どう工夫したらできるか、こんな風に利用できるので行政でお願いしますと言った議論はどんどんした

いと思います。そのキーワードがトイレなら、トイレがあったらこういうことができると言うように、今はトイレだけになっているの

で、その先の発展が見えてない中で、トイレだけに予算は厳しいです。  

ウォーキングをどうするのか、健康づくりをどうするのか、健康づくりという観点から考えていくべきです。 

 

 

【ガイド】 

ボランティアガイドがガイドをする中で、来た人に、トイレはまず石見駅を利用して、次は中学校です、約 2時間かかりま

す。女性が途中に催したとき応急措置が何か必要です。おかげ会館や、伴堂公民館を利用してもらっているのです。ス

ムーズに機嫌よく案内できるように、不満が出ないように、町もバックアップして欲しいです。正直トイレの維持管理は大

変です。清潔を保つのにお金が必要です。行政で一番やりたくない施設だと。要望事項に対して「そちらで勝手にやって

ください」に聞こえます。観光が大切と話しているのに、その整合性だと思います。町長もトイレを作ることに対しての大変

さを、話してもらっていいのです。そうすれば、我々もそれならこれはという提案もできます。反対に、町の方から「こうしよう

と思いますが、どうでしょうか」とに投げかけてもらって、我々で検討する、という感じで是非、進めていってもらいたい。 

 

【町長】 

維持管理の話もあります。健民グランドのトイレも大変なことになり、夜は閉めている状態です。管理費をどう捻出するの

かも併せて考え、運営費をどう稼ぐかということも議論すべきです。トイレを管理する費用を誰が持つのか、それも話し合

うべきです。場所も、石見か太子道沿いか、などあります。何箇所必要なのかも考えていくべきです。トイレの要望が高

いのは、理解しています。はじめの取組みとして、トイレの位置をマップに載せて、田原本の方などから「いいね」といったご

意見ももらっています。 

 


