
三宅町複合施設の運営方針（案） 

令和2年2月28日 
三宅町 

子どもたちが 
まちのみんなが  

もっと三宅を好きになる 



　1.　背景と目標 

子どもたちが、まちのみんなが、もっと三宅を好きになるために。 
三宅にあるものを活かし、三宅になかった新たな魅力を生み、三宅の未来を育む。 

三宅町では、このまま人口が減ると、 約7000人の人口は、2040年には5000人を切り、 
0～19歳までの子どもの数は、約1,200人（2010年）から600人＊くらいまで半減すると言われています。 

三宅町の強みを生かし、まちの未来を育むことが求められています。 

三宅町にはまちを支えるたくさんの「ひと」と、 
使われなくなっている・活かしきれていない「もの」があります。 

また、幼児園も小学校も一つで、中学校も一緒。小さなころから社会人の一歩手前になるまで、 
町全体として一つの流れでよい環境を整えるのに適しています。 

それら三宅の資産を活かし、複合施設を中心に、 
まちのみんなができること、やりたいことをアクションとして積み重ねることで、 

未来に向けて「まちがよくなった」と実感できる、 
子どもたちが元気に暮らし、まち全体が生き生きするような、 

三宅町の未来を育むまちの拠点をめざします。 

＊推計方法Ⅱによる推計値	
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　2.　5つの目的 

子ども 

まちの活動 

まちの資源 

! 0～18歳の子どもたちのため
の環境を複合施設を中心に関
連施設とも連携し充実する。 

! 既存の活動を活かし
ながら、分野の垣根
を越え、連携し力を
集結することで、ま
ちで活躍する次世代
の担い手の育成につ
なげる。 

! まちにある空家や休耕地、余剰
野菜や本などの資源を活かし、
子どもも大人も三宅の魅力を感
じるまちづくりを進める。 

それぞれの「やりたい」を 
まちの多様な魅力に拡げる 

子どもが生き生きと 
学び・暮らせる環境を 
まちぐるみで育む 

子どもも、大人も 
「まちがよくなっている」と 
実感できるまちづくり 

多様な関わりをつなげ 
町外のファンを増やす 

町外の人 

! 町外の協力者と連携
し、三宅町の新しい
魅力をつくるととも
に、町外に住んでい
る人と町内の人との
コミュニケーション
を増やす。 

地域の資源を活かした 
新たなビジネスづくり 

! 地場産業などの資源を活かしな
がら、オリジナル商品やグッズ
などの開発をはじめとしたビジ
ネスを生む。 

トータルコントロール 

複合施設 

本、町民による各種プログラム、子どもたち
のための場などが施設内の様々な場所で展開。
施設全体が賑わう運営をめざす。 

自分ごととして関わる 
 ＝  

三宅町を好きになる 

まちの資源 

子どもからお年寄りまでみんなが関われる 

学童・子育て支援 図書 公民館機能　など 

多様な機能を一箇所に集め連携し相乗効果を生む 
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! 三宅町複合施設は、以下の５つの目的を定め、子どもも大人も自分ごととして関わり、まちのみんなができること・やりた
いことを積み重ねながら、三宅町の未来を育むまちの拠点として運営していきます。 
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　3.　運営方針 

A.まちのロビー 

D.図書 

• まちのコンシェルジュ 
• フリースペース＋多目的ルーム 
• コワーキングスペース　 

"  子どもも大人も自由に滞在でき、住民・来訪者が出会い・交流で
きる場 

"  三宅のまちの案内や魅力発信など、まちのコンシェルジュ機能 
"  施設案内や利用案内、レンタルスペースの受付などの総合窓口 
"  地域課題の解決につながる活動を支援 

B.レンタルルーム 

C.学童・スマイル 
• 図書スペース 
• プレイルーム　 
• 自主学習コーナー 

• 放課後児童クラブ 
• 子育て支援ルーム 

• コミュニティルーム１・２・３ 

"  自由にイキイキと学び、活動できる
場の提供 

"  子どもも大人も、交流や体験の機会
を拡充 

"  子どもたちが安心して過ごせる放課後児童ク
ラブ 

"  親子で楽しみながら学べる子育て支援の場 
"  地域の人材を活かした子どもたちの多様な交
流や体験の機会の拡大 

"  子どもも大人も利用しやすい図書室の運営 
"  住民活動や地域課題解決につながる三宅らしい
蔵書 

"  本を通した交流や体験の場づくり 
"  子どもや青少年の学習環境の充実 

A.まちキッチン • フリーキッチン	

"  食を通した交流や体験の場づくり 
"  6次産業商品の企画開発や、飲食物販売などに
よる新たな賑わい創造の支援 

三宅町複合施設	

幼児園・小学校など 役場・文化ホールなど 

三宅町	

町外 

【イ】多様なプログラムによる 
子どもの活動の拡充 

【オ】連携強化 【オ】連携強化 

【ウ】活動を促進する 
図書の活用 

【ウ】活動を促進する 
図書の活用 

【エ】三宅の人・こと・情報に出会える 
魅力的な活動に参加できる 

【ア】多様な活動の 
連携や展開 

【イ】多様なプログラムによる 
子どもの活動の拡充 

【イ】多様なプログラムによる 
子どもの活動の拡充 

【ウ】活動を促進する 
図書の活用 

【ア】多様な活動の 
連携や展開 

B.広場 • 広場（テラス等も含む） 

"  イベントなどによる新たなまちの顔
づくり 

"  自由にイキイキと学び、活動できる
場の提供 

"  子どもも大人も交流や体験の機会の
拡大 

２　それぞれの「や
りたい」をまちの多
様な魅力に拡げる 

１　子どもも、大人も 
「まちがよくなっている」と 
実感できるまちづくり 

４　多様な関わりをつなげ 
町外のファンを増やす 

５　地域の資源を活かした 
新たなビジネスづくり 

３　子どもが生き生きと
学び・暮らせる環境をま
ちぐるみで育む 

! 三宅町複合施設は、公民館機能、学童・子育て支援機能、図書機能などA～Dの多様な機能を１つに集め相互に連携しながら、
一体的に運営する事で、活動の連携や新たな展開などア～オの相乗効果を生み、子どもも大人も関わる拠点としていきます。 

：相乗効果 

三宅町複合施設の運営方針（案）　-3-	



運営会議	

町民運営組織	 子ども事業	

　４．実施体制（オープン時） 

事務局	

【民間事	

コーディネート事業者/チーム	

【三宅町役場】	

まちと子どもを育むプロジェクトチーム	

地域メンバー	

【民間事業者】	

学童保育委託事業者	

・施設を活用して多様な活動を行う人・団体（既存活動団体、ボランティア　など）	

・三宅町役場関係課による分野横断的な複合施
設運営のためのプロジェクトチーム	

・施設の運営を専門家目線でコーディネートする
事業者。（まちづくりの専門家を予定）	

【三宅町役場】	

放課後子ども教室	

【三宅町役場】	

子育て支援センター（スマイル）	

多様な活動・プログラム	

【町民：	

地域スタッフ	

・施設の現場運営を担う人。（コンシェルジュ、図書
管理など）（公募予定）	

４　多様な関わりをつなげ 
町外のファンを増やす 

５　地域の資源を活かした 
新たなビジネスづくり 

地域資源	

町外の人	 三宅町住民	

３　子どもが生き生きと 
学び・暮らせる環境を 
まちぐるみで育む 

参加	 参加	 参加	参加	参加	

町内外の 
公共施設等 

【町民：公募】	

地域コーディネーター	
・施設の運営を地域目線でコーディ
ネートする人。（公募）	

【子ども有志】	

子ども会議	
・子ども達の主体的な活動支援と、
運営に関する子ども達の意見収

集の場。	

官民連携の運営	

小・中学校 

幼児園 
連携 連携 

２　それぞれの「やりたい」を 
まちの多様な魅力に拡げる 

! 三宅町複合施設をどう運営して行くかを検討する運営会議を設け、役場・子どもも含めた町民・専門家が一緒に議論しなが
ら運営を行います。町民は一参加者から運営への参画まで多様な立場で子どもも大人も関われる体制をつくります。 

【民間事業者】	【町民】	

【民間事業者】	

【三宅町役場】	

【三宅町役場】	

【三宅町役場】	
【子ども】	

【町民】	
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１　子どもも、大人も 
「まちがよくなっている」と実感できるまちづくり 



　参考.　複合施設の平面図 
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ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ

２０２０．０２．２２

EV

シンク×４
コンロ×４手洗場

自動販売機

コワーキングスペース
55㎡

フリースペース
120㎡

多目的ルーム

1/100　1階平面図

186㎡

女子トイレ
　15㎡

男子トイレ
　15㎡

多機能トイレ
　　7㎡
給湯室
   4㎡
ベビー コーナー
　　 4㎡

機械置場 

                執務室
                  24㎡ 

控室
 6㎡

倉庫(外部用)
      5㎡

倉庫
56㎡

パントリー
 　11㎡

フリーキッチン
 　　52㎡販売用キッチン

 　　10㎡

カウンター
 (上部棚)

風除室
  11㎡

シンク×２
コンロ×１

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ

２０２０．０２．２２

18㎡
EV

倉庫
 4㎡

　男子
ロッカー
 　4㎡

　女子
ロッカー
 　3㎡

　多機能
　トイレ
 　 5㎡

　授乳
スペース
 　5㎡

　給油室
 　  6㎡

教育長室
    16㎡

受
付

執務室
  49㎡

倉庫　4㎡

事務コーナー
　　9㎡

1/100　２階平面図

コミュニテールーム１
60㎡

コミュニティルーム3
18㎡

コミュニティルーム２
48㎡

子育て支援ルーム
72㎡　

スカイガーデン
48㎡

女子トイレ
　10㎡ 男子トイレ

　17㎡

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ

２０２０．０２．２２

可動式書庫
　 19㎡

女子トイレ
　 15㎡

男子トイレ
　 14㎡

読み聞かせ
  コーナー 

多機能トイレ
  　5㎡ 倉庫

13㎡
静養室
 10㎡

ランドセル棚

事務スペース

下足エリア

テラス
  76㎡ 靴箱

1/100　３階平面図

自主学習スペース
72㎡

図書スペース
プレイルーム
120㎡

放課後児童クラブ
175㎡

EV

カーテン

1階	 2階	 3階	



三宅町複合施設愛称アイデア募集要項

三宅町では、令和３年、複合施設のオープンを計画しています。この複合施設では、子どもたちやまち

のみんなが、もっと三宅を好きになるための”まちの拠点”となるような施設となることを目指しており

ます。そこで、より多くの方に知ってもらい、親しみを持って施設を利用してもらえるよう、愛称アイデ

アを募集します。

愛称の決定にあたっては、皆さんからいただいた愛称アイデアをもとに、事務局で、２〜３案の優秀作

品を選定し、小中学生などの住民の皆さんの投票により決定します。たくさんのご応募をお待ちしてい

ます。

募集内容

三宅町複合施設の愛称アイデア

※ 複合施設の目的や特徴がイメージできるもの

※ 覚えやすく親しみのあるもの

※ 他の施設や商標などと混同されないもの

※ 応募者自身が創作したもので未発表のもの

※ 応募点数は１人２点まで

※ 採用作品の著作権および知的財産権などの一切の権利は、三宅町に帰属します。

※ 表現の一部に変更を加えさせていただく場合があります。

応募対象者 三宅町に関心のある方ならどなたでもご応募できます。

応募方法

次の事項を記載して、郵送、メールまたは窓口に直接ご提出ください。

①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤メールアドレス

⑥愛称アイデア（ふりがな） ⑦愛称に込めた想いや意味

【窓口・宛先】三宅町役場 政策推進課 複合施設愛称アイデア募集担当

【郵 送】 〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

【メール】 seisaku@town.miyake.lg.jp

募集期間 令和２年３月３１日（火）必着

賞 最優秀賞に選ばれた方には三宅町の特産品等１万円相当を贈呈します。

選定方法

① 愛称アイデアの選定

外部審査員を含めた厳正な審査により２〜３案の優秀作品を選定します。

② 町民投票

優秀作品の中から、町民の皆さんの投票により最多票を獲得した作品を「愛称」

として決定します。

［投票場所］三宅町役場１階ロビーに投票箱を設置します。

［投票期間］６月初旬〜６月中旬（予定）

※ 小学生・中学生を対象に、学校での投票も行います。

③ 発表

６月下旬〜７月上旬（予定）に、三宅町ホームページや広報誌などで発表します。

複合施設の詳細は

三宅町ＨＰを参照。

mailto:seisaku@town.miyake.lg.jp


三宅町複合施設 愛称アイデア応募用紙

三宅町 政策推進課 宛 令和２年 月 日

［お問合せ先］

三宅町役場 政策推進課 （複合施設愛称アイデア募集担当）

電話番号：０７４５－４４－３０７０

（ふりがな）

氏 名 年 齢 歳

住 所
〒

電話番号
※日中連絡の取れる番号を記入ください。

メールアドレス ＠

愛称アイデア（ふりがな）

愛称に込めた想いや意味



三宅町複合施設 地域コーディネーター募集要項

三宅町に新しく生まれる複合施設のコンセプトは、「多世代がつながり地域の魅力が創出される町民

ひとりひとりの居場所。」まちの子どもたちを中心に、誰もが主役になれるまちづくりの拠点としてい

くことで、複合施設で生まれるたくさんの「あるかも」が、まちのみんなの「三宅町に住んでいてよか

った」の気持ちにつながることを目指しています。

図書室、学童保育、子育て支援センター、コミュニティスペース、コワーキングスペース等の機能を

中心に、三宅にあるものを活かし、三宅になかった新たな魅力を生み、三宅の未来を育むまちの拠点

とし、子どもたちが、まちのみんなが、もっと三宅を好きになるために。町民と行政、専門家が一緒に

なって運営していく事が必要だと考えています。

このような背景のもと、一緒に複合施設の運営について検討し、活動の中心的な役割を担う地域コ

ーディネーターを募集します。

募集内容

地域コーディネーター

※ 地域コーディネーターは、町民と行政、専門家が一緒に複合施設を運営して

いくために、町民の代表として複合施設の運営のあり方を、行政や専門家と一

緒に検討していただきます。

※ 「複合施設の運営に主体的に関わる町民組織のあり方」などを一緒に議論し

ながら、町民組織を立ち上げ、その組織のコアメンバーとして複合施設運営に

関わっていただきます。

活動内容

（予定）

【Ｒ２年度】

（１） 運営計画の検討会議への参加（３〜４回程度）

行政・専門家と一緒に運営計画を検討します。

（２） 町民運営組織のあり方の検討と立ち上げ（２〜３回程度）

町民運営組織のあり方を検討する準備会に参加し、組織の立ち上げを行い

ます。（町民運営組織は、現時点では実行委員会形式を想定）

（３） プレイベントの企画運営（３〜４回程度）

行政・専門家や町民団体などと一緒に、オープンまでの間プレイベントの

企画運営を行います。

【Ｒ３年度〜】

（１） 運営会議への参加・運営計画などの検討（５〜６回程度／年）

（２） 町民運営組織の運営（１回程度／月）

応募資格

（１） 三宅町もしくは近隣市町村在住者の方で年齢が満１８歳以上の方

（２） 複合施設の目的を実現する得意分野を持つ方

（３） 電子メール・ＳＮＳ等でのやり取りができる方

応募人数 若干名



任 期

令和２年５月上旬〜令和６年３月末日（予定）

※ 複合施設オープン前の１年間およびオープン後３年間の任期を予定していま

す。

※ 任期満了後に更新の可能性もあります。

謝 金

【Ｒ２年度】

なし。（オープンまでは、ボランティアでの参加をお願いいたします。）

【Ｒ３年度〜】

あり。（町の規定に基づき、お支払いします。）

ただし、詳細は、今後決定する活動内容を勘案して決定します。

【参考金額】

３，０００円／１日あたり※

※ 参考の金額は、現在町役場での他業務での謝金を示しており、確定した金

額ではありません。

応募方法

次の事項を記載して、郵送、メールまたは窓口に直接ご提出ください。

①氏名（ふりがな） ②年齢 ③住所 ④所属 ⑤電話番号

⑥メールアドレス

⑦応募理由（テーマ：あなたが得意なこと、それを生かしてやってみたいこと）

※ 提出された書類は返却いたしません。ご了承ください。

【窓口・宛先】三宅町役場 政策推進課 地域コーディネーター募集担当

【郵 送】 〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

【メール】 seisaku@town.miyake.lg.jp

募集期間 令和２年３月３１日（火）必着

選考方法

提出された応募用紙による書類選考、また、必要な場合は面接を行い、決定いた

します。

※ 選考結果は、４月中に応募者全員にお知らせします。

＜選考のポイント＞

・複合施設の目的達成に資する得意分野があるか

・将来にわたって三宅町のために主体的に活動する意欲があるか

・多様な関係者と連携しあい協力しあいながらプロジェクトを進めていけるか

など

mailto:seisaku@town.miyake.lg.jp


三宅町複合施設 地域コーディネーター応募用紙

三宅町 政策推進課 宛 令和２年 月 日

［お問合せ先］

三宅町役場 政策推進課 （地域コーディネーター募集担当）

電話番号：０７４５－４４－３０７０

（ふりがな）

氏 名

生年月日 昭和・平成 年 月 日

住 所
〒

所 属

（通勤・通学

先、

所属団体名）

電話番号 ※日中連絡の取れる番号を記入ください。

メールアドレス ＠

応 募 理 由

三宅町に新しく生まれる複合施設のコンセプトは、「多世代がつながり地域の魅力が創出される町民

ひとりひとりの居場所」。複合施設が、まちの子どもたちを中心に誰もが主役になれるまちづくりの拠

点となり、まちのみんなの「三宅町に住んでいてよかった」の気持ちにつながることを目指していま

す。

三宅にあるものを活かし、三宅になかった新たな魅力を生み、三宅の未来を育むまちの拠点としてい

くために、「あなたが得意なこと、それを生かしてやってみたいこと」をテーマにご記入ください。

※ 必要に応じてページ数を増やしてください。


