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令和３年度
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第１ 町長からあいさつ

【町長】

本日は子育て世代の声を聞く機会がなかなかないということで、日頃の疑問等も含めてざっくばら

んにお話しください。

第２ タウンミーティングの内容

【女性】

タウンミーティングに参加する機会があまりなく、どんなことをお話ししているのですか？

【町長】

今年のタウンミーティングでは、主に町の大きな３つの事業についてお話ししました。

１つ目は県立大学の理工学部系が石見駅南側の線路の西側に新設される、大和平野中央プロジ

ェクトについてです。奈良県と連携して用地買収などをこれから進める予定です。大学を核としたス

タートアップビレッジ構想として、起業家育成や起業家を集めて新たな会社を興していくまちづくり

を進めていきます。

２つ目は野球グローブ生産 100周年記念事業についてです。YouTube チャンネルを立ち上げた

り、オープンファクトリーとしてグローブ工房見学をしたり、親子でオリジナルグローブを作るというこ

とで子どもたちと紐通しをするイベントも実施しました。１２月４日には仕上げのイベントを開催予定

です。こういった取組の中で三宅町イコールグローブ・スポーツ用品として注目度があがり、次の展

開として産業的にどうつなげるか考えています。スポーツ用品以外にも三宅町の産業は靴下など、

近隣市町村では川西町の貝ボタンなど、技術的に優れているものがあり、近隣市町村とともに産業

の工場見学ツアーを企画して、観光につなげていくこともできればと思います。

３つ目はコロナワクチン接種事業についてです。全対象者の８７％が２回接種を終えて、三宅町の感

染者も落ち着いてきました。３回目の接種は２回目の接種から８ヶ月期間をあけるというのがおおよ

そ決まってきているので、１月末から始めて来年の６・７月には３回目接種を全員が終えるスケジュ

ールで考えています。そういった事業の内容についてタウンミーティングでお話ししてご意見をいた

だいたり、普段思っていることについて聞かせていただいたりしています。

第３ MiiMo の学童保育クラブの広さ

【女性】

MiiMo の２F の広さで、学童の子どもたちが無理なく活動できますか。

【町長】

小学校３教室分よりは確実に広くなるので、環境として、面積的に今よりは改善すると思います。定

員MAX100人を想定しています。
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第４ MiiMo の安全対策

【女性】

MiiMo の階段近くに柵などの設置予定はありますか。

【町長】

現時点では考えていません。学童始動後、安全面の課題が出る可能性は想定しています。広場の

半分ほどが人工芝、残りは駐車場になるので、広場を活用をしながら、様子を見て対応していきた

いと思っています。

現状でもMiiMo の柱の間を車で走る方がいて、当初は想定していなかったのですが、そういう事

例が出てきたのでポールを置いて対処しています。状況に合わせた対応を考えていますので、行政

にも学童にもご意見があれば言っていただければと思います。

第５ MiiMo のグランドオープニングイベントと MiiMo 食堂

【町長】

１２月１８・１９日にMiiMo のグランドオープンのイベントを今考えています。記念の講演で雑誌「ソト

コト」の編集長である指出さんという方にお話いただく予定です。自分たちで砂のアートを作る「サ

ンドアート」や、廃材を使った楽器をワークショップで作って演奏会をする等、子どもたちが喜ぶイベ

ントも予定していますので、是非参加していただければと思います。SNS での情報発信にも力を入

れていて、インスタグラムにはグランドオープンまであと何日、と毎日更新しています。

また、MiiMo 食堂では日替わりでお店が出ていて、月曜日は三宅の香豆舎さんが焙煎してる豆を

使ったコーヒーやスイーツのカフェをやっています。火曜日はパン屋さんで、一個７０円ぐらいの子ど

もが買える食パンや色んな種類のパンを作っています。水曜日はスープとおにぎりのセットのランチ

があります。木曜日が曽爾村の喫茶店がオムライスなどを出しています。金曜日はおにぎりやマフィ

ンが主なメニューです。土曜日がアトリエスタ食堂という大阪の店で、唐揚げが絶品です。日曜日は

隔週でお弁当屋さんを出しています。お昼休みに子連れのお母さんたちがMiiMo やテラスでラン

チするという今までに見れなかった光景が良い雰囲気だなと感じています。一階とテラスは飲食可

能ですし、17時以降はアルコールも飲むことができますので、第一金曜日の夜には居酒屋もやって

います。是非、散歩がてらに寄っていただけたらなと思います。

第６ MiiMo と小学校の行き来の安全面

【女性】

来年度学童がMiiMo に移るため、今まで小学校の敷地内から学童への移動だけだったのが、学

校の外に出るということで、校門前の横断歩道には点滅信号があった方が安全だと思います。

MiiMo の大階段でも、将来的に子どもが遊ぶのであれば、怪我等も心配しています。そういった安

全面も含めてルールづけ等どのように考えているか教えてほしいです。
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【町長】

現状では、集団下校時に東側の門がメインで校長先生と学校の先生が旗を持って横断歩道を渡っ

ています。MiiMo との行き来については、横断歩道を渡って、車と接しないように広場の駐車場と子

どもたちの通路を分離し、必ず大人がついて動くことを想定しています。あとは危ないところをどうク

リアしていくのかを学童の事業者さんと現状に即して考えていかなければいけません。一方で、子ど

もたちをのびのびと走り回らせてあげて欲しいという意見もありますので、子どもたちが自主的なル

ールを作っていける指導も必要かなと思っています。子どもたちも自分たちで決めたルールなら守り

やすいし、もう一つは新しい場所なのでみんなでルールを作っていくことも取り入れていけたらと個

人的には思います。その辺は職員や事業者さんとも意見交換していきたいと思います。

【女性】

学童に来た後に、校庭へ遊びに行ったり、陸上のクラブにいったりする時にも、みんなから遅れて子

どもが一人だけで道路を渡ってしまうという心配があります。

【町長】

陸上クラブの方ともどうしていくか一緒に話していきたいです。一方で学童以外から来ている子ども

もいるので、その子どもたちの安全も一緒に考えていく必要もあると思います。

第７ MiiMo と小学校のあいだの道路付近の安全対策

【男性】

今後、MiiMo と学校の行き来が非常に多くなっていく中で、道路でスピードを出している車が多い

と思うのですが、スクールゾーンになっていますか。

【町長】

今は、なっていないです。

【男性】

私が小学生の時、1 学年下の子が東屛風から登校していて忘れ物があって、家へ戻った時に車に

轢かれて重大な怪我をされたことがあり、多分それ以降に点滅信号がつけられたと思うのですが、

子どもは夢中になれば周りが見えない。MiiMo との行き来の中でも、友達を追いかけて急いで飛

び出す心配をしてしまいます。人がずっと付くのはなかなか難しいと思うので、できればスクールゾ

ーンの設定や、お金はかかりますけど点滅信号等の対処をいただけたらと思います。

【町長】

そうですね。屛風にある信号は子どもたちが通る時間帯は、点滅ではなくて必ず赤・青になるように

変えてもらうなど、通学路の安全対策を少しずつ進めていますが、一方で幼児園の送り迎えの方か
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らも危険だという声をいただいています。横断歩道を設ける話も警察としていますが、横断歩道をつ

ける条件があって、それは信号も同じことで、一定の交通量と信号間の距離が離れている必要があ

る等の条件があります。それを踏まえた上で、うちの特殊事情を説明し、前向きには検討してもらっ

ているのですが、小学校で点滅信号が付けば、幼児園にも点滅信号を付けて欲しいという声が必

ず出ると思うので、今は人の対策が現実的だと思います。人で出来ることは、人でやっていくのも一

つです。信号設置を含めて安全対策をどう整理するのかは今後の課題ですので、良いアイデアが

あればと言っていただけたらありがたいです。

第８ 学童保育のサポーターの人数

【男性】

いつも三宅町を良くしようと色んな取り組みを積極的に推進されておられることに、町民の一人とし

て感謝申し上げます。ありがとうございます。

先程おっしゃられていることと同じなのですが、MiiMo から三宅小学校校庭までの道路の横断を危

惧しています。子どもの事故で一番多いのは、横断中の事故、飛び出しだと聞いていますし、子ども

の特性からして視野が大人の半分位しかなかったり、身長も低いので事故に遭いやすかったりしま

す。学童には多くの子どもがいて、友達を追いかけて飛び出すことも考えられるので、今のサポータ

ーの人数で、その辺の対応が可能なのか若干懸念しています。外遊びは欠かせないので、安全対

策をしっかりと講じてほしいです。

【町長】

ありがとうございます。必ずサポーターは付いてもらわないといけないですし、人員については必要

な人員の確保はしたいと思っています。使い勝手が悪いとか危ないとか、運営開始後しか分からな

いことや想定外のことが多く起こると思うので、学童の事業者さんや役場の学童担当者へ情報を

頂けたら、できる限り早急に対応していきたいと思っています。

第９ 学童の子どもへのフォロー

【男性】

昨年から学童の経営が変わり、これまでは子どもの性格や特性を把握した上で子どもに寄り添っ

て接してくださっていたと思います。特に迎えに行ったら、その日あった出来事を詳細に教えてくれて、

よく見てくれているなと親もすごく安心感に繋がっていました。経営が変わってからはそういった部分

が若干弱いのかなと思います。第二の家庭として、子どもの立場に寄り添って接していただける学

童であれば有難いです。ソフト面でそういった対応があったら望ましいと感じています。

【町長】

ありがとうございます。学童の事業者さんに関して、是の意見も非の意見もいただいていて、非の意

見もたくさんいただいている事実もあるかなと思っています。いただいた意見は、しっかりと事業者さ
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んへ伝えて、おかえりただいまと言えるような学童を継続していくことを目指します。一方で、以前に

学童を町営にしていた時、そこから事業者へ変わった時も同じことが起こりました。過渡期であるこ

とは、僕たちも認識をしながら保護者さんや子どもの不安に寄り添うことが重要だと思っています。

それを踏まえて、皆さんの声を直接聞かせてもらえるのはすごくありがたいので、これを受けて現状

の確認や課題解決に向けて、担当者や事業者さんと話し合う場を設けようと思います。

第１０ 小学校との情報共有

【男性】

小学校との情報共有はどんな感じなのでしょうか。

【町長】

教育長も教育委員会もしっかりと学校の状況は把握していて、教育委員会も担当課も学童と連携

が取れています。僕もこの仕事に就いてわかったことですが、学童保育は福祉部局が担当し、小学

校は教育委員会が担当しています。同じ児童の関係なので、保護者からは一つの課で担当してい

ると思われ、ちぐはぐが起こりやすい部分もありますが、課の垣根を良い意味で壊して連携していく

ことについては頑張っていきたいと思います。

第１１ 地域振興券

【男性】

昨年、町から振興券というかたちで、カタログをいただいて、同級生にお肉屋さんが１るのに行った

ことがないことに気が付きました。カタログを見て、せっかくだから行ってみようと機会ができて、それ

からずっと付き合いが継続しています。香豆舎さんの珈琲豆もカタログで知りました。小さくてもいろ

いろな商店が三宅にはあると思うので、今まで町外に買いに行ったものをどんどん町内で消費でき

たら、もっと町も発展していくと思います。せっかく町が盛り上がってきているので、もっとアピールし

てくれて、若い子もどんどん町内で買い物できたらと思います。お願いします。

【町長】

ありがとうございます。今回はコロナの経済対策の交付金の使途で、僕たちが考えたのは暗いニュ

ースばかりなので、明るくなることをしようというのが、まず根本にありました。

他市町村では水道代基本料金の無料等をしていたのですが、三宅町ではしていません。理由は、

基本料金が月 1件 500 円ほどで、それに対して 100万円位のシステム改修をするのなら、地域

振興券で1人1万円渡す方が絶対役に立つと考えたからです。議会でもいろいろ意見が出ました

が、納得いただきました。また、前々回の地域振興券が使われていたのは町外ばかりで、理由は三

宅に何もないからということだったのですが、そもそも町内のお店を知らない人も多いという意見も

ありました。そこで、長寿の方へのお祝いで町内の品をカタログギフトで選んでいただくという町の

事業を活用することにしました。町内の店を知るきっかけになったとの声もあって、町内での消費活
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性にもつながったと思います。

三宅は買い物するところがないと言われますが、町外へ買いに行くことが原因です。だから、MiiMo

のお店もみんなが利用して、売り上げの目途がたつとなれば、三宅町で出店しようという話が出て、

町内の店が増えていく。課題なのは、需要が見えないこと。

昔は、近所の酒屋さんが配達してくれました。でも、みんな町外の安いところへ買い物に行った。結

果的に、町内の店は商売が続けられずに辞めていってしまう。でも、少し高い値段であっても町内に

お店があれば、高齢者になった時に買い物難民になるリスクは少ない。値段が高くても未来の自分

たちのために投資出来るかを考えていかないといけないし、皆さんの意識も変えていかないといけ

ない。町内の店ができたら、僕らは広報でも応援したいと思っています。MiiMo で今後やっていきた

いのが、地域の野菜を売る場所の設置。買い物する場所ができるし、農家の方への売り上げ向上に

もつながります。もちろん、町内のみなさんが町内消費する前提なので、出来た時は是非皆さんにも

応援して頂きたいと思います。

第１２ 三宅町のゆるすぽ

【女性】

三宅町のゆるすぽですが、三宅町ホームページとかで調べると 2018年の記事しかなくて、今も運

営してるのか、申し込みはどうすればいいのか聞きたいです。

【町長】

やっています。更新されていない旨、担当課へ報告させていただきます。教室の一覧等があれば便

利ですね。町の LINE など、SNS関係でも情報発信していきます。

※「すぽろぼ奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」HP内の「連絡協議会所属クラブ紹

介 三宅町ゆるスポクラブ」の更新については、現在協議中です。

問合せ先は三宅町役場教育総務課０７４５－４４－３０７９までご連絡ください。

第１３ 三宅町HP内のMiiMo のページ

【女性】

三宅町のホームページのMiiMo の情報が止まってるので、更新をお願いします。

【町長】

MiiMo独自のホームページを作成したため、三宅町のページでの更新が滞っているかたちです。す

ぐに対応させていただきます。

※対応済。MiiMo のページ更新いたしました。

第１４ MiiMo クラブの活動

【職員】
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現在、MiiMo クラブというものがありまして、MiiMo の施設利用料金がお安くなる、その代わりにみ

んなと交流活動をすることが加入条件となります。その交流活動の中に、先程のご心配事である道

路横断の見守りなども今後やっていけるのかなと思いました。MiiMo の施設のコンセプトがみんな

で子どもたちを守ろうというものなので。

【町長】

現状、会員数が 400人ほどいるので、見守り活動をするという方も出てきてくれるかなと思います。

第１５ 石見駅の改札

【男性】

石見駅改札は東側ですが、西側にも改札ができればと思います。

【町長】

近鉄からは、構内踏切をなくすことが必須条件として提示されていて、両方に改札ができた場合、

東側からの人は西へ回って、西側の人は東に回るようになります。西側に改札が一ヵ所あって、構内

踏切があった方が車で来る人達は便利という意見もあり、議論が必要であると思います。

第１６ 県立大学ができた後

【女性】

大学というのは校舎ができるのですか。

【町長】

はい、キャンパスができます。風景も変わっていくと思います。

ただ、むやみに開発するべきではなく、昔から守ってきた田園など残していくエリアを上積みすること

が大事だと思っています。三河の踏切の東側に工場などができて、大和中央道がくるあたりは中和

幹線のような開発はありだと思います。将来空き家が増えることを考えれば、住宅開発ばかり進め

るのではなく、空き家を上手く活用していくことを考えていくことが重要だと思います。

また、シェアリングの活動も町に取り入れていくため、子どもの送迎などをアプリ上でマッチングする

子育てアプリの活用を行っています。気兼ねなく、助け合いが出来るようなシェアリングを進めてい

るので、是非登録をお願いします。

第１７ MiiMo に関する感想

【女性】

MiiMoが出来て良かった感想です。小学生の子どもが、MiiMoにみんなで集まって宿題をするよう

になりました。MiiMo に行けば誰かに会えるというのは良いことだと思っているのが１つと、図書館

は 7 時まで開館していて平日の夕方にも借りれるのはすごく良かったと思っています。学童が
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MiiMo に移るのは、個人的に楽しみにしています。ありがとうございます。

【町長】

ありがとうございます。夕方に子どもたちが一度家に帰った後、MiiMo に来てくれています。MiiMo

の中で走り回ったり、ピアノを弾いたり、宿題してる子どもも多いです。子どもたちが自由にしてくれ

ていて、すごく嬉しいです。MiiMo には無料Wi-Fi があるので、子どもたちにもすごく喜ばれていま

す。

第１８ 空き家改修の補助

【女性】

新築を建てたり、中古の住宅を購入したりする場合は助成金が出ると思うのですが、家はあるけれ

ど誰も住んでない家をリフォームするときも助成金の対象にしていただければと思います。

【職員】

他市町村では、町が空き家を１０年間借り上げてリフォームして、他の方にお貸しする制度がありま

す。空き家のオーナーさんにも移住希望者の方にも需要のある空き家の利活用制度だと思います

ので、勉強しています。

【町長】

今後は転入者への補助をやめることも検討しています。理由は、転入者へのアンケートに補助金が

きっかけで転入したという回答がないことです。転入後に補助金があるのを知って申請された方ば

かりなので、転居される方への制度の拡充を考えています。リフォームの助成金も検討させていただ

きます。

【町長】

この世代の声を聞かせてもらえることがないので、すごいありがたいし、貴重な機会頂いて本当に

ありがとうございました。


