
（１．みやけまちづくりの会）

〔報告書〕

三宅町

令和元年度

まちづくりトーク
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概 要

１．日時

令和元年７月２０日（土） 午後１時３０分～午後３時１０分

２．場所

中央公民館 ２階 大会議室

３．主催

みやけまちづくりの会

４．参加者

１６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

なし

８．希望するテーマ

まちづくり、まちおこしについて（複合施設、駅前広場との）

９．内容

（１）町長からの昨年度のフォローアップ

（２）意見交換・質疑回答
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要約記録（対談形式）

参加者

石見駅前の利用のルール説明がありました。駅前で何か賑わいを作りたいときに、させ

てもらえるのか。

町長

石見駅前の活用については、道路敷地として、許認可の問題がある。誰彼かまわず許可

を出すというのは、厳しいと思っています。「まちづくりの会」など、様々な町にご協力い

ただいている団体を中心に利活用していただく場合は、許可を出しやすいと考えています。

警察とも協議がありますので、準備をしながら、共に進めていけたらと思います。

参加者

石見駅前で行政主導で何かすることはないのですか。

町長

活用は朝市マルシェでと考えていましたが、実行委員会にて、「開催は町の真ん中がいい

のではないか。」「将来、複合施設での運営も含めて考えていこう」というご意見をいただ

きました。そのため、朝市の開催は、庁舎付近で進めていきたいと考えています。

補足：土木まちづくり課

現在、石見駅周辺地区のまちづくり基本構想を作成中です。
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参加者

朝市マルシェの開催について、定期的にとは、どれぐらいの頻度なのか。

町長

定期的にとは、２ヶ月に１回程度を予定しています。

野菜が出る時期、なくなる時期などありますので、出やすい時期は１ヶ月に１回、出に

くい時期は２ヶ月に１回と考えている。

参加者

２ヶ月に１回は町の朝市マルシェに参加し、他の開催は駅前でもできればと思います。

町長

石見駅前での朝市の開催を進めていただける企画があることをお聞かせいただき、今後

どのような形で進めていくかの話合いができればと思います。

参加者

朝市マルシェは「あるかもカフェ」と同時開催でしたが、複合施設が建つぐらいまで併

設して開催するのか。

政策推進課長

マルシェと「あるかもカフェ」を一緒にしたのは今回だけです。

タイミングが合うイベントと一緒に開催したいと考えています。
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参加者

あるかもカフェのようなデザインした人などが来て、いろいろなこと見聞きすることは

とてもよかった。町の他のイベントとのコラボについても、今後も考えてもらいたい。

町長

コラボ企画については、集客を含め、雰囲気づくりとしても良い部分だった。今後の取

組みについてもつなげたい。

参加者

朝市マルシェについて、今回は野菜の出品でした。今後は、お菓子を作られている方、

いろいろなものを作られている方もいるので、幅広くできないか。

町長

スタートは「小さなお野菜マルシェ」ですが、出品したい方、こんなことをやりたいと

いう方と、コラボしたい人を増やして、できる限り大きくしていきたいという構想は持っ

ています。

今回は、キッチンカーも出店していただきました。野菜を「買う」だけじゃなく、「食べ

る」ということにも、今後、皆さんの協力をいただきながらすることも、可能だと思いま

した。
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参加者

避難勧告が全域に出て、その後、避難指示も全域に出てるのに、避難者は非常に少なか

ったと講演会で説明があった。もし、避難する住民が、１００％になったらどうなるのか。

避難率を上げることは、現実には沿わないような気がします。

町長

体が不自由な方、早く避難を必要とする方、急に逃げれない方、家が２階建てではない

方については、早めに避難を心掛けていただきたい。避難しないといけない方で、避難で

きる方は、できるだけ早めの避難をする意識の向上という部分の啓発をしていきたい。

ただ、避難所に全員が避難することは不可能だと思っています。

参加者

三宅町は、内水型の水害が中心なので、垂直避難を考える人が多い。避難率などを出す

ときには、アンケートの取り方、避難者数の把握の仕方を工夫してもらいたい。

もし災害が起こったら、避難所に来なかった人に、「どういう行動を取っていたのか」、

「どのように対応しようと思ったのか」など、一度調査してはどうか。

町長

新たなハザードマップを三宅町でも作成をする予定をしています。その中で、自分の地

域の浸水想定がどのようにされているのかを知った上で、各自主防災会と役場が連携して、

この地域ではどう行動を取っていくのがいいのかを協議をさせていただきたい。取り組み

については、周囲の啓発、地域ごとで違いがあるので、地域ごとの自主防災会の皆様との

話合いをさせていただきたい。
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参加者

平成２９年の台風の時には、三宅町は何時ごろに浸水したのか。時間帯によっては、避

難勧告をしないほうがいい場合もある。水が浸かっていて逃げられないこともある。

町長

避難準備、避難勧告は早く出しました。避難指示を出したときは、気象庁の水位を確認

し、越水の手前だったと記憶している。ただ、避難勧告を出したときに、「避難する道路の

一部が冠水していてどうしたらいいのか」という意見もいただいています。

参加者

但馬駅の北側の電灯について、以前、夜間に光をつけると、稲に害がでると担当課から

説明があった。その課題は解決したのか。

町長

設置した電灯は、稲に害のでない光害対応のものを設置しました。

参加者

大和中央道の建設の準備が進んでいると思うが、住宅地の近くで工事が始まった場合、

大型トラックや工事車両がたくさん来ると考えている。子どもの安全対策はぜひともお願

いしたい。

町長

工事が始まる箇所では、子どもたちの安全性について、自治会等、PＴＡ等とも、ご協議・

ご意見いただいて、安全確保は必ずしないといけない。
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参加者

大和中央道は、いつ頃から工事が始まるのか。

町長

工事は、伴堂地区と、屏風地区の２工区に分かれていると、イメージしてもらえたらと

思います。

伴堂地区については、買収も進んでいて、一部工事しているところも見えていると思う。

伴堂地区に関しては、買収が終わったところから徐々に工事を一部区間ずつでも進めてい

くと（奈良県から）聞いています。

屏風地区については、川西町の方で、用地買収が進んでいないという課題もありますの

で、買収が終わり次第工事が始まります。

補足：土木まちづくり課

大和中央道延伸の工区は、三河、伴堂、屏風の３地区に区分されています。

三河は、用地買収完了、一部工事完了

伴堂は、記載のとおり

屏風は、家屋があるため買収交渉中
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参加者

我々は「三宅まちづくりの会」という名前なので、複合施設で我々が何をするか、ある

いは何をしてほしいか、というような場を一つ考えていただきたい。

住民の方たちの実行委員や具体的な形を出していただき、お互いに話し合いをしたい。

町長

複合施設については、先日「あるかもカフェ」というイベントを開催して、「何をしたい

か」をお聞きしている。皆さんの「どういう風に使うのか」「こういう風に使わせてもらえ

ないか」ということを、「あるかもカフェ」で集めながらそれを叶えていくために、どうい

った運営をしていくかを、模索をしています。

どのように皆さんが参加して使って、自分たちの居場所として使っていただけるかとい

うのを、開館までの間に考えていきたい。

また、「あるかも通信」というかたちでこの間広報にも載せさせていただきました。これ

を継続して発行しながら、情報の共有を図って、今いただいたご意見というのも出来る限

り取り入れていきたいと思います。
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参加者

先日もたくさんの方が三宅町に来て、個室トイレがあったらという話がありました。ト

イレ設置の進捗状況や途中経過はどうなっているか。

町長

具体的に進捗というのは今のところありません。トイレのみの整備ということは考えて

いません。

何か販売したり、本当にお金を生むことのプラスアルファがあれば、拠点として、トイ

レを建設して整備するというのは検討していく価値があると考えています。

観光というのは、「産業」であって、お金を生み出さない観光は、成り立たないと思って

ます。

観光は、投資した分がどれだけ返ってくるか。売上であったり、何かすることによって

皆さんの新たな雇用を生めるような可能性もあるので、仕掛けづくりをして、併設のトイ

レ整備をしていくことは考えていく必要がある。

参加者

三宅町の訪問者に販売できるものや、お店をいう施設はない。店がなければ売り上げに

ならないし、お客さんも来ない。

町長

太子道のスーパーマーケットの跡地をお借りできることと、活用をしたいという意見も

ある。何か販売できるものを生むというのは課題だと思います。そういうところは皆さま

ともご意見を出し合いながら、どうしたらいいのかを共に考えていく必要がある。例えば、

野菜とか、何かお土産物を生まないといけないと思います。
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参加者

太子道のスーパーマーケットの跡地で弁当屋さんがあります。そちらでは、ソファー、

テーブル、イスなども用意されており、我々に今後、観光客や会議に来られた方々に場所

を提供して、朝市みたいな屋台でもどうですかという話もあり、話し合いを行いました。

太子道に、無料休憩所・観光案内所として一日中開放することで、パンフレットを置き、

野菜や、忍性さんやひまわりさんで作ったものを販売できるのではないかと話をしました。

町長

三宅の観光を考える中で、お金を生む制度・仕組みが今課題と感じています。何を生ん

だら、どのように稼いだらいいのかを、皆でもう一回真剣に考えることが必要です。ボラ

ンティアガイドさんが 1年に案内される方だけでも、２，０００人を超えている。その方

たちが、１人１００円使うと考え、１００円使ってもらえる商品を考えることも一つかも

しれません。文化協会さんのすばらしい絵を書きく方とかもいらっしゃるので、絵はがき

があるとうれしい。ここで書いて送るサービスだけでもしていただければ、三宅町の風景

が、素敵な絵が家に届くことが喜ばれると思います。いろいろなことが取り組めると思う

ので、知恵の出しあいを一緒になって考えていきたい。

そのあとに、その後に「どういう投資をしていかなければいけない」かいうお話しも出

来ると考えています。太子道、聖徳太子にはファンが全国にいますので、そういったファ

ンの方から出資を募る企画をすることによって、ファンの方からも出資をいただくことを

視野に入れながら、官民の連携をしていきたい。

例えば、越後湯沢の女性の方は、町家から町が再生する拠点を作りたいと、廃校になっ

た学校、保育園をシェアオフィスとかコワーキングで、自分で改装して町の拠点づくりを

する会社を立ち上げ、その改装費の一部、今回２５０万円を目標額に集めたいとクラウド

ファンディングにて寄付を募っておられます。そのリターンとして出資していただいた方

に返礼もしている。
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拠点整備の費用を出資をいただき、お土産、作ったお土産を返礼品とするような制度で

お金を集めていけると思っています。皆さんからのアイディアで、公的に発信の協力をし

たりの役割分担をしながら、新たな拠点整備を出来ればとに思っています。

参加者

行政として太子道を、どのように「観光」で育てていこうこと考えているのか。

町長

観光は、どのように企画し、ブランディングをしていくかが非常に大事です。クラウド

ファンディングで、今ある建物をイノベーション・改修することや、拠点づくりができる

かもわからない。

川西町の唐院では、空き家を借りて、リフォームをして、カフェ、ゲストハウスを作る

取組みをされている方もいます。みなさんのアイデアで、こういうこともできると思いま

す。

参加者

行政がどのように太子道をきれいにするかの提案はあるのか。

町長

看板の設置で太子道を案内し、情報発信を行政は行っていきたい。

補足：土木まちづくり課

太子道の舗装補修を進めます。
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参加者

太子道では、最近ゴミがあったり、壊れかかった空き家がある。ゴミや空き家は目立た

ないようにしてもらいたい。

町長

不法投棄の問題は、地元自治会にて防犯カメラを設置していただき、地元として対応し

て頂き、協力し合いながら、町として不法投棄パトロールを実施しています。

空き家の問題は、一部の空き家を特定空き家として指定しました。この空き家は、土地、

建物の権利関係が複雑であり、法的な問題を解決しないといけない課題がある。解体の方

法としては、行政代執行により建物を取り壊し、土地を売却することで解体費用を回収す

る手法が全国でも行われている。空き家の課題は、行政としてもできる限り早く対応した

いと考えています。

参加者

太子道の空き家については、具体的な交渉をしているのか。

町長

解体についての行政指導は行っている。特定空き家に指定されたことも通知している。
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参加者

万葉歌碑のところは太子道のメインになるところだが、管理はどちらか。雑草が生えて

いるので、対応してもらいたい。また、敷地の管理は行政では大変なので、石見では駐輪

場の敷地を月 1回清掃する活動をしている。太子道の管理についても地元と協議してはど

うか。

町長

管理は町です。太子道の管理については、検討させていただきます。

補足：政策推進課

万葉歌碑周辺の除草作業を行いました。

参加者

子どもの社会でも、好きな子嫌いな子がいるはず。いじめの芽を摘んでくれと教育委員

会や校長から先生方に話があると思うのだが、いじめがないという考えが間違えではない

かと考えている。絶対にいじめはあると考えないと、子どもから発せられるわずかな信号

がキャッチできない。いじめがあると考え、いじめを見つけた先生を、評価することで、

より正確な状況が、管理する側へ上がってくるのではないかと思います。

町長

ご意見としてお受けします。
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参加者

まちづくりの会は、１１年前に町から独立をした組織でいようと発足したのが原点です。

私たちの力で何ができるだろうかということから出発しています。

もちろん町と対立するのではなく、協力できるところは協力をしていきたい。

まちづくりは、自分たちでやることによって愛着心が生まれて、この町を愛していくと

いう気持ちが高まっていく活動をしていきたいというところから発足しました。

発足時の、自分たちでこの町を元気にしていくという気持ち、自分たちのお金を出して

でも元気にしていこうという気持ちを覚えておいていただきたい。

補助金が欲しいという会員の声がありますが、目的があって補助金がいるというなら町

に相談すればよい。

参加者

みやけまちづくりの会は、社会教育会議の中で出来た会ということで平成１９年に答申

を出している。詳しくは、その答申を確認して、初心を忘れないで下さい。

お金はいりませんというわけはなく、いただけるものだったらいただくと考えている。
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参加者

まちづくりトークは、行政からすると一緒にまちづくりするためのネタの掘り起こしや

アイデアを聞くことがメインだと思う。

住民が主体になっている活動はいろいろある。

「具体的に行動を共にする」ことができないかと考えている。それを実現するために行

政として考えていることはあるか。

町長

先ほどの観光について、行政がどういうことが出来るのかというところで、「行政」とし

ては、「情報発信」などをしっかりとやっていきたい。そして、「活動」についてはみなさ

んでお願いしたい。

行政から住民の方に、あれをして、これをしてということは、協働推進の趣旨とは逆の

発想だと思っています。

補足：政策推進課

まちづくりトークは、ネタの掘り起こしやアイデアを聞くことがメインではなく、町長

が直接対話することで、住民の皆さまとより良いコミュニケーションの確保と信頼関係を

構築し、町民の皆さまの声を町政に活かすとともに、町民の皆さまと協働によるまちづく

りを推進することを目的としています。
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参加者

町主導の「町のイベント」であれば、職員が張り付いて、自分の仕事としてやってくれ

ているという感じがある。ただ、「住民が独自でやっているイベント」では、職員が引け目

になっていると感じる。

「住民のイベント」でも、応援を積極的にする体制をとっていかないと協働のまちづく

りはできないのではないか。

町長

行政の応援という点では、広報などの案内などできる点がある。あるイベントでも、商

品提供という点で、職員も準備をしている。見えない部分で、職員は応援している。ただ、

見えない部分は、不十分だったという意見もあるかもしれない。

共通理解は大切だと思っている。認識・理解のずれは、双方にあるので、話し合いなが

ら協働のまちづくりを進めていきたい。


