
（３．三宅ボランティアガイドの会）

〔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９月９日（月） 午後２時００分～午後３時３０分

２．場所
あざさ苑 ２階 研修室

３．主催
三宅ボランティアガイドの会

４．参加者
１２名

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、政策推進課課長、政策推進課主事

７． 傍聴者
２名

８．希望するテーマ
観光について

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

産業としての観光は、地元にお金を落としてもらうことを考えないといけ

ない。1,000 円ぐらいの品物で軽いものを作る。観光コース中に、革製品のワ

ークショップを行うなど。

森田町長

自分なら、どのようなものを購入するか考える。観光に行った時に、必ず買

ってしまうものなどを聞かせていただきたい。

参加者

田舎には、無人の野菜売り場の小屋があり、夕方には品物がなくなっている

こともある。無人の販売所を石見駅でもできると思う。

森田町長

三河には、無人販売所がある。ガイドで案内されるときに、既存の無人販売

所も組み込むことも一つです。また、朝・夕方の石見駅で実施することも一つ

です。
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参加者

あざさの花を模した饅頭があれば、持って帰りたい。どなたかが一緒にチャ

レンジしてもらえたら。

森田町長

三宅町には、観光協会がない。他の市町村の観光のイベントでは、行政では

なく、観光協会が商品を販売をしている。行政には、営利目的はダメな側面が

ある。

商品開発全部をするには、第三セクター、観光協会など、どのような団体が

いいのかを考えていく必要があります。

参加者

「愛の花 あざさの会」の製品として、饅頭を文化祭で販売している。

例えば、行政ではできない商品の販売を各種団体に依頼していただければ、

その儲けが活動費用となる。

森田町長

行政と住民の協働のまちづくりは、行政から住民の皆さんに手を貸してと

いうことの他、やりたい人を行政が応援するということも一つの協働のカタ

チです。そのような協働のかたちを、三宅町のまちづくりの中に、もっと取り

入れていきたい。町外にも三宅町のためにやってみようという人もいるかも

わからない。

私一人が知っている範囲は多くはありません。皆さんひとりひとりが１０

人ずつでも知っていたら、出会う確率は、高くなります。力の合わせて、取り

組んでいきたい。
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参加者

サトイモ焼酎はどれぐらい売れていますか。また、今後の予定は。

森田町長

１年目は、約３００本を作ることができ、約１か月で完売しました。

２年目は、約４００本を作ることができ、約２カ月で完売しました。

３年目の今年は、約５００本を作ることができました。７月２０日から販売

しています。

農業の課題としては、原料のサトイモの生産を増やしていかないと、販売の

本数が伸びていかない。生産を増やしながら、販売しているというのが、今の

現状です。

補足：産業管理課

１年目は３１４本、２年目は３３０本を販売し、完売しました。
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参加者

サトイモ焼酎は、田原本町の道の駅などに置いているのか。

森田町長

町外では、田原本町の道の駅。三宅町内では、小倉商店さん、辰巳商店さん

にご協力いただいている。また、酒造メーカーの八木酒造さんでも置いていた

だいている。価格は、大きいもので７００ｍｌで約１，７００円。小さいサイ

ズでは、９００円ぐらいです。

補足：産業管理課

価格は７２０ml １，７５０円（税抜）、３００ｍl ８００円（税抜）です。

橿原市のまほろばキッチンでも取り扱いが始まりました。

参加者

米粉ロールをテレビで見たが、月１回しか販売していない。

森田町長

定期的に発売して、毎日売れることができればと思います。
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参加者

マグネットシールを利用して小物を作ったらどうか。安い値段で、観光に来

たときの土産として買って帰るかもしれません。

森田町長

皆さん感じてる課題は、共通してる。

小物で何か売れるものを考える。商品を考えるのと合わせて、誰が作って、

誰が売るかを一緒になって考えていかないといけない。

参加者

安堵町のボランティアガイドの会の方では、小物作っている方がいる。そこ

にしかにない物を作製すると、買ってくれる。ガイドを募集するときに、小物

制作部を作ってもいい。

森田町長

三宅町の文化祭などで上手な作品をつくる人はとても多い。絵が上手な方

が三宅の景色描いてポストカードを作ってもらえれば、三宅町からの帰りに

知り合いに絵葉書を送ってもらえれば、三宅町の風景が宣伝になる。

原価はハガキ代と描いてもらう方へのお金です。1枚 100 円で販売だと、

手ごろに買ってもらえたりします。
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参加者

以前、天平の舞をする際に着てる古代の衣装も作成してもらえる方を募集

した。広報で募集して応募してくれたボランティアの方に縫ってもらってい

る。

森田町長

今年度から、町の広報誌への掲載での協力ができるようになりました。やり

たい方は、応援させていただけるようにしています。

参加者

石見駅は、町の玄関口ですが、パンフレットを置くマガジンラックがない。

近鉄石見駅に置かせていただきたい。イベントなどの発信するようなものが

できないか。

森田町長

どういった条件があるかを確認して置かせてもらえればと思う。石見駅に

昔置いていたものを撤去した理由も確認しないといけない。
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参加者

ガイドブックや地図が好評です。ガイドの際に無償で渡したら「これいくら

ですか？」と聞かれた。太子道、三宅古墳群は意外と人気がある。

参加者

ボランティアガイドの窓口は、三宅町役場では政策推進課です。他の市町村

では、観光協会がある。外部からの窓口は、観光協会があれば、外からはわか

りやすいと感じる。

森田町長

皆さんが自主的にやっていただいているので、観光協会を無理やり作らな

くてもよいと思います。

観光協会を作るとなると、どこから観光協会のお金を出すか、専従職員は誰

なのかという課題もあります。

利益を生むかどうかわからない現状で投資をするのか。まず、やれることを

やり、機運を高めたうえで進めるのか。タイミングの問題もある。

私は、まずはやりたいを応援したい。協力できる部分を話し合い、三宅町ら

しい理想的なカタチができてくると思います。
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参加者

現在は無償で観光ガイドをしている。他の観光地に行くとガイド料が 2時

間 10,000 円のところ、2 時間 3,000 円や 1 人 200 円～300 円のところもあ

る。資料代として料金をとっていることころが多い。

森田町長

ガイドを無償から有償にしていくことは、大きな問題です。

400～500 人の観光客の方から一人 100 円だと大きな資金になります。

参加者

観光ガイド全体では、ガイド料を貰う方向になっている。補助金も無しで、

それこそ自主独立でやっていくならば、お金を貰わないとしんどい。

我々は補助金をいただいているので、動きやすい。

参加者

観光行政を活性化させるためには、投資がいる。

森田町長

まず、何に投資をするべきかを判断しないといけない。何も見ないうちに決

めるべきではないと思います。うまくいっているところを見て、話し合いする

のもよい。

地方創生として、キーになる人が活動してて、そこに（行政が）後乗りで応

援している事例では、成功してることが非常に多い。

意見交換しながら勉強するのに、協力して欲しいことがあるかもわからな

い。一緒になって考えていくプロセスが非常に大事だと思います。
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参加者

観光協会があるところでは、観光協会の言うことしか聞かないボランティ

アガイドもいる。ボランティアガイドが、観光協会と一緒に活動をしたくない

というところもある。それは、形骸化している事例だと思う。

三宅町役場で常駐していて、こんなことやりたいというときに、相談窓口に

なってくれたらよい。

森田町長

行政では異動が必ずあるのが、課題です。あの職員だったらということにな

る。良いところでもあり、悪いとこにもなると思います。

参加者

三宅町のガイドブックは、ホームページでは検索できない。若い人だとイン

ターネットで調べると思う。ホームページからガイドブックにたどり着ける

ようになったらいいと思います。

森田町長

パンフレットも非常に好評で、有償化してもどうかというご意見もある。た

だ、ネットとの関係性も考えていかないといけない。

補足：政策推進課

三宅町ホームページに、観光ガイドブックを掲載いたしました。
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参加者

有珠山では、火山ガイドの会がある。観光客に 2時間で 10,000 円ぐらいで

案内している。その半分は、ガイドした人に支払われ、残りの半分が、会の活

動資金となる。

お金をとることで、お金をとれるだけの品質に、勉強しようという励みにも

できればと思います。

森田町長

どこの団体も高齢化が進み、次の後継ぎがいない。高校生でも大学生でも、

報酬があると誘う方も声をかけやすい。

ガイドの方も、活動のモチベーションになり、活動資金にもなり、動機づけ

にもなっていく。継続していくためにも必要だと思います。

生きがいの部分と報酬の部分がセットになることで、活動は続けやすくな

ると思います。

参加者

ガイド料ありきでは、問題があると思う。

森田町長

どういったガイドだとお金が取れるかを話して、ガイドの基準、クオリティ

も必要です。

パンフレットは皆さんから評価を得ているので、資料代というのは一つか

もしれません。
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参加者

各種団体への補助金というのは、いつまでも頼りにしてたらダメだと思っ

ています。例えば 5年後には 10万円の補助金は切りますというぐらいの覚悟

で勉強に努めないと、自立ができない。

参加者

神奈川県の開成町での観光マップは、縦長で、ポケットに入る。このような

形のマップにしたらもっと持ってもらえるのではないか。

森田町長

良い事例をマネするというのも、大事なことだと思います。

参加者

個人の観光客がマップを持って、三宅町を歩いたときに、どこまで分かるの

か。自分の行きたいところに行ける町にしないとだめと思う。

森田町長

去年から太子道での看板を設置しました。今年は石見駅から太子道へ案内

する連続性を持った看板の設置を計画的に実施しています。

誘導を目的として、看板を見て場所が分かるようにすることを意識しなが

ら、整備を進めています。
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参加者

飛鳥川沿いの５つ、６つの市町村での日本旅行の話は、どうなっています

か？

森田町長

観光について、ＪＡＦと観光連携協定を締結し、ＪＡＦ発行のジャフメイト

で特集を組んで、三宅町を含む市町村を紹介してもらっています。

参加者

飛鳥川流域での取組みは、どうなっていますか？

森田町長

こちらも現在も続いています。そこから波及して、２０２０年に飛鳥ナンバ

ーが始まります。「飛鳥」という言葉だけでも集客力がある。連携を図りなが

ら、取り組んでいます。

補足：政策推進課

飛鳥川広域協議会は、橿原市、高取町、明日香村、田原本町、川西町、三宅

町の６市町村で構成しています。この協議会では、大阪府の泉佐野市でイベン

トブースを借り、物販をしている。

飛鳥ナンバーは、川西町だけが入っていない別の団体です。
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参加者

磯城の里観光ウォーキングスタンプラリーがなくなった理由は？

補足：政策推進課

参加者のほとんどが町内、磯城郡内の方でした。もっと町外でＰＲできるイ

ベントに変えてほしいという要望がり、イベントが変更となった。

参加者

万葉歌碑の向かいの広場は、天平の舞のメンバーが高齢化して、管理ができ

ていない。われわれが管理をしないといけないのか。

森田町長

万葉歌碑周辺は、町で草刈等をしています。どうしていくかを今後の課題と

して、自治会も含めて考えていかなければならない。

万葉歌碑の向かいの広場も、どのように管理をしていくかは話し合ってい

く必要がある。

参加者

草花の世話も大変です。暑い夏には、花を植えていない。秋は、行事がある

ので、行事を見ながら花を植えていこうと思います。

森田町長

無理のない範囲で、できる範囲で協力いただければと思います。
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参加者

王寺町が恋人の聖地に選ばれたと新聞にあった。一緒に何かできないのか。

森田町長

１１月に恋人の聖地のモニュメントを活用した子どものキャンドルのイベ

ントを計画している。

恋人の聖地は、事業の見直しをしていかないといけない。恋人の聖地という

名前が本当に必要か。どのように展開していけるか考えていければと思う。

令和になったので、万葉の聖地の方がよいのではないかとも思う。

参加者

太子道の「やまぐち菜彩」というお店屋さんの道側の店舗が半分が空いてい

る。そこを我々に貸してくれるという話がある。「太子道の駅 無料休憩所」

というような形で９月２９日にオープンできるように思っています。朝市の

野菜だとか、そういうものも販売し、パンフレットも置いておければいいなと

思います。

森田町長

視察も含めて行かしていただきたいと思います。


