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令和2年度

第2回まちづくりトーク

■テ ー マ 「令和2年度当初予算に基づく町政全般について」

■団 体 名 伴堂2丁目自治会

■参加人数 13人

■日 時 １０月２４日（土） １９時００分～２１時００分

■場 所 伴堂東公民館分館
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第1 事務局からあいさつ

事務局：本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まちづくりトークを始める前にいくつか注意

事項のご連絡をいたします。本日のまちづくりトークでは、写真撮影と録音をさせていただきます。町の広報紙へ

の掲載や次回開催への参考にするものですので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

また本日のまちづくりトークは建設的な意見を交換する場となっておりますので、個人的な陳情や要望・苦情の

申し立て、特定の個人などに対する誹謗中傷はお受け出来ませんのでよろしくお願いいたします。それでは初め

に、お一人ずつお名前を自己紹介いただいてから、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。

（町長と参加者１３名が自己紹介）

事務局：それでは、野田会長に司会進行をお願いいたします。

野田さん：みなさん、こんばんは。自治会の皆様には、日頃よりご理解とご協力をいただきまして、感謝申し上げ

ます。また、今日はまちづくりトーク、町長と直接意見を交換できる場にご参加いただきましてありがとうございま

す。前もって意見のある方にはご提出をお願いしておりましたが、特になかったようなので私の方でテーマを決

めさせていただきました。まず、三宅町の財政、それから施策につきまして、町長の方から直接お話しいただき、

その後、それに対するご質問や日頃から感じておられること、思っておられること、遠慮なくお話しいただきたいと

思います。今日は特に町長また役場の方、土曜日の夜にお越しいただき本当に感謝しています。今日はよろしく

お願いします。それでは、5月広報紙に財政の発表がありましたので、こちらを見ながらでお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

第２ 令和2年度当初予算の概要説明

町長：みなさん、こんばんは。日頃は行政にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。今年度に入って2

回目のまちづくりトークです。コロナ禍で、イベントが長らくストップしていましたが、みなさんのおかげで万全の

コロナ対策をしていただきながら進めることが可能となってきました。ウィズコロナの世界で、今まで通りのやり

方ではなく、色んな対策や工夫をしながら進めていきたいと考えております。今後ともご理解、ご協力をお願いい

たします。

さて、5月号に掲載していた令和2年度の当初予算について説明させていただきます。歳入については、コロ

ナの影響で予想していたベースより少し厳しい現状になる予測をしています。歳出については、今年度は42億

3千万円という予算を組ませていただきました。主な増加のポイントは、複合施設の建設に関する費用が例年よ

り上乗せになっている点です。この費用の内7割は国から返ってくる過疎債を活用して進めさせております。複

合施設の建設は、昨日、基礎工事・床張りまで終わり、来週から柱の建設、大体11月ぐらいには建物の全景が

見えてくる予定です。

この当初予算に、現状ではコロナ対策が入ってきています。11月頃にマスクと消毒液のセットをみなさんにお

届けします。こちらは、防災備蓄として使っていただくため、各家庭に配布します。役場で全て備蓄すると大量の

倉庫が必要になりますので、みなさんの家庭で少しずつ保管いただき、困ったときは助け合っていただきたいと

いう思いでお届けするものです。コロナ対策の予算は、国から臨時交付金という形で、各自治体に下りてきてい
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るため、この42億3千万円にプラスされます。

歳出の主な事業を説明します。「安心安全・生活基盤で日々の暮らしに潤い」について、まず、移住定住促進

事業があります。他所から入ってきた方に50万円、子ども一人につきプラス10万円という施策をしていました

が、今年は制度をパワーアップして、町内から町内への移動、たとえばアパートにお住まいの方が町内に一軒家

を買っていただいたケースも対象にしました。町外へ出ていかない対策を追加した形で、町外からの移住、町内

からの流出、両方に対策を講じます。現時点で既に予想を上回る申し込みがあり効果を実感しています。

また、地域公共交通のタクシー券補助事業は、年々事業費が100万ずつ増えており、高齢者もますます増え

る中、このままでは1,000万円を超える見込みがあります。そのため、来年度からは、利用者に自己負担しても

らう制度改正も検討しており、ご意見をちょうだいする機会も設けたいと思っています。

ハザードマップは、今までのまちづくりトークでいただいたご意見や地域の自主防災会、自治会にもご協力い

ただきながら、電柱や皆さんの目につく箇所に水害による浸水想定ラインを示し、目に見える形の取組を行いま

した。

次に「みんなで作る三宅の未来」について、マイナンバーカードの普及のため夜間や休日に窓口を開設して

います。マイナポイントも始まり申請も増えてきています。分からないことがありましたら、気軽に役場住民保険課

に問い合わせいただければ幸いです。

町長：子育てに関しては、ＩＣＴ教育として小学生に一人一台タブレットを配布します。稼働にあたって、ネットワー

ク工事なども必要なため現在整備を進めています。本格稼働は、来年度を目処にしています。

産業分野については、三宅一号線の道路沿い整備事業があり、買収を少しずつ進めているところです。三宅

のおいしい発信事業は、先日、金ゴマの収穫等も無事終わり、キッチンカーの貸出による起業支援をしています。

キッチンカーについては、現在利用している業者さんがＪＷマリオット奈良ホテルとコラボして、今月末に奈良市

役所前にあるコンベンションセンターのイベントに出展します。ＪＷマリオットのシェフがメニューを考えて、三宅の

金ゴマやお米などを使った新たなメニュー開発をして、それをキッチンカーで販売していかれるという事業だそう

です。

福祉分野では、介護保険料金の見直しをする介護保険事業計画の改定をしています。これから10年間は、

高齢者がすごく増えていく段階になります。高齢者の介護予防も大事になっていきますし、若い時からの運動習

慣をつけて健康に気を付けていくことが今後大事になっていくと考えています。

そして、地域教育について、こちらは図書室が複合施設に移る事によって今の2倍ほどの蔵書数になります。

どんな本が良いかを図書委員さんが中心に、今、話し合いをしていただいているところです。来月号の広報紙に

折込のチラシでリクエスト本の募集を行いますのでご覧ください。

マラソン大会の充実については、コロナによる影響を受ける前に予算を組んでいたこともあり、目標1,000人

としていたのですが開催自体が危ぶまれています。教育委員会で検討を重ねています。やはりコロナ禍で全て

止めるというのではなく、皆さんの楽しみであったり、今まで積み上げてきたものは工夫しながら次に繋げて行う

方法を考えています。大まかではありますが、以上で説明を終わります。意見交換の時間とさせていただきたい

のですが、いかがでしょうか?
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第３ 町の財政状況について

参加者：町の借金はどの程度あるのでしょうか?

町長：全体で約29億円です。年間3億円程度を基準に返済する計画を立てています。年度によっては、石見駅

の借金であったり、複合施設の借金など年度によって上がる年もあります。そこを平準化するように、財政調整基

金などを崩して、基本的には3億円程度を毎年返す計画を立てています。町単独では中々お金がないので、一

気にお金を借りて返せない額の借金をつくらないよう、財政計画を建てているところです。

参加者：ありがとうございます。

参加者：私はあまり借金を怖がらなくていいと思っています。例えば、仮に借金が20億あっても1年に1億円

ずつ返していったら、20年後にはペイできます。

町長：そうですね。投資すべきところはしないといけません。

参加者：何も怖いことはない。その代わり人を呼んで集めなければいけない。私個人の意見ですが。

参加者：複合施設ができたら、三宅体育館のように片隅に倉庫はできるのでしょうか？

今現在は20万円ほどの補助金をいただいて作った倉庫を使っています。また、子どもたちが立派にストリートダ

ンスを踊って上手になってきています。鏡はあるのでしょうか?

町長：鏡は設置します。倉庫の在り方も今検討しているところです

参加者：箱モノができるのは良いですが、やはり収納する場所がないと難儀ですので、よろしくお願いします。

第４ 大和平野プロジェクトについて

参加者：大学のキャンパスができるという話を聞いたのですが。

町長：報道等でみなさんご存じかと思いますが、奈良県が大和平野プロジェクトという名称で県立大学の理工

学部や、国体の開会式をするスタジアム、アリーナをこの磯城郡で作ろうという動きが知事の方からありました。

三宅町もこの事業に真っ先に手を上げさせていただき、協議のテーブルにつきたいという要望書も出させてい

ただきました。現状は、要望書を出させていただき、後に県から具体的な指示が出た際には、全町あげてみなさ

んにご協力いただきながら、絶対どれかは取りたいと思っています。三宅町にとって大きなチャンスです。ただし、

土地の課題については、みなさんのご協力をいただかないと前に進みません。知事もずっとおっしゃっているの

が、用地を用意できた所に建てますということです。用意する用地に一か所でも穴が空けば計画は飛んでしま

います。みなさんのご協力がまず一番大事になるものと考えています。三宅町としてみなさんにご意見を聞く機
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会を設けたいと思っていますのでよろしくお願いします。

参加者：雇用が生まれるのであればよいですね。

町長：地元雇用がどうにかして生まれればと考えています。

参加者：今のところ用地の候補はどのあたりですか？

町長：まだ分からないんです。どういう土地がよいかというのは、これから県と詰めて、どこかのタイミングで地元

自治会に協力していただくことになるとは思っています。しかし、最終的に決めるのは県ですのでまだ何も分から

ない状況です。

参加者：もしも誘致できたら三宅町も良くなりますね。

参加者：石見駅が駅員がいるような駅に戻ってほしいです。

参加者：お店も一つあれば。

町長：そうですね。やっぱり、そういう大学とか商業施設、スポーツ施設が来ることによって集客が見込まれれば、

商店なども必然的に付いてくると思っています。

参加者：奈良は車で動くのが基本なので、駐車場も大事だと思います。

第５ カーブミラーの設置について

参加者：少しお話があります。10年ほど前から家庭菜園をしています。みやけまちづくりの会が朝市を出してい

る場所です。その場所は車で入るときは問題ないのですが、急なカーブになっているため出るときに見通しが悪

く、ひやっとしたことが何回もあります。カーブミラーを設置してもらえないかというご相談です。実際にはカーブ

ミラーが一つあるのですが、それは付近にあるお宅の方々が毎度使われていて、役場に相談したのですが、角

度を変えることは毎日利用されている方を優先するということで断られました。

町長：町の方で整備し足りない部分もあります。ただ、ミラーの維持管理には後々も費用がかかってきます。今は

通学路を中心に進めているのが現状です。カーブミラーは基本的には補助という考え方ですので、ミラーがある

から安全というわけではなく、あくまで目視が大前提となります。気を付けて出ていただくというのが原則の中で、

本当に危険性の高い箇所をまず整理する必要があります。やたらと潰れてしまう場所もあります。一つ修繕する

のにかなりのコストがかかります。警察も信号機の数を減らしている現状があります。カーブミラーも将来維持管
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理できる全体数を考えて優先度の高い箇所から少しずつ取り組んでいます。今回の件はご意見として承らせて

いただきます。ありがとうございます。

第６ 地域振興券について

参加者：今日、7,000円の地域振興券と3,000円のカタログギフトが届きました。これは三宅町にお金が落ち

るような仕組みにあえてしたのでしょうか。他市町村だと10,000円まるまるが地域振興券だったりします。

町長：はい、おっしゃる通りです。他市町村でも取り組まれていますが、金額は奈良県内でも上位に入ると思いま

す。これは、コロナで生活支援をしたいという思いと、地域商店の方々もダメージを受けてらっしゃるため、そうい

ったところへの支援も併せてしていきたいと思い取り組んでいます。7,000円は普段買い物に使っているところ

でも使えるようにして、3,000円分だけは町内で必ず使ってほしいと考えた仕組みです。国からの補助もある中

で地域経済を回していく方法はないかと職員にアンケートをとってこの事業内容にたどり着きました。もともと長

寿介護課で米寿等のお祝いで行っていたカタログギフトから着想を得ています。町内の店を知らない方も多い

と思いますので、これを機に知っていただきたい。

参加者：商品の実物を見てみたいので見本がどこかで見られたら嬉しいです。

町長：見本の準備についてはなかったと思います。今回の事業は商工会が受け持ってくれているのですが、配達

については通常の運送会社を利用すると送料がかかり商品代から差し引くとお届けできる商品の価格帯が低く

なってしまうため、商工会と自治会のみなさんが連携して住民の方々に配っていただく方法となりました。ご協力

いただいている自治会のみなさん本当にありがとうございます。地域のみなさんの支えで可能になった配達方

法です。

参加者：この事業は国や県がどのくらい補助しくれるのですか？

町長：ほぼ100％国のお金です。県からは3,000円分のカタログギフト事業について半分の補助をもらいます。

残りの半分も国の補助です。

参加者：三宅町の負担は無いということですか?

町長：そうですね。そもそも国と県から三宅町にはこれだけの補助をしますという額があらかじめ示されていまし

た。その額の中でどのように事業化するかを考えたという流れです。

町長：どのような事業をするかという選択の中で、水道代の無料化も検討しました。しかし、町内の90％以上の

家庭の月額基本料金が約600円。600円を2ヶ月無料にして１軒あたり1,200円の補助。しかし、これを行

うためのシステム改修に100万円かかります。100万円かけて１軒あたり1,200円オフにするのであれば、違
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う施策で還元した方がよいのではないか。そう考えた末に、今回は１万円という額面で地域振興券とカタログギ

フトをすることに決めました。

参加者：カタログがうちにも今日届きました。町長がTwitter でも発信されていましたよね。地域振興券やカタ

ログギフトもよいのですが、正直なところ、町内でもっとお金が循環するように、例えば今町内に住む人が三宅町

に住み続けやすいように町内の事業所を使っておこなうリフォーム代を補助するなど。隣の広陵町が今言ったよ

うな取組をしています。地域振興券やカタログギフトで一時的な経済効果を生むよりも、ずっと続く形、特に住む

ことに関して町ももっと予算を組まないといけないのではないでしょうか。また、町外に向けた情報発信について

も町長がTwitter で発信はされていますが、YouTubeや SNSを使ってもっと発信した方がよいと思います。

発信はしているけど、なかなか外に向けてできていない。そういえば、広報をどうするかということでアナザーワ

ークスさんと提携されたんですよね？

町長：はい。

第７ アナザーワークスとの連携について

参加者：アナザーワークスとの連携について詳細がよく分からないので教えてもらえますか？

町長：はい。ありがとうございます。まずは先ほどのご意見は検討させていただきたいと思います。現在、移住定

住促進の施策を見直していて、今住んでいる人の流出を押さえるためどういった施策ができるかという課題も

あります。今いただいた意見も今後の参考にさせていただきたいと思います。

アナザーワークスさんとの連携はニュースになっています。三宅町の広報や情報発信、職員採用の戦略を立

てていきたいと考え、アドバイザーという形で3種の人材を募集しました。これはアナザーワークスという1万人

ぐらいの会員登録者がいる会社を通して募集しています。登録している方の約半分がフリーランスで残り半分は

企業に勤めていらっしゃる方々。大企業や IT系、不動産などさまざまな分野の方が登録されています。アナザー

ワークスは人材のプラットフォームで、実証実験ということで今回この取組を開始しました。実証実験のため半年

間は無料です。結果が良ければ、今後予算を立てて考えていく予定です。１週間で約40名近くの応募があり最

終的にはおよそ100名ほどになるのではないかと思います。

この事業に取り組んだきっかけの一つに、国もデジタル庁を設けるという話もあり、役場も対応が求められてく

ることがありました。しかし役場の職員でデジタルの知識が豊富な人はなかなかいません。専門の人の知恵を

借りたいという思いもあります。また、さきほどおっしゃられたように、三宅町はSNSの情報発信が弱いです。登

録者の中にはマスコミとネットワークをもっている方もいます。もしも今回募集している人材を直接雇用すれば

1,000万円はするような優秀な方々もいます。副業という形だからこそ、役場としても優秀な人材を費用を抑え

て雇うことができる。生駒市や神戸市などでも、色々なプロ人材を役所の中に入れる取り組みを進めてらっしゃ

います。今回、アナザーワークスさんと勉強させていただいて、民間の方にそういうニーズがあるのかも含めて実

証実験を行います。
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参加者：半年間は無償なんですね。

町長：そうですね。

第８ 町の大きな拠点「MiiMo」と地域の拠点「自治会館」－移動問題・助け合いの町－

参加者：複合施設について。みなさんご存じかと思いますが、役場の前にMiiMo(ミーモ）という名前の立派な

建物ができます。それをどうやって活用しようかという話に当然なってくるのですが、私もよく聞かれますが、

MiiMoに行く足をどうするのかという問題。今後また色々検討されるかと思います。例えば自治会で送っていく

など。

また、中央に凄く良い建物ができますが、やはり私たちの活動の拠点は公民館になると思います。地元の活動

拠点として公民館の修理の話題も出てきます。そのあたり、何かもしお考えがあれば教えていただきたいです。

町長：そうですね。現状、公共施設の管理計画を立ている中で様々なご意見いただきます。その計画の中になぜ

地元の公民館が入っていないのか？とご意見をいただくのですが、基本的に今公民館と呼ばれているところは

自治会が建てるなどして、自治会所有となっています。三宅町が所有者になっているものは今回の計画にはいっ

てきます。各地域の公民館へは運営補助金を出すという形で関わってきたかと思います。現在、そういった整理

をする中で、今後も活動運営に対する補助はしていきたいところですが、管理や大規模な修繕にかかる費用な

どは地元が100%出すという話ではなく、今後、議論させていただいて制度をつくっていかないといけないと考

えています。平等に支援できる制度を今議論してるところです。また、自治会長を始め、色々お話をさせてもらい

たいと思っています。

参加者：そうですか。ちなみに、公民館は伴堂２丁目にはありません。

町長：町の大まかな方針としては、自治会館については、宝くじの助成金などを活用しながら地元の持ち出しも

含めて建てていただく。その補助金等の応援はしていくというのが基本方針です。地元と役場が連携しながら自

治会館を建てるか建てないかは、地元の判断でやっていこうというのが大きな方針として出しています。一つが

良いのか、一つずつが良いのか、ご意見がまとまるのであれば、まとめていただいて、私たちは補助金を取りに

行く応援はいたしますので、そのように考えていただければ。

参加者：いろいろ問題があるんです。ここを使うために１人50円を出しています。そういうのを無しにして、自由

に参加できる公民館になってほしいという思いもあります。共用で使うと会計のやりとりも複雑なんです。

町長：そうですね。新しく建てるのか、それとも空き家を利用するという方法もあるかもしれません。

先ほどの移動のお話ですが、この場所は地元のどこからでも近い場所になりますが、私の自治会では地元の公

民館までいくのが大変ということで議論になったりもしています。複合施設にしても何にしても移動の課題は出

てきます。役場だけで課題を解決するのはやはり厳しい面があります。個別にバスを走らせたとして、バス停まで
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歩く手間、ぐるぐる回って時間を要するなど、結局不便ということで近隣では軒並みバスの利用が減っている現

状があります。役場の誰かが個人個人を送迎することも難しい。

今、町で大きな方向で考えているのは、助け合いを出来ないかなということです。本日ご出席の○○さんも参

加していただいていますが、AsMamaという会社と連携をして、シェアリングエコノミーという事業をしています。

このAsMamaでやろうとしているのは、例えば、子どもさんの送り迎えを今日お願いできますかとか、預かってく

れますかなど、友達同士などをマッチングする会社です。

このAsMamaのプラットフォームをかりて、そういった助け合いが出来る町になったらいいなと考えています。

参加者：公民館についてですが、町の所有物ではないから固定資産税もかかってくる。その固定資産税は誰が

払うのかという問題も出てきますよね。

町長：そうですね。例えばみなさんが何かしたいと思ったときに、固定資産税の課題があるということであれば、

それを町がどのように応援できるのかということを考えていきたいんです。色々話し合ってみなさんのやりたいを

応援していきたい。

参加者：私はここに引っ越してきて集会所を葬式で使わせてもらったのを覚えています。やっぱりそういう所は一

つあった方が良い。例えば、災害時に一時的に凌いだりする所が歩いていける近場にあると安心です。

参加者：公民館という昔のイメージで言うと、公民館法で要するに住民のための学習スペースという部分として

あったのが、今はだんだんと無くなってきている。運営するのもやはりコストがかかるという問題もやはりあるとは

思います。

参加者：しかしやはり、災害がおきて１丁目と2丁目が一緒にここを使うことになれば、主張を通して、半分ずつ

だという話にもなりかねません。半分ずつなので勝手に本部を作るわけにもいきません。公園にテントを張る状

況になります。

第９ 町長が一番重きを置くこと。人口の安定化

参加者：いろいろ力をいれてらっしゃると思いますが、町長は何に重きをおきたいのですか？

町長：そうですね。私としては人口は増えないという話をみなさんにずっとお伝えしています。ただ、2060年ぐら

いには約2,000人程度になる人口推計となっています。この減少を緩やかにして、5,000から5,500人をず

っと維持していける三宅町の町づくりをしたい考えています。

昨年、人口ビジョンの研究をしていただき、三宅町の人口ビジョンが出ました。年間に約4組の方に流入して

いただければ先ほど申し上げた人口をキープすることがでるという結果が出ています。

5,000から5,500人で人口を安定化させることを目標にしていきたいと思っています。
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参加者：ということは、高齢者層を増やすのではなく若い人、子育て層に入ってもらうということですよね。たしか

上牧町あたりが国民健康保険について子どもの分は無しにする施策をしていたと思います。

町長：そうですね。国保に関しては、今、県が一本化して県内統一料金になったので、上牧町も止めているかと思

います。子育て関係ですと、今は乳幼児だけなのを18歳未満までを対象に、入院しても医療費が500円だけ

で済むように県にお願いしているのですが、国の法律でそれをするならば、特別加算を減らすという話になって

います。

第１０ 集中豪雨の際の排水、堆積土砂、川の改修

参加者：まだお話あるかと思いますが、事前にご意見を受けていますので、発表させていただきます。まず、水路

など、もし集中豪雨があった際に排水に問題はないのか点検はされているのでしょうか。

町長：こちらについては、昨年、県が飛鳥川の改修をしました。今年は寺川の三宅町部分を全て改修します。三

宅町で豪雨が発生した際は全て新川に流れ、新川から飛鳥川に放流するという流れです。飛鳥川の水位が上

がって新川の水が流れなくなった際、水が溢れてしまいます。奈良県と話をする中でやっと事業が進み、新川の

改修計画が決定されました。今年は、用地の測量や設計が始まり、地元の自治会には水門管理の部分について、

集中豪雨が来れば水位を下げていただくことにもなりました。奈良県と連携してやっと取り組みがスタートしまし

たので、なんとか早く完了してもらえるように動いていきたいと考えています。

そういった中で、今後も流れの悪い箇所を定期的にパトロールに行き、堆積土砂が多くなってきてる部分は課

題として考えていきたいと思っています。

第１1 石見駅前にお店の誘致

参加者：2つ目です。石見駅前に、業務用スーパー、ディスカウントショップ、百円ショップなどの店があって、町

内で買い物が出来たら良いなと思います、というご意見です。

町長：私も業務用スーパーが近くに欲しいんです。何か誘致したいと思い、業務用スーパーの親会社を調べたり、

営業に行けないかを考えています。しかし、そういった店はフランチャイズです。誰かオーナーになって下さる方が

いればよいのですが。昔、●●●に営業の手紙を送ったことがあります。しかし、一切返信はありませんでした。

またしつこく送ろうかなとは思っています。

お店については、みなさんちょっとしたものを買うのにほしいとおっしゃるのですが色んな方とお話をして、結

局みなさん地元で買わないで安い所に買いに行くんです。地元で店を育てて来なかった結果が今なのだとおっ

しゃる方もいます。昔は、石見にも２つスーパーがあって、駄菓子屋、料理屋も2軒ほどあったと聞きます。

参加者：ありましたね。
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町長：あったということはみなさんご存じなんです。しかし、その時はみなさん若くて車で安い所に行った結果が

今なのだと。その時に、将来自分が車に乗れなくなって不便になるから、この地元の店を維持していこう、という

ことをしていたかしていなかった。そのお話を聞いて、そういう考え方もあるんだなと思いました。潰れたら何もな

らないので、みなさんで協力しながら育てていく、守っていくということや、私たちも営業で誘致しに行く際に、住

民さんも地元で買い物をする、守っていくことに積極的なんですと言えるかどうかも大きいと思います。駅前への

お店の誘致はなんとかやりたいと思っているのですが、みなさんの協力が不可欠です。

第１２ イベントの一日も早い再開

参加者：次のご意見です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等が中止・延期になっています。

一日でも早い再開をお願いしたいです。

町長：はい。これは新型コロナウイルス感染症にどうすれば感染しないか、拡大しないかということが分かってき

ましたので、そういった対策を行いながら出来ることを一つずつやっていきたいと思っています。

第１3 健康のために体を動かせるフリースペースの貸出 ーMiiMoー

参加者：次のご意見です。町民が１人2時間程度無料で利用できるサロン、ストレッチルーム、フローリングのフ

リースペースなどの設置をお願いします。子どもたちの育成をはじめ、町民の健康寿命を延ばすのに役立つと思

います。

町長：こちらは複合施設にできます。今、議論をしているのですが、こういった貸出スペースは無料ではなく有料

にしようという話で議論を進めています。ただし、いただいたお金はMiiMoの運営のお金として使って事業に還

元する、例えば、みなさん参加される文化祭などのイベントで、有料化でいただいた資金を充てて今以上のこと

をするなど。議論の中には、住民の方や本日ご参加されている○○さん、地域コーディネーターさんも交えてお

話をしています。無料がよいというご意見ももちろんあります。色んな意見がある中で合意形成を図りながら進

めています。

参加者：次のご意見です。年を取って買い物が不便になりました。食料品、日用品が買える店までの送迎バスの

ようなものがあれば住みよい町になると思います。

町長：これは先ほどの話ですね。回答させていただいた助け合いを出来る町を作っていきたいと思っています。

参加者：次のご意見です。複合施設が出来て中央公民館が無くなると分館はどうなりますか。そして、もう1件は

2丁目と1丁目は共同で分館を管理・使用しているが、1丁目単独の分館を作れませんか。これもさきほどお話

がありました。重複している意見は割愛させていただきます。

町長：ありがとうございます。
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参加者：事前に受けている意見は以上です。

第１4 新型コロナウイルスによる子どもの学力低下と熱中症対策の補助金

参加者：すみません。報告が欲しいのですが、県か国から熱中症対策と、または小中学生の新型コロナウイルス

による学力の低下を補うという意味で、補助金が出ていると聞きました。図書券を渡したり、学習教材を渡してい

ると聞いたのですが、三宅町ではどんなことをしているのでしょうか。

町長：それも先ほどの国の交付金を活用して各自治体が対応策を考えて実施している事業の一部です。三宅町

では、学校に校内の学習環境を整えるためのサポーターを入れされていただきました。図書券などの個別支給

はしていません。

参加者：長期間の家庭学習の間に何か与えたということはしていないのでしょうか。

町長：長期休みの間は、学校の先生方が本当に密に子どもたちの指導をしてくださいました。全く何もしてない

というわけではありません。三宅町では、子どもたちがどんな状況にあるかの把握を徹底していただきました。三

宅小学校では、家に一人でいる子は何人いるのか、どういう状況で過ごしているか、など。子どもたちの家庭環

境をケアしていただき、1人1人に合った支援をしていただきました。

参加者：本来の授業が出来なかった分に関しては、そういうサポートで補ったということですね。先生が手作りの

プリントを渡したりなど。

町長：そうですね。

参加者：こういった状況の中で、冬休みが短くなったり、授業が追い付かないのではないかという現状が出てい

る学校が多いと聞きました。

町長：そうですね。三宅小学校においては授業数は確保できています。冬休みについては、中学校が現状では授

業数確保が厳しいため冬休みが短くなるかもしれません。

事務局：それではお時間となりましたので、この辺りで終わりにさせていただきたいと思います。最後にアンケー

トにご協力をお願いします。


