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令和 2年度

第1回まちづくりトーク

■テ ー マ 「女性がいきいきと活動するための町施策について」

■団 体 名 婦人会

■参加人数 7人

■日 時 10月 4日（日） 13 時 30分～15時 30分
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第1 事務局からあいさつ

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、お一人ずつお名前とお住いの大字を自己紹介していただいてから、

始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

（町長と参加者７名が名前と住んでる大字を自己紹介）

第２ 婦人会のイメージについて

町長：コロナの影響でなかなか開催できず、今年初めてのまちトークとなり、とても楽しみにしていま

した。やっと先月募集を開始したところだったのですが、みなさんは何でまちトークを知りましたか？

参加者：広報紙を見て、一度参加してみようと思いました。

町長：ありがとうございます。

参加者：他の大字や団体さんでされているのはよく知っていたのですが、なかなか手をあげること

ができなくて･･･。それでですね、私たちは三宅町婦人会としてやっていますが、婦人会というとどう

いったイメージをお持ちですか？

町長：町の行事であったり、防災面であったり、色々な所で活躍いただいているイメージが非常に強

いです。婦人会もあって赤十字や、婦人防災クラブなど皆さん兼ねてしていただいている。同じ方が

色々な団体に重なって入っておられて、なかなかご負担も増えてきているのではないかと思います。

また、以前にお会いした際におっしゃられていた通り、なかなか若い世代が入ってこないことも課題

にあるのかと思っています。

参加者：個人的なイメージとしてはどう思ってらしゃいますか？婦人会というと年をとったおばちゃん

の集まりといったイメージであるとか。婦人会という名前を変えた方が良いのではないかというのを

他所で聞いたりするんです。

町長：なるほど。婦人会と言われると、やっぱりそういうイメージは若干あるのかも知れません。私が

小学生の時も「婦人会の人」と耳にすると、地域のおばちゃんが手伝いに来てくれるというイメージ

がありました。
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第３ 婦人会の活動を知ってもらうには

参加者：おばちゃんならまだ良いのですが、おばちゃんの年を越えていく年代になってきました。婦人

会がみんなにどんなイメージをもたれているのか･･･。年数が上がる一方で、新しい人になかなか

入ってもらえない。時間を拘束されるのが嫌とか、役を持つのが嫌とか、そういうこともあるのかとは

思うのですが。婦人会というのが、楽しいことを色々みんなでするという集まりだったらまだなんとか

人も集まるのかも知れないですが、先ほど町長もおっしゃられていた赤十字、更生保護女性会など

たくさんの活動を婦人会の活動の一環としていて、実質婦人会は何なのかということが浸透しづら

い現状だと思っています。

町長：そうですね。私自身も婦人会が何をする団体なのかと聞かれると、的確に答えられないかもし

れません。今、○○さんのお話を聞いて、婦人会の活動の一環であったということに気づきました。

人がかぶっているだけで、てっきり別の団体としてされているのかと勘違いしていました。

参加者２：婦人会のメンバーは色んな団体も兼ねてはいます。たとえば今日のメンバーもこの内の２

人を除けばみんな消防団の団員です。色んな所で活躍しているのだけれど、それがあまりにも多す

ぎて。どういう風に持っていったらみなさんに分かってもらえるのか。こうしてお話することで少しでも

何か分かればいいなと思って来させてもらいました。

町長：ありがとうございます。

参加者：実は、会員の人も理解できていない部分もあります。会長になって何年かしてから、婦人会

はこういったことをしている、というものを作っているのですが、みなさん耳に入ると理解してもらいや

すいのですが、目で見る情報はなかなか理解してもらいづらいみたいで。また、婦人会の活動自体

とても多岐にわたっていて楽しいことが見えてこない。

第４ 婦人会に入ったきっかけ

町長：なるほど。ちなみに、みなさんが婦人会に入られたきっかけは？

参加者：私たちが入った時代は、母親が入っていたら私たちも入らないといけないと思っていました。

今は PTAに入ったり、いろいろ女性も自由に動けます。昔は、なかなか女性が外に出ることが難しく

て、婦人会の活動と言うと旅行やあそびにも大きな顔をして外に出て行けました。そういこともあって

私たちの時代は軽い気持ちでたぶん入らせてもらったと思います。

町長：楽しい部分がそこに見えていたんですね。
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参加者：そうなんです。だから、一家に１人は入る。お母さんが年をとったら世代交代でお嫁さんが

入るという形でした。それが今ではだんだんと抜けて少なくなってきました。

参加者：私は、そろそろ４０歳を超えたしどうと声がかかったことがきっかけでした。人も少なくなって

きてる交代時期で、婦人会で何をするかはよく分からないけれど、とりあえず一回入ってみようと思

いました。一会員ではあまり見えない事もあるんですが、地区の役を持った時に、少しずつ内容が見

えてきました。昔の先輩方の資料などを見る機会があって、私たちの前の世代の人たちは、もっと自

由じゃなかったので、外に出ること、婦人会に出ることが本当に楽しみという事をいっぱい書いてい

ました。

あと、今は全国の計画要望の大会があって行かせてもらう機会があったのですが、全国の地区連

合会の人と会うことができて、自分としては知識が高まってくるんですけど、それを他の人たちに

中々広めることができないジレンマもあります。

町長：なるほど。他の方はどうでしょうか。

参加者：私もお誘いは来ていたのですが、仕事をしていてなかなか出られないこともあり、お断わり

していたんです。けれども、定年も間近になってきてた頃に、熱心にまた声をかけてもらって、やっぱり

地域の中で生活していかないといけないから、隣近所の方もされているし、皆さんと交流出来たら

いいなと思って入らせてもらったんです。

参加者：私は伴堂の婦人部に入っていて、それが同時に三宅町婦人会でもあったんです。

幹部の方がからだが悪くなって、私のところに役員をしてくれないかと来られて引き受けました。そう

して、婦人会に入ることになったのですが、婦人部と三宅町婦人会は別な組織であまり交流はない

んです。婦人部の中には、婦人会に入ると役が回ってくるやろという人もいて。私は三宅町婦人会に

入らせてもらって友達もたくさんできてよかったと思っています。

参加者：私は元々大阪出身なのですが、やはり母親も婦人会に入っていました。私は主人の転勤で

あちこちに行って、今では三宅町に帰ってきて、40年近くになります。30歳過ぎのとき名前だけでも

いいから入ってと言われて婦人会に名前だけ入っていたこともあるのですが、仕事もしていて活動し

ないまま消えてしまいました。仕事を定年すると、外にでるきっかけも少ない。たまたま○○さんと子

ども同士が同学年で知り合いだったこともあり、他所からの人は入りにくい部分もあるかと思うので

すが、すんなりと受け入れてもらえて、今では婦人会に入って 10年くらいが経ちます。先ほどおっし

ゃられていたように婦人会というものがどんなものか分からない。婦人会というと、お祭りで模擬店

をしてという感覚だったのですが、役員をしてから、色んなところに出る機会も増えて、今まで詳しく

知らなかったことを知る機会もできました。また、役員の皆さんとこうして話せるようになったことは一
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番の収穫と感じています。

町長：地域の繋がりができたんですね。

参加者：そうですね。忙しいこともありますが、交わりというのは大事だと思います。

参加者：石見はわりと人口も多いのですが、一番はじめに農協に女性部ができて、農協の女性部に

入られた方は石見の婦人会にほとんど入ってもらえないんです。勧誘もしづらくて･･･。私は、この婦

人会に入って、横の繋がりがすごくできて、消防など色んな経験や勉強もさせてもらって、さらに輪も

広がって良かったと思っています。全然分からなかったことが色んな知識もついて分かるようになっ

てきました。

第５ 婦人会は必要なのか

参加者：みなさん色んな意見も出たのですが、婦人会があっていいものなのか、三宅町に必要なも

のなのか、もの凄く考えるんです。みなさん色々動いて下さる中で、知らない人がたくさんいらっしゃ

る。町長どう思われますか。

町長：みなさんのお話を聴かせていただいて、定年になったり自分だけで生きていたら少ししんどく

なるところを、支え合い、楽しくなるようにつながりを広げていくために、役立っていると感じました。こ

の繋がりはもっと広がる可能性があると思います。私は地域における関係が希薄になるとまちづくり

がとても難しくなると思っています。だから、みなさんのように顔見知りになり、地域で支え合い、何か

あれば話せる関係は大事だと思うので、そういった繋がりができる婦人会は必要だと思います。

みなさんがおっしゃられていた婦人会の活動が伝わっていないという部分は、例えば三宅町の広

報紙でその取り組みの紹介や特集を組ませてもらい周知することで応援できます。 また、みなさん

も婦人会に入って楽しかったという思いがあると思うので、活動を知ってもらう一環として、他の団

体と交流会や食事会をしてお互いに理解の場をつくることも良いかと思います。

第 6 若い世代のお母さんと繋がって役に立ちたい

参加者：川西町では、配食を婦人会がしています。三宅町では、食推さんがしてくれています。婦人

会のする事というとどうしても堅苦しいことばかりが残ってしまいます。できるだけ世代間交流をして

いきたくて、若いお母さん方ともお付き合いできるようになればと思い、２年間、お餅つきや手芸など

学校と交流をしました。しかし、参加するのはお母さんではなく子どもの参加がメインでした。その他

にも幼児園にいって折り紙や夏祭りに出たりもしたのですが、幼児園も小学校も役員になられる方

は大体同じで、一般のお母さん方にはなかなか会えません。

参加者：たとえば、お餅つきひとつとっても、今の若い世代のお母さん方はネットで調べます。しかし、
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やってみるとお餅がつけなかった。原因は餅米を水に何時間かつけないといけないのをしていなか

ったから。ネットで調べるのも簡単ですが、私たちのようなものがいるので、どうしたらよいか簡単に

聞ける場所があればいいのかと思います。顔見知りになって、色々な悩み事も話してくれて･･･。私た

ちのような年をとった者が顔を出しても邪魔にならない、行ったら行ったで喜んでもらえる、そういう

関係ができればいいのかなと思うんです。

私 1人で考えるんですが、やはりどうしたらよいのか分からないんです。

町長：なるほど。とても良いことを言って下さいました。若い人も聞きたい、聞きたいが誰に聞いたら

良いのか分からないのが課題と思っています。そこで、先ほどおっしゃられたように、若い世代はネッ

トを活用しますので、アプリを通じて地域の人と人が繋がる仕組みづくりをはじめています。身近に

相談できる人が居るか居ないかは凄く大きくて、１人でも２人でもこのアプリをきっかけにした繋がり

ができればと思っています。もしよろしければ、ご協力して頂けるとありがたいです。サポーター養成

講座も考えていて、活動していただければ保険や何かあったときの保証もある制度です。費用も

500円までで必ず発生する、使った方もいくらか払い、活動いただいた方にも対価としていくらか払

うような制度で考えています。また、講座を受講終えた方にはオレンジ色のＴシャツを配布します。オ

レンジ色のＴシャツを着ている人は研修も受けた人だと分かるし、そのオレンジ色のＴシャツの人に

相談したらいいんだなと分かる。今年から開始して、3年ほどかけてしっかりと形にしていきたいと思

っています。

第７ 他市町村の地域のつながりの例について

参加者：ボランティアの活動で他所へ行ったとき、たしか伊賀上野だったと思うのですが、そういった

活動をされている団体やグループがありました。

町長：伊賀など三重県もまちづくり協議会のような活動が盛んになっているようですね。

自治会や PTA、NPO など色んな方が協力して一つの町作り協議会のようなものを各中学校校区

に一つずつぐらい作り、そこが助け合いの場になっている。三重県をそういった活動が盛んで、自治

会だけでないというのがおそらく特徴的です。

参加者：お話を伺った方々ももの凄く熱心で、驚きました。

町長：むこうは人口もすごい勢いで減っている過疎地域で、地域が本当にばらばらになってきている。

自分たちでやらないといけないという思いが強いです。

第８ 三宅町で地域の繋がりを広げるには

参加者：そうすると例えば三宅町でそういったことをすると考えると、今ある委員会や老人クラブなど

色んなグループが一つのチームになって、そうしてそこへ行けば何でも教えてもらえる、やっていける

というのがよいのかと。けれど、今はそういった形ができていない。なので、まずは委員会か何か一
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度やってみて、そこで、婦人会はこうしたことをしているんだな、この人は婦人会の人なんだなという

ことを知ってもらえる機会があれば。地域全体で分かってもらう動きがあればいいのかと思います。

参加者：町も団体に対してクエスチョンがあると思うから「婦人会さんはどういうことができますか？」

「婦人会ではこれぐらいのことができます」というような、町と団体がお互いに聞いて出し合ってとい

うこともいいんじゃないでしょうか。

町長：それと、婦人会のみなさんがこんなことをしたいというのが聞かせていただけたら、一番ありが

たいです。それを応援していきたいと思っています。さきほどの「婦人会は必要なのか?」という話で

すが、婦人会はこんなことがやりたくて、そのやりたい活動を通して、婦人会のみなさんが婦人会は

楽しいし、絶対必要だよね、という活動を作り上げていければ、すごく良いのではないかと思うんで

す。

参加者：ただ、年齢的に、からだも段々悪くなってきても時間的にもリミットが見えてるような気がして

…。

参加者：それはよく分かります。でもね、そういった活動されている方は、年齢がどれだけいってもや

ってらっしゃいます。はじめから大きなことをするのはしんどいけれども、ちょっとずつできることをして、

本当にその楽しみを楽しみながらしないと。嫌々やっていたら絶対無理やと思うんです。1人 1人が

楽しくいこうよという気持ちを持って。みんな年はとっていきます。からだで悪くなるところも出てきま

す。

参加者：そうですよね。

参加者：たとえば、ご飯を炊くということでも。ご飯を炊いて、あー美味しいね、出来たてねて、言って

もらえてみんなから頼りにされてると思えたら、その人はご飯炊きであっても一生懸命されると思い

ます。頼られてると思えば余計励みになるから、余計みんな活き活きと出来るのではないでしょうか。

第９ みやけ子ども食堂

参加者：みやけ子ども食堂という名前に変更して登録しました。田原本のこども食堂に、先月 9月

に見学に行かせてもらいました。75歳以上の方がされていて、皆さんお元気で。その時はハンバー

グなどを出していたのですが、エプロンも持っていたのですぐ入ってということで、お手伝いしました。

役所の方も来られていて、色々話を聞かせて頂き、今回三宅町でもさせていただくことになりました。

みなさんお歳やけども、80前後の人も頑張ってされていて凄いなと思いました。
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町長：そういう活動されると逆に元気になっていかれますよね。

参加者：そうですね。

第１０ 空き家で何かできないか

参加者：そういえば、三宅町も古民家というか、使っていない民家がたくさんありますよね。私それが

ものすごく気になっていて、その使っていないスペースで何かできないかなと思っているんです。

町長：そうなんです。ただし、民間の財産のため行政が借り上げたり行政財産として買うことはなか

なか難しく。

参加者：ということは、そこの家の方に直接お願いしないといけないということですね。

町長：そうなんです。自治会が家主をご存じであれば自治会経由で声かけをしてもらって、交渉して

いただくなど。

参加者：中を改装しようと思ったら自分たちでしていかないとだめですね。

町長：そうですね。それに対して、こういう活動をしているので、リフォームの補助を町で考えてくれな

いかとご提案いただくなど。やはり活動がないと補助も作ることが難しいです。例えば、11月くらい

を目処にこういう活動をこのように動く予定なんですとお示しいただくなど。

参加者：そうですね。あと、お年寄りの方も一緒にやりましょうというのを考えていて。間違っても怒ら

ないようにしようということで、エプロンに「間違ったらごめんね」と書いたのをつくって。年をとって、

認知が掛かっている人もどんな方でも動ける人は一緒にしようという喫茶でもお弁当屋さんでもや

っていけたらいいなと考えているんです。

第１１ 複合施設のシェアキッチンについて

町長：今度できる複合施設に販売用のキッチンを作ります。どのような運用にするか議論重ねてい

て、一業者に専用として貸すという話も出てたのですが、職員の中からも意見出てて、一社だと辞め

たときに空になってしまう、また、もともとこの複合施設はみなさんの活動を応援したり、育てていきた

いと思いがあるから、一社じゃなくてシェアで貸せるような販売用キッチンにしよう話が進んでいま

す。現実にそうなった場合、手をあげていただいてけｒばと思います。ただし、家賃や売上の一部を納

めていただく形にはなります。

参加者：楽しいと思います。大変やけども。例えば、それを１週間に１回するとか。
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町長：1週間に 1回でもいいんですよ。

参加者：使わせてもらえるのだったら、楽しいと思います。本当にすごく楽しいと思う。

参加者：昔、石見の公民館の方で、昔そんな話もしたことがあります。2年程前に、石見公民館のキ

ッチンを綺麗にしてもらったので。ただし、調理師免許かなにかがいるとか、続けていかないといけ

ないとか、駅前には何もないので･･･色々話は出たのですが。

町長：複合施設のシェアキッチンは、役場職員が必要な許可をとります。そして、みなさんにそのキッ

チンをシェアして使ってもらう。起業支援のお手伝いということで、ここで成功したら、例えば、石見で

広げていっていただくなど。

参加者：やはり何かしたいなというのは昔から持っているんです。でもそれを実現しようと思ったらや

はりみなさんの力が無かったら･･･。あと結構な資金も必要になってきます。

町長：最初に投資が要りますよね。

参加者：私の家もちょうど辞めて空いたので、そこで始めようかという話も出たんです。けれど、トイ

レが無くて。トイレがあれば、私たちの何人かでグループになってしようという話もしたんです。

町長：そういう具体があれば、町の応援できることを考えていきたいと思うんです。

参加者：あとやっぱり遠い所は送っていったらどうかという話も出ました。石見もお年寄りが多いの

で、月曜と火曜にお弁当を届けるのはどうかなど。結局話は最後までつまらなかったのですが。

第１２ 住民と職員で神山町へ視察（まちづくり計画、飲食店の起業、野菜市）

町長：これから 5年後、10年後の三宅町のまちづくりをどうするかという計画づくりをスタートさせ

ています。先日、職員と複合施設の地域コーディネーターをしていただいてる住民の方で徳島県の

神山町に視察にいきました。だいたい吉野のようなイメージの町です。山の中で 20,000 人いた人

口が今5,000 人の 4分の 1 まで減少し、危機感をもってまちづくりされている。まちの中には飲食

店がすごく多くて。神山町は5年前に、「食べること」を一つのキーワードとして集中的に取り組もう

と計画し、他所でやっている人や店をスカウトして、空き家を用意して開業してもらい、店を増やした

そうです。

参加者：ぜひそういうことをしてほしいです。
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町長：それが行政だけでは個人の資産になるので難しい。神山町は行政だけでなく社団法人を立

ち上げて民間で動かすという方式をとられていました。三宅町の複合施設の運営も、いずれはそう

いったみなさんで会社を作ってほしいと思っています。

参加者：もしそういうことが始まったら、私は野菜を作って提供させてもらいます。 野菜を作られ

ている方は、みなさんたくさん出来ても食べきれず、他の方にあげたり、結局捨ててしまったり。なか

なか外に売りにいくこともできないので、そういった場所があれば嬉しいです。売ろうという気はない

んです。使ってもらえれば有り難いんです。

第１３ 複合施設で野菜の販売。人が集まる繋がる場所

町長：たとえば、誰かが間に入って袋詰めするかわりに手数料で 50円、自分たちは 50円もらって、

100 円で販売するなど。今、三宅町では流通しないというのが課題にあります。たとえば各団体さ

んがそうして儲けたお金を活動費にあててみんなで食事しに行ったり。大きく儲けなくていいが、み

んながやってないひと手間について、手間賃を取ってもらうこともすごく大事だと思うんです。

参加者：一番良いのは、建物があってそこで売れるなど。お年寄りから子どもさんまで集まる場所で、

お母さん方も子どもを迎えに来るときにその場で話も出来る。野菜を売ったり、お茶を飲んだりしな

がら、ちょっと相談を聞くということができる場があればいいのですが。

町長：そうですね。私もそういう想定をしていて、施設の中に学童があって、キッチンや野菜を販売す

るスペースがあって･･･。本当に自由に使っていただいていい施設なんです。

ただし、有料化はしようと思っています。有料でいただいたお金は活動費にかえて還元するつもりで

す。

参加者：そういえば、トクシマル。水曜と土曜にきています。年をとるとなかなか遠くに買い物にいけ

ない方も多くて、心待ちにされている方もいます。たとえば、そのトクシマルが来るまでの間に集まる

場所ができないかという話も出ました。雨の日なども助かると思うんです。

町長：複合施設を拠点にしてここから広げていきたいという思いがあります。みなさんの「やってみた

い」と試す場所が今ないように感じています。まずはここで試してチャレンジしてもらうこともしてもら

いたい。

第１４ 減っていく婦人会。学習の場・女性問題を考える場

参加者：「楽しい」というところに、まずは一歩参加してもらえる仕組みを作らないといけないなとい

う思いはあります。しかし、婦人会がしている、というとそこで一歩が止まってしまう。そこをどうすれば

いいのか、私たちも色々考えていかないといけない。
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実は県内の婦人会はどんどん減ってしまっている状態にあります。県も住民の声を聞くために、特に

女性団体が減っていることから婦人会はよく会議に呼ばれたりもします。減っているということは婦

人会という考え自体が古いのかもしれませんが、学習する場として必要だとも思うんです。

参加者：役場が先日、こんなことするのぜひ来てくださいと声かけに回っておられて参加させていた

だきましたが、いつも見る顔ばかりでした。三宅町の場合は一般住民の方の関心が薄いのかなとも

思います。もうちょっと住民の関心があるようなことをしていただくことも良いのかなと思ったりもしま

す。このアプリも、人と人が繋がれるかも知れませんが、現実にボランティアに来て下さる方は居なく

なっています。私たち婦人会はボランティアとして活動していますので、対価関係なく動いています。

こういうことを若い方にも繋げていきたい。女性は色んな問題があります。そういことを考えていく場

としても必要なのではないかと思うんです。

町長：一番大きな問題は、知らないということだと思います。私も今日聞かせていただいて、婦人会

がどんな活動をしているかということをようやく理解できました。どうやって伝えればよいかということ

は行政も課題として考えているのですが、どれだけしても、ただやっているつもりで伝わっていないこ

とがたくさんある。

参加者：知ってもらうために、どんどん婦人会を使ってくださいと言いたいところなんですが、今でも

たくさんで･･･。

町長：今まで通りの活動にプラスアルファはかなり大変だと思います。新たに参加してもらう方には

趣味の延長くらいの気持ちで参加してもらえるきっかけづくりができれば良いかと思います。

参加者：そうですね。なかなか難しい、答えの出ないような･･･。

町長：そうなんです。私もいつも悩んでいます。しかしやはり、お互いにアンテナを張って、相手側も

知ろうとしてくれないと、どれだけ伝えようとしても伝わらない。その双方向の問題もあるんじゃない

かなとも思っています。

第１５ 町民向けの町内ツアーについて

町長：先日の神山町の視察の際に、町民向けの町内ツアーが好評という話を聞きました。複合施設

ができたら、三宅町でもマネしてみようと思っています。複合施設ができたら、たとえば各自治会を

呼んで複合施設でお昼を食べてもらって。ツアーをきっかけに、また来ようと思っていただくきっかけ

になるかもしれない。

参加者：それとても良いと思います。
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町長：複合施設までの移動方法の一つにこのアプリの活用を考えています。みなさんが懸念される、

もし事故に遭ったどうするのかという問題は、この事業の保険で全てカバーすることができます。こ

の事業者を選んだきっかけの一つでもあるんです。はじめは、保育の子どもの送迎からスタートして、

地域の買い物支援などにも繋げられるのではないかと考えています。

参加者：町内でも、複合施設まで遠い方は来られないですもんね。

町長：それを支え合いでどうにかしていく方法も考えていきたいんです。

第１６ コミュニティバス、タクシー補助券、お風呂券の運用について

参加者：だいぶ前に議員の方々が集まってお話する機会がありました。そのときに私は、コミュニティ

バスがあれば年配の人も主婦の方も助かるのではないかとお話しました。しかし、「三宅町は同居

してる人が多いから」と言われてそのままになっていて･･･。タクシー券がありますが、そんな毎回タク

シーは使えません。春に近所の方が骨折されて、週に１、２回声をかけて一緒に買い物にいくように

しています。

町長：そういった声かけが一番ありがたいです。

参加者：やはり、とても気を遣われるんです。何か下さったり、そういうことはやめてと言っているので

すが、タクシー券は病院に行くためにおいてらして。娘さんも県内にはいるけれど忙しいそうです。と

ても気を遣われるので、コミュニティバスがあればもっと気軽にお出かけできるのかな、と思ったりし

ます。もちろん有料で。

町長：コミュニティバスのご意見はあります。しかし、広陵町も運行されているのですがみなさん乗ら

ないんです。

参加者：私が夕方、おくやま辺りで見るときは、かなりバス停で待ってらっしゃるように見えます。

町長：おそらく決まった時間帯だけなのではないでしょうか。川西町も平均するとほぼ乗っていない

と聞きます。

参加者：そういえば、スーパーの中にあった椅子が撤去されていて、店の外の石橋にお年寄りの方

が座ってらっしゃったので、お店の方に店内の椅子を元に戻してはどうかと声をかけました。寒いと

きでも外でバスを待っていて。お年寄りの方にもうちょっと優しい環境になれば良いなと思ったんで

す。
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参加者：きっとその椅子を戻しても他の違う方がそこにずっと居座ると思います。今はないと思いま

すが、昔はお酒を飲んでそのままそこにずっと居る方もいました。

町長：なるほど。使う方のマナーの問題もあるんですね。

町長：移動の話ですが、10年ほど経てば、もしかすると決まったルートを巡回する無人の自動運転

車が出だすかもしれません。現在しているタクシー補助券事業は、今で 700万円ほどでもうすぐ

1,000万円近くの事業になりそうなんです。事業を始めたときから毎年100万円ずつ事業費が

上がっています。現在は、三宅町が過疎認定を受けているので、７割を国から補助してもらっていま

すが、過疎認定がなくなれば、純粋な町のお金、みなさんからいたらいたお金から 1,000万円必

要になります。この事業を続けていきたいと考えています。そのためには、利用者に少し負担してもら

う使い方を考えていかないといけないと思っています。

参加者：タクシー補助券をもらっている人は、全然分かっていないと思います。

参加者：その感覚よく聞きます。あそこからあそこまで何百円とられたって･･･。やっぱりタダというの

はそういう感覚を生みやすいんだと思います。

参加者：大阪も昔は会員証でタダで乗れました。しかし写真も付いていないので、だれかに貸したり

などが問題になってシステムが変わりました。たとえ 100円でも 50円でも使う人が買うシステム

にしていかないといけないと思います。

参加者：タダでもらえるから、あなたももらいに行ってきなさいよって声かけされます。

それは少し違うと思います。あと、お風呂券も、ちょっとシステムおかしいのではないかと思うんです。

町長：お風呂券も不正防止するためにコストがかかっています。最初の頃は問題がたくさんあったら

しいです。

参加者：お風呂券はどういう仕組みなんですか？

町長：お風呂は今、65歳以上はタダにしています。これも良いのか悪いのかは別として、1人 100

円はいただくのでも良いのではないかと議論しています。

第１７ 無料の問題。税金をどう配分するか

参加者：やはり先ほどの話じゃないですが、見学にいった食堂は無料で食べられる代わりにお皿は
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自分で洗って後片付けをして帰ることになっていました。

町長：今までかなりタダという事業がありました。しかしタダというのをやめていくことが大事です。そ

の中で、本当に苦しい人をどうするかは別で考える。全体を通してある一定の負担はしてもらいな

がら、どうしても大変な人は個別に対応する。そういった方向が良いのではないかと思っています。

参加者：タダと言っても、結局は税金でまかなってますもんね。

町長：そうなんです。その税金をどう事業に配分していくかということです。他にも、インフルエンザの

補助は高齢者は4,000 円あって、子どもにはありませんでひた。これは三宅町だけがしていた補

助です。

参加者：本人が払うのは 1,500円ほど。そして今は無料です。

参加者：今は無料のところが多いですね。

参加者：インフルエンザは子どもは２回打たないといけないですよね。私たちは安いけど、そういう子

どもの補助もしてほしいという声も聞いたことがあります。

事務局：お時間が残り 10分ほどになりました。最後に何かございますか。

参加者：あっという間ですね。

第１８ コロナに感染したときの相談窓口について

参加者：コロナの話ですが、もし自分がかかったら風評被害ではないですが、怖い思いしてコロナ

に感染してしまった人がさらに辛い思いをしていると聞きました。そういったことがあれば役場に相

談してもよいのでしょうか。

町長：もちろん相談してください。私たちもそういった人権問題を一番懸念しています。そのため、先

日各お宅に郵便を送らせていただきました。

参加者：法務局に話にいっても、すぐには間に合わない話だろうから、もしもそんな事が起きたらどう

しようかと思っていました。

町長：こんな事例があると、役場にお伝えください。

参加者：知り合いの町でそういった方が引っ越しをされたという話を聞きました。
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町長：三宅町の方々がすごいと思ったのは、先日感染者が 1名でましたが、あのとき何も話題にな

らなかった。みなさんの人権意識の高さを感じました。普段から様々な場所で人権の取り組みをさ

れているからこそ出た成果の一つではないかと思っています。

参加者：そういった意識を当たり前にしていかないといけないですね。

参加者：役場は誰が感染したか分かるんですか。

町長：分かりません。みなさんと同じように県の発表で知ります。例えば幼児園や小学校で感染者

が出た場合は、対応が必要になってきますが、個人の場合は全くわかりません。

参加者：マスクと消毒液の配布もありましたね。

町長：はい。各家庭、一世帯に一つずつ配布しました。災害があった際、分散避難をしていただかな

いといけない。その際の防災備蓄として配布しました。役場が保管していたら、相当な大きさの倉庫

が必要になります。、みなさん一つずつ何かあった時も寄せ集めてもらえますし、これを持って避難に

役立てていただきたい。

参加者：今年の冬も危険ですもんね。

町長：今保健所では濃厚接触者と言われないとＰＣＲ検査してもらえません。現在交渉中ですが、今

度三宅町では、町の職員、学校の先生が罹った時や気になった際に、自宅でＰＣＲ検査受けられる

キットを契約する予定です。住民の方にも何かメリットはないかと話を進めていて、自己負担 1万円

で唾液検査による PCR検査を受けられるようにする予定です。

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。


