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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１６日（月） 午後２時００分～午後３時４０分

２．場所
石見公民館分館

３．主催
石見自治会

４．参加者
２８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、政策推進課係長、
政策推進課主事

７． 傍聴者
１名

８．希望するテーマ
町政全般

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



3

要約記録（対談形式）

参加者

石見駅の自転車置き場に屋根をつけて、有料化を考えてはどうか。

森田町長

石見駅の利用者は少し増えている。駐輪場の有料化についても意見をいた

だいている。西側の駐輪場だけ有料化すると、東側の駐輪場があふれてくる。

駐輪場の有料化は、石見駅の西側と東側を合わせて考える必要がある。

また、但馬駅も有料化するか。町全体の駐輪場のあり方も考える必要がある。

駐輪場を有料化すると管理の問題がある。誰が管理するかの議論もしない

といけない。

早急には、駐輪場を有料化するかは判断ができないのが現状です。

参加者

奈良高校を職業訓練校に置いて、職業訓練校を旧磯城高校に持っていくと

いうことを考えれるのでは。

森田町長

磯城高校は県立のサッカー拠点になっている。稼働率も上がっている。関係

者の奈良高校の場所への思いもある。県の教育長に話だけでもさせていただ

きます。
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参加者

寺川の三宅町側は舗装がされていない。以前も要望しているが予算がない

といわれた。

森田町長

三宅町側は舗装されていないので、ウォーキングで歩く方には車が通らず

安全です。

舗装の問題は、優先順位があり、どこを優先的にやるのかというところもあ

る。事業化するかしないかも考えないといけない。

現在、優先順位が一番なのは、三河のインターから東側の町道１号線です。

ここを二車線化することを田原本町と共に５か年の計画で進めています。

参加者

田原本町の松本に三宅町が購入した土地で所有権移転登記が未登記のもの

がある。前の町長に裁判するように言っていたが、その引継ぎはあったか。

森田町長

引継ぎにあったかはわからない。所有権移転登記ができておらず未登記の

土地は、町内にも多い。昔の公共事業の登記がされていなかった。登記の問題

は、少しずつ解決している。費用も時間もかかるので、少しずつ取り組んでい

ます。

補足：用地対策室

当該地を含む道路未登記物件については毎年、予算計上を行い、順次処理を

行っています。
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参加者

石見の郵便局前の道路が拡幅されている。そこにトイレを設けて欲しいと

意見を言っていたが、あざさの花の池ができた。トイレの設置をお願いしたい。

森田町長

観光は産業であると思っている。「トイレを設置するだけ」ではなく、「何か

を売る・何かをする場所にトイレがある」という方が、管理もしていただける

のではないかと思います。

現在、みやけまちづくりの会の方が、自主的に太子道沿いのお弁当屋さんの

スペースで休憩所を作って、野菜や商品を購入できたり、憩える場所を作りた

いとおっしゃっている。

そういった活動と連携しながらは、トイレの問題は考えてたいと思ってい

ます。

参加者

文化ホールは、いつ黒字になるのか。

森田町長

文化ホールが黒字になることはない。皆さんの文化的な活動を応援する目

的もあるので、より使いやすい状況にして、大事に活用していきたい。
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参加者

三宅町の場合は、何をどのようにすると、人が来るのかを考えていきたい。

何を築いていくかが、一番欠けてる。その見解をお願いしたい。

森田町長

人口減少は、避けれない問題です。三宅町だけ人口が増えるということはな

い。ただ、人口を増やさないというわけではない。子どもが増えていくという

ことは非常に大事だと思います。そのため、「子育て」には、力を入れていき

たい。

三宅町の特徴として、第 2子、第 3子が多く、一人っ子が少なくなってき

てると思う。これは、三宅町は子育てしやすい。2人目も産みやすい。そうい

う方が増えてきていると実感している。

ただ、人口が減って、町の元気がなくなるのは、あってはならない。町外か

らも、週末だけでも都市部からここへ来て、何か皆さんと一緒にしたり、三宅

町のことを「ジブンゴト」としてもらえるような「三宅町のファン作り」にも

力を入れていきたい。

人口が減ることで、町の予算も減りますので、町ができることも減っていき

ます。その中で、皆さんと協力しながら、お金をかけずにできることは何かと

いうことも一緒になって考えていきたい。協働のまちづくりとして、行政が皆

さんのやりたいことを応援するまちづくりをしていきたい。
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参加者

役場に衛星携帯電話は置いていますか。

森田町長

防災担当と町長用の２台の災害対応用の衛星電話があります。

参加者

台風１５号の千葉県では、情報が来ずに孤立してしまった地域がある。災害

は他人事ではない。今後の防災訓練の中にも、電気が来ないことも踏まえた上

で、通信連絡をどうするかのプログラムを組むとよい訓練になると思います。

森田町長

明日は我が身としっかりと認識した上で、防災訓練をしていく。備えをする

ということが非常に大事です。

防災では、町からお願いしてることは、「自分の命は自分で守ってください。」

ということです。大災害が発生すると、役所は何もできない。命を守る行動は、

自分で備えを普段からしていただきたい。また、ご近所での助け合いも含めて

考えていただきたい。

インフラなどの復旧や避難所の運営は、行政が責任を持って行っていかな

ければいけません。
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参加者

石見駅前の踏切の手前に車が 1台入れるぐらいのスペースが作ってある。

そこに乗り降りのための車が停まってしまっている。

森田町長

踏切の手前のスペースには、歩道踏切ができるまでの間、歩行者が待機する

場所としてポールを設置していました。現在は、歩道踏切が完成しましたので、

歩行者は歩道踏切を使っていただきます。現在のスペースは、ポールを外した

経緯から残っております。
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参加者

石見の中は非常に狭い道が多くて、暗渠にするとかいろんな案があると思

う。一概に暗渠にすれば膨大なお金がかかるとの話ですが、考えてもらいたい。

参加者

道路で落ちそうなところに立体的な絵図にしてある。トンネルでも大きな

標識のところに立体的に絵を描いて、何ｍまで通れるかの表示している。その

ようなものも検討してもらいたい。

参加者

交通事故対策でイメージハンプというアイデアが大阪府から始まっていま

す。立体的なものがそこに置かれてあるように見える。車のスピードが遅くな

り事故の危険が下がっているようです。是非検討してもらいたい。

森田町長

道の端に線引いてというものと、縁石の立体に見えるようなものは知らな

かったので、非常に勉強になりました。危険な箇所をただ埋めるだけでなく、

危ない場所であることをわかってもらうことも、大事な発想です。

分かりやすい表記については、研究させていただきます。

参加者

以前、駅前の公衆トイレの話が出ていたが、立ち消えになっている。町とし

て設置するのか、しないのか。設置するなら、いつ頃できますか。

森田町長

トイレは、今のところ設置する予定はありません。トイレの問題は、町全体

の中で、どういう形でやっていくのかを考えていく必要があります。
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参加者

最近、職業訓練校前の交差点を、学童の児童が渡っている。指導員がいると

きには、旗振って誘導しています。横断歩道の一つでもできないかと思ったり

する。万が一事故があったら大変なので、検討していただきたい。

森田町長

職業訓練校前の交差点は、登下校時の見守り活動で自治会や石見の皆さん

の協力をいただいている。他の市町村では、見られないくらいお世話になって

います。まず、感謝申し上げたい。

子どもたちにも、自分でしっかりと安全確認をするということを教えてい

く必要もある。ちゃんと止まって、左右見て渡らないといけないことを教える

ことも、地域の見守りの一つと思います。

将来的には（郵便局から石見駅まで）1本のしっかりとした道路をつなげる

計画もあります。ただ、優先順位がありますので、どのタイミングで事業化す

るかは、今後の課題として一緒に考えていきたい。
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参加者

災害対策基本法に基づいて、災害に対する基本条例ができている。三宅町も

できているはず。

森田町長

災害対策基本法では、地域防災計画を立てなさいという規定があります。そ

れに基づき、三宅町防災会議条例という条例を制定しています。また、三宅町

では、従来の地域防災計画を去年見直して、今年度見直した計画を公表させて

いただきました。

今回の地域防災計画の見直しでは、「自助、共助、公助」という点を明記し

ました。災害のタイミングに応じて自助、共助、公助の内容を定めました。

参加者

町と自治会の自主防災会との関係は、どのように運用されているのか。

森田町長

台風などが予想されるときには、三宅町は早めに自主避難所を開くように

しています。町から各自治会長の皆さんにご連絡をして、自治会で希望者がお

られるときには、自主避難所を開ける対応をお願いしています。自主防災会の

方とも連携しております。



12

参加者

三宅町内の災害状況の把握について、町が管内の被害状況を迅速に把握し

ようと思うと、自主防災会からの情報提供が必要だと思う。自治会に無線を置

いて、災害対策本部に報告できると、町内での災害状況を迅速に把握でき、対

応が打てると思います。

森田町長

被害の調査については、2次災害の危険性もありますので、役割分担をして

いかないといけません。被害状況を見に行ってもらって、河川などに流されて

しまうということはあってはいけない。どういった連携をしないといけない

かは、防災の観点からも一緒に考えていきたい。

防災訓練等にて皆さんのご意見をいただきたいと思います。

参加者

人口減少について、小さいことからコツコツとやっていく。例えば、町の職

員さん、全て三宅町へ移住してもらうなどはどうか。

森田町長

防災の観点からも、職員が町に住むことは必要になってくる。ただ、これは

個人の自由です。
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参加者

工場誘致という話は、進んでいくかわかりません。小規模な商店について、

町から援助し、何年間は固定資産税がいりませんなどを大きくＰＲして、起業

について情報発信をしないといけない。待っていても人は来ないので、人が来

るようなＰＲをしてもらいたい。

森田町長

大和中央道が三宅インターまで伸びます。三宅インターから国道２４号線

までは２車線化に向けて取り組んでいます。三宅町は交通結節点となり、奈良

県どこへ行くのも３０分圏内となる。利便性が将来的には非常に魅力的とな

る。その魅力をＰＲしながら企業誘致や住みたいという町にしていく必要が

あります。リニア奈良市付近駅ができると、より利便性も向上します。

三宅町は、交通の利便性という点で、企業誘致や住みたいと思われるまちと

して、選ばれやすい場所と考えています。

補足：土木まちづくり課

平成 31年 4月に三宅町商業施設等立地促進条例を一部改正し、石見駅周辺

地区への商業施設等の立地を促進するため、奨励措置の交付要件の緩和を行

いました。
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参加者

人口減少を他よりもスピードダウンするようにしなければ、一番先に合併

される町になる。三宅町を大事にしていきたいので、過疎化に十分な配慮をお

願いしたい。

森田町長

過疎については、県民の方々に広く知っていただくように、県主催の会議な

どでもＰＲをしています。都市部や自然豊かな田舎に行くのも 1時間ほど。

子育てをするには、良い環境が提供できるとおもう。高校でも三宅町に住むと

どの高校でも通っていけるメリットがある。

江崎グリコと連携協定を締結しました。妊娠時から 1000 日間のプロジェク

トが始まります。三宅町では、都市部にはない「きめ細やかな子育て支援」を

している。都市部にはない手厚さを、グリコも応援したいということになった。

生まれたお子さんに出産祝い品を贈呈する事業も他の市町村にはない事業

です。出産後に保健師が全戸訪問することも、他にはない手厚い支援です。今

後、子育て支援についてもＰＲしていく必要があります。



15

参加者

石見の溝渠の鉄板が車が来るたびに大きな音が鳴る。鉄板が外れたら大き

な事故にもなる。改善をしてもらいたい。

森田町長

予算化をして、事業を行っています。今年度は石見団地と中団地、伴堂 1丁

目では、事業が完了する予定になっています。

泥上げなども考慮しないといけないという意見もあります。今後について

は、再度検討していきます。

参加者

トイレの問題は、観光というよりは、「住民福祉」という観点から考えてい

ただきたい。観光客の方だけでなく、通学してるお子さんや、高齢者の方にと

っても必要です。住民福祉の観点から町内何か所か。必要になってくる箇所を

是非検討していただきたい。

森田町長

トイレだけを作るには、管理の問題など様々な問題があります。何かの活動

と合わせた場所に、トイレがあるというのが一つだと思います。空き家になっ

ている商店のシャッターを開ければ、その中にはトイレはあります。空き家を

開けることで、何かを販売したり、何かの活動に使えます。そのような連携を

することで、トイレ整備の方向性が見えてきます。

郵便局や近鉄石見駅には、トイレを貸していただくお願いをして、その協力

をしていただいている。協力も大切にしながら進めていく必要があります。
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参加者

人口減少について、全国の成功事例を真似しても 2番手３番手となり、成

功するとは思えない。ここに生まれ育つ人が、三宅に生まれてきて良かったと

思える核を作ろうという視点はすごく大事だと思う。

これは、町の人々みんなが語り合っていくべきだと思います。

教育とかアートを核に町づくりも、すごく重要だと思います。

森田町長

みんなそれぞれが大事にしているものがある。話し合いながら、三宅町の核と

は何かを考えていかないといけない。

参加者

駅前広場に、みやぼうとみやっぴぃの陶板（タイル）がある。みやぼうとみ

やっぴぃが町のシンボルなのか。陶板が町の産業のシンボルとなっているの

か。また、陶板は三宅町で作られたものでしょうか。

森田町長

「みやぼう」「みやっぴぃ」は、三宅町の公式マスコットキャラクターです。

万葉集で詠まれたあざさの花から「みやっぴぃ」があざさの妖精として誕生し

ました。屏風で生まれた忍性菩薩にあこがれる小坊主として「みやぼう」が誕

生しました。

陶板は、三宅町で作られたものではないです。


