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令和 2年度

第3回まちづくりトーク

■テ ー マ 「三宅町全般のことについて」

■団 体 名 石見自治会

■参加人数 12人

■日 時 11月 8日（日） 13 時 30分～15時 30分

■場 所 石見公民館
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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 12名が自己紹介）

寺田会長：今日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。

町長：今日はありがとうございます。日ごろより町政にご理解ご協力をいただき、また、自治会の役

員のみなさまには三宅チョイスの配達も担っていただきまして、誠にありがとうございます。先日も朝

の 7時半くらいに○○さんが走り回ってくださっていました。なかなか捕まらない人も朝一ならいる

だろうということでした。本当に助かっています。ありがとうございます。今日は、みなさんとざっくばら

んに意見交換できればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

第 2 コロナ対策と分散避難訓練

参加者：コロナ対策については町も随分一生懸命していただいて、先日、消毒液とマスクが届き、大

変助かっております。

町長：三宅町も先日感染者が出ました。北海道や全国的にも増加傾向になってきましたので、この

冬には必ず厳しい状況になると思っています。誰もが罹る可能性があるものです。罹ることが悪い事

では決してありませんので、うつさない努力だけはしていくことが大事になってくると思います。

今回の消毒液とマスクの配布は、防災備蓄という観点で行いました。分散避難とよく言われます。

これから1ヵ所に避難できなくなってきますので、各家庭で備蓄していただくことを目的としています。

役場で全てを保管すると、すごい量の倉庫が必要になりますので、備蓄品を各家庭で預かっていた

だいているようなイメージで、お互いに困っていたら譲り合い、自分のことだけではなく、近所で誰か

困っている方がいらっしゃればシェアしもらうということで配布しています。

参加者：ちょうど、まつおかクリニックさんがコロナウイルスの指定医療機関になったと聞き、本当に

タイミングがよくて、町民の方もみなさん安心出来ていると思うんです。ただ今おっしゃった災害時の

分散避難については、やはり例年2月にしている防災訓練の方法では、町が避難場所を 1箇所に

まとめています。分散避難の訓練をぜひやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
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町長：そうですね。確かに訓練も必要かも分かりません。想定しているのは三宅小学校だけでは全

ての住民の方に避難いただくことはできません。地震やその他被害状況によっても異なりますが、例

えば水害であればこの辺りは大体3日の内には水が引きます。公園などでテントを張る形の避難も

考えていくことは出来るかもしれません。そういう事も1人1人が考えるというのも1つです。私たち

自身も、分散避難の訓練をするとなった場合、どのようにまとめていけばいいか今はイメージが掴め

ていません。石見のみなさんは普段から防災訓練をされています。防災訓練の時には町の防災担

当者も行かせていただき情報の連携をしながら一緒に会議をして地域の避難計画を作ることがま

ず1つ大事になってくるかと思います。地区防災計画というものも、これから作っていく必要がありま

す。町の総合的な防災計画は見直しましたが、それぞれの地区の課題も違いますので、地区の防災

計画を立てる中で、どういった分散避難ができるかを考え、その支援を行政も行い、一緒に考えて

行けたらと思います。

参加者：例年はちょうど今頃の 11 月に訓練をしています。今回は中止ということで回覧をまわしま

した。野外だから大丈夫というわけではなく、人が集まって、話をして密になる状況を避けるために

中止にしました。今回は別途紙を 1つ付けました。自助、共助と色々ありますが、身近な避難経路は

自分で、各家庭で考えてほしい。やはり備蓄の問題は補充しなければいけないということ。古くなれ

ば新しいものを補充する。そういうところも今回は各家庭で重点を置いて考え直してほしいという思

いで出しました。一時避難所の場所、基地の広さなど、今おっしゃられたことは、私たちもいつも考え

ています。みなさんこの公民館は一番大丈夫と思われるんですが、実はこの公民館が一番危ないん

です。

参加者：そうですよね。

町長：地震は特に危険ですね。

参加者：地震はもちろん危ないです。あとは台風も。隣の大木が倒れたら終わりです。そういう意味

からいくと職業訓練校などを避難場所とできれば、今は一番無難かと思うんです。だから、広い地

域は広い地域なりに、何カ所か場所がほしいという希望を、今後叶えてもらえたら。

町長：訓練校については開けられるように連携しています。必要があれば、開けて避難してもらうよう

になっています。

参加者：校舎を開けていただけるんですね。

町長：はい。
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参加者：しかし、訓練校を開けるのは役場ですよね？

町長：はい。

参加者：連絡をしても災害状況によっては、いつ来てもらえるか分かりません。

参加者：夜は当直の方もおられないので、鍵が掛かっています。鍵が役場にあるのか、自治会にあ

るのかすら分からず、いろいろ調べて 2 ヶ月かかってようやく役場にあると報告を受けました。

やはり災害は昼よりも夜が不安です。慌ててしまいます。最初に避難する場所の扉がさっと開けられ

て避難者を誘導することができれば、石見においては職業訓練校は一番安全だと思います。

参加者：役場の方に来てもらって開けてもらうよりも、地元の者がする方が早いです。個人的には総

代が持つ事が問題であるならば、消防署に預かってもらうのも良いかと思います。もしくは、ここにお

いておくなど。

町長：水害の面で考えると、石見については 1階以下に収まるかと思います。基本的には雨が降っ

ている中外に出るよりも、家の 2階などに避難していただくことも検討いただきたいです。避難所に

避難した場合、万が一長期化した場合の生活が大変になります。ただ、地震の場合は本当に一発

で影響が出ます。余震もありますし、どこまで被害が出てしまうか想定がしづらい。さきほど○○さん

がおっしゃったように、本当に近所で助け合いなど、そういう形も考えていただきたいです。

参加者：年をとったらそんなに遠い所にはたどり着けないですね。

町長：近くに何があるかをもう一度確認いただくことも大事かと思います。お互いに情報を共有する

ことが分散避難の訓練にも繋がるのではないでしょうか。

参加者：そうですね。規模によって状況はごろっと変わってしまいます。

参加者：2～3 年前に避難指示が出た際は、どこに避難するような指示が出ていましたか？小学校

でしょうか。

町長：基本的に避難指示が出た時は小学校が避難場所で、台風の時などは、大体は避難準備情

報で、今文化ホールを早めに開けている、といった連絡をしています。明るい内、雨が降る前に文化

ホールを開けて準備をしていますので、その間に避難していただくことが大事になると思います。本

当にピーク時の避難指示が出た段階で動けるかというと厳しい場合もあるかと思います。
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参加者：今、水害の話が出ましたが、寺川の水が 1 ヵ所だけでも三宅寄りの方が決壊した場合、ど

の位水が来るのでしょうか。

町長：ハザードマップでは、どんなに高くても 1.5 メーターまでとなっています。

参加者：決壊した場合、最大 1.5 メーターくらいが役場まで浸かってしまうと。

参加者：水量によると思いますが、駅の線路が少し上がっているので、線路より東側、つまり寺川が

決壊した場合は石見も深く浸かってしまうかもしれません。しかし、線路を越えた先は広くなっていま

すので、高さは低くなるかと思います。

参加者：私の祖父が子どもの頃寺川が決壊して線路のところで水が止まったと聞いています。線路

より向こうにいったことは 1回だけあったと。

町長：防災は、今本当に大事になってきています。大きな災害が起きても亡くならないというのがま

ず町として取り組んでいかないといけないと思っています。安心安全の第一歩として、まずは、大規

模災害が起きた時に命が守られるということ。それは、お互いが協力し合うというところが大事にな

ってきます。以前、三重県の鈴木知事とお話した際も、防災と医療と教育は、これから住むのに選ば

れる本当に大事な基準になってくるであろうとおっしゃっていたのが印象的でした。パソナが淡路島

に行った決め手も医療と教育と社長が答えているのを聞きました。その中でも、防災は行政だけじゃ

出来ないことなんです。住民のみなさんが防災意識を持つことや普段から助け合える関係づくりを

している地域か、そうでない地域なのかは大きな差がでてきます。

第 3 三宅町の医療体制について

参加者：医療の話が出たので、少し尋ねたいのですが、今、町内にある松岡先生のところでは入院

は無理だと思いますが、在宅治療や訪問治療はなさっているのでしょうか。

町長：往診ですね。現在もしていただいています。三宅町の地域医療としてきて頂く際に私も一番に

お願いしたことです。やはり、自宅で最期亡くなりたいという人は結構多いです。老老介護や一人暮

らしの方、子どもさんが遠くにいる方は心配だからと、施設に入所される方も非常に増えてきていま

すが、やっぱり最期まで家で過ごしたいという想いを持ってらっしゃる方もたくさんいました。今まで

医療機関がなく病院から帰って来られなかった人もいたので、そういう部分を先生にお願いしまし

た。

参加者：毎日どなたか先生がおられますね。
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町長：はい。代わりの先生がいてくださったり、看取りなどもしていただいてるみたいです。訪問して

最期を看取ったという方の話もお聞きしました。

参加者：以前、田原本町の○○先生が 24時間対応をしていると言っていました。田原本町は在宅

というのか、そういった訪問をしてくださる先生が何人かおられるみたいで、そのときは三宅町は無

かったので、磯城郡で連携していただけないかなという思いがありました。

町長：今は、○○先生がたしか24時間対応されているかと思います。当時は○○先生が三宅町の

人も診て下さっていて、訪問看護や医療の話を先生とお話する機会もありました。今度、国保中央

病院で訪問看護が立ち上がります。そういう部分では少しずつ進んできているかと思います

参加者：私の個人的な話ばかりで恐縮ですが、○○医院が私の主治医で、○○先生に死亡診断

書の予約をもうしてあります。先生に死亡診断書を書いていただくことになると思いますので、先生

の携帯番号も、全部聞いて日頃から持っています。普段持ち歩いているかばんの中に、救急の連絡

先からすべて書いて持ち歩いているんです。

参加者：すごいですね。

参加者：落としてしまったら大変ですが、もし急に倒れてしまったときのために。

参加者：そういう方法もあるんですね、勉強になりました。

参加者：町長が先ほどお話しされていたように、先生や医療施設というのも大事ですが、個人の意

識がやっぱり大事だと思います。私自身、人権擁護委員を長年していて、それでもやはり自分の人

権は自分でしか守れないと思いました。命と人権は自分でしか守ることができない。

参加者：たしかにそうですね。

参加者：結局、どうしたいかってというのは自分なんです。

第 4 AEDの地元公民館への設置

参加者：少しお聞きしたいのですが、万が一、急に倒れたときなどにＡＥＤがあれば多少なりとも助

かる確率が増えます。それが、町の広報を見ますと、ほとんど小学校や、中央公民館に設置してあり

ますが、石見にはありません。

参加者：ＡＥＤを扱うより消防署の方が早いかもしれませんよ。
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参加者：いえいえ、そんなことはないですよ。ＡＥＤがあれば、また訓練も出来ます。これは石見だけで

なく、伴堂や他の自治会のみなさんも思っていると思います。やはり近くにＡＥＤがあれば一番良い

です。その辺りを今日考えていただけないかと思っていました。

参加者：三宅町内の公的な施設にはもちろんありますよね。一般企業でもＡＥＤをもっているところも

あります。そういったところと、交流できるようにしたいです。公的な施設に行くよりも、近くにあるＡＥ

Ｄを使うことができれば助かります。

参加者：企業であれば昼間はお借りできますが、夜間に必要になった場合は厳しいですね。

参加者：だから要はAEDの常設している場所が問題になってくると思います。

参加者：あるというだけで使えなければ意味がありませんね。

参加者：可能であれば各大字の公民館に設置してあればよいかもしれません。

参加者：お互いに交流して、一番近くにある場所へＡＥＤを取りに行けるような交流ができればよい

と思っています。

町長：AED の設置については一度検討したことがあります。24時間営業しているため、コンビニも

当時あたったことがありますが、そこまでの責任を持てないから置かないでほしいと断られました。

自治会についても検討しましたが、夜中の場合どうするのかという問題や、施設の外に設置したい

という話も出ましたが、設置しているのに使えないという苦情や責任が来る可能性を考えると設置

したくないという声もありました。公民館もずっと開いているわけではありません。

参加者：石見に関して言えば、複数人がここの鍵を持っているので対応できると思います。

町長：ＡＥＤを設置していることを公表すれば、やはり取りにきます。夜中の対応、誰にどのように連

絡すればよいかという周知も必要になってくるかと思います。携帯番号などは個人情報にもなります

ので、そのあたりも配慮しながらどのように対応していくかの検討も必要だと思います。

参加者：今のお話を聞いていると一生できないですね。

参加者：まずはやってみることも大切かと思いますが。
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町長：そこがみなさんの理解も含めて、住民さんに理解していただかないといけないかと思います。

参加者：しかし、やはり命に関わることなので、昼間だけでも利用できれば凄く良いと思うんです。

参加者：そうですね。

参加者：夜中の話が出ていますが、例えば、小学校であれば夜の守衛さんはいません。昼間の小学

校が開いている時間しか使えない。しかしやはり小学校に設置していることには凄く意味があると

思います。石見公民館は、確かに土日は開いていないし、平日の昼間しか使えないかもしれません

が、それだけでもみんな凄く心強いと思います。昼間であれば、もしも誰か倒れた時には石見公民

館に駆けつければAEDがあると思える。

参加者：まあ緊急事態であれば夜中でもガラスを割って自分で弁償してもらえばいい。

参加者：人の命に関わる話ですから、それくらいは許せるんじゃないでしょうか。

参加者：まずは、置いてもらう。まずはそれからだと思います。

参加者：事が起きて何が駄目であったか、そこから課題が出てくると思います。

参加者：ぜひ検討していただきたいです。

参加者：設置するとなると買い取りよりもリースがいいのでしょうか。

町長：基本的に、5年に1回AED自体の更新が必要です。現在設置しているものは、リースも買い

取りもどちらもしていたと思います。県や国の補助があったはずです。責任の矛先が自治会に向い

てしまうことを一番課題に感じていました。しかし、そのあたりもご理解とご協力を頂けるのであれば、

検討していけます。

参加者：そんなことを言っていたら絶対どこにも置けません。やっぱりを前を向いて考えないと。

参加者：石見で近くに置いていている場所はおそらく職業訓練校と消防署でしょうか。

参加者：近くという点でいうと郵便局にもあったと思います。

参加者：石見公民館にもあれば、想定外のことにも対応できる可能性も出てくる。無いよりはあった
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方が良いです。

町長：運用の面で、しっかりと地元で継続していただけることを前提に、管理できないから廃棄とい

うわけにもいきませんので。

参加者：それはそうですよね。

参加者：みんなもこういう気持ちでいます。町長ここは一つ前向きに検討をお願いします。

第 5 三宅町の財政状況、大和平野プロジェクト、大学の誘致

参加者：町全体の話なのですが、先日、広報誌をみて歳入と歳出の数字があり、歳入は全部で 34

億 9797万 8476円というデータで 65％が県や国からの助成金とありました。3割自治という言

葉もありますが、三宅町は人口も少なく面積も狭いことから、行政も大変だと思います。人口は減る、

高齢化社会の中、ここにあるような 3割以下の自主財源で町政を運営されていく町長さんも大変

だと思います。私も三宅町に住ませて頂いて 40年が経ちますが、あまり変化はありません。だから、

今までを踏襲している間は、私は三宅町の発展は無いと思うんです。だから、この3割自治をなんと

か断ち切る方策を考えないといけない。難しいことだとは思います。来年、再来年にできることでは

ありません。三宅町にも立派な都市計画があると思いますが、10年、20年かかっても 1つ 1つや

り遂げていく。そうすれば、将来、今の状況から脱出できるかもしれません。

そこで 1 つ、先日、新聞に知事が磯城郡内に県立大学の理工系を置きたいというような話が載っ

ていました。県立大学ですからやはり人気はあると思います。ぜひ、三宅町がこの件を取ってほしい

と思いました。県立大学以外にも記載がありましたが、どれか1つでも三宅町に来れば町の活性化

に繋がると思うんです。このことについて、町長も色々と案を練っておられると思いますので、基本的

な事を少しお話いただきたいです。

町長：ありがとうございます。このプロジェクトは、今、住民のみなさんもかなり関心が高く注目されて

います。3町の連携もすごく取れている中で、知事がぜひ磯城郡と一緒にしたいということを言って

いただきました。三宅町としてもまず、何か絶対に取りたいと思い協議のテーブルにつかせていただ

きました。今、協議が進む中で町の内部でもどちらの施設を誘致するのがよいかという話し合いを

しています。やはり教育的な観点からも、私としては大学を誘致したいと思っています。

奈良県が事業主体で、まだ詳細はわかりませんが、やはり大事になってくるのはまとまった土地で

す。やはり土地をいち早く用意できたところに知事は持っていくとおっしゃっていますので、用意する

場所の一箇所でも用地を買うことができないという話になれば他所に行ってしまいます。

これはみなさんのご協力をいただきながら、機運を高めて進めていきたいと考えています。もし、大

学が来ることになれば町の色々な事が変わってきます。町のため、そして将来のためにも全力を上

げてやっていきたいと思っています。
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参加者：3町の競争になると思います。やはり地域住民、特に土地の持ち主が本当に協力しなけれ

ば出来ないことだと思います。

町長：みなさんにご理解いただけるように、私たちもしっかりと汗をかいていかないといけない部分

です。やはり今まで大事にされてきた土地ですので、その気持ちは大切にしないといけない。

参加者：そうですね。地元が協力をしていかないと進みませんね。

町長：このようなチャンスは、多分しばらく来ないと思いますので。

参加者：そうだと思います。

第 6 ふるさと納税

参加者：ふるさと納税のことで少しいいでしょうか。ふるさと納税の収入はどの程度ありますか。

町長：おおむねですが、2,000万円弱です。現時点で1,000万円ほど入ってきています。年末にか

けて増える傾向にあります。三宅町で多い返礼品は肉や革の小物で、去年からはベルトがよく出て

います。

参加者：返礼品は、基本的に三宅町でつくったものしか駄目なんでしょうか。

町長：はい。国がそういう制度で進めています。ですので、町内の事業所さんでも他所から仕入れて

販売しているものは返礼品として出していただくことができず、ご参加いただいてない企業もありま

す。

参加者：だから、肉やグローブなんですね。

町長：今は小物も充実してきて、商品開発もしていただいたり、担当者が色々と走りまわって返礼品

の商品を企業さんとお話しています。こんな商品はどうでしょうかと投げかけると、ちょっと頑張らな

あかんなと研究して下さったり。

第 7 MiiMo と文化ホールの使い分け

参加者：今、文化ホールの入口左側の部屋は教育長しか使ってないんですよね。今度、コミュニティ

ホールというか新しい施設ができたら、文化ホールとの使いわけをされると思います。今の使い方で

はやはりもったいないなと思います。
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町長：今、ちょうど来年度からの文化ホールの利活用方法を考えています。中央公民館もなくなって

MiiMoができれば、駐車場の真ん中から文化ホールが見える形になりますので、見え方も少し変わ

ってくると思います。

参加者：やはり文化ホールは赤字を生んでいますよね。新しい施設ができれば、文化ホールはより

一層使わないままになるかと思います。私たちは遠い将来までは生きませんので、若い人がそこを

どのように利用してくれるのかなという思いはあります。

町長：文化ホールは、高校の演劇部の子どもたちが練習で使っていただいたりしています。

参加者：その高校生がとても不平を言って帰るんです。駅から遠いとかなんとか。

参加者：高校生だから、歩いたらいいと私は思っているのですが、不便と言っています。

参加者：石見の子は小学校まで歩いているのにね。

参加者：ちょうど先日、広報誌に中央公民館を 6月くらいに解体するという文章が載っていました。

しかし、本当に1文だけです。中央公民館がいつ取り壊されて、MiiMoがいつから使えるようになる

のか、みなさんご存知ですか。そういった過程や順番が広報には載っていない。私はそれがずっと気

になっていました。

町長：1 月号からそういったお話を掲載していく予定です。今お話しいただいたようなスケジュール

感も含めて、今までできていなかった情報発信に取り組んでいきます。折り込みチラシでは一度ス

ケジュールをお知らせしたこともあるのですが、広報の紙面には載せていませんでしたので。

参加者：そういう記事をやっぱり載せていただきたいです。

町長：分かりました。今ちょうどお話いただいたので、お知らせさせていただくと、7 月にプレオープン

で12月には外構も含めて工事が終わりグランドオープンの予定で進めています。中央公民館は6

月末ごろから 7月に入って解体する予定です。

第 8 文化ホールのこれから－閉鎖、利活用、マップへの名称掲載－

参加者：文化ホールは決算書を見ると少ない年で 500万、多い年で800万かかっています。三宅

町の財政にとっては大きな赤字だと思います。MiiMo はどんどん利用を進めていくべきだと思うの

ですが、1番大きな部屋で 200 人くらいが入れる大きさですよね。文化ホールであれば最大 450

人入れますが、450人を集めてやらなければいけないイベントは年間何回あるかと考えると、やはり
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磯城郡で連携して、1 つの町に全部の公共施設を揃えるのではなく、お互いに体育館はここ文化ホ

ールはここ図書館はここを利用という風に連携を取ることができれば上手くいくのかなと思います。

少しもったいないかもしれませんが、文化ホールは閉鎖して必要な時は他町の施設をその町の住民

と同じ待遇で利用できる仕組みを作るなど、やり方を考えてほしいなと思うのですがいかがでしょう

か。

町長：定住自立圏ということで、天理市と磯城郡 3町、山添村で連携し、圏域内の住民が各施設を

使う際は料金を統一して使えるようになっています。三宅町文化ホールは赤字だから閉めたらどう

かというご提案なのですが、今までにかけたコストや耐用年数もあります。今まで文化ホールを大事

に使われてきた方々の想いもありますし、いきなり閉鎖というよりも、もう少しやり方を変えて使ってい

くことも大事かと思っています。みなさんの財産としてあるわけですから、借金という考え方もありま

すが、この財産を使わないという選択をとるタイミングは慎重に考えないといけません。赤字だから

閉鎖するという理論でいくと、文化ホールよりもあざさ苑のほうが圧倒的に赤字が大きいです。それ

ならあざさ苑を閉めますかというと、やはり高齢者の方々がさまざまな使い方をされて居場所になっ

ている面もあります。赤字でもやらないといけないことはあると思いますので、財政状況をみながら

閉鎖のタイミングは考え、粋に活きていく形を、今は模索する必要があると考えています。

行政がやる仕事というのは、黒字にならない部分をみなさんからいただいた税を再配分して継続

しなければいけないことは継続していく。MiiMo を建てた経緯の中でも、将来、文化ホールを更新し

ないという方針も持ってやっていますので、使える間は大事に使っていきたいと思っています。どうい

う形で使えるかは、また一緒に考えていただけらと思っていますが、よろしいでしょうか。

参加者：ありがとうございます。

参加者：文化ホールは音楽系で使うことが多いと思います。音響の面で補填できればもっと違って

くると思います。たとえば、反射バッグなど少し調整すれば音が全然変わりますので、そこにお金を

かけていけばよいのではないでしょうか。

町長：歌を歌ってらっしゃる人が、マイク無しで端まで声が届く絶妙な大きさだとおっしゃっていまし

た。そういう部分は使い勝手が良いのだとは思いますが。

参加者：小さいと言ってはいないんですか。

町長：はい。この規模感はなかなかないらしいですよ。

参加者：そうなんですね。
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参加者：いつも町の企画がよいからかわかりませんが、何か企画をすれば、ほとんどホールがいっ

ぱいになりますよね。

町長：そうですね。最近は、結構みなさん来ていただいて席も埋まっています。

参加者：企画が良ければ多少歩けない方でも、行けないと言いつつも行きたい時は行ってます。

町長：そうですね。行きたくなる仕掛けが大事かなと思っています。文化ホールについても、今度

MiiMoができてからも、例えば今の文化祭のようなイベントを雨降った際に文化ホールの中で開催

することができます。

参加者：本当に使い方ですね。

参加者：そうですね。

参加者：今、文化ホールの話が出たので付け加えたいのですが、三宅町のパンフレットに掲載され

ているマップには文化ホールという名称がありません。このパンフレットだけ欠けているのか、他のマ

ップでも文化ホールは掲載されていないのかは分かりませんが。

町長：一度確認してみます。観光パンフレットのマップについては、トイレが使える施設について掲載

しています。今話で出たようにこれから文化ホールもオープンになっていくのであれば掲載も検討し

たいと思います。ご意見ありがとうございます。

参加者：そうですね。これから色々な方に使っていただく施設になった際に、どうぞ来て下さいとお声

かけしても地図に載っていなければ案内しづらいです。

第 9 ごみ収集の問題。自治会に入ってもらうには

参加者：疑問に思っていることがあります。先日新しい家が出来て、そうすればごみを取りにきてもら

わないと困りますよね。普通は自治会に話があって、この場所へ収集に来て欲しいとお話があると

思うのですが、役場に直接連絡をして、個別に取りに来てもらうことも結構あると聞きました。

私たち自治会から見ると、自治会のみんなは何軒か集まってここをごみ置き場にしようと決めてごみ

収集をしてもらっています。ところが、そういう方は、自分の家の前に置いて、取りにきてもらっている。

役場が連絡があれば全てOK出しているみたいです。だから、わざわざ自治会に入る必要もないと

いう方がやっぱり結構いらっしゃるんです。

参加者：大型ごみは取り来てもらっていますが。
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参加者：大型ごみとは別に、そういった対応をしていると聞きました。

町長：確認します。基本的には地元と協議したごみ置き場で収集していると思います。

参加者：高齢者でごみ置き場まで持っていけない方については、役場に連絡したら家の前で収集し

てくれるとは聞いています。

町長：そうですね。

参加者：いいえ、新しく来られた方です。高齢で来られた方で、引っ越してきてすぐにそういう対応に

なっているのでしょうか。

町長：そうかもしれません。実際、私自身も、こちらに引っ越してきた際に、どこに捨てるかは地元に

確認してくださいと担当課に言われました。

参加者：そういうのが悪用されていたら嫌ですね。

町長：介護担当と連携して申請は確認しています。

参加者：自治会を脱退された方が、私たちの集積場のすぐ傍に置いていることがありました。その経

緯を聞くと、その方に班長の方が、自治会で管理している場所なので置かないでくださいと注意さ

れたそうです。私たちは当番を決めて網を上げたり水で流したり綺麗にしています。そうすると、その

方は、直接役場の清掃担当へ、自治会が管理するところに置けないのだがと電話したらしいです。

役場の方は、1 軒ずつ収集に行けないので、自治会が管理しているごみ置き場の横に置いて下さ

いと答えたそうです。網もかかっていませんのでカラスが来てごみが散乱するようになりました。班長

も、その人にそこに置くのであれば自治会に入ってほしいと言ったそうです。そうすると置くのは止め

て、そのかわりスーパーに行ったときに 1人分なので捨てるようにしていると言ったそうです。

参加者：自治会の非会員の人の扱いの課題ですね。

参加者：私たちはやっぱり直接は言いにくいです。同じ近所の人ですから。ごみを出すのが駄目とい

う話ではなく、自治会に入ってもらうように話をしても、自分は住民税を払っているのだからごみを収

集してもらうのもサービスを受けるのも当然と言うそうです。

参加者：税金を払っているというのは分かります。ただし、自治会も一生懸命、街灯の問題や色々と
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自治会でまかなっています。非会員の方が、自治会に入っている方と同じ扱いを受けてもっと楽しよ

うと、しまいには家の前にごみも置いて収集してもらったら早いと言うわけです。

参加者：やっぱり、自治会に入ってもらうような、入りたくなるような魅力のある自治会にすることも必

要かもしれません。

参加者：それが一番良い自治会ですね。

参加者：ごみの件については、やっぱり私たち自治会としても入っていただくきっかけになる話題で

すので、役場もこちらに連絡なしでそういった対応をされるのではなく、一言ご連絡いただければ助

かります。

町長：分かりました。

事務局：それではお時間となりましたので、最後にアンケートにご協力をお願いいたします。


