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令和３年度

第１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 伴堂２丁目自治会

■参加人数 １５人

■日 時 １０月３０日（土） １９時００分

■場 所 伴堂東公民館
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第１ 今年度の事業の進捗

【町長】

平素は町行政にご理解ご協力いただいておりますことをこの場をお借りして厚く御礼申し

上げます。今年度、町が進めている大きな４つの事業の進捗をお話しさせていただいて、意

見交換させていただけたらと思います。

１つ目の事業として複合施設 MiiMo。7 月 22 日にプレオープンを迎え、約 600 名の参加を

いただきました。現在は施設の利用も開始しており、お昼は赤ちゃん連れのお母さんがラン

チに来られたり、小学校が終わると子どもたちが集合して宿題をしていたりと多世代への

利用が広がっています。MiiMo 食堂では曜日ごとに違う店が出店し、みなさんのやりたいを

かなえるというコンセプトでスタートしてます。MiiMo クラブでは登録の条件として、三宅

町の魅力を育むような交流まちづくり活動をしていただくことで、施設利用料金が安くな

ったり優先的に施設予約を行えるような制度を行っています。また、MiiMo クラブで子ども

の見守り活動をしてもらえればとの意見もありました。12 月 18・19 日のグランドオープン

では、式典や「ソトコト」編集長の指出さんの記念講演を行います。他にもキッチンカーや

音楽、焚き火のイベントも企画中です。詳細は広報や SNS でお知らせしていきます。

２つ目の事業はグローブ 100 周年記念事業です。地域や地場産業の活性化、地元の愛着につ

なげていく事業にするため、３年前から継続しています。今年は最後のお祝いの年として新

聞・雑誌等の各メディアでも全国にひろげていただいています。また、高校生が SNS で

YouTube をみて、三宅町でグローブ職人になりたいとグローブ工房を見学して、就職が決ま

るということも、この事業を通じて起こったうれしい出来事です。オープンファクトリーと

してグローブ工房見学も行いました。グローブを作成する過程や職人さんからのお話など

今まで見たことや聞いたことのないことを体験することでグローブの新たな魅力を知るき

っかけになったと思います。７月 25 日のオープニングイベントも大変盛況で、まちづくり

やものづくりのトップランナーの方々のトークセッションで盛り上がり、三宅町のファン

になりましたという声もいただきました。また、グローブ職人と一緒に親子でオリジナルグ

ローブ作りを体験するイベントには多くの応募があり、体験した親子がとても楽しそうに

している姿が YouTube でも公開されています。12 月 4 日には 100 周年の締めくくりイベン

トとして、現在交渉中のスペシャルゲストもいますので、発表をお待ちください。今後、三



3

宅町のグローブ以外でもオープンファクトリーを広げていき、三宅町の靴下や川西町の貝

ボタンなど近隣市町村とも連携して産業観光としての可能性を考えていきたいと思います。

３つ目の事業は新型コロナウイルスの感染症対策です。進捗状況としては、65 歳以上の方

は 7月 18 日にほぼ完了しました。2回接種受けた方が 85.89％で、最終的には 87％程度接

種される想定です。10 月末で集団接種は一旦終了し、11 月から個別接種ということでまつ

おかクリニックみやけ分院さんで個別に対応していただく方向で進めています。3回目接種

については、前回接種から 8ヶ月以降に接種する方針が定まってきている状況なので、来年

１月末以降から開始し、6・7月に接種を終える準備をしていく予定で、ご案内は郵送等で

させていただきます。コロナ感染症対策としては暗いニュースばかりの中少しでも明るい

気持ちになってもらえればと住民さんへの還元を一番に考えたみやけお買物券配布、マイ

ナンバーカードの活用が進んでいく中で取得率向上のためのみやけマイナンバーお買い物

券配布、そしてパート等の方々がコロナに感染した場合の給与保障として生活支援給付金

等を行いました。第６波が来たときにも支援を継続していきます。

４つ目の事業は大和平野中央プロジェクトです。県立大学を核としたスタートアップビレ

ッジとして起業家育成やスタートアップ企業の支援するまちづくりを県と連携をしながら

進めていきます。対象地区は石見駅南側の線路の西側です。県立大学の理工系学部の新設で、

だいたい一学年 100 名を想定されています。先日奈良県と協定書を再度締結し、これから具

体的に進んでいくところです。簡単ですが、事業の進捗のご説明とさせていただきます。

自治会アンケートの質問回答

第２ 工業ゾーンと県立大学の進捗

【参加者】

県立大学の開校時期はいつになりますか？また、１号線のあたりに工業ゾーンを設けて企

業誘致をするという話は進んでいますか？

【町長】

県立大学は令和１３年の開学を予定しております。１号線の踏切を渡って東側を二車線に

する事業を進めていて、道路拡幅の用地買収をしている状況です。上下水道の整備も検討し

ています。企業からの問合せもありますが、地権者の数が多く、まとまっていないことがネ

ックになっています。代表者をたててまとまって交渉できるように協議会のようなかたち

を目指して意見交換しています。田原本町では地権者がまとまっているため、話がどんどん

進んでいる状況です。地区計画等で農地転用も行っているので、企業に向けて土地をまとめ

て提示して交渉していく必要があると思います。

第３ 農協西の交差点の安全

【参加者】
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２号線の、特に農協西の交差点の安全の確保について教えてください。

【町長】

危険区域ということで、町でも問題解決策を模索しているところです。農協側の道路の拡張

やスクランブル交差点にする案、抜本的に通学路の変更等も検討はしているのですが、いず

れの案にしてもメリットデメリットがあり、何が一番の得策なのか協議が必要と考えてい

ます。今は、元吉岡の歯医者さんのとこに、たまりをつくる工事を進めていく予定で、スク

ールゾーンの活用も含めて、警察と協議している状況です。

第４ 道路舗装の進捗

【参加者】

道路の舗装について通学路優先に進めていくことでしたが、進捗はどうですか？

【町長】

舗装は順番に行っている状況です。できるだけ早急に整備していくための手法については

考えていきたいです。補助金対象は道路改良なので、コスト削減のために道路の使用状況を

確認しながら道路表面だけの補修も検討しています。

第５ 災害時の避難指示について

【参加者】

災害時の避難に関して、電柱に浸水深が示されるようになり、避難指示について町内一律で

はなく地区別にしてほしいです。

【町長】

防災上、避難指示は、タイムラインを超えると一斉に出す必要があるので、町としてはその

段階で避難指示を出します。ただし、状況によって、外に出る方がかえって危ないこともあ

り、二階が浸水しない地域においては二階に逃げるなど、自主防災会と連携しながら自助の

部分も心がけていただきたいです。

【参加者】

防災委員会や防災会で、避難指示が出た場合にはどうするかを検討していきたいです。

第６ コロナワクチンの持続効果

【参加者】

コロナワクチンの持続効果について、テレビの報道で５ヶ月くらいで段々効力が薄くなる

とききましたので、早めに３回目接種をしてほしいとの要望です。
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【町長】

３回目の接種については国から２回目接種との間隔をどれぐらいあけるのか方針が決まり

次第、町でも動いていく予定です。概ね８ヶ月ほどあける方向性で体制を整えています。

第７ マイナンバーカードの積極的な活用

【参加者】

マイナンバーカードの活用について、国が主導的に取り組んでいくことであると思います

が、三宅町においても積極的に取り組んでほしいです。

【町長】

国保中央病院では保険証をマイナンバーカードで出来る取り組みを進めています。詳しく

は国保中央病院にお問い合わせお願いします。町においては、ワクチンの予約をアプリで行

っていたのですが、接種済証明書もアプリを活用できないか、またマイナンバーとも連携で

きないか構想しているところです。国でもマイナンバーの活用に関してはデジタル庁等々

も動いていますので、今後さらに便利になっていくと思います。

第８ 団地内に引かれた南北の線

【町長】

道路の形状変更等大きな工事以外は自治会への報告はしていません。また、水路と溝があっ

て危ないとのご意見もいただいていたため、安全対策上線を引かせていただきました。

【参加者】

線を引いたことで、西石見は安全になったと思うのですが、道路の構造上、私の家からは路

側帯になってしまい、歩行者のためのものになって、線を引いた意味が変わってきます。友

達が家に来たときに車を停めていて、通報されて駐車違反になりました。警察にも事情をき

きましたが、玄関にも線が引いてあるので最悪の状況と言われました。道路管理者として知

識があって線を引いたのか、どういう認識で引いたのか確認してほしいです。

【町長】

担当課に確認させていただきます。ただ、高齢者が歩く際に危ないとか、溝に落ちないよう

に対策してほしいとの声をいただいていたので、そこへの対策になっていると思います。

※担当課へ確認済。白線は歩行者の安全対策のための路側帯として引いています。

【参加者】

この現状で、自治会と連携して対応を考えていければと思います。
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第９ 伴堂東公民館の今後

【参加者】

中央公民館が廃止になり、分館なので名称の変更や管理も変わることもあるか教えてほし

いです。

【町長】

伴堂東公民館については唯一町所有の建物なので、今後どうしていくか検討していきます。

町として、自治会館として使っていただきたいという方向性は持っています。各自治会と話

し合いを進めていき、修繕等についてもルール作りが必要だと考えていますので、丁寧に協

議を重ねていきたいです。

第１０ 庁舎機能の一本化

【参加者】

役場の窓口が本庁とあざさ苑に分かれているので、できれば１カ所にまとめてほしいとい

う要望です。

【町長】

役場の大きさもありますので、より住民さんが分かりやすい方法を検討していきたいです。

第１１ 町内にホテル

【参加者】

町内等にホテルがないので、簡単な宿泊施設がほしいとの要望です。

【町長】

今のところ無いのが現状です。自治会館は、自分たちで使い方決めれますので、自治会が運

営して収入を自治会費としていくことも一つの方法かなと思います。そういった利活用等

も考えていただいて、可能性あったら相談していただけたらと思います。

第１２ MiiMo の図書室

【参加者】

MiiMo の図書館の利用者が少ないと思います。蔵書も少ないです。個人では買わない高額な

本があれば行く価値もでてくるのではないかと思います。

【町長】

今は、3分の 1程度の蔵書になっています。最終的には以前の図書室の 2倍の蔵書にしてい
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きたいのですが、一度に購入するとその年の流行の本に偏ってしまうので、計画性をもって

2～3年後にピークを迎えるようにしています。みなさんも読みたい本はリクエストしてい

ただければ、それを基に図書委員がどの本入れていくか選考しますので、ご協力ください。

【参加者】

図書館の返却ポストはないですか。

【町長】

今はありませんが、検討していきます。

【参加者】

本のリクエストを出しましたが、購入がありませんでした。どういった選考で購入する本が

選ばれるのか方針があれば示してほしいです。リクエストする方もそれに沿った本をリク

エストすることができるので。

【町長】

選考については、図書委員が８名で議論して多角的に行っています。

第１３ ミラーの角度

【参加者】

今年の８月に京奈和自動車道西側の中川ピアノ教室さんのところの交差点で事故がありま

した。確認すると、ミラーがちゃんと設置されているのですが、北から南に向かうときも、

西から通る場合も車を確認しにくいです。おそらくミラーの角度が悪いのではないかと思

います。角度を調整していただければと思います。

【町長】

確認します。

※担当課報告済。11/10 にミラーの角度調整しました。

第１４ MiiMo の広場の活用

【参加者】

半分は駐車場、半分が芝生ときいてますが、どのような活用を考えていますか。

【町長】

臨機応変に使用できるように考えています。駐車場まで一体的に活用することも検討して

います。
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第１５ 太子道の集い

【参加者】

太子道の集いについて、来年以降はどうなりますか。

【町長】

太子道の集いについて、法隆寺が主催の事業です。それを、おもてなししてたというのが現

状です。法隆寺より 1400 年を終えるので事業をやめますということで、今後については良

い案がない状態です。これからのことは議論を重ねていく予定です。また、クリーンキャン

ペーンについては今後も続けていきますので、ご参加ください。

第１６ 三宅町の歴史資料コーナー

【参加者】

町の施設内に三宅町の歴史資料コーナーはありますか。なければ作って頂きたいです。

【町長】

今はないです。これから作ることは難しいですが、町政 50周年を控えているので三宅町の

歴史をまとめたり、資料等必要になってくると思いますので、なにかのかたちでまとめられ

ればと思います。

第１７ 浸水深にあわせた規制、条例

【参加者】

浸水深にあわせて、地上げや土盛り等をするという条例をつくって義務化していけば良い

のではないでしょうか。

【町長】

建築基準法に基づいて指導・監督できるのが、三宅町においては、県の中和土木が管轄、県

の許認可になりますので、県にご意見として伝えます。

意見交換

第１８ MiiMo の景観

【参加者】

MiiMo の階段で男の子たちが何をするわけもなくぼーっとしています。あまり見た目がよく

ないです。

【町長】
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是非、みなさんでお声がけしていただければと思います。スタッフ等も声かけしていきます。

第１９ パルスオキシメーターの貸し出し

【参加者】

コロナの感染対策としてパルスオキシメーターの貸し出しがあるのですが、自分の値を知

りたいので貸してほしいと頼みましたが、感染者でないと貸し出せないとの回答でした。そ

れはそれで正解ですか。

【町長】

対象者は、感染者と濃厚接触で自宅療養を余儀なくされた方としています。

【参加者】

自分の体調が悪いときに測ることができれば、一つの安心材料になると思いますので、検討

してください。

※担当課確認済。現状はコロナ感染症対策として感染者・濃厚接触者への貸出を重視してい

ます。今後、貸し出し希望の声が多ければ検討していきます。

第２０ マイナンバーカードの紐付け範囲

【参加者】

マイナンバーカードを作成後、町ではどこまでの情報を把握することができるようになり

ますか。

【町長】

国の法律に基づいて利活用が決められていて、役場ではマイナンバーに情報が紐付いてい

ないです。口座情報等が紐付いていれば、給付金ももっと早急に対応できたという意見もあ

ります。パソコン上の管理では徹底的に回線を分けていて、マイナンバーはマイナンバーの

回線しか使えませんので、流出は考えられない構造になっています。情報が漏れないように

対策しています。

第２１ まちづくりの構想

【参加者】

町としてと考えてるまちづくり構想のコンセプトはあるのですか。

【町長】

県と、スタートアップヴィレッジとして、起業家育成やスタートアップの起業支援を一緒に

やっていこうと考えています。３町長で知事との意見交換会をして、それに基づいて、キッ

クオフ会議を行う予定です。町との意見交換の内容等を県で取りまとめてくれています。
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【参加者】

まだ具体的な段階ではないということですか。

【町長】

その段階です。町から、農業のロボットの活用等の意見交換をさせてもらっています。

第２２ 道路の財源

【参加者】

自動車の自賠責の保険については、一旦、国が取って、事故を起こしたら任意保険が手続き

しておりるようになるらしいです。国は自賠責保険でトンネル掘ったり道路に使ったりし

ているとききました。任意保険の会社であれば手数料だけかかって、保険がおりるように手

続きしてくれるが、自賠責は全て自分で申請しないといけない。道路の補修の財源について

は国からの部分もあるので、こういった知識も持っておくべきです。

第２３ 公民館の名称変更

【参加者】

中央公民館がなくなることで、この公民館の名称も変わるのでしょうか。

【町長】

自分たちで決めていただくか、自治会館にするのか、いろいろな可能性を自治会と話し合っ

ていきます。

第２４ 決算

【参加者】

町債を発行する際に限度があると思うのですが、限度上限まで発行しているのですか。余裕

があれば道路の活用してほしいです。

【町長】

補助金で足りない分を借金していて、借金の部分を町債やいろいろな起債で賄っています。

その借金の中でもできるだけ国が交付税支援してくれる借金を選択して、財政圧迫しない

ように工夫しています。町の単発の借金をしないようにすることで、財政が安定します。

【参加者】

町民一人当たりの税と発表されてますが、子どもも全部含まれていますか。課税人口という

のはわかるのでしょうか。
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【町長】

今すぐはわからないですが、調べたらわかると思います。

【参加者】

町民税とか固定資産税とかいろいろな税目があるし、これで一人当たりというところの、意

味があるのかなと思いましたので。

【町長】

人口で割るという単純な表現になっているのかなと思います。現在、わかりやすい決算の示

し方を役場でも検討しています。いただいたご意見も反映していけたらと思います。

第２５ 道路工事の進捗

【参加者】

三河の道路はいつ完成しますか

【町長】

国からは今年度予算がなくて遅れると聞いています。来年度以降は京奈和の予算の余り具

合を見ながら進めていくとのことです。

【参加者】

町の負担はどうですか。

【町長】

国の予算で行っているため、町の負担はありません。

【参加者】

信号はつかないですか。

【町長】

交通量と距離を加味して、信号は難しいときいています。

第２６ 子どもの交通ルール

【参加者】

交通ルールを守らない子どもがいます。白線を飛び出してしまうので危ないです。

【町長】
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自分で命を守るような最低限のルールはしっかり守る必要がありますね。

第２７ 町長挨拶

【町長】

長時間ありがとうございました。貴重な意見いっぱいいただいて、出来ること・出来ないこ

とも、もちろんありますが、それも含めて回答させて頂きます。是非お力添えも含めて、今

後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。


