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令和４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 水曜サロン（東屏風団地）

■参加人数 １９人

■日 時 １月２５日（水） １４時００分～１５時３０分

■場 所 東屏風団地集会所

第１ 自治会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.２

第２ 町長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.２

第３ マイナンバーカードの安全性について・・・・・・・・・・p.２

第４ タクシー補助券について・・・・・・・・・・・・・・・・p.２

第５ 町内活動クラブへの補助金について・・・・・・・・・・・p.３

第６ 団地南道路について・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.３

第７ 団地西側出入り道路について・・・・・・・・・・・・・・p.３

第８ 団地内都市ガス供給について・・・・・・・・・・・・・・p.４

第９ 団地内の歩道整備について・・・・・・・・・・・・・・・p.４

第１０ MiiMo 利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・p.５

第１１ 新型コロナワクチン接種について・・・・・・・・・・・p.５

第１２ 役場の窓口対応について・・・・・・・・・・・・・・・p.６

第１３ 高齢者向けセミナーの開催について・・・・・・・・・・p.６

第１４ 磯城郡３町の協同による施策の取り組みについて・・・・p.６

第１５ 三宅小運動場築山横の「寒桜」について・・・・・・・・p.６

第１６ （仮称）県立工科大学建設について・・・・・・・・・・p.７

第１７ 町内公園の遊具について・・・・・・・・・・・・・・・p.８

第１８ 町長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.８
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第１ 自治会長挨拶

【自治会長】

皆さん方の日頃思っておられる色んな事を、今日は町長も出席されているので、できたら聞

いてもらってほしいと思います。よろしくお願い致します。

第２ 町長挨拶

【町長】

寒い中、ご出席頂きまして有難うございます。この町づくりトークは、色んな課題を町の考

えも含めて、皆さんと話合いをしながら相互理解を深めたいと思って始めさせてもらいま

した。一回目の東屏風の自治会さんでは、こおろぎ橋のお話を頂いてから約 3年かかりまし

たが、今年ようやく川西町とも話合いを重ねる中で進みました。今日言って明日すぐという

わけにはいきませんが、皆さんの思いを聞かせて頂く事によって、少しずつでも改善等々に

つなげていけたらと思っています。今日は短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願い

します。

第３ マイナンバーカードの安全性について

【参加者】

マイナンバーカードの情報のセキュリティが非常に心配です。セキュリティその他に関し

てご説明が頂けたら、有難いと思います。

【町長】

クレジットカードみたいに暗証番号とカードがセットでないと使えません。

暗証番号で個人情報を管理しており、行政側も職務上の利用は非常に限定的となっていま

す。紛失時は、届出に従い役場の住民福祉課が対処して、直ちに機能停止して所有者の安全

を図ります。

仮に悪意ある第三者にカードを拾われても、容易には悪用できない仕組みになっています。

第４ タクシー補助券について

【参加者】

タクシー券のミシン目が切りにくいです。

【担当課】

今初めて聞きました。有難うございます。印刷会社にタクシー券の発注を出す時に、参考に

させていただきます。

【町長】

私から申し上げにくい事ですが、お聞きしたいのが皆さんにお願いしている 500 円を超え

た料金分の自己負担についてです。
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やっぱりサービス開始当初の初乗り運賃相当分の補助の方が良かったというご意見は絶対

にあるかと思うのですが、皆さんの率直な意見をお聞きしたいです。

【参加者】

（自己負担に対する賛同の声多数あり）

【町長】

ありがとうございます。

【参加者】

他の市町村ではタクシー券の補助サービスそのものや、あっても三宅町レベルのサー

ビスがなく、町外の人から羨ましがられます。

（他市町村の知人からも）三宅町のことは、もの凄く良いように思われています。

【参加者】

三宅町の１年間で 48枚分のタクシー補助券は、病院とお買い物で助かるので、多少の自己

負担はあってもこれはやめないで続けて頂きたいと思います。

【町長】

自己負担を 500 円にさせて頂いたのは、このサービスを続けるためでもあるので、これから

も優先度高く続けたいと思います。

第５ 町内活動クラブへの補助金について

【参加者】

（補助金の精算分を）町に返金したら、来年度その分減らされました。返したお金は、どこ

に入れていますか。

【町長】

それは予算があって、一団体上限 10 万円ですが、申請が非常に多く予算が足りなくなり、

今年度は減額をお願いしましたが、来年度はそうならないようにしっかりと予算を組もう

と話をさせて頂いてます。また余ったら申し訳ありませんが、返金をお願いします。

第６ 団地南道路について

【参加者】

照明がなく夜間は道が見えにくいです。出入口に標識を設置してほしいです。

【町長】

南側京奈和道～県道 108 号線工事は比較的近く始まる予定で、歩道を含め出入り付近が道

路整備されると県から聞いていますが、あらためて県の中和土木事務所へもご意見をお伝

えしていきます。

第７ 団地西側出入り道路について

【参加者】
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この団地の西出口の東側のところに歩道と車道の区別のためにポールが立っていて、団地

から出る時、停止線で車を止めたら左右両側全く見えないんです。さらに前へ進んで車を止

めて左右を確かめる。そのポールがあってぐっと大回りになる。反対車線の方に飛び出して

回らないといけない。ポールを 50ｃｍほど移動してほしいです。

奥側、渡ったほうに昔はカーブミラーがありましたが、それもないように思います。

【町長】

ポールについては、子どもたちが優先で車が入ってこないようにというのが目的なので反

対に広がるっていうのは正解なんですけれど、運転する方が危なくなるっていうのは本末

転倒なところもあります。バランスをとりながら担当課とも協議させていただきます。

【参加者】

最近、猛スピードで走り抜ける白い車をよく見かけますが、危険なので注意できないでしょ

うか。

【町長】

交番と連携して対応してまいりたいと思います。

第８ 団地内都市ガス供給について

【参加者】

三宅町は都市ガスは入っていますか。

【町長】

都市ガスは入っていないです。

【参加者】

それはどこの管轄になるんですか。

【町長】

これは、民間の管轄になります。

【参加者】

各家庭に入れるのは自分のお金ですか。

【町長】

宅内引き込みはそうです。本線は、三宅町内には入ってません。

第９ 団地内の歩道整備について

【参加者】

街路樹の根っこで歩道にデコボコができるというのがひとつと、歩道と車道の間、下りると

ころにもスロープを付けて欲しいです。

【町長】

大通りの街路樹あたりの整備については、町としても考えていかなければならないという

ところがあります。ただ 1回で一度に全部というのは財政的にも中々厳しいところがある
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し、町として今検討段階で、できれば街路樹を省いて出来る限りフラットにしてポールを立

てたり、歩道部分にはグリーンベルトとか色を付けてという事も考えていきたいです。

今、3か年事業で曽我川の整備を進めていて、その後、飛鳥川の計画を立てています。この

事業が終わったところから、別の事業に振り替えて計画を立てる事で自治会長にもお話さ

せてもらっているところです。どうしても三宅町内全体を見ると、道路のボコボコなところ

が沢山あって、ここだけではなくて全体が大変な事になっているので、全体の中で順番をつ

けさせてもらわないといけないので、計画立ててやっていきたいと、ちょっとずつでも投資

していきたいと思っています。

第１０ MiiMo 利用について

【参加者】

MiiMo へ行きたいけれどもタクシー券を使ってまでいけないです。

MiiMo は子どもの声が聞こえて非常に活気があるけれども、年寄りにとっては敷居が高いよ

うな気がして入りづらいです。

なにか工夫があったらいいのになと思っています。

色々と施設もあるし、催し物も沢山しているんですけれども、駐車場まで行っても中々

MiiMo まで入りづらいなぁという話もあります。

【町長】

MiiMo の件に関しては、その意見は運営委員会等々にも出ています。（イベントの MiiMo カ

フェでは)どうしたらいいかっていう話合いをしています。行きたいけどどうしても足がな

い方は、またご相談頂きたいと思います。

【参加者】

防災無線を使って、催しの案内放送をしてはどうでしょうか。

【町長】

（MiiMo カフェでは)話合いをずっと重ねています。そこでも高齢者の方が行きにくいとか、

居心地の問題について、話合いで解決する文化を作ろうとしています。是非またご興味あっ

たら参加頂けたらと思います。

第１１ 新型コロナワクチン接種について

【参加者】

職員の方が、すごく慣れてて手続きがスムーズに流れてワクチンを接種することができました。

普段の仕事もあるし、職員の方は大変かと思います。

【町長】

有難うございます。

（職員が）うまく流れるように毎回、試行錯誤し、終わった後は反省会をして改善しながら、取り

組んでくれました。
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最近は一部委託業者にもお手伝い頂いて、職員の出勤日数自体は減りました。

第１２ 役場の窓口対応について

【参加者】

役場の手続きで次から次へ親切にしてくださった事はものすごく覚えています。

（窓口に）1 回行っただけで、すうっと通してくれて、みんな次はこうです、次はこの手続きです

って、三宅町は手続きがさっさっと済んで良かったです。

【町長】

住民さんの利便性を優先したいという事で、ワンストップで手続きできるように窓口の再編

（配置転換）をかけました。

第１３ 高齢者向けセミナーの開催について

【参加者】

生前整理を準備出来る講習をして頂けたら有難いです。

【町長】

以前に社会福祉協議会で終活セミナーをして、大好評だったんです。またそのご意見も含め

て、次年度以降の開催を検討します。

第１４ 磯城郡３町の協同による施策の取り組みについて

【参加者】

寺川沿い～面塚～田原本間を三町で協力して桜並木を整備できないでしょうか。

【町長】

なるほど、面白いですね。（川西町や田原本町も参画している定住自立圏の会議などを通じ

て働きかけを進めてまいります。）

第１５ 三宅小運動場築山横の「寒桜」について

【参加者】

小学校に寒桜があるのは知っておられますか？

【町長】

あれ寒桜なんですか。12月に咲いてた桜ですね。

【参加者】

こうして咲いてるよと、次の広報くらいに、お知らせしたらどうかという事を進言したんで

す。

【担当課】

写真を撮りに行って表紙に使おうかと思いましたが、寒桜という事を知らなかったので、今

回は保留にしました。今後の広報掲載は、対応を検討してまいります。
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第１６ （仮称）県立工科大学建設について

【参加者】

県立工科大学を石見に建設するのは、本決まりになったのですか。

【町長】

はい。今年度中に県の方で（用地を）買う予定で事業が進んでおりまして、概ねご協力頂け

るという事で、今事業が進んでいます。（建設予定地の地主と交渉中で、契約成立で大学建

設が確定します。）

【参加者】

駅から大学の敷地までの道路を増やすとか。店舗をつくるとかというのは町では難しいか

もしれないですけど。何にもないですからね。

【町長】

町で今、店舗をつくるとかという計画はないです。職業訓練校の前を南に行く道路に関して

は、拡幅の計画をしています。

【参加者】

学生さんがみな、京都、大阪、兵庫だけに行ってしまいますよね。せっかく育ってくれた奈

良県の財産の子どもたちが結局は大学へ行ったまま帰って来ないってなると意味が無いと

思います。

【参加者】

技術が残っても、そのあと県内で就職が無ければ、意味がないです。

【町長】

大学だけじゃなくて今回、スタートアップビレッジっていう事で起業家育成っていうとこ

ろも一緒にやろう、新しい産業を生もうっていうところもセットになっています。

【参加者】

大学だけじゃなくて、そういう研究所（起業家育成の施設）も組み合わせてっていう事です

ね。

【町長】

はい、そうです。

【参加者】

そうでないと意味がないですよね。大学だけじゃ意味がない。それこそ会社とのその研究所、

きちっとすり合わせて、ここで僕らは経営するよっていうような子どもたちをつくってい

かない限りは、大学が出来たからって意味がないです。地方からきた子でも、この三宅でそ

んなんできるんだったら、ここで会社を起こそうって。だから、そういう部分をきっちり大

学の中にはめ込めるんだったら、賛成はできるかなと思うんです。

【町長】

県立大学を中心としたスタートアップビレッジ、スタートアップの町づくり、新しい産業づ
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くりというのがテーマの町づくりが今回の構想計画になっています。

第１７ 町内公園の遊具について

【参加者】

公園の遊具がどこも古いんです。一か所ずつでもいいので、（整備を）お願いしたいです。

【町長】

公共の安全性の点検だけは今しているところで、中々活用というところが出来ていないか

なというのがあります。どこも維持管理が大変なので、どこかに集約という事も将来的に考

えたうえでしっかりと整備していくのも一つの考え方かなと思います。

第１８ 町長挨拶

【町長】

皆さん長時間有難うございました。今日は一番うれしかったのは、健康子ども課の職員の事

とワクチン接種を本当に苦労してやってくれている職員の思いが、住民さんまで伝わって

いるって事です。すごく有難いですし、職員にとっても励みになると思いますので、是非帰

ってすぐに伝えたいと思います。また、普段気付かない部分を、こういった場でリアルな声

を聞かせてもらう大切さを改めて感じる事が出来ました。また事あるごとに呼んで頂いて、

私自身も町に出ていく非常に有難い機会ですので、今後ともご協力をお願い申し上げまし

て、今日のお礼の挨拶とさせて頂きます。本当に有難うございました。


