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　まちづくりトークとは？

地域の皆さんと一緒に、

まちづくりをするため、

皆さんと私が

意見交換をする集会です
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実施団体について

実施団体名 実施場所 開催日 団体からの希望テーマ 

小柳自治会 小柳公民館 H30.6.23 
・今後の農業振興について 
・災害、洪水対策について 

石見自治会 石見公民館 H30.6.30 ・町政全般について 

三河自治会 三河公民館 H30.7.7   

三宅ボランティアガイド

の会 あざさ苑 H30.8.20 ・三宅の観光について等 

東屏風自治会 東屏風自治会
集会所 

H30.8.24  

伴堂２丁目自治会 伴堂東公民館 H30.9.1  

三宅小学校ＰＴＡ 三宅小学校 H30.9.7 
・子育て及び児童の環境に関する
　提案と要望について 

みやけまちづくりの会 中央公民館 H30.9.15 ・まちづくりと協働について 

上但馬老人クラブ 上但馬
老人憩いの家 

H30.9.22 
・ゴミの回収について 
・災害対策について 

愛の花 あざさの会 中央公民館 H30.9.27 ・町の花あざさの花関連について 
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１０団体の皆さんと
実施しました



　昨年度の様子
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あ

あ

昨年度の様子です。



　主な意見・要望
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　町民さんは、「三宅町で観光なんてできない」とよ
く耳にします。要するに、お金を落とすところがない。

 お金を落とすではなく、観光資源、太子道やグロー
ブ、古墳群などを使って、町の宣伝をしましょう。

　宣伝して、知ってもらって、来てもらって、住んで
もらう。 人口が減少していく中で、人口を増やすこ
とは難しいことですが、急激に減らないように、「住
んでもらう」を最終目標にしていると思います。

 住んでいる僕たちが、「とてもよいまちであるこ
と」「郷土愛」をキーワードとして、ボランティアガ
イドの会として何ができるのか、町の施策として、住
みたいまちづくりをどう具体的にするのかなどを大前
提として話し合いましょう。

参



　主な意見・要望
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 昔の観光は、景色が良いことや娯楽施設があること
でしたが、今は多様化して、年齢的にも違いますし、
外国の方を対象にしているものもあります。

 その観点で三宅町を見たとき、何もないのが観光で
すと言っています。緑があって、田んぼがあって、そ
れを上手に活用できたらと思います。

 店舗もない何も無いを逆手にとった発想の転換が必
要ではないでしょうか。

 太子道はいい意味の観光であるので、三宅町だけで
は難しいので、川西町や田原本町など近隣と仲良く
やっていくべきと思います。

参



　主な意見・要望
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 のどかなところに来て住んでもらいたいということ
は、良いことです。

 来ていただいた方々に、お金を落としてもらって町
内の経済を向上させないと、若い人の取り合いをして
いては、魅力的で住みたいとはならないと思います。

 住んでもらって、観光に来てもらった人にお金を落
としてもらう方法が必要かと思います。 

参



　主な意見・要望
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 今は個性がなくても人が来る時代になっている。
また、特徴アピールする場を多く持って、イベント
を開き、人を集める。

　三宅町には、太子道、古墳群、100年の歴史のグ
ローブ、あざさの花も咲いている。切り口はあると
思います。

 マスコミを利用して、打ち出す。その取り組みを
堅実に行う。来られた方の不満が出ないようにする。
三宅町は公衆トイレも店も無い、自動販売機も少な
いです、すると2回目はないとなってしまう。

 「行ってよかった」「また行きたい」「友達連れ
て行きたい」と思ってもらえれば、まだまだ手があ
ると思います。　

参



　主な意見・要望
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 観光とは、光り輝く珍しいものを観にいくことで
す。そして、「目」「耳」「鼻」「口」「手」の五
感を楽しませることがメリットであります。

 三宅古墳群は低湿地につくられた大変珍しい古墳
群です。瓢箪山古墳から犬の埴輪が出ました。これ
をアピールして、埴輪公園を作って春は桜も植えて、
埴輪展などを開催というのは三宅町の大遺産です。
 太子道やあざさの花もあります。

 しかし、町の方が案外知らない。

 三宅町は1500年～1600年前にひらけた、歴史遺
産であることも知らないので、まずは町民の方に知
らしめることが観光への起爆剤と思います。

参



　主な意見・要望
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 何もない三宅町というのもアピールのポイントとし
ては良いけれど、最低限の備え付けとして、トイレや
土産物店は必要となります。参

 古墳群、太子道、田原本町や川西町と連携して、観
光をどのような形にしていくか、初期段階であるよう
に思います。

 この狭い４kmの１つ２つのラインをどの様につな
いで、近隣の町へつなぐのか。

 最小限度の受け入れ態勢。案内体勢はよくなってい
ると思います。そこへグローブをどの様に入れるのか。
一つ一つ努力していきたいと思っております。

参



　主な意見・要望
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 自分自身が観光へ行く場合、何を求めていくのか。

 海外から来ている方の動向は、今までの古きをた
ずねて新しきを知る「温故知新」から、「体験型」
へと変わってきている。
 
 スマホのインスタグラムで簡単に色々なことが発
信できる。後は体験型というものを少しプラスして
いけたらと思います。
 例えば、磯城郡三町で「磯城の四季」というよう
なフォトコンテストや「三宅の四季」でも良いです
が行う。
 人を集めるには、三宅町には古いものがたくさん
あります。1500年前からの村ですから。 

参



　主な意見・要望
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 奈良県のボランティアガイドの組織ができたのが、
遷都1300年を目指してできました。
 観光ガイドというのは、商売をめざした感覚でお
かしいかなと、思っていました。
 
 文化財を説明しようとすると、色々なことを理解
していないと、理解してもらえない。観光という感
覚を入れないと、周りの方に説明できないし、魅力
も感じてもらえないと思っています。
 
 ただ本当に何もないと分かりません、小さな看板
でも良いので太子道、古墳名などのキーワードだけ
でも良いと思います。
　
　利用しやすい雰囲気、一番はトイレやのどが渇い
たとき何か手に入るお店があればいいと思います。 

参



　主な意見・要望
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 観光案内をしていて、水路を回っているときに
「ここはお米がおいしいです」という方があります。
 
 文化祭でお米を配っていて、それがとてもおいし
かったのです。お米のおいしさを説明するくらい、
水路をきれいにして欲しいと思いました。屏風に鯉
があがってきている。色が黒い。滋賀県の観光水路
くらいにしてほしいです。

 もう一つ、榛原から気球が飛んできて、2回ほど着
地を見ました。三宅町に着陸地点を設けたら、値打
ちが上がると思うのです。 

参



　主な意見・要望
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 万葉歌碑のことも知らない方がおられます。

 子どもや孫にも「あそこに歌碑があるよ」と一生
懸命PRしています。機会を設けて、まず、町民の方
に知らしていただいて、みんなが知ることも大事と
思います。

参



　主な意見・要望
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 三宅町知っていただく手段として、休耕田を利用
して外部の方が来て、ものがつくれないかと思って
います。
 また、古墳群が公園になり、子どもたちが遊べ、
外からも遠足で来られるようになればよいと思いま
す。
 
 吉野には万葉集がたくさんあり、それを集めて吉
野の良いところを絵本にされていました。とても分
かりやすかったです。子どもたちに話したら、行き
たいと言うらしいです。子どもが家に帰って話すと、
親も行く。
 このように、子どもに視点を置いて、子どもから
広げていくのも一つの方法と思います。

参



　主な意見・要望
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 町の大勢の方は、観光なんかで三宅町に人が来る
のかな、と最初は思っていると思います。そこが最
初の壁です。どこでもそうです。

 歴史保存運動の中で学んだことは、先駆的に行っ
ている妻籠や馬籠の宿場町の言葉に、「守るしかな
かった、守ることが開発という振興策だった、新し
いものをつくるのではなく、「何百年も続く旅籠や
などを守ることが、この地域にとっての開発でし
た。」というのが私の心にとても響きました。

 三宅町にも守るべきものが、いくつもあると思い
ます。地域の人が愛着を持って守り続けて、「こん
な素敵なところですよ。」と地域の人が思っていれ
ば、やがて人が集まると思いました。　

参



　主な意見・要望
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 観光についてこの町が最終的に特化するのは何か
と考えたとき、あざさを本当に町の花と決めたのな
ら、あざさに特化して、一度には行かないが、長期
的に、費用・人材をかけてやる・それなりに力を
持った人がやる、やっていかないとできないと思い
ます。

 今のような、あざさがぽつぽつでは、活け花のよ
うでは、あざさの町になるのかなあと感じます。

「たずねきし あざさのさとのくれなずむ」 と田原
本の方がこういってあざさの里と詠んでくれました。
すごいなと思いながら見ていました。 

参



　主な意見・要望
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観光は、ファンをいかにつくるのかが大事。
三宅町の魅力は、太子道やグローブといった発見がで
きました。探せばあるのです。

今回グローブ100 周年にフォーカスして、テレビが
取り上げてくれましたが、CM 料で換算するとすごい
額です。今回の放送は数千万円以上の効果があり、経
済観点からは評価できます。

私が、ボランティガイドの皆様にお願いしたいのは、
有償を意識してやるのはどうかということです。

私は新しいものをつくるより、今あるものをどう利活
用するのかという発想でいいと思います。

町



　主な意見・要望
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 三宅町のシャッター通りをどうするのか。

 トイレの問題も、シャッターを開けたらそこにトイ
レもあるはずです。トイレは作らなくても、
シャッターを開ければどこかにトイレがあるのです。

 太子道の集いに、文化協会の方が葉書に三宅町の
風景を描いて、1 枚１００ 円くらいで販売されて２０ 
円でも手元に入れば、嬉しいです。描いた方も嬉しい
のではないでしょうか。

町



　主な意見・要望
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 三宅町にも「みやっぴぃ」や、「みやぼう」もか
わいいマスコットキャラクターがいますよね。

 友人と話しましたが「観光ってないものねだりで
はなく、あるもの探しなのだよ」って。

 地域で何も無いなんてないから、一箇所でいいの
です。三宅町のあざさも、例えば、用水路をきれい
にして、そこであざさが咲いていて一瞬でもポス
ターができたらすごいのではないですか。

　環濠集落なので、そういった堀をいかしてあざさ
を植えられたらいいと思うのです。 

参



　主な意見・要望
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　ファン作りが大事ということで、クラウドファン
ディングという形で、お金を寄附してくださいとい
うのができます。それで
 
 集めた人は、もう三宅町のファンです。寄付の人
数が多ければ多いほど、三宅町のことが好きな人が
いっぱいいるのです。もはや自治体の宣伝です。

 お金を集めながら宣伝もするのです。

 今回、知らないという声もあったので、広報みや
けで「恋人の聖地」の特集をしました。
広報も読んでもらいたい、見ていない方が多すぎる
ことが分かってきたので、力を入れて表紙を見ても
らう努力をしています。

町



　主な意見・要望
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 おはよう朝日のテレビがありましたよね。

 娘が町外にいるのですが、子どもがあんなグロー
ブを使えるような選手になりたいと憧れている。私
は三宅町の出身やと喜んでいます。初めて自分のふ
るさとを胸張って言えたと。
 
 テレビの効果はすごいです。三宅町に行きたい、
と言っています。

参



　主な意見・要望
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 トイレは作るのはなかなかお金がかかるので、あるも
のを利用すれば良いのではって、そのとおりだと思うの
です。

 外からこられる方に対してトイレがないのは困るので
す。町民も歩いている方がおられるので、トイレがあっ
てもいい。そうなると、中心部で伴堂公民館が開いてい
たらいいのかとなるのです。

 万葉歌碑の前の土地、前町長の時に更地のところをき
れいに舗装しようという話もあったのですが、今後の利
用の考えがあればお聞かせください。

 それと、恋人の聖地。キーワードで出ていましたが、
観光資源なので宣伝と思ったら、年間登録料が16 万円は、
高いか安いかといえば、僕は十分安いと思っています。

参



　主な意見・要望
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 石見池に玉子遺跡の案内板があるのですが、運営し
てくれている人が高齢化して返上したい。

看板はいろんな人が協力して作ってくれた。無くして
しまうことが、本当にいいのか。

参

 会費から年間2～3 千円の保険代を払っています。あ
れがなかったら、あそこの団地が元古墳であったとい
う説明が、非常にしにくい。ボランティアガイドの会
としては非常に困るのです。置いといてほしい。

 置いておくか、町でレプリカとして管理展示するか。
方法はあると思う。 

参



　主な意見・要望
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 万葉歌碑前の土地は、踊りとかを見せてもらってい
る中で、見ている人がとても危ない気がしています。
車の通りでやるっていうのが、見ている人の安全性に
問題を感じます。
 
 しかし、あの土地をどうするのか活用を考えないと
いけません、貸付も含めて考えるべきと思っています。

 恋人の聖地については、今後活用しながらメディア
等にとりあげてもらうことによって、１６万円を払う
価値があるということを、作っていく責任はある

 来られた方が「恋人の聖地」とは何かと思われても、
それが町の魅力の１つのきっかけになる。
 「恋人の聖地があると見たから来た」というのも
１つのＰＲです。

町



　主な意見・要望
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 トイレというのは、切実な問題。現実に、この秋
から観光にこられる方がおられて、どうしても必要
だと。

 店舗はほとんどない。コンビニは少し遠い。一番
近い薬局店は、もうすぐ移転してしまう。中学校は、
一般の方が入ることに好意的ではない。

 町としても考えてもらわないと。民家の持ち主と
交渉するから、利用してくださいとはいかない、ト
イレの件については、納得はしがたいと思います。

参



　主な意見・要望
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 お金を落としていってもらう観光にシフトするのか、
魅力を発信して将来的に人に来てもらう観光にするの
か、観光をどうするかということを、今年あたりに考
えて方針をだしていく必要があるのではないでしょう
か。

 三宅町が10 年20 年後に向かってどういう町になっ
ていくのかというのを考える上で、重要な魅力もある
試金石になると思うのです。

 ボランティアガイドの会で、こんなに熱く語れる町
民も大勢いるので、一度、町民を交えて町とボラン
ティアガイドの会と共催して、観光をどうしたらいい
のかを話すのはどうでしょう。

参



　主な意見・要望
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　トイレの問題は、作らないのではなく、どう工夫し
たらできるか、こんな風に利用できるので行政でお願
いしますと言った議論はどんどんしたいと思います。

 そのキーワードが「トイレ」なら、トイレがあった
らこういうことができると言うように。
 今は、「トイレだけ欲しい」となっているのでは、
その先の発展が見えてない中で、トイレの建設だけの
予算は厳しいです。

 ウォーキングをどうするのか、健康づくりをどうす
るのか、健康づくりという観点から考えていくべきで
す。

町



　主な意見・要望
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 ボランティアガイドがガイドをする中で、来た人に、
トイレをまず案内します。
 途中に催したとき応急措置が何か必要です。スムー
ズに機嫌よく案内できるように、不満が出ないように、
町もバックアップして欲しいです。

 正直トイレの維持管理は大変です。清潔を保つのに
お金が必要です。行政で一番やりたくない施設だと。

 観光が大切と話しているのに、その整合性だと思い
ます。町長もトイレを作ることに対しての大変さを、
話してもらっていいのです。そうすれば、我々もそれ
ならこれはという提案もできます。

 反対に、町の方から「こうしようと思いますが、ど
うでしょうか」とに投げかけてもらって、我々で検討
するを、進めていってもらいたい。

参



　主な意見・要望
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 トイレの建設には、維持管理の話もあります。健民
グランドのトイレも大変なことになり、夜は閉めてい
る状態です。

 管理費をどう捻出するのかも併せて考え、運営費を
どう稼ぐかということも議論すべきです。

 トイレを管理する費用を誰が持つのか、それも話し
合うべきです。

 場所も、石見か太子道沿いなどあります。
何箇所必要なのかも考えていくべきです。

 トイレの要望が高いのは、理解しています。はじめ
の取組みとして、トイレの位置をマップに載せました。
町外の方から、良いご意見ももらっています。

町



ご清聴ありがとうございました。


