
三宅町町民プロジェクトチーム（第２回）

日時・場所：平成 30 年 8月 20日（月）19：00～21：00・三宅町役場 3F第 1会議室

■参加者 13 名

■内容
１．開会

みやけイノベーション推進部長よりあいさつを行った。

２．複合施設の建設候補地について
政策推進課長より、複合施設の建設候補地についてメリットやデメリットの説明を行った。

３．町民参加の施設運営を学ぶ＜他都市の事例紹介＞
導入として、事例紹介を行った。

４．施設の運営方針を考える
プロジェクトチームメンバーがそれぞれ検討したい機能を選んで 3班に分かれて、グループディスカ
ッションを行った。

＜機能＞

＜ワーク１＞
・やってみたいプログラムの内容、運営時間帯を考える。
・プログラム参加者の属性と人数、参加してみての感想も考える。
＜ワーク２＞
・それぞれのプログラムの実現に向けて、必要な人材、もの、課題を挙げる。

A班：コミュニケーションスペース B班：まちのコントロールセンター C班：広場



Ａ班：コミュニケーションスペース
●交流×食

●交流×多世代

項目 内容
① 内容 朝ごはんが食べられないこどもたちに食事を提供するこども食堂。

ターゲット 小さいこども、年配の方
人数 30人
未来の感想 こども食堂では、みんなで遊び、学習できずなを深める
時間帯 休日：10～15 時

② 内容 三宅町で採れる農作物を使って、三宅町や奈良県の伝統食を学ぶ。昔からの人に
食に関する知恵を教えてもらったり、時短ごはんの工夫を参加者で共有する。参
加した人が発信して三宅町外の人にも広まっていくといい。

ターゲット 三宅町のみんな、三宅町外の人
人数 最大 10人
未来の感想 みんなで食べるって楽しい！「食べる」ということを通して仲間を増やす
時間帯 休日：昼間

■もの
・調理スペース
・調理器具
・机、いす

■ひと
・有識者（教える人）
・習いたい人
・ニーズと有識者をつなげるコ
－ディネーター、事務局

■課題
・コーディネーター
・人をつなぐ
・広報

項目 内容
① 内容 現在行っている伴堂のおかげ会館のモーニングを複合施設で行いたい。

ターゲット 子育てが終わったお母さんたち、三宅町に引っ越してきてまだあまり慣れてい
ない人、年配の方、三宅町外の人

人数 50人
未来の感想 色々な人達とお茶などをしながら先年の知恵などをお互いに話したい
時間帯 平日・休日/10～15 時

■もの
・調理室
・ホワイトボード
・テーブルイス

■ひと
・伴堂おかげ会館女性部
・色んな知識を持っている人

■課題
・お金をかけずに講師（知識の
ある人を呼ぶ）



●交流×学び、町内外の交流の場

●図書スペース

項目 内容
① 内容 若い世代～年配の方まで興味を引くような、おもしろい、行ってみたい内容のク

ラス（講座）を開く。たまには目玉になるようなゲスト講師にも来てもらう。
ターゲット 三宅町のみんな
人数 5～15人
未来の感想 様々なクラスがあって楽しい。
時間帯 平日・休日/昼前～夜まで

② 内容 魅力的な講座を行う。
ターゲット 40～60 代の三宅町のみんな、三宅町外の人

子育てが終わって一息つくと自分の時間が持てるようになるので、講座に参加で
きるようになる。

人数 5～15人
未来の感想 ほかの地域で流行っている遊び、学習などお互いに共有して仲良くできた
時間帯 平日・休日/10～17 時

■もの ■ひと
・講師
・人集めのコーディネーター
・ちょっと詳しい三宅町の人

■課題
・集客
→目玉になるような講師をたまに
招く？
・情報発信
→広報誌よりもWEB のほうが見
る。広報誌に折込チラシのように
1枚の案内を同封する

項目 内容
① 内容 こどもが遊べる屋内のスペースと、誰でも気軽に入れるように自動販売機のあ

る休憩スペースがあって、親は外の広場で遊んでいるこどもたちの様子を屋内
から見ていられる。こどもはどうしても大きな声を出したりするので、静かに
しなくてはいけない図書館ではなくて、もう少し許容してもらえるような図書
スペースがあると、子育て世代も使いやすい。

ターゲット 小さいこどもとその親、年配の方、ゆっくりしにきた人
人数 15～20 人
未来の感想 世代交流ができる。安心してこどもも遊べる。知識を吸収できる。
時間帯 平日/12～17 時・休日/9～11 時

■もの
・本
・自動販売機
・おもちゃ
→三宅町のグローブの余り生地
とかで作れないか？

■ひと ■課題
・入りやすい空間デザイン



●レンタルオフィス・コワーキングスペース×手づくりカフェ

●交流×農・地場産業

項目 内容
① 内容 自分の家じゃ集中できない仕事や勉強がはかどる場所。図書スペースも近くに

あって、調べものもできる。
ターゲット 三宅町のみんな（自営業の人など）
人数 10～20 人
未来の感想 スタートアップできた。家ではなく集中して仕事ができた。
時間帯 平日/昼間

② 内容 自分の仕事だけじゃなく、クライアントとの打合せにもつかえるような、ちょ
っとした打合せもできるスペースもある。カフェもあってコーヒーが飲める。

ターゲット 三宅町内外の人
人数 10～20 人
未来の感想 商談スペースが出来て嬉しい！仕事の間に休憩が出来て嬉しい！！
時間帯 平日・休日/午前中～夜まで

■もの
・デスクとチェア
・Wi-Fi
・ええ感じのソファ
・コピー機
・プロジェクター

■ひと
・カフェの店員、スタッフ

■課題
・カフェの運営

項目 内容
① 内容 三宅町の産品であるグローブなどを買いたい人とつくっている人をつなぐ場。

ちょっとした展示スペースもあればいい。
ターゲット 三宅町外の人
人数 3～5人
未来の感想 よいグローブを作ってくれる所を紹介してもらえた。打ち合わせができた。
時間帯 休日/昼間

■もの
・展示台？スペース

■ひと
・地場産業を良く知る人

■課題



●A班全体としてのまとめと課題
・使用する年代や目的によって声の大きさなども配慮しつつ、細かく機能別に分かれたスペースよりも、
本が読めて、休憩できて、仕事ができる大きなスペースと、町民がプログラムで使える調理スペースの
ある部屋があればよい。

・今も公民館で講座をしていたり、各地域の公民館でイベントがあったりするが、情報がバラバラでわ
からない。

⇒本が読めたり、仕事ができたり、こどもと遊べる「いつも開いているスペース」で、各地域で行って
いたイベントや講座の情報が分かるようになっていて、そのイベントや講座も同じ施設で受けること
ができれば、興味を持ちやすくなるし、友達も誘いやすい。

・情報が届いてこない。WEBはスマートフォンなどを使い慣れている世代には効果的だが、年配の方に
は情報が行き届かないし、広報誌も情報が多すぎてすべて読むのは大変だ。

⇒スマートフォンを使い慣れている世代にメルマガ形式でイベントなどを流し、広報誌としては、月間
スケジュールなどが分かる 1枚の案内を折り込んでおく。デザインもパッと目を引くようなおしゃれ
なものにして、たまに子どもが書いたデザインなどに変更すると、見る人が増える。

・交通手段は検討が必要。



Ｂ班：コントロールセンター
●拠点の活動

●情報の一元化
・ 三宅町の住民活動に関わるポータルサイトが必要。各自治会がお祭りなどやっていても知らないこ
とが多い。ちょっとした情報でも交流につながる。

・ WEBサイトだけだとお年寄りなど見ない人も出てくるので、毎月WEBサイトの内容をプリント
アウトするなどして壁新聞にするといい。

・ 体育館や文化ホールなど、施設の空き情報と予約がバラバラで使いにくいので、一元化できると便
利。

・ 住宅情報やゲストハウス情報も集約されていると、外から人が来やすくなるのではないか。
・ 三宅町全体の交流会を開催するのも情報交換の場になる（各自治会同士、各スポーツ団体など）。

●新たな官民連携組織の立ち上げ
・ 三宅町の既存団体（三宅ボランティアガイドの会、みやけまちづくりの会、愛の花 あざさの会、
体育協会、総合型地域スポーツクラブゆるスポ、スポーツ少年団など）を横につなぐ、コントロー
ルセンターのための新しい組織を官民協働でつくるべき。

・ ボランティアが活躍できる仕組みも大切。
・ 行政の縦割りも改善できないか。

項目 内容
① 内容 空き家対策（空き家使い隊）

休耕田対策
観光案内所（町の案内人による町歩き）
野菜販売などの定期市
地場産品の展示・出品ブース

時間帯 平日・休日の昼 休日の昼
ターゲット 三宅町外の人
人数 10～20 人
未来の感想 わかりやすい！楽しかった！また来たい！・・・そして住んでみたいに。
その他 空き家が増えているので、空き家を活用したゲストハウスなどあってもよい。

② 内容 市民八百屋
時間帯 平日・休日の朝から昼、毎日
ターゲット 農や野菜に興味がある方
人数 約 15 人
未来の感想 三宅町の良さが出ておいしかった。手軽に出店しやすくなった。

③ 内容 観光案内所
時間帯 平日・休日の朝から昼
ターゲット 観光ボランティアガイドの会が、町内外問わず誰にでも。
人数 観光ボランティアガイドの会のメンバーは約 30～50 人
未来の感想 駅にはパンフを設置してなかったから、ここにきてよかった！



●活動を支える備品
・ 好き勝手に書けるホワイトボードや壁
・ マイクとスピーカーなどの音響設備
・ パソコンとWi-Fi
・ 台車
・ 大型テレビ
・ 掲示板
・ カメラ
・ DVDとプロジェクター
・ シャワー
・ ２４時間誰でも使えるトイレ

●営業時間
・ コントロールセンターは、平日も休日も、年末年始以外は毎日運営しているほうがよい。
・ 営業時間は、朝から活動できるように 8：00～20：00 がよい。



Ｃ班：広場
●子どもの遊び場

●交流×学び

項目 内容
① 内容 子どもの遊び場（休みの日や学校終わりに遊べる場所）

ターゲット 小さい子ども
人数 80人
未来の感想 年の差関係なく遊べる
時間帯 平日（昼：学校が終わった後の夕方）、休日（昼）

■もの
・ 座る場所（ベンチ）
・ 遊具（ブランコ）
・ 広場の設え（土管、小川・噴
水）

・ 芝生

■ひと ■課題

項目 内容
① 内容 工作、木工など

ターゲット 幼稚園、小学校、中学校の子ども
人数 50人
未来の感想 ものづくりの知識を持つ
時間帯 休日（朝、昼）

■もの
・ 工作道具
・ 工作材料

■ひと
・ 子どもを苦にしない、教える
のが好き、知識がある人。

・ 顔が広い世話好き口が上手
い人。

・ 講師
・ ボランティア

■課題
・ 知らせる方法、使う方法



●健康づくり

●フリーマーケット

●その他

項目 内容
① 内容 ヨガや筋トレなどの簡単に誰でも参加できるプログラムを継続的に実施する。

健康遊具などを配置して人が集まれる場所になればよい。（現在でも高齢者の方
が早朝から歩いているので、そういう方が集まれる場になればよい）

ターゲット 三宅町内・外の人
人数 -
未来の感想 色々な体操が経験できる。
時間帯 平日（朝）、休日（朝）

■もの
・ 健康遊具
・ 教材ビデオ（ヨガなど地域で
は講師なしでビデオでやって
いる）

■ひと
（継続のために）
・ 責任者
・ 実行委員会
（スポット的に）
・ インストラクター（求心力の
ある客引きができる人）

・ 有名選手

■課題
・ 広報
・ 継続的な運営（続けないと意
味がない）

項目 内容
① 内容 町の内外の人が集まるようなフリーマーケットを開催する。

ターゲット 三宅町内・外の人
人数 －
未来の感想 －
時間帯 休日（朝、昼）

■もの
・テント

■ひと ■課題

項目 内容
① 内容 三宅フェス

音楽ライブや踊りを披露する場。町民文化祭のような形でいろんな人が参加で
き、参加する人も聞いている人も楽しめるフェス。

ターゲット 歌ったり、踊ったり、演奏したりするのが好きな人
人数 30～100 人
未来の感想 気分転換になった。人前で歌うのって楽しい！等
時間帯 休日（昼）

■もの
・音響設備(スピーカー、マイク
等）

■ひと
・裏方スタッフ

■課題
・騒音対策



●その他

●広場全体に関わること

●C班のまとめと課題
・ 子どもたちの遊べる場所としての機能が求められる。芝生など学校のグラウンドとは違った場所にで
きると良い。

・ 子どもたちに向けて、地域の大人（特にお年寄り）が得意な分野を活かした工作教室などのプログラ
ムを提供するような仕組みができれば、世代間交流の機会、子どもたちの学びの場ができて良い。

・ スポット的な賑わいイベントとしては、音楽を切り口にした三宅フェスや、フリーマーケットの案が
でた。

・ 健康づくりは、平日はお年寄り、休日は若い世代や子どもが集うプログラムとして、誰でも参加しや
すくやりやすいのではないか。

・ 広場ができて終わりではなく、その後どのように継続的に使っていくかが重要である。小さなことで
も毎日、毎週継続していくことによって、広場が人の集う場になっていく。個々のプログラムの検討だ
けではなく、年間、月間トータルでどんな運営にしていくかが重要である。また、そのための管理者や
管理費をどうするかを検討していく必要がある。

項目 内容
① 内容 お見合いの会

恋人の聖地があるので週末に定期的にお見合いの会を開催。
ターゲット 町内の高齢者～若い人、町外の若い人
人数 50人
未来の感想 ものづくりの知識を持つ
時間帯 休日（朝～夜）

■もの
・うちとけるための材料

■ひと ■課題
・役場主体でないと難しい

■もの
・ 水道
・ 電気（街頭）
・ 暑さ対策（ミスト、屋外用ク
ーラー）

・ 座れる場所
・ 職員の方の休む場所
・ 喫煙所

■ひと
・管理運営者（手入れする人）

■課題
・ お金（整備費、維持費：他の
何かで儲ける仕組み）

・ 安全性
・ 維持費
・ 近所の方への理解を促す
・ 騒音対策（夜のプログラムは
特に）

・ ネタ不足
・ 単発イベントではダメ。
・ 広場全体をトータルでどん
な風に運営していくか。



５．発表・まとめ
各班代表者を選出し、発表を行った。
今回のワークショップで出た意見を整理すると、以下のようなポイントが明らかになった。

・ 施設の内部の活用を考えても、まち全体のコントロールを考えても、すでに三宅町にある「地域情
報」「様々な属性の人や団体」「活動」を、施設のオープンをきっかけに再編集することが大切。

・ 施設を建設して終わりではなく、活用の継続性を考えた運営計画が大切。


