
〈数値目標〉
指標

企業誘致数

町内事業所における従業者数

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）企業誘致の実現
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 1 2 2 2
達成率 - Ａ B C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 1,435 1,703 ー ー
達成率 - B ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

（２）地場産業の競争力の強化
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 840,400 880,200 ー 869,902
達成率 - B ー B

達成状況
の分析
今後の
取組

【基本目標１】地域にしごとをつくり、地域で安定して働けるようにする

基準値 目標値

１社 延べ４社

１，４３５人(H24) ２，２００人

〈基本方向〉
○ 京奈和自動車道三宅Ｉ．Ｃの開通や、大和中央道の延伸及び、近鉄石見駅周辺整備事業の実施により交通の利便性が向上と
いう利点を活かし、町内への企業誘致を目指す。
○「スポーツ用品工業のまち」としての伝統と技術を継承する地場産業を中心とする商工業を支援することで、地域経済の好循環を生
み、若者が安心・充実して働ける雇用を創出する。
○ 農業においても、本町は奈良盆地の肥沃な耕作地を有しており、また、天皇の直轄地である「屯倉（みやけ）」に由来するまちである
ことからも、農業の活性化を図る。

延べ4 (H31年度)

H27年度　商業施設１件、H28年度　工場１件。

デベロッパー等の誘致活動及び一団の土地をまとめた土地カルテを作成予定

2,200 (H31年度)

経済センサス調査が4年ごとに実施されることから、平成30年度の実績値については、－と
させていただきました。

企業誘致等の施策により、町内事業所における従業者数に取り組んでいきたい。

924,400 (H31年度)

平成30年度の達成状況は869,902万円となった。

グローブ100周年記念事業を契機として、グロ－ブ・ミット産業に代表される地場産業の
活性化に取り組んでいきたい。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

企業誘致数（件）

町内事業所における
従業者数（人）

町内事業所における製造品出荷額
（万円）
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KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 342 1,691 2,856 1,784
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析

今後の
取組

（３）稼げる農業の創出
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 0 1 1 1
達成率 - Ａ C D

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 4,143 ー ー 4,203
達成率 - ー ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 350 ー ー 350
達成率 - ー ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

【主要事業の成果】
（１）企業誘致の実現

事業名・担当課

固定資産税について課税免除

税務課

600(H31年度)

商工会や協力企業との連携による多種多様な返礼品の増加により、目標を上回る寄附
額となった。

引き続き、ふるさと納税制度を活用した地場産業の活性化を推進し、雇用の創出や新た
な地域産業の創出に努める。

延べ3 (H31年度)

平成30年度の新規就農者数は0人であった。

引き続き、新規就農者の支援に取り組んでいきたい。

5,500 (H31年度)

ー

一人一畝講習会を開催し、地道に取り組んでいきたい。

500 (H31年度)

ー

一人一畝講習会を開催し、地道に取り組んでいきたい。

事業概要 主な成果・今後の取組等

ふるさと納税（万円）

新規就農者数（人）

金ゴマ耕作面積（㎡）

サトイモ耕作面積（㎡）

三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定
資産税の課税免除に関する条例により、基本
計画に基づき対象施設を整備したときは固定
資産税について課税免除することができる。

【主な成果】
H29年度に１件の申請があり、H30年度該当部分
の課税分をR1年度も引き続き免除を実施（免除
期間は３年間）。

【今後の取組等】
引き続き事業を推進していく。
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事業名・担当課

企業立地促進事業

土木まちづくり課

三宅１号線道路整備事業

土木まちづくり課

（２）地場産業の競争力の強化
事業名・担当課

ふるさと納税推進事業

財政課

グローブ100周年記念事業

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

工業施設及び商業施設等の立地に伴う投資
に係る経費の一部を奨励金にて交付し、企業
の負担軽減を図ることで町内への立地誘導す
る。
また、企業の用地取得促進のため、土地等の
売却や貸付けを行った土地等所有者に対して
奨励金を交付し、土地等提供協力意欲の向
上を図る。
奈良県と連携して京奈和自動車道三宅ＩＣ
周辺への企業誘致を推進する。

【主な成果】
H30年度まで、企業誘致２件。
企業誘致促進のため、三宅町企業立地促進条例、
三宅町商業施設等立地促進条例、三宅町企業立
地のための事業協力促進条例を制定済み。

【今後の取組等】
デベロッパー等の誘致活動及び一団の土地をまとめた
土地カルテを作成予定

当事業区間は三宅IC東側に位置し、県と協働
でプロジェクトを進めている工業ゾーンの区域内
を通過しており、現在もインターアクセス道路とし
て大型車交通量が増加していることから、拡幅
整備が急務となっている。また、三河橋について
は老朽化が著しく、幅員も狭小である為、架け
替えの必要性が高い橋梁であるため三宅ＩＣ
東側から三河橋までの道路整備事業を行う。

【主な成果】
町道三宅1号線の拡幅事業実施にあたり、地元自
治会及び耕地組合に対し、事業概要説明会を実
施。
H30年度より、路線測量、用地測量、道路計画設
計等を実施。

【今後の取組等】
道路実施設計、用地買収、道路整備工事、三河
橋架替工事、近鉄踏切拡幅工事等を進める。

ふるさと納税制度を活用し、地場産業製品の
周知・普及を図る。

【主な成果】
商工会や協力企業との連携による新たな返礼品の
増加により、多種多様な地場産品となった。

【今後の取組等】
ふるさと納税制度を活用した地場産業の活性化を推
進し、雇用の創出や新たな地域産業の創出に努め
る。

野球グロ－ブ生産１００周年事業実行委員
会に対し、予算の範囲内において負担金を交
付する。

【主な成果 】
野球グロ－ブ生産１００周年事業プロモ－ション戦
略の作成を含め、実行委員会を効率的かつ効果的
に支援できる事業者と契約を行い、事業を遂行する
ことが決議された。

【今後の取組等】
平成３１年度以後について、事業者の選定方法等
について、協議を行うこととなる。
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（３）稼げる農業の創出
事業名・担当課

特産物推進事業

産業管理課

新規就農支援事業

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

一人一畝講習会を開催し、金ゴマ・サトイモの
普及促進を行う。また、サトイモの普及及び新
規販路開拓のため、サトイモ焼酎の製造を酒造
業者に依頼し、販売を行い、特産品の創出へ
繋げるものです。

【主な成果】
一人一畝講習会については、平成３０年度におい
て、３０名の参加がありました。サトイモ焼酎について
は、３５０本を販売し、完売したところである。

【今後の取組等】
金ゴマの耕作面積とサトイモ焼酎販売の増に引き続
き取り組んでいきたい。

経営が不安定な就農直後（５年以内）の所
得を確保し、経営リスクを負っている新規就農
者へ支援を行う。

【主な成果】
新規就農者数については、平成３０年度において、
０人であった。なお、青年新規就農者における新規
就農支援事業補助金については、補助金の申請が
なかったことから、交付額は０円となった。

【今後の取組等】
新規就農者の支援を行うことと合わせ、新たに担い
手となる農業者の発掘を行う。
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〈数値目標〉
指標

町外からの転入者数（人）

社会増減（人）
（転入者数－転出者数）

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）タウンプロモーションの実施
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 1,103 6,197 6,217 6,072
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 439 1,497 1,621 4,023
達成率 - B C B

達成状況
の分析
今後の
取組

（２）文化・スポーツなどによる観光事業の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 1,180 1,803 1,260 1,093
達成率 - B C C

達成状況
の分析

今後の
取組

【基本目標２】地方の新しいひとの流れをつくる

基準値 目標値

227 300

△１９ 均衡

〈基本方向〉
○ 本町においては、転出超過による社会減が大きく、平均すると毎年３０人の人口が減っており、自然減を併せると毎年５０人の人口
が減少している。社会増減については、特に「若い世代の転出」が多くなっているため、若い世代への情報発信として、ＳＮＳを活用した
積極的な情報発信を行うなど、町外・県外へ広く三宅町の魅力をＰＲする「タウンプロモーション」を実施することで、交流人口及び定住
人口の増加を図る。
○ ２０２１年に没後１４００年を迎える聖徳太子が、斑鳩から飛鳥まで通われたことに由来する「太子道」や、社会福祉の先駆者で
２０１６年度に生誕８００年を迎える「忍性菩薩」や、恋人の聖地認定を契機とする新たな観光拠点づくりを実施するとともに、これら
の地域資源を生かした観光イベント事業を実施することで 、交流人口の増加を図る。
○ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、青少年の育成を行うとともに、グローブなどを中心とする「スポーツ用品のまち」と
して、オリンピック・パラリンピック開催時の海外からの観光客の増加に向けた観光拠点としての整備を実施する。
○ 「夢と活力とうるおいに満ちたまちづくり」を実現させることで、多世代が繋がり賑わいと魅力を創出し、ずっと住み続けたいまちとして、
定住を促進するとともに、転入者の増加を目指す。

5,000 (延べ・単年度)

イベントをはじめとする行政情報の発信を行ったことにより、今後もより積極的に様々な情
報を発信する必要がある。

フェイスブックのみならず、今後の状況を見据えたＳＮＳ等の活用方法を検討する。

延べ5,000 (H31年度)

公式ホームページなどにより発信を行ったことから、ある程度の実績はあったものの、目標値
までには至らなかった。
どのような内容・方法・材料で発信するか、また、マンネリ化することに変化をつけることが課
題であり、随時見直しをかけることが必要である。

2,000 (H31年度)

H28～H30年度にかけて集客数は減少しているが、毎年行っているマラソン大会、文化
祭等のイベントの集客は年々のびていることに加え、文化財の調査も毎年進んでおり、今
後の集客につながる見込みである。

スポーツ・文化イベントでは来場者・スタッフへのアンケートを行い、事業の質の向上につなげ
ている。文化財事業は普及啓発を進め、並行して古墳群の調査を進めていく。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

フェイスブックでの
「いいね」の数（件）

YouTubeでの
再生回数（回）

観光イベントでの集客数（人）
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（３）移住・定住の促進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値

実績値 4/12 11/30 18/53 24/73

達成率 - Ａ Ａ A
達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 26 30 17 25
達成率 - B D C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ｅ Ｅ E

達成状況
の分析
今後の
取組

【主要事業の成果】
事業名・担当課

マスコットキャラクター

政策推進課

町イチ！村イチ！

政策推進課

延べ25/延べ75 (H31年度)

平成27～29年度においては予算上限まで助成を達成。

年度末に駆け込みで申請を考えているとの問い合わせが多いことから、予算額を上げ、転
入者増を見込む。

40 (H31年度)

UIターン促進事業が定住に関する相談の動機付けになっていることが多い。

積極的に三宅町の魅力PRを推進するとともに、補助金等の活用も促進し相談から定住
へとつなげたい。

延べ4 (H31年度)

平成30年度の活用件数は０件であった。なお、空き家バンクへの情報登録は３件であっ
た。
引き続き、特定非営利活動法人空き家コンシェルジュと空き家総合支援業務委託を締結し、空き
家総合相談や当該法人が運営する空き家バンクへの情報登録を実施していきたい。

事業概要 主な成果・今後の取組等

（２）居場所づくりと協働のまちづく
り

三宅町への定住に
関する相談（回）

空き家の活用件数（戸）

町内外のイベントへの出演やグッズ作成などによ
り、マスコットキャラクターを通した町のＰＲを行
なう。

【主な成果】
イベントへの出演やグッズ（シール及び着替え用テン
ト）の作成を実施。

【今後の取組等】
町の知名度の向上、三宅ファンの増加、町の活性
化、誘客数の増加に取り組んでいく。

全国の町村が一堂に会し、それぞれがもっている
イチオシをアピールするイベント「町イチ！村イ
チ！」に参加する。

【主な成果】
2年に1度のイベントのため、H30年度は開催なし。
（次回はH31年度）
町村会から旅費の補助があり財政負担は軽減。

【今後の取組等】
都市圏に三宅町のPRが出来る機会であるが、PRの
対象や内容を絞って取り組んでいく。
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事業名・担当課

情報系電子計算
システム業務費

財政課

（２）文化・スポーツなどによる観光事業の推進
事業名・担当課

恋人の聖地

政策推進課

定住自立圏推進事業

政策推進課

文化財保存費
（三宅古墳群）

社会教育課

社会教育総務費
（三宅町文化祭）

社会教育課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

三宅町の魅力や情報を、公式ホームページ、
SNSなどを利用し発信する。

【主な成果】
公式ホームページの更新を実施し、ホームページや
SNS等を通じて三宅町の魅力を積極的な情報発信
を推進する。

【今後の取組等】
引き続き、三宅町の情報を発信していく。

平成26年4月に奈良県の市町村では初めて恋
人の聖地として認定されており（※民間を含め
ると2番目）、「恋人の聖地プロジェクト」を活用
して、地域の新たな魅力作りと情報発信を図る
とともに、地域間の連携による地域活性化を図
る。

【主な成果】
全国に点在する恋人の聖地及びサテライトポイントと
共にガイドブックに掲載されて啓発出来ている。「恋人
の聖地」の知名度も増してきている。

【今後の取組等】
恋人の聖地の市町村長会が行われる見込である。

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅
町、田原本町の圏域において、観光振興や産
業振興による地域経済の活性化を図り、農林
水産資源を積極的に活用し、地産地消、販路
拡大を薦め、産業の活性化につなげる。また、
結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏域の
魅力や働く場の創出などにより、圏域における定
住人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要であ
る。

三宅古墳群の発掘調査及び整理作業を行う。

【主な成果】
瓢箪山古墳及びアンノ山古墳の範囲確認調査を終
了し、築造時期や規模ばど確定することができた。ま
た、古墳群についてこれまで分かっていなかった新たな
事実なども提示することもでき、十分な調査成果を得
ているといえる。
また、その成果についての講演を行い、出土資料を展
示することで町内外へ三宅町の文化財の普及啓発
も進みつつある。

【今後の取組等】
今後も同様に普及啓発を進めていき、並行して古墳
群の調査を行っていく。

住民の文化活動の発表の機会として舞台発
表、作品展示及び模擬店の出店を行う。

【主な成果】
文化協会・三宅町・教育委員会が連携し、創意工
夫を行い、実施している。町内各地で活動する団体
の発表の機会となっており、地域の文化振興及び地
域の活性化につながっている。

【今後の取組等】
今後も地域住民との連携を密にしながら、多様な発
表が行うことが出来る場の提供を続ける。
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事業名・担当課

保健体育総務費
（三宅町マラソン大会）

社会教育課

（３）移住・定住の促進
事業名・担当課

定住自立圏推進事業

政策推進課

UIターン促進事業

政策推進課

空き家の活用

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽し
むことができるよう、町内に複数のコースを設置し
マラソン大会を開催。

【主な成果】
計測チップを導入したH27年度以降は年々参加者
が増加傾向にあり、H30年度には元オリンピック選手
をゲストランナーとして招きランニングクリニックを開催す
るなどし、参加申込数が500人を超えた。

【今後の組等】
町外からの参加者も増えていることから、町としての魅
力発信ができるツールとして、コースやおもてなし等の
運営面で工夫を凝らしていきたい。

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅
町、田原本町の圏域において、観光振興や産
業振興による地域経済の活性化を図り、農林
水産資源を積極的に活用し、地産地消、販路
拡大を薦め、産業の活性化につなげる。また、
結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏域の
魅力や働く場の創出などにより、圏域における定
住人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要であ
る。

町内において住宅を新築または新規購入し、入
居する転入者に対して、その費用の一部を予算
の範囲内において補助することにより、三宅町へ
の定住を促進し、人口拡大を図る。

【主な成果】
毎年６～７件の申請があり、２０人程度の転入が
実現している。
○H30年度　申請件数：6件　
　　　　　　　　 転入者数：20人(内子ども7人)

【今後の取組等】
さらなる転入者の確保に加え転出者の抑制につなが
る取り組みも行うべきと考える。

空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒
壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、
良好な景観及び居住環境を守り、町民の安
全・安心な生活の実現に寄与することを目的と
して、各種施策を実施する。

【主な成果】
空き家の利活用を進めていくため、特定非営利活動
法人空き家コンシェルジュと空き家総合支援業務委
託を締結し、空き家総合相談や空き家コンシェルジュ
が運営する空き家バンクへの情報登録を実施した。
なお、空き家バンクへの情報登録は、平成30年度に
おいて３件であった。

【今後の取組等】
空き家総合相談や当該法人が運営する空き家バン
クへの情報登録を実施していきたい。
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〈数値目標〉
指標

合計特殊出生率

母子手帳発行数

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（1）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値

実績値
6か月97.6
12か月100
1歳6か月97.9
3歳8か月92.5

6か月95.5
12か月90.9
1歳6か月91.9
3歳8か月89.1

6か月92.9
12か月88.9
1歳6か月95.0
3歳8か月97.2

6か月97.5
12か月95.7
1歳6か月100
3歳8か月93.3

達成率 - B B B
達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 30 43 49 39
達成率 - B B B

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 100 100 100 100
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析
今後の
取組

【基本目標３】若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基準値 目標値

1.26(H26) 1.50

３０人 ５０人

〈基本方向〉
○ 若い世代の結婚・妊娠・出産への希望をかなえるため、働き方支援・少子化対策などを実施することで、子どもの出生数の増加を目
指します。
○ 妊娠・出産・子育てに対して、保健・医療・福祉・教育に関する切れ目ない支援を行うことで、出産や子育てへの不安や負担の軽減を
図るとともに、地域全体で子どもを支えるまちづくりを実施します。
○ 幼保連携型の認定こども園の設立、耐震化を実施した園舎への太陽光発電施設及び蓄電池等の設置や学童保育施設及び児童
館の新設などのハード面を整備するとともに、保育、教育内容の充実に加え、待機児童数ゼロを維持し、また、学童保育の充実を図りま
す。これにより、三宅町で子どもを育てたいと思える環境を整備するとともに、女性の社会進出を支援します。
○ 男女共同社会の実現にむけて、女性の活躍を推進するとともに、職業生活と家庭生活との両立を図るための環境の整備を実施す
る。

乳児(6か月)100
　　　　　　　　　　　　　　　　乳児(12か月)100　　　　　　（H31年度)

幼児(1歳6か月)100
幼児(3歳8か月) 95

H28年度・H29年度と受診率の現状維持（ほぼ横ばい）ができている。

今後も、乳幼児健診の重要性を理解してもらい、必要な保健指導や子育て支援が受け
られる場にしていく。

50 (H31年度)

H28年度・H29年度と微増傾向にある。第2子・第3子の出産も多い。子育て応援事業
の実施も影響していると思われる。
策定時より出生数は増加しているが、平成29年度をピークに減少している。今後も安心
して生み育てられるよう、相談支援を実施していく必要がある。

100 (H31年度)

以前より助産師会に委託し、新生児全戸訪問を実施しており、全数実施できている。

今後も、医療機関と連携を図り、産後早期からの関わりにより、子育ての不安や産後うつ
への支援に取り組む。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

受診率（％）

出生数（人）

乳児家庭全戸訪問
事業における実施率（％）
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（２）子ども・子育て支援の充実
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 1,057 485 1,120 1,607
達成率 - D B A

達成状況
の分析

今後の
取組

（３）男女共同参画社会の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 0 0 0 3
達成率 - Ａ Ａ E

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 0 0 0 0
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析

今後の
取組

0 (H31年度)

学童保育クラブの登録者数は増加傾向にあるが、希望者全員を受け入れることが出来て
いる。

年々、登録児童数が増加しており、平成30年度は100名を超えた。今後、就労する保
護者が益々増加することが考えられ、利用基準及び利用方法について見直す必要があ
る。今後、複合施設に移転する計画がある。複合施設では、希望児童全てを受け入れる
ことが出来るよう面積を広くし利用定員を増やし、保護者が安心して就労することができる
よう環境整備が必要である。

1,284(H31年度)

Ｈ28年度までは、三宅幼児園にて一時保育を含めた地域子育て支援拠点事業を実
施。Ｈ29年4月1日より、子育て支援事業の充実・拡大及び関係機関と連携した支援
の推進を目指し、子育て支援センタースマイルが三宅幼児園から独立し部署として設置。

きめ細やかなサービスで、子育て・子育ちの孤立化を防ぎ、事業計画の立案・実施を行
う。

0 (H31年度)

平成29年度の出生数が49人に増加したことにより、それまで0人だった待機児童が、早
期から復職を希望する保護者が増加し、0歳児での待機児童が3人あった。

子どもが1歳になると、復職を希望する保護者が増加する。平成29年度生まれの子どもが
49人いることから、平成31年度は1歳児、令和2年度は2歳児で待機児童が発生する恐
れがあるため、保育者の確保や認可外保育園や外の保育施設が利用できるよう体制を
整え、保護者が安心して就労できるよう環境整備が必要である。

0 (H31年度)

待機児童数ゼロ。

年々、登録児童数が増加しており、平成30年度は100名を超えた。今後、就労する保
護者が益々増加することが考えられ、利用基準及び利用方法について見直す必要があ
る。今後、複合施設に移転する計画がある。複合施設では、希望児童全てを受け入れる
ことが出来るよう面積を広くし利用定員を増やし、保護者が安心して就労することができる
よう環境整備が必要である。

待機児童数（人）

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センタースマイル）
における延べ利用者数（人）

幼児園における待機児童数（人）

学童保育における待機児童数
（人）
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【主要事業の成果】

（１）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
事業名・担当課

子育て応援事業

健康子ども課

産前・産後サポート事業

健康子ども課

事業概要 主な成果・今後の取組等

出産祝品の贈呈事業…三宅町在住の者で出
産した保護者に対して、第1子　2万円、第2子　
3万円、第3子以降　10万円相当の出産祝品
を贈呈する。
子育て支援用具貸与事業…三宅町在住の者
で出産した保護者に対して、ベビースケールの無
償貸与を行う。

【主な成果】
・出産祝品贈呈事業は、子育てに必要となる商品が
祝品ということもあり、申請者には好評を得ている。
（第1子：18件 第2子：15件 第3子：9件）
・ベビースケール貸与は、授乳や体重増加を中心とし
た子育て不安の解消につながっている。H30申請件
数24件中第１子14件、第2子6件、第3子以降4
件であり、第2子以降においても子育てに関する不安
を抱えており、その支援を必要としていることが浮き彫
りになった。

【今後の取組等】
妊娠届時や出産手続き時に事業の周知をする。町
外へのPRが不足しているため、効果的なPR方法につ
いて検討していきたい。（平成31年度からは、「みや
け子ども・子育て応援事業」として実施）

妊産婦及び乳児を対象に切れ目のない支援を
行うための事業を実施し、子育て世帯の安心
感を醸成することを目的として実施。

【主な成果】
乳児健診、乳児相談、親子サロンを実施し、保健師
だけでなく管理栄養士や歯科衛生士、保育士、助
産師やカイロプラクターなど様々な専門職が関わり支
援している。親子サロンには妊婦の参加を呼びかけ、
先輩ママと交流し、相談しやすい環境を整えたり、赤
ちゃんがいる生活についてイメージできるようにしてい
る。妊娠期からのｻﾛﾝ参加者は、産後も継続してｻﾛﾝ
に参加されている。
妊産婦・新生児訪問では、保健師と助産師が連携
し妊娠期から産後までのフォローをしている。新生児
訪問を全数実施し、必要なｹｰｽには継続訪問を実
施している。早期から介入することで、母親の不安解
消につながっている。また、産科と連携し、産婦が子
育てに対する不安に陥ることがないよう継続した支援
をしている。
【今後の取組等】
引き続き、妊娠期から子育て期において、多職種連
携をしながら切れ目のない支援を行っていく。
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事業名・担当課

母子保健事業

健康子ども課

（２）子ども・子育て支援の充実
事業名・担当課

三宅町児童虐待防止
対策事業

健康子ども課

放課後児童健全育成事業

健康子ども課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

母子保健法に基づき、地域における子育て支
援を充実し、親の養育力の向上を図ることを目
的として実施。

【主な成果】
乳幼児健診等を実施し、異常の早期発見と必要に
応じた保健指導や子育て相談を実施している。
また、1歳6か月児健診後、一次療育教室を実施す
ることで、発達支援を必要とする児に対する継続的な
フォローや親への支援につなぐことが出来ている。一次
療育教室参加児及び、子育て相談の後、必要と認
められる児に対し、臨床心理士による発達相談を行
い、必要に応じ医療機関受診を促し、親子のフォロー
を行っている。
【今後の取組等】
引き続き、幼児園や小学校と連携を図り、切れ目の
ない子育て支援体制の整備をし、保護者の養育力
向上に努める。

子どもの安心・安全の確保を図り、子どもの最
善の利益を優先し、子どもの権利を守るため、
一般子育てに関する相談から養育困難な状況
や児童虐待等に関する相談全般に応じる。
（平成30年11月　子ども家庭総合相談窓口
開設）
子ども家庭総合相談窓口を開設し、相談に対
して各専門職が専門領域を活かして、それぞれ
の視点から支援方法や対応方法を協議しなが
ら考える等、連携を図っている。

【主な成果】
児童虐待が起きる要因として、養育者の社会的孤
立、閉鎖的な家庭、養育者の抱え込み等が考えられ
るが、養育者支援訪問や子ども家庭相談窓口開設
による相談業務、児童家庭支援センターあすかなどを
はじめとする関連機関との連携により、虐待の未然防
止、悪化防止、軽減につながっていると考えられる。
子ども家庭相談窓口は、子育て世代包括支援セン
ターと子ども家庭支援拠点の機能を持っているため、
妊娠届出時など早期の段階から支援を開始し、専
門職が連携し、虐待の未然防止に努める。

【今後の取組等】
子どもの最善の利益を優先し、引き続き子どもの権
利を守るため、事業を推進していく。

日中保護者が就労等により家庭にいない小学
生児童に対して、放課後に適切な遊びや生活
の場を与えて、児童の健全な育成を図る事業

【主な成果】
登録児童数が増加しており、平成30年度は100名
を超えた。特に、低学年での登録児童数増加が顕
著である。
【今後の取組等】
就労する保護者の増加に伴い、学童保育の登録児
童数及び利用児童数が増加し、今後更に増加する
ことが予測され、待機児童が発生すると考えられる。
今後、複合施設に移転する計画がある。複合施設
では、面積が広くなり利用定員を増やすことが出来
る。
保護者が安心して就労できるよう、利用方法を見直
しながら支援する。
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事業名・担当課

障害児支援事業

健康子ども課

産前・産後サポート事業

健康子ども課

子育て支援センター費

子育て支援センター

みんなでやろう健康チャレンジ事業

幼児園

事業概要 主な成果・今後の取組等

心身に障がいを持つ子どもに対し、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練や、その他必要な
支援を実施し、それらの支援を行う事業所に対
する費用（放課後デイサービスや相談支援の
利用など）の給付を実施する。

【主な成果】
サービスの利用に関し、町内の相談支援事業所ひま
わりを主として、各々の希望やニーズに応じた相談支
援を実施、支援計画を作成している。これを元に
個々の発達や特性に応じた事業所の利用につなげて
いる。事業所に対する費用の給付実績は増加傾向
にある。

【今後の取組等】
引き続き、社会生活が送れるよう、個々に応じた必
要な支援を行っていく。

妊産婦及び乳児を対象に切れ目のない支援を
行うための事業を実施し、子育て世帯の安心
感を醸成することを目的として実施。

【主な成果】
乳児健診、乳児相談、親子サロンを実施し、保健師
だけでなく管理栄養士や歯科衛生士、保育士、助
産師やカイロプラクターなど様々な専門職が関わり支
援している。親子サロンには妊婦の参加を呼びかけ、
先輩ママと交流し、相談しやすい環境を整えたり、赤
ちゃんがいる生活についてイメージできるようにしてい
る。妊娠期からのｻﾛﾝ参加者は、産後も継続してｻﾛﾝ
に参加されている。
妊産婦・新生児訪問では、保健師と助産師が連携
し妊娠期から産後までのフォローをしている。新生児
訪問を全数実施し、必要なｹｰｽには継続訪問を実
施している。早期から介入することで、母親の不安解
消につながっている。また、産科と連携し、産婦が子
育てに対する不安に陥ることがないよう継続した支援
をしている。

【今後の取組等】
引き続き、妊娠期から子育て期において、多職種連
携をしながら切れ目のない支援を行っていく。

子育て家庭の育児不安についての相談指導、
子育てサークルへの支援、地域の保育需要に
応じた保育事業等の実施など、地域の子育て
家庭に対する育児支援を行う。

【主な成果】
担当職員が常勤していることが利用者の安心感につ
ながり、子育ての負担感や不安感を軽減させていると
思われる。また、子育てサークルや親子教室を通して
利用者同士のつながりもでき、母親の孤立感も軽減
している。

【今後の取組等】
各関係機関と連携を取りながら、子育て世代の住民
にきめ細かく対応し事業を展開していく。

乳幼児期から子ども達の健康の保持増進、運
動機能の習得や好ましい態度、習慣を身に付
け運動能力の向上や音楽的発達を促し豊かな
創造性を育てる。（正課体育・リトミック）

【主な成果】
・正課体育３，４，５歳児年間８回
成果→数値などでは表せないが、喜んで参加し自ら
意欲を持って挑戦しようとする姿や集中力等につな
がっている。
・リトミック１，２歳児年間１５回　３歳児年間１
０回
成果→音を聴いて体を動かしたり、集中力にもつな
がっている。

【今後の取組等】
引き続き、子ども達の健康の保持増進等のため事業
を推進する。
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事業名・担当課

わんぱくキッズ

幼児園

学校・地域パートナーシップ事業

社会教育課

（３）男女共同参画社会の推進
事業名・担当課

男女共同参画事業

総務課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

言語や社会性などの育ちがゆっくりな幼児に対し
て、個々の発達に応じて支援していく療育教室
を毎週1回行い充実を図る。

【主な成果】
H３０は１４名の登録
毎週火曜日２グループに分け行う。
園の職員、町の臨床心理士で運営。
各学期末には参観と保護者懇談会を行い、発達検
査、個別相談は個々に応じて行っている。

【今後の取組等】
今後も引き続き各クラス「気になる子」の会議を町保
健師や臨床心理士を交え学期ごとに行う。

地域ボランティアによる小学校の授業補助及び
図書室開放、登下校の見守り活動を実施。地
域活動団体（文化協会、みやけまちづくりの
会、ゆるスポ等）と協力し、年13回の子ども体
験教室の実施。

【主な成果】
見守り活動の実施により、児童がより安心して学校に
通うことができ、地域の大人との接点となったている。
図書室開放についても、図書室を利用する児童が増
えており、読書活動の推進につながっている。

【今後の取組等】
R1年度から地域で活動する団体の協力のもと子ども
体験教室を新設し、住民と子どもの接点づくりを行っ
ている。今後はより地域の持つ課題、子どもの課題に
沿うよう事業内容の調整の場を設けながら、地域とと
もに子どもを育てる体制の推進を進めていく。

男女共同参画社会実現するための啓発活動
を実施する。

【主な成果】
三宅町主催の男女共同参画研修を毎年開催。ま
た、男女共同参画週間において、啓発用物品を駅
前にて配布し、男女共同参画社会の実現に向けた
啓発活動を実施。

【今後の取組等】
今後も男女共同参画意識の浸透を促すため、継続
的な広報・啓発を継続的に行っていく。
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〈数値目標〉
指標

三宅町に住みたいと思う人の割合※

【重要実績評価指標（KPI）の進捗状況】

（１）地域と地域をつなぐ暮らしやすいまちづくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 100 100 100 100
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 0 0 0 1
達成率 - Ｅ Ｅ A

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 0 16 20 20
達成率 - Ａ A B

達成状況
の分析
今後の
取組

【基本目標４】時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る「夢と活力とうるおいに満ちた」まちづくり

基準値 目標値

３４．８％（H22年） ５２．２

※ 第３次基本構想策定時のアンケート結果
・ずっと住み続けたい ：３１．３％
・一度は町外へ出ても三宅町に戻って住みたい： ３．５％
・住みたくない：１９．３％ ・わからない：４３．２％
・不明・無回答： ２．７％

〈基本方向〉
○ 住民のだれもが三宅町で安心して健やかに暮らすことができるよう、防災・防犯などの体制や、地域包括連携の実施、多世代の賑わ
いある交流拠点の整備などにより、保健・医療・福祉のサービスの充実させるとともに、地域のつながりが充実したまちづくりを目指す。
○ 官民連携を推進するとともに、奈良県で一番小さい町として、地域の住民・ボランティアとの連携を図り、住民が主体的にまちづくりに
参加し、それぞれの能力や知識を最大限に生かし、いきいきと輝くことができるまちづくりを目指す。
○ 三宅町が守り育んできた歴史・文化・自然・産業に誇りを持ち、次の世代に伝えていくことで、まちへの愛着を深めていくことができるま
ちづくりを目指す。

堅持 (H31年度)

町内全域10大字の全てにおいて、自主防災会が組織されている。

自主防災会との連携をさらに強化するとともに、連絡協議会を継続実施し、地域防災の
充実をはかる。

延べ4 (H31年度)

平成30年度の達成状況は1件であった。

引き続き、老朽危険空き家の解消に取り組んでいきたい。

延べ35(H31年度)

感震ブレーカー及び耐震シェルターの設置には実費用が伴うことから、補助実績が伸びな
い現状である。
地震や火災が発生したときの防災対策として、有効的なものであることの周知啓発を行
う。

　　　　　　達成率
　　　　　　Ａ：100%以上　　 Ｂ：75%～99％
　　　　　　Ｃ：50%～74%　 Ｄ：25%～49%　　Ｅ：0%～24%　　

自主防災組織の組織率（％）

老朽危険空き家の解消（件）

耐震シェルター等助成件数（件）
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KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 57 60 61 58
達成率 - B B B

達成状況
の分析

今後の
取組

（２）居場所づくりと協働のまちづくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 46.4 46.4 ー ー
達成率 - ー ー ー

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 64 ー 64 242
達成率 - ー ー B

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 242 194 84 100
達成率 - C D D

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 16/461 16/434 15/398 14／393
達成率 - Ｅ Ｅ E

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 1 ー ー 1
達成率 - ー ー ー

達成状況
の分析

今後の
取組

63 (H31年度)

三宅町消防団条例における団員の定員63人に対し、消防団機能の充実強化を図るた
めの団員確保に努めている。

消防技術の向上や消防団員の後継者確保など、地域の消防力についてさらなる充実と
強化をはかる。

52.2 (H31年度)

ー

来年度アンケートを実施する

300 (H31年度)

まちづくりトーク及びタウンミーティングの参加者数は比較的目標に近づいている

まちづくりのトークやタウンミーティングを知らない方がいるので周知を行って行く

（３）三宅町の個性を守り、活かす地域づくり

300 (H31年度)

希望者への配布や、イベント時での配布を進めていたが、H29はあざさの花の生育状況に
より、主に整理、植え替えなどを行ったため減少となった。

町からのPRのみならず、あざさの花について連携を行なっている「愛の花 あざさの会」に積
極的な活動を促し、配布数増加に努める。

向上 (H31年度)

クラブの約半数が小学生を対象としたもので、児童数の減少に伴う会員数の減少が見ら
れる一方で、高齢者の参加数は増加傾向にあり、活気あるクラブ運営が見られる。

今後も各世代にあった活動内容やクラブ間の交流を促し、気軽にまた幅広く楽しめるス
ポーツ交流の場を作りたい。

２ (H31年度)

瓢箪山古墳及びアンノ山古墳の範囲確認調査を終了し、築造時期や規模など確定する
ことができた。また、古墳群についてこれまで分かっていなかった新たな事実なども提示するこ
ともでき、十分な調査成果を得ているといえる。
これまでの出土資料の発表や町内外へ三宅町文化財の普及啓発を進めていき、並行し
て古墳群の調査を行っていく。

消防団員数（人）

三宅町に住みたいと思う人の割合

タウンミーティング等の参加延べ人数
（人）

あざさの花の配布数（人）

総合型地域スポーツクラブ等における
クラブ数・会員数（クラブ／人）

三宅古墳群調査古墳数（基）
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（４）健康長寿社会づくり
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値

実績値

胃がん 13.8
肺がん 16.6

大腸がん 19.9
子宮頸がん19.9

乳がん 29.5

胃がん 13.2
肺がん 15.9

大腸がん 17.5
子宮頸がん22.9

乳がん 26.9

胃がん 13.8
肺がん 16.9

大腸がん 16.9
子宮頸がん22.4

乳がん 27.4

胃がん 7.0
肺がん 9.1

大腸がん 9.7
子宮頸がん9.4
乳がん 15.6

達成率 - B B D

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 41 46.8 48.9 48.7
達成率 - C Ｂ C

達成状況
の分析

今後の
取組

胃がん 20.2
肺がん 20.0

　　　　　　　　　　　　　　大腸がん 20.0 　　　　　　 (H31年度)
子宮頸がん 30.0

乳がん 30.0

胃がん・肺がん・大腸がん検診は、年1回の受診間隔とされているが、リピーターが多く、受
診率はあまり変化が見られない。毎年、新40歳の住民には個別通知を行うが、働いてい
る層は職場での検診にがん検診の項目があればそちら優先となるため、受診率は伸び悩ん
でいると考えられる。
子宮頸がん・乳がん検診は2年に1回の受診間隔とされている。胃がん・肺がん・大腸がん
検診同様、リピーターが多く、受診率は伸び病んでいる。21歳女性に子宮頸がん検診無
料クーポン、41歳女性に乳がん検診無料クーポンを発行し、送付しているが、利用率は低
く、無料であっても受けられないという方が多い。

無料クーポン券利用を促す広報記事の掲載を行う。
随時個別がん検診の申込受付を行う。
また、いずれの検診も、働き盛り世代の受診率が低いため、検診受診に関する意識調査
を行うなどし、必要に応じ検診体制を見直す必要がある。

65.0 (H31年度)

特定健診受診率は、県内4番目の高さである（市町では1位）。受診率が上昇し続け
ている背景には、対象者全員への受診勧奨個別通知の他、近隣開業医(10箇所)への
健診受診勧奨に関する協力依頼、特定健診を含む脳ドック・人間ドック助成事業を行っ
ているところによるものが大きいと考える。

受診することのメリットをわかりやすく対象者に伝えるための案内の工夫、健診を受けやすい
環境づくりにより、特定保健指導や生活習慣病予防教育及び重症化予防につなげ、医
療費適正化を目指したい。併せて、未受診者（40歳代から50歳代）が受診しやすい
環境づくりを行うと共に、受診後の丁寧な説明等により既存の受診者の満足度を高めて
いく。
また、本計画策定時の特定検査等実施計画において、毎年5%の受診率の伸びを勘案
し最終的に65%の数値目標を定めたところであるが、年々受診率は上昇しているもの緩
やかな上昇であり、第三期特定健康診査等実施計画においては最終目標年度令和9
年に国の目標値60%に達するよう段階的に実施率を引き上げる方針である。

各種保健事業の
受診率（％）

特定健診の受診率（％）
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KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 380 840 594 430
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析

今後の
取組

（５）官民学の広域連携の推進
KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

目標値
実績値 1 1 1 1
達成率 - C C D

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 10 10 10 10
達成率 - B B C

達成状況
の分析
今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 1 8 12 12
達成率 - Ａ Ａ A

達成状況
の分析

今後の
取組

KPI設定項目（単位） 項目 策定時 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
目標値
実績値 3 3 3 3
達成率 - C D D

達成状況
の分析
今後の
取組

400 (H31年度)

平成29年度に、それまで実施していた地区組織活動（大字別交流会）の所管が地域
包括支援センターに移管になったこと、平成28年度実施した町民公開講座『笑いと健
康』が単年度のみの実施であったことから、実績値が減少している。移管となった事業、単
年度のみ実施した事業の実績値を除くと、平成28年度実績値582となり、平成29年度
と大きく変わりはない。策定時と比べると大幅に伸びているため、目標に十分達成できてい
ると考える。

若年層の方に事業に参加してもらい、自身の健康を考える場を持ってもらえるよう、SNS
等も使用し、事業の周知を行う。

延べ3 （H31年度)

連携事業の増加はなし。近鉄石見駅周辺地区において、まちづくり基本構想を策定中。

奈良県と連携し、基本構想を策定する。

延べ15 (H31年度)

連携事業数の増加はないが、各連携事業の内容について強化を図っている

各連携事業の強化を図り、更なる連携を推進していく

延べ10 (H31年度)

行政委員会への有識者参画やイベント時の学生ボランティアなど連携協定を活用した行
政運営を行うことで、魅力あるまちづくりをすすめている。

包括的な連携のもと多様な分野において相互に協力し、地域社会の持続的な発展と人
材育成に寄与する。

延べ10 (H31年度)

新たな広域連携事業が無い状態であるので、当該事業の掘り起こしが必要。

定住自立圏など関係市町村と共に、地域の活力の維持・向上を目指し、広域的な取組
を進める。

各種健康づくり教室の
参加者（人）

奈良県と三宅町とのまちづくりに関す
る包括協定での連携事業数

天理市を中心とする定住自立圏構
想での連携事業数

奈良学園大学との連協協定による
連携事業数

奈良モデルにおける事業数
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【主要事業の成果】
（１）地域と地域をつなぐ暮らしやすいまちづくり

事業名・担当課

地域公共交通事業

政策推進課

防災備蓄品整備事業

総務課

感震ブレーカー設置
補助事業

総務課

近鉄石見駅周辺整備事業の推進

土木まちづくり課

既存木造住宅耐震改修
支援事業

産業管理課

空き家対策事業
（老朽危険空き家の解消）

産業管理課

事業概要 主な成果・今後の取組等

町内・町外への交通手段として、タクシー利用に
対して補助を行なうことで、高齢者及び妊婦の
交通手段の確保及び経済的負担の軽減を図
る。

【主な成果】
利用者アンケートにより、約８割の方が満足と回答。

【今後の取組等】
財政的な負担増が見込まれることから、受益者負担
等の見直し検討が必要。

災害に強い町づくりを推進するため、防災備蓄
品の充実を図る。

【主な成果】
通常備蓄品の補充に加え、パーテーション、段ボール
ベッド、避難所テントなど、災害時における避難所設
備の充実に努めている。また、文化ホールを自主避難
所として開設した際、避難者の情報手段として、災
害用テレビを設置。

【今後の取組等】
今後も避難所等の施設の整備・拡充に努める。

災害に強い町づくりを推進するため、感震ブレー
カーを設置する世帯に対し、その設置に係る経
費の一部を補助する。

【主な成果】
今年度、新たな普及啓発の取組として、感震ブレー
カーの補助事業を実施している近隣自治体（葛城
市、広陵町）及び住宅メーカー、建築家協会との間
で官民連携協定を締結。

【今後の取組等】
引き続き、感震ブレーカーの普及を中心に防災対策
に連携して取り組み、災害に強いまちづくりを進める。

三宅町の玄関口である近鉄石見駅周辺の整
備を行うとともに、今後民間活力などを誘導し、
にぎわいのある拠点づくりを推進させ、今後の定
住人口の起点とさせる。

【主な成果】
平成３０年度、石見駅周辺整備完成。

【今後の取組等】
今後は、近鉄と道路部分の踏切拡幅及び西側改札
口設置の協議を進める。

地震による木造住宅の倒壊等の被害を未然に
防止し、災害に強い安全と安心のまちづくりを推
進するため、町内に存する既存木造住宅につい
て、その所有者が地震に対する安全性を調べる
ために行う耐震診断にかかる費用を補助する。

【主な成果】
申込件数については、平成30年度において２件で
あった。

【今後の取組等】
今後も引き続き当該事業に取り組んでいきたい。

空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒
壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、
良好な景観及び居住環境を守り、町民の安
全・安心な生活の実現に寄与することを目的と
して、各種施策を実施する。

【主な成果】
解消件数については、平成３０年度において、１件
であった。

【今後の取組等】
今後も引き続き当該事業に取り組んでいきたい。
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（２）居場所づくりと協働のまちづくり
事業名・担当課

まちづくりトーク

政策推進課

タウンミーティング

政策推進課

（３）三宅町の個性を守り、活かす地域づくり
事業名・担当課

あざさの花の普及啓発

政策推進課

マスコットキャラクター

政策推進課

保健体育総務費
（スポーツ教室

社会教育課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

三宅町が町民との協働によるまちづくりを推進す
るため、町民の求めに応じて、町長自ら町内の
地域に出向き、町長と町民がまちづくりに関する
意見交換をするための対話型集会の実施す
る。

【主な成果】
住民の目線で意見を頂き、行政の考えを回答してそ
れぞれの立場を重んじて話し合いを行うことで、信頼
関係が出来ると考える。
（開催回数：10回　参加者数：202人）

【今後の取組等】
まだ、まちづくりのトークを知らない方がいるので周知を
行って行く。

町民主体のまちづくりを推進するため、町長が町
民と直接対話し町政に関して町民からの意見を
聴き、また、町政に対する町民の理解を深める
ことを目的として、タウンミーティングを実施する。

【主な成果】
住民の目線で意見を頂き、行政の考えを回答してそ
れぞれの立場を重んじて話し合いを行うことで、信頼
関係が出来ると考える。
（開催回数：2回　参加者数：35人）

【今後の取組等】
まだ、タウンミーティングを知らない方がいるので周知を
行って行く。

町花であるあざさの花を通した町のＰＲを行な
う。

【主な成果】
町花で万葉集にも掲載される唯一の花、準絶滅危
惧種を町中に咲かせる団体の援助を行っている。

【今後の取組等】
町外に広めることも大切であるが、町民が街の花とし
て親しんでもらえる関わりを検討すべき。

町内外のイベントへの出演やグッズ作成などによ
り、マスコットキャラクターを通した町のＰＲを行
なう。

【主な成果】
イベントへの出演やグッズ（シール及び着替え用テン
ト）の作成を実施。

【今後の取組等】
町の知名度の向上、三宅ファンの増加、町の活性
化、誘客数の増加に取り組んでいく。

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽し
むことができるよう、各種スポーツ教室を開催。

【主な成果】
本格的なスポーツへの参加が難しい年齢や体力の方
においても、取り組みやすいスポーツ教室を開催し、
年齢を問わず住民に参加いただいている。

【今後の取組等】
今後もスポーツも親しむ機会を継続して作っていきた
い。
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事業名・担当課

保健体育総務費
（三宅町マラソン大会）

社会教育課

保健体育総務費（補助金）

社会教育課

文化財保護費（三宅古墳群）

社会教育課

社会教育総務費
（三宅町文化祭）

社会教育課

事業概要 主な成果・今後の取組等

いつでも・どこでも・だれでもスポーツを気軽に楽し
むことができるよう、町内に複数のコースを設置し
マラソン大会を開催。

【主な成果】
計測チップを導入したH27年度以降は年々参加者
が増加傾向にあり、H30年度には元オリンピック選手
をゲストランナーとして招きランニングクリニックを開催す
るなどし、参加申込数が500人を超えた。

【今後の組等】
町外からの参加者も増えていることから、町としての魅
力発信ができるツールとして、コースやおもてなし等の
運営面で工夫を凝らしていきたい。

体育関係全国大会に出場する三宅町在住者
に対して助成金を交付する。
社会教育団体の育成・振興を図るため、特定
の団体に対しその運営・活動に要する経費につ
いて、補助金を交付する。

【主な成果】
体育関係全国大会への出場者への助成を行い、ス
ポーツの普及と競技力の向上を目指す。
また、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、
体育協会に活動補助を行い、地域住民における積
極的なスポーツ参加の機会の増加、交流の活性化
が期待できる。

【今後の取組等】
今後も各世代にあった活動内容を考案し、誰でも気
軽にスポーツを楽しむことが出来る環境づくりを目指
す。

発掘調査で出土した資料を活用した普及・啓
発を実施する。

【主な成果】
瓢箪山古墳及びアンノ山古墳の範囲確認調査を終
了し、築造時期や規模ばど確定することができた。ま
た、古墳群についてこれまで分かっていなかった新たな
事実なども提示することもでき、十分な調査成果を得
ているといえる。
また、その成果についての講演を行い、出土資料を展
示することで町内外へ三宅町の文化財の普及啓発
も進みつつある。

【今後の取組等】
今後も同様に普及啓発を進めていき、並行して古墳
群の調査を行っていく。

住民の文化活動の発表の機会として舞台発
表、作品展示及び模擬店の出店を行う。

【主な成果】
文化協会・三宅町・教育委員会が連携し、創意工
夫を行い、実施している。町内各地で活動する団体
の発表の機会となっており、地域の文化振興及び地
域の活性化につながっている。

【今後の取組等】
今後も地域住民との連携を密にしながら、多様な発
表が行うことが出来る場の提供を続ける。
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（4）健康長寿社会づくり
事業名・担当課

地域支援事業
（一般介護予防事業）

長寿介護課

地域支援事業
（包括的支援事業）

長寿介護課

保健衛生総務費

健康子ども課

健康づくり事業

健康子ども課

事業概要 主な成果・今後の取組等

高齢者を年齢や心身の状態等によって分け隔
てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、
人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場
が継続的に拡大していくような地域づくりを推進
するとともに、地域においてリハビリテーションに関
する専門的知見を有する者を活かした自立支
援に資する取組を推進し、要介護状態になって
も生きがい・役割をもって生活できる地域を構築
することにより、介護予防を推進する。

【主な成果】
「三宅町ますます元気クラブ」の活動状況について、
伴堂、伴堂1丁目、伴堂2丁目、小柳、上但馬、上
但馬団地、屏風、東屏風、石見の各自治会に１つ
はクラブがあり、月1回以上は活動している（開催回
数は、各クラブにより異なる）。

【今後の取組等】
高齢者が、元気で活動的な生活を続けることができ
るよう、また、要介護状態になった場合も、重度化防
止を防ぐことができるよう、地域の資源を生かしつつ、
自ら行う健康づくり、介護予防を支援する。

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることが
できるよう、地域における関係者とのネットワーク
の構築や、高齢者の心身の状況や生活の実
態、必要な支援等を幅広く把握し、地域におけ
る適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は
制度の利用につなげる。地域包括支援センター
の運営、地域ケア会議推進事業、在宅医療・
介護連携推進事業、生活支援体制整備事
業、認知症総合支援事業を実施する。

【主な成果】
・介護保険サービスの量的な整備と質の向上を図る
とともに、医療・介護・予防・住まい・生活支援の一
体的な提供を図る地域包括ケアシステムの一層の推
進を目指す。国保中央病院圏域において、在宅医
療・介護連携に関する相談窓口の設置をおこなっ
た。

【今後の取組等】
今後は、多職種参加の研修等をおこなっていき地域
包括ケアシステムの推進に努めていく。
・地域包括ケアシステムの中核機関である地域包括
支援センターの機能強化を図っていく。

地域医療体制の確保を図るため中核病院とな
る国保中央病院や救急医療体制の整備を行
うため運営負担金の拠出を実施

【主な成果】
地域医療の充実に向けて、各種運営負担金を拠出
するとともに、各医療機関との連携を継続している。

【今後の取組等】
地域医療充実及び救急医療体制の整備に向け、
引き続き、運営負担金の拠出を実施する。

地域で食生活を中心とした健康づくり活動を行
うボランティア団体の活動を活性化するため、活
動支援を行う。

【主な成果】
健康的な食生活を地域に広めるボランティアである食
生活改善推進員の養成講座を概ね2年に1回開講
し、新しい食生活改善推進員が誕生している。

【今後の取組等】
引き続き、食生活改善推進員養成講座を開講し、
人材を養成する。また、男性の料理教室を開講する
ことで、地域の中での男性の居場所づくり、地域で活
躍するきっかけづくりを目指す。
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事業名・担当課

健康増進事業

健康子ども課

地域支援事業（介護予防・生活
支援サービス事業）

長寿介護課

地域支援事業（任意事業）

長寿介護課

事業概要 主な成果・今後の取組等

健康増進法に基づき壮年期からの健康づくりと
生活習慣病予防、早期発見・治療、重症化
予防を図るための事業を実施

【主な成果】
がん検診受診率は横ばい傾向であるが、平成30年
度から受診率の算定方法が変更されたため、単純に
前年度と受診率を比較をすることができない。
奈良県が出している「重点健康指標による県内市町
村の特性分析　結果報告書」によると、三宅町のが
ん検診受診率は女性は奈良県よりも高いが、男性は
低い。
生活習慣病予防教育及び重症化予防教育を実施
しているが、働き盛り世代である青壮年層の受講が
少ない。

【今後のの取組】
青壮年層におけるがん検診受診や健康教育受講が
少ない。がん検診受診開始年齢となる新40歳の男
女及び新20歳の女性に対し個別に受診勧奨をす
る。
また、町の健康状態を広報や掲示板を用いて周知
し、生活習慣病予防について普及啓発を図る。

要支援者等に対して、要介護状態等となること
の予防又は要介護状態等の軽減もしくは悪化
の防止及び地域における自立した日常生活の
支援を実施することにより、一人ひとりの生きが
いや自己実現のための取組を支援し、活動的
に生きがいのある生活や人生を送ることができる
ように支援する。訪問型サービス、通所型サービ
ス、生活支援事業及び介護予防ケアマネジメン
トを実施する。

【主な成果】
・居宅の要支援者又は基本チェックリストにより要介
護状態となるおそれの高いと判断された者（事業対
象者）に対し、訪問介護や通所介護などの事業を
行う。

【今後の取組等】
引き続き、要介護状態等となることの予防又は要介
護状態の軽減もしくは悪化を防止を図っていく。

高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らし
い生活を継続していくことができるようにするた
め、介護保険事業の運営の安定化を図るととも
に、被保険者及び要介護被保険者を現に介
護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な
支援を行う。
介護給付費等適正化事業、家族介護支援事
業、成年後見制度利用支援事業、福祉用
具・住宅改修支援事業、認知症サポーター等
養成事業、地域自立生活支援事業（配食
サービス、緊急通報装置貸与など）を実施す
る。

【主な成果】介護給付費適正化事業を強化し、介
護サービス及び給付費の適正化を図るとともに、食の
自立支援や緊急在宅高齢者支援体制整備事業な
ど、現在実施している任意事業を継続して行う。

【今後の取組等】
引き続き、高齢になっても安心して地域で生活できる
環境を整える。
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事業名・担当課

みんなでやろう
健康チャレンジ事業

幼児園

（5）官民学の広域連携の推進
事業名・担当課

定住自立圏推進事業

政策推進課

近鉄石見駅周辺地区の
まちづくりの推進

土木まちづくり課

ごみ処理広域化推進事業

環境衛生課

事業概要 主な成果・今後の取組等

事業概要 主な成果・今後の取組等

乳幼児期から子ども達の健康の保持増進、運
動機能の習得や好ましい態度、習慣を身に付
け運動能力の向上や音楽的発達を促し豊かな
創造性を育てる。（正課体育・リトミック）

【主な成果】
・正課体育３，４，５歳児年間８回
成果→数値などでは表せないが、喜んで参加し自ら
意欲を持って挑戦しようとする姿や集中力等につな
がっている。
・リトミック１，２歳児年間１５回　３歳児年間１
０回
成果→音を聴いて体を動かしたり、集中力にもつな
がっている。

【今後の取組等】
引き続き、子ども達の健康の保持増進等のため事業
を推進する。

天理市を中心とした、山添村、川西町、三宅
町、田原本町の圏域において、観光振興や産
業振興による地域経済の活性化を図り、農林
水産資源を積極的に活用し、地産地消、販路
拡大を薦め、産業の活性化につなげる。また、
結婚から子育てまでの切れ目ない支援、圏域の
魅力や働く場の創出などにより、圏域における定
住人口や交流人口の増加を図る。

【主な成果】
公共施設の相互利用の促進が実現した。

【今後の取組等】
圏域でのさらなる共生を目指した取り組みが必要であ
る。

三宅町のまちづくりについて、奈良県の事業と一
体的に検討することにより、効率的なまちづくりを
行う。

【主な成果】
平成２７年度に奈良県と「まちづくりに関する包括協
定」を締結。
石見駅周辺地区のまちづくりについてワークショップを
開催し、駅利用者、駅周辺の団体、子育て世代、
商工会等の意見を幅広く集約。

【今後の取組等】
集約した意見等をもとに基本構想の策定を進める。

大和高田市、天理市、山添村、三郷町、安堵
町、川西町、三宅町、上牧町、広陵町及び河
合町の２市７町１村は、山辺・県北西部広
域環境衛生組合を設立し、一般廃棄物処理
の広域化を図ることを目的として連携して取り組
む「奈良モデル」の事業手法により、ごみ処理施
設の整備を推進し、運営を図る。

【主な成果】
環境影響評価のうち、平成28年度に配慮書、平成
29年度に方法書を策定、また、平成28年度には施
設整備基本方針を定め、新ごみ処理施設整備基
本計画の策定を行い、平成29年度においては、有
識者や地元代表等による新ごみ処理施設整備検討
委員会で、新ごみ処理施設整備に関する基本仕様
書が取りまとめられた。

【今後の取組等】
引き続き、ゴミの減量化を図り、整備を推進していく。
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事業名・担当課

奈良学園大学との連協協定による
連携事業

総務課

事業概要 主な成果・今後の取組等

三宅町と奈良学園大学は、包括的な連携のも
と、相互の人的・知的資源の交流並びに物的
資源の活用を図り、まちづくり、健康づくり、子育
て支援や教育等の充実をはじめ、多岐にわたる
分野で、地域社会の総合的な発展と大学の研
究の深化に寄与する。

【主な成果】
行政委員会への有識者参画やイベント時の学生ボラ
ンティアなど連携協定を活用した行政運営を行うこと
で、魅力あるまちづくりをすすめる。

【今後の取組等】
今後も多様な分野において相互に協力し、地域社
会の持続的な発展と人材育成に寄与する。
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