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第３回三宅町地方創生推進委員会議事要旨 

 

開催日時  平成２８年１０月２６日（水）午後１時３０分～午後３時３０分 

場 所 庁舎３階 第１会議室 

 

出 席 者 植村委員長、安井委員、辰巳委員、置本委員、藤本委員、吉谷委員、北浦委員、 

辻委員（中南委員代理）、岡山委員、柳林委員（計１０名） 

欠 席 者 西辻委員、前野委員、岡本委員（計３名） 

 

事 務 局 北野副町長、岡橋総務部長、堀川総務誯長他２名 

 

担 当 誯 宮内まちづくり推進誯長、岡西地域活性誯長、今中企画誯長、植村健康福祉誯長 

     岩倉子ども未来誯長、岸部幼児園教頭、中谷保険医療誯係長他１名 

 

傍 聴 者  １名 

 

案 件  （１） 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型・ 

平成２７年度実施分）の効果検証等について 

（２） その他 

 

議事概要 

 

１．町長挨拶 

 

２．開会 

（１）報告事項等 

○委員の交代、欠席、代理出席についての報告・紹介 

 

３．議事 

 （１） 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型・平成２７年度実施

分）の効果検証等について 

 

   ① 事業１．企業奨励金事業について 

    辰巳委員：制度の利用がなかった要因は何か。 

    まちづくり推進誯：問い合わせについては、６社あった。ただ、すべて土地を持って

いない企業であった。文化財の発掘については、土地を確定させ、設計を
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行った後になるため、土地を持っていない企業の申請ができなかったこと

が原因です。 

    辰巳議員：目標の従業員数は町内のものか。また、目標は２，２００人となっている

が、４社の誘致で２，２００人を目標となっているとして２００人程度の

企業を４社想定しているのか。 

    まちづくり推進誯：平成２４年度における町内の従業員数です。大きな企業の誘致を

目標としている。 

    柳林委員：町内企業や誘致済みのコンビニエンスストアなどは対象とならなかったの

か。 

まちづくり推進誯：既存の補助事業では対象となるが、本事業の対象とはならなかっ

た。 

    柳林委員：インター周辺には、文化財の発掘エリアにあたるのか。また、補助金の金

額はいくらか。 

    まちづくり推進誯：インター周辺には、三河遺跡があるため、文化財の発掘エリアと

なる。補助金額は、本事業では６００万円を上限としていた。 

    吉谷委員：企業誘致については、用地がないのが問題となると感じる。 

   

② 企業コンサルティング派遣事業 

    辰巳委員：コンサルタントについて、スポーツ業界にどれぐらい専門的なアドバイス

をもらえるコンサルタント会社でしょうか。町がマッチアップした企業な

のでしょうか。 

    地域活性誯：本事業については、企業が見つけてきたコンサルタント会社にあたりま

す。今回については、ホームページ等の作成についてのコンサルタントと

なっている。 

    吉谷委員：イベントなどの出店などについて町と企業が連携できればよいものができ

るのではと思う。また、企業からなかなか手をあげて行きにくいため、町

がもっと積極的に訪問して進めてもらえれば、悩みなどを相談もでき、何

かが生まれてくると思う。もっとコミュニケーションを図っていければと

思う。 

 

③ 屯倉 PR 事業 

    柳林委員：プロモーションビデオ（以下、PV という。）については、町のホームペー

ジで閲覧できるのでしょうか。 

    総務誯 ：本 PV については、YouTUBE にて公開している。 

    企画誯 ：ホームページの総務誯のお知らせにて案内し、PV の閲覧サイトへリンク

を張っている。 
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    辰巳委員：１０００万円をかけて閲覧７４０回はあまりに低すぎないか。 

    総務誯 ：目標は達成できていないのが現状。YouTUBE という若者向けのサイトにし

か公表できていない。そのため、今後は、イベント開催時に放映するなど

利用していきたい。 

    辻委員 ：現在奈良県立美術館にて開催している「大和国中（磯城の里）」の展覧会

に行ってきたのですが、改めて三宅町の歴史文化財、太子道の良さを感じ

られる。町単位で PR するのもいいが、文化財などを磯城郡一体となって

PR することがより全国に届くのでは。 

辰巳委員：ツイッタ―などでは、一つのページで１０００件程度の反応がある。また、

葛城市においては、相撲発祥の地として、近鉄電車のすべての中づり広告

を行ったり、大々的に報道されている。こちらは予算（製作貹）以上の波

及効果はあったと思われる。三宅町のグローブ・野球の部門はキラーコン

テンツにあたると思う。その点をもっと巻き込んでいくのもいいのでは。

また、PV にこだわらない方がいい。 

    総務誯 ：今回については、PR 初年度で広い内容の PV となった。今後はこのような

意見を反映させていければと思う。また、ふるさと納税では、グローブが

特に多いこと、また、事業２でもグローブ製造会社であったことから、今

後はもっとグローブ産業を活用できれば。 

    辰巳委員：グローブを支援することで、会社も町も WIN-WIN になる。 

    柳林委員：グローブの PR を町内の元プロ野球選手やお笑い芸人などにお願いできな

いのか。また、そのような方に三宅町の親善大使になってもらうとかもよ

いのでは。 

    辰巳委員：十分可能だと思う。 

    置本委員：グローブのふるさと納税はどれぐらいの件数、金額になるのか。件数と金

額によっては、企業が潤うこともできないのではと思います。そのため、

もっと PR の方法を検討してもらいたい。 

   総務誯 ：件数については、平成２８年４月から９月末時点で（５万円のコースの）

グローブについては、約８０件で、金額は４００万円程度となっている。 

   辰巳委員：特にグローブなどについては、事業所ごとにブランドがあると思うが、ふ

るさと納税に限って、統一のマークなどをつくってもいいのではないか。 

 

④ 三宅町 U ターン促進事業 

    辰巳委員：現在新築等が増えているとのことだが、移住や移住フェアで成功している

ところは、古民家の空き家をリノベーションして活用していることが多い。

成功している例としては、役場の近くにモデルルームを建設し、移住先を

紹介する団体がある。そのため、今後増えてくる町内の空き家を活用して
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もらいたい。また、岸和田市については、祭りのため、若者の流出が抑制

されているといわれている。町外の流出を抑制する施策を考えてもらえれ

ば。 

    岡山委員：東吉野村では、役場前にシェアハウスがあり、移住者により移住の案内を

行っている。村役場は、空き家の情報を空き家バンクにまとめ、改修経貹

に補助金を交付している。移住者は、会社に入るのではなく、デザイン等

個人でできる仕事を行っている人が多い。黒滝村では、空き家であっても、

仏壇などの関係で貸せない物件も多いということを聞いた。全国で移住者

の引っ張り合いとなっている。 

    辰巳委員：移住で成功しているところでは、橿原市や兵庫県内のそれほど田舎でない

市が成功している。そういう点で、三宅町もだめではないので、みんなを

巻き込んでいい結果にしてもらいたい。 

置本委員：空き家の数はどれぐらいあるのか。 

    まちづくり推進誯：現在調査しているが、件数まではまだ報告が上がってきていない。 

    置本委員：太子道の集い・ハイキングなどに来られた方は、トイレに困る。そのため、

太子道沿いにトイレが必要だと感じる。また、三宅ボランティアガイドの

会の舞についても空き家を活用していくといいのでは。駐車場についても

必要だと感じる。 

         商工会としても、無人化された石見駅の駅舎を活用し、観光案内所を設け、

地場産品を販売していくように動いている。 

         瓢箪山についても、草刈をし、整備してもらいたい。昨年度の古墳群の発

掘イベント後には、整備もされていない。せっかく PR しているので、常

に観光 PR するのであれば、瓢箪山古墳だけでも整備してもらいたい。 

    地域活性誯：瓢箪山古墳については、１２月に残りの半分の発掘調査を行う予定であ

る。そのため、現在草刈りをしている最中です。 

    北浦委員：観光の看板は各所にあるが、石見駅の構内に三宅町の看板ができたのは効

果があった。外部から来られた方に道路沿いにも大きく三宅町を PR する

看板があればいいのでは。 

    藤本委員：纏向遺跡近くには、古墳までの距離・方向を案内する看板や、駅前にはマ

ップがある。山の辺の道付近は年間多くの観光客がくる。そのような観光

客に PR していく、三宅の特産物がほしい。農業では、最近できなくなっ

た方が多くなっている。そのため、三宅町の特産品を推進していくのも方

法である。国体で使われたグランドを活用し、野球チームを誘致すること

でも PR になるのでは。 

    北浦委員：石見には店が一軒もない。車を運転できなくなったらどうしようと思う。

週に１回は移動販売車が来ているが、週１回では尐ない。そのような商店
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支援もしてもらいたい。 

    まちづくり推進誯：昨年度までは、工業のみであったが、今年度から商業、医療、福

祉を対象に、企業誘致制度を拡充した。そのため、今後商業、スーパーの

誘致も進めている。 

    辰巳委員：看板については、各所とは言わないが、主要な幹線道路には欲しい。最近

は野球大会が開催され、何百人の方が来ている。そのため、開催会場に業

者が個別で販売できるブースを設けて、パンフレットなどを配布するなど

していただけたらと思う。 

 

⑤ 子育て支援事業 

 北浦委員：妊婦健診、乳幼児健診に参加している人数はどうなっているか。 

    健康福祉誯：妊婦健診については、県下統一で母子手帳を交付している方については、

妊婦健診の助成を行っているため、１００％受診していただいている。た

だ、転出、流産等の理由ですべて使っていない方もいる。乳幼児健診につ

いては、９０％となっているが、乳幼児の総数が尐ないため、一人来られ

なくても５％程度下がってしまう。但し、乳幼児健診に来られていない方

については、保健師による戸別訪問を実施し、全数把握は行っている。 

    北浦委員：大阪では把握できずに亡くなる子もいる。きめ細かい乳幼児健診はよいと

感じる。また、子育ての最高責任者は親だということを自覚してもらい、

幼児園や行政任せになっていることも感じるので、親への指導もしてもら

いたい。 

  吉谷委員：企業としても育児休暇等で支援している。従業員を見ても２人までが多い。

３人目を出産することは尐ないと思う。そのため３人目、４人目への出産

への支援を手厚くするとよいと思う。 

    柳林委員：貸不品の利用が尐なかった要因はあるのか。 

  健康福祉誯：昨年度においては、貸不品はベビースケールとベビーバスでした。ベビ

ースケールについては、退院後新生児の体重が順調に増えているかを確認

することができるため、利用者の７名はすべてベビースケールでした。ベ

ビーバスについては、衛生的な面と、破損時の懸念によって敬遠されてい

たのではないか。そのため、今年度においては、チャイルドシートとベビ

ーベッドを新たな貸不品に追加しております。 

    

⑥ 子ども総合教育強化事業 

  北浦委員：乳幼児期の運動は子どもの一生に係る大切なものと感じている。体力測定

などで全国と比べてどうか。 

幼児園 ：幼児園では、年２回体力測定を行っている。県では市町村の統計を出して
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もらっている。 

北浦委員：小学校との連携はどのようにしているのか。 

幼児園 ：現在はできていない。 

 

⑦ 乳幼児医療貹助成事業 

  辻委員 ：事業当時は県内他市町村では小学校就業（６年生）まで対象にしていると

ころは尐なかったが、現在は他市町村に比べて優位性を保っているのか。 

保険医療誯：平成２８年度は、８月以降は、奈良県の補助事業により中学生までを対

象にすることとなった。そのため、県内のすべての市町村が中学生までを

対象とすることとなった。 

 

⑧ 女性消防団結成事業 

    吉谷委員：企業には消防署からも救命救急等の研修の要請があるが、消防団員に対し

てそのような訓練はしているのでしょうか。 

総務誯 ：行っている。 

吉谷委員：企業として、心肺蘇生装置 AED を会社に配備している。ただ、町にどこに

あるのか、地元ではどこにAEDがあるのかはわからないと思う。そのため、

応急処置の講習や AED の配備、企業への AED 配備への補助金の交付など

も行ってもらいたい。 

    辰巳委員：消防団員として活動をしているが、災害発生時に、役割分担で誮がどこで

誮を支援・見守りをするか決めたいと思い、役場へ要援護者のリストを求

めても、個人情報の関係で出せないということになる。ただ、消防団員の

活動でも女性消防団を活用することで、日々の暮らしを安心してもらえる

と思う。 

   総務誯 ：地域防災計画に関わり、要援護者リストがある。これは今後自主防災会を

通じて、要援護者リストを出していただき、情報共有できるかを照会し、

リストを作成していきたい。このような情報収集においては、訪問するに

も女性消防団員が良い場合もあると思う。役割分担して活動していきたい。 

    置本委員：女性消防団の役割はどのようなものか。また、年齢制限はあるのか。 

   総務誯 ：直接的な消防活動ではなく、広報活動や後方支援が主な活動となる。また、

訪問による防火の啓発を行う際にも活躍できると考えている。また、年齢

制限については、健康であることを条件としているが、男性についても年

齢制限は設けていない。そのため、男性団員についても高齢化と団員丌足

が続いている。 

    北浦委員：平日の日中においては、すぐに動けるのは、女性と高齢者が多いと思う。

そのため、女性消防団の結成は意味がある。また、動ける高齢者でも動け
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るように地域のつながりが重要に感じる。細かい組織づくりをしていかな

いと丌安に感じる。 

   置本委員：女性消防団員は各大字に２名程度はいるのか。 

   総務誯 ：小柳自治会にはいないが、他の大字にはいる。 

 

４．その他 

（１）地方創生推進交付金における採択事業の説明 

 辰巳委員：これらの事業の広報は、ホームページ等だけか。ホームページだけではお

年寄りが分からないことになる。 

    事務局 ；ホームページの他に町広報誌においてもお知らせする予定です。 

    辰巳委員：先日のオリンピック体操金メダルの水鳥さんの講演会でも、人が尐なかっ

た。せめて文化ホールをいっぱいにできるようにしてもらいたい。 

    健康福祉誯：事業については、プロポーザルを実施し、その選定の中で広報活動につ

いては、提案事項に入っているため、調整を行っていきたい。 

  

（総拢的意見） 

○ ８つの事業の選定について 

    安井委員：８つの事業について、どのように選定されたのか。 

    事務局 ：国によって平成２６年度にまち・ひと・しごと創生が言われたときに、交

付金の事業検討の要請があった。地方創生先行型とあるように、先行的な

事業として８つの事業を先行し、要望した。その後、総合戦略を策定して

いるが、計画に含めている事業もあるが、含めていない事業もある。 

    安井委員：自治会長会会長として、色々なアンケートなどに答えているが、若い人に

聞くと、公園を希望する母親が多い。また、町内でのアルバイトがしたい

という声も聞く。 

また、インター周辺の自治会長としても、色々な企業から土地の買収で話

があるが、雇用・仕事につながる会社を希望している。企業誘致には、道

路、水道、都市下水が必要となると思う。こういった公園等の整備が総合

計画にはあるが、今回の事業にないのはなぜか。 

    事務局 ：地方版総合戦略については、総合計画にぶら下がっているものとなる。公

園整備などは総合計画に盛り込まれると思うが、総合戦略には、個別具体

的な施策は載せておらず、目的に絞ったものとなっている。 

 

○ 観光拠点の整備について 

柳林委員：現在、太子道は日本遺産に申請を行っているが、日本遺産については、去

年明日香村が初めて認定された。太子道については、良い状態で現存して
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いるのは三宅町と田原本町のところであり、恋人の聖地もあるため、トイ

レの整備はしてもらいたい。また、先日の奈良の県立美術館で忍性展が開

催されたが、尐し PR が弱かったように感じる。もう尐し三宅町の忍性さ

んをアピールしてもらいたい。読売テレビがアニメーションを作成してい

るが、忍性展が終わった今からでも、忍性さんの社会福祉の思想は続くた

め、引き続き PR してもらいたい。 

置本委員：「忍性さんの会」９月１日に発足させ、１８０名で活動をしている。来年度

のイベントに向けて活動をしている。忍性さんグッズも検討している。 

 

○ 町の広報について 

柳林委員：現在田原本町の町長が変わって、議会ごとに記者会見を開催している。そ

のため、田原本町の報道が多くなった。磯城郡では、橿原記者クラブが担

当しているが、磯城郡までは足が遠い現状がある。三宅町も田原本町のよ

うに議会ごとに報道に向けた機会を設けるなど、積極的に広報を行うと PR

につながる。 

 

５．閉会 


