
令和元年度第２回三宅町地方創生推進委員会 議事要旨

開催日時 令和元年１１月２８日（木）午後１時３０分～午後３時００分

場 所 庁舎３階 第１会議室

出 席 者 衣川委員長、乾田委員、辰巳委員、置本委員、大西委員、岡本委員、北浦委員、

木村委員、岡山委員、柳林委員（計１０名）

事 務 局 みやけイノベーション推進部長、政策推進課長他１名

課 長 各担当課（園・センター・局）長

傍 聴 者 ０名

案 件 （１） 三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証等ついて

（２） その他

議事概要

１．開会

（１）報告事項

○委員の欠席報告

２．議事

（１） 三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証等ついて

基本目標１，２

事業名等 企業誘致数

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(1)

（回答）大和中央道の延伸は、都市計画道路路として奈良県が施工しております。事業主体

は、奈良県となっております。今後の予定は、買収が終わったところからブロック

単位で道路の拡幅工事を行うと伺っております。完成時期は、未定と伺っておりま

す。



事業名等 グローブ 100周年記念事業

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(2)

（回答）町民に対する周知活動については、広報誌、ホームページ及びツイッターやインス

タグラムなどのSNSを活用することにより情報の発信を行っていく予定です。

事業名等 基本方向

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(3)

（回答）2020オリンピック・パラリンピックに昨年度として直接関係した取組は、現在実

施していない状況です。しかし、野球・ソフトボールといった種目の活躍を今後応

援する企画を検討する方向で進めています。

事業名等 観光イベントでの集客数

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(4)

（回答）町民を対象とした講座やイベントはカウントしておらず、町外参加者が訪れるイベ

ントのみの集客数としていることから、観光の一環と捉えております。

【基本目標１，２の説明に対する質問及び回答】

（質問）三宅町は（奈良県内で）面積の一番小さい町なので、近隣の方が来られるというこ

とだとは思うが、それをカウントするのは少しさみしい。本当の観光事業という部

分について、集客を増やしていくというところは、理解しがたいところがある。

（回答）町外の方が来られるイベントとしまして、3年前では古墳発掘説明会があり、マラ

ソン大会では今年は太子道を走るなど、三宅町の観光資源を活かしたものを意識し

ております。今後そういったところに集客出来るように育てていきたいという思い

もあり、入れさせていただいております。

（質問）古墳の現地説明会は観光にあたるとは思うが、マラソン大会は観光イベントにはな

らないと思う。

（回答）マラソン大会に関して申し上げますと、町内より町外からの方が多く参加されてお

ります。古墳群の中や太子道を走ることにつなげていきたい、という思いを持って

おり、今後、観光イベントに発展できるツールであると考えております。



（質問）大和中央道は三宅町にとって、完成するとアクセスの関係で町の発展にもかなり寄

与するのではないかと思う。県の事業ではあるが町もどのくらいの進展状況を把握

しているのか。特に買収の割合はどのくらい進んでいるのか。

（回答）買収状況につきましては、今年の7月現在で全体の６２％と伺っております。完成

時期につきましては、町としても完成時期を把握したいため中和土木事務所へ確認

をしておりますが、未定と回答をもらっている状況となっております。

（質問）野球・ソフトボールの種目を応援する方向という回答ですが、具体的にはグローブ

を活用してなどあるか。

（回答）100周年事業を立ち上げて進めておりますので、グローブ100周年実行委員会も絡

んでくると思います。実行委員会で「野球・スポーツのまち」としておりますの

で、野球やソフトボール、また町では陸上も小学生の方でしておりますので、それ

らスポーツを応援出来る手法を検討し、後々に三宅町からオリンピックに関わる選

手を輩出するきっかけとなるような企画を考えていければと思っております。

（質問）応援出来る手法とは。

（回答）例えば、パブリックビューイングなどを実施し、日本で行われるオリンピックを三

宅町の子ども達も一緒に応援することを体験し、子ども達が将来的にオリンピック

の舞台にたちたいと思ってもらえるきっかけになるようなものを考えていきたいと

思っております。

（質問）基本方向の（9行目）「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。」とあるが、大きな目標だがこういったことをしているのか。

（回答）キャンプ地等に手を挙げてさせていただければ良かったのですが、三宅町には宿泊

施設がありませんので、応援に来た方などが奈良県に観光に訪れたとき、三宅町ま

で足を伸ばしていただけるような取組が出来ればと考えております。

（質問）その取組とは、どのようなことを考えているのか。

（回答）現在、県内で広域に連携をしております。その中で英語など多言語の観光ガイドブ

ックなどを作製し、参考ルートなどを作り連携地域を巡っていただけるような取組

を進めております。

（質問）野球やソフトボールのチームをお金のかからない方法で町へきてもらい、グローブ

の製造工場を見てもらうなど、の具体的な案はないのか。

（回答）現在はありませんが、グローブ100周年実行委員会と一緒に考えていきたいと思っ

ております。



（意見）2021年でグローブ生産が100年を迎えるので、どういったイベントをしようかと実

行委員会を発足し、様々な意見を出している。しかし、2020年オリンピックパラ

リンピックに関連しての案はほとんど出ていない。現在、検討しているのは、野球

教室も人数が減っており事業承継をどのようにしていけばいいのかをメインにしな

がら、2021年のイベントを考えて行こうと思っている。12月8日に奈良県出身のプ

ロ野球選手にきていただき三宅健民運動場で野球教室を開催する。その他にも町や

実行委員会からの声かけにより、経済産業省の方や奈良県の総務部長、観光局長な

ど色々な方に工場見学をしてもらい、そういった積み重ねが2020年のオリンピッ

クや2021年の100周年事業に繋がっていくのではないかと思う。決して動いてない

のではなく、町と関連しながら実行委員会も動いていきたいので、良い意見があれ

ば教えていただきたい。

基本目標３・４

事業名等 幼児園における待機児童数

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(5)

（回答）三宅幼児園における乳児の定員は、0歳児12名、1歳児18名、2歳児24名です。し

かし近年乳児からの保育を希望する方が増加していることに伴い、また、前年度0

歳児の入園希望が多いことより、年度途中より、0歳児15名、1歳児24名、2歳児

30名に定員変更をし受け入れ態勢を整えました。0歳児においては、定員をオーバ

ーしたため、年度途中より0歳児の月齢の高い子どもを1歳児へ移行するという形も

とり、受け入れました。また、3名が希望した際に、保育士が足らず希望月に保育

士がみつかれば、と回答をさせていただきましたが、その際に不承諾ということを

職場へ提出すれば問題ないということと、4月から入園可能ならば大丈夫との返事

を頂き、3名とも了解のもとの待機でした。余裕を持った態勢づくりには保育士確

保が必要ですが、年度途中での保育士確保は厳しいということもあり、今年度は3

名の待機が出ました。

事業名等 老朽危険空き家の解消

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(6)

（回答）町内における防災、防犯上危険な空き家の解体工事につきまして、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、老朽危険空き家の撤去を促進し、地

域の安全性の向上に資することを目的とした補助金を交付しております。



事業名等 耐震シェルター等助成件数

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(7)

（回答）耐震シェルターを設置している世帯の有無を把握しているわけではありませんが、

耐震シェルターに限れば現在のところ、補助事業の申請件数はありません。併せ

て感震ブレーカーの補助事業につきましては、昨年度までの 20件の申請件数に加

え、今年度新たに 6件の申請実績がありました。

事業名等 タウンミーティング等の参加延べ人数

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(8・9)

（回答）参加しやすい曜日・時間を検討して実施しております。また、自主的な参加を期待

して、自治会等の各種団体には動員といった依頼を行わず昨年度は実施いたしまし

た。まずは参加していただき、タウンミーティングとはどういったものなのか、ま

た住民の方が意見を述べられる場であることを理解していただくことが、先決であ

るということもありました。今後は自治会等へ協力をお願いして、まずは参加して

いただくことを進めて参りたいと考えております。

事業名等 各種保健事業の受診率・特定健診の受診率

※三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証シート質問一覧：質問番号(10)

（回答）特定健診とがん検診の受診率ですが、受診率算出方法が違っております。特定健診

対象者は、40～74歳までの三宅町国民健康保険被保険者。がん検診対象者は平成

30年度より変更になり、40歳以上の人口を対象者とし、医療保険の種別はありま

せん。そのため、単純に特定健診とがん検診の受診率を比較することは出来ないの

ではと思われることと、平成29年度までと平成30年度の受診率を比較することが

できません。県平均と比べての受診率ですが、県平均も同様に下がっているのです

が、概ね三宅町での受診率は県平均とほぼ変わらない状況となっておりますが、大

腸がん検診と子宮頸がん検診につきましては、県平均より若干少ない状況となって

おります。他のがん検診につきましても、日本全国で見ましても大腸がん、子宮頸

がんになられる方も増えておりますので、そこの受診率向上の取組というのは必要

となっております。平成30年度以前から実施しておりますが、40歳以上の方、子

宮頸がんでは20歳の方へ、がん検診を受診しましょうという「個別通知」を送付し

ており、引き続き行っていきたいのですが、子宮頸がん検診につきましては、子育

てをされている方もおられるので、託児も出来るような場所を作り、子育てをして

いる現役の方も受診しやすい環境を整えていくことで受診率の向上を図っていきた

いと考えております。



【基本項目３・４の説明に対する質問・意見及び回答】

（質問）老朽空き家の解消で先ほど回答いただいた一部補助金交付ということだが、割合か

上限の規約かもう少しお答えいただきたい。

（回答）老朽危険空き家解体事業補助金につきましては、平成26年度に制定され補助金30

万円を限度としております。平成30年度につきましては1件となっております。

（質問）老朽空き家について、町として現状空き家になっている所が何カ所あるのか、その

うち危険な状態になっているのは何件及びどこにあるのかを把握されているのか。

また、所有者へ補助金制度の告知をされているのかをお伺いしたい。

（回答）平成29年3月に三宅町空き家等対策計画を策定し、平成28年度に空き家の調査を実

施しております。その結果、空き家等候補と判定された件数が159戸、そのうち状

態の良い空き家が128戸、状態の悪い空き家が14戸となっており、その中で特定空

き家等候補と呼ばれる物が10戸。特定空き家等候補とは、①倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適

切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の

生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、となっておりま

す。特定空き家等候補10戸の状態ですが、適正な管理が行われている物が3戸、特

定非営利法人空き家コンシェルジュと業務締結を行っておりますが、空き家コンシ

ェルジュに登録相談をされている物が2戸、相続放棄が1戸、所有者不明であり現

在調査している物が1戸、除却済みが3戸のうち1戸が老朽危険空き家解体事業補助

金を活用されて解消されました。残りの2戸に関しましては、管理された状態で助

成金を使わず自主的に除却されました。

（質問）空き家の指定は専門家がしているのか。

（回答）特定空き家等については、特定空き家等の判断の参考となる基準等に基づくより詳

細な調査を行い、三宅町空き家等対策協議会の意見を踏まえて判定を行っていくこ

とになると思いますが、まだそこまでに至っておりません。

（質問）空き家が今159戸あると聞いたが、その方達はそこに居住するあるなしやそこをリ

フォームして賃貸しても良いなどそういったアンケートはとってないのか。

（回答）取っています。

（質問）他の市町村の例を見ておりますと、空き家をうまく改良している。空き家を貸して

もいいのか売ってもいいのかなど、統計を取ってもらい、産業管理課で空き家の把

握をしていただき、問合せがあればすぐに回答できるという状態になれば、商工会

の方でも利用者の募集が出来ると思う。

（回答）空き家の解消が町の業務であり、利活用というところまでたどり着けていない現状

です。昨今、空き家問題は全国的にクローズアップされておりますが、今後そうい

ったことも徐々にとりくめていけたらと思っております。

（意見）町の人口を増やそうとしている中で、例えば町の方でリフォームし賃貸するなどを

すると人口増に繋がる可能性もある。もっと町の方で情報を集めてもらうなどして

もらうと商工会としては助かる。



（意見）基本方向１の企業誘致は、空き地を探して来るや道路が出来てきたらなどとあるか

と思うが、産業管理課と土木まちづくり課は隣り合ってる課なので、情報交換をし

商工会を利用して連携をとっていってほしい。

（質問）空き家を売買するなど意思くらいは把握できるのでは。

（回答）状態の良い空き家に関しましては、不動産業者へ個人的に相談をされている方もお

られる。

（質問）所有者へ直接、アプローチは出来るのか。

（回答）難しい状況です。

（質問）三宅町に空き家バンクはあるのか。

（回答）NPO法人空き家コンシェルジュと空き家バンク登録も含め、業務提携しておりま

す。NPO法人のホームページに掲載はされております。

空き家バンクの登録は、消費者側と利用者側の登録となり、各々の承諾を得ないと

ホームページにアップできません。現在アップされているのが、三宅町内では3軒

となっています。商工会との連携につきましても、消費者の方のご理解を得て承諾

をいただけるのであれば、利活用方法も考えられると思われます。

（質問）新規就支援事業（P4)について、具体的に町として新規就農者を創出していくのに

どのような取組をしているのか。

（回答）新規就農者につきましては、国の方での5年間の限定補助金の利活用と町の単独事

業として100万円を上限として、燃料費等の助成を交付事業としてしております。

（質問）町として新規就農者を生み出していこうという、取組についてお聞きしたい。

（回答）表だった取組はしておりませんが、現在新規就農者が1名おられますので、町の広

報誌へインタビュー等を掲載するなど、周知及び支援をしていきたいと考えており

ます。奈良県だけでなく全国的に就農者を見つけることは難しいことなので、今後

も地道に取り組んで行きたいと思っております。

（意見）遊休農地等も多くあり、そういった農地などとマッチングしていくなどをし、目標

を3名に設定していることから毎年1名でも来てもらうようにしていただきたい。ま

た、空き家の利活用ということで、空き家とのマッチングをしていくような仕組み

作りをしていっていただきたい。町だけでは難しいかとは思うが、そういった仕組

み作りを他町の事例も参考にしながら行っていくのも良いのではないか。

（質問）幼児園の待機児童について、どこの市町村でも大なり小なり悩んでおられると思

う。設置基準に基づいて、施設面、職員数の配置がされていると思うが、三宅町の

場合、ある程度学級数が増えたとしても、施設面は大丈夫か。年齢があがるにつれ

て、学級数の増加も考えられると思われ、0歳1歳の場合は職員数が中心となってく

るでしょうし、保育者に対する対策をするというのは、例えば何かの形でストック

しておくや、あるいは資格のある方で勤務されていない方をストックしておいて正

式な職員が見つかるまで来てもらう等、色々と考えていると思うが、対策というの

はあるか。



（回答）施設につきましては問題はありませんが、現在乳児が増えてきておりますので、各

学年ごと2クラスごと確保はしておりますが、乳児に関しては定員数が一杯の状態

です。幼児につきましては、定員数までに空きがある状態で問題はなく、問題なの

は保育士の確保だけであって、免許を持っていない方へもホームページやハローワ

ークなどで、保育補助という形で案内等は色々な所へだしておりますが見つからず

の状態です。三宅町への交通の面やこちらの時間的なことが希望に添えないなどで

確保が出来ないため、ストックも出来ない状態です。また、年度当初に定員になる

かもわからないのでストックをするということが出来ません。年度当初に増えるこ

とがわかれば、確保は出来るのですが、それ以降どのように入所を希望されるのか

把握できてないので、年度途中で希望された場合、定員を超えたときに困ってしま

うという現状です。タイミング良く見つかる場合もあるのですが、派遣の方にお伺

いすると4月や9月は見つかりやすいがそれ以外は派遣先が決まっているので難しい

との話でした。色々な所へ声かけ等は行っているのですが、保育士を確保すること

がなかなか難しい状態となっています。

（質問）タウンミーティングをされていますが、今後も継続して年2回の開催か。2回の開催

の場合目標が300名なら、1回で150名の参加が必要となる。

（回答）年2回の開催予定をしております。また、タウンミーティングにつきましては、1回

につき50名程度の参加を考えており、そのほかにまちづくりトークとしまして、各

種団体等を回らせていただいている分とを併せて300名としております。

（質問）タウンミーティングの参加は、実績として35名とあるが期待以下の数字となってい

るが、参加人数を増やしたい意向はあるのか。それならば、自治会などへ協力を依

頼することも必要ではないか。

（回答）よろしくお願いいたします。

（質問）まちづくりトークを2回開催した団体はあるのか。

（回答）数カ所あります。

（質問）まちづくりトークで質問した内容に魅力ある回答をもらった場合、また参加してみ

ようと思う方もおられると思う。

（回答）まちづくりトークでの質問につきまして、その場もしくは後日に回答させていただ

き、フィードバックという形でまちづくりトークで質問したことについては、町長

に何らかの回答をもらえると理解していただければ、参加者も増えてくるのではと

考えております。

（意見）タウンミーティングでもまちづくりトークでも、三宅町としての方向性を皆さんに

示し、このように進んでいくと町長を始め職員からも説明すると町民の方も考えや

すいのではないか。例えば、ここへ道を作り、こういった効果があるということを

説明しないといけない。行政側からの説明の仕方も考えて行かないといけないのは

ないか。



（質問）健康診断について、現在日本の死亡率の1位はがんです。それを踏まえ、この結果

を見てると、とても受診率が低い。案内も私にも届いているが、なぜ低いのです

か。

（回答）以前より健康調査として聞き取りをしていますが、すでに何らかの病気で病院にか

かっており、その続きで年に1回検診をされている方もおられます。また、人間ド

ックを受けられる方もいます。町の国民健康保険に加入されている方の特定健診を

受けられる方の中には、国民健康保険の助成を受けながら人間ドックを受けられて

いる人数も含まれております。保険の中で人間ドックを受けられる方もあれば自分

でホテルのような所へ行き、すでに受診しているという方もいる。そのような方は

こちらの数字には入ってこないので、受診率が低くみえてしまいます。

（意見）企業では年に1回健康診断があり、そちらには腫瘍マーカーなどの項目もある。時

間を割いて、わざわざ町の検診とはならないので、低いのかもしれませんが、受け

ておられない方の中でどれだけの方が他で受けておられるのかということを見た場

合、また見方が変わってくるのかなと思う。

（回答）奈良県が平成31年3月に「奈良県重点健康指標による県内市町村の特性分析結果報

告書」を出されています。その中で奈良健康長寿基礎調査を数年ごとに調査されて

います。その調査を元に県内各市町村のがん検診の受診率を出されていますが、そ

の中での三宅町の受診率は、例えば胃がん検診では３７．９％、子宮頸がん検診で

は５０％と、高い数字となっています。奈良健康長寿基礎調査というものは、市町

村で行っているがん検診だけでなく、人間ドックや会社での検診も含んでおりま

す。では、三宅町の方は実際どうなのかということ把握するため、4月中旬に特定

健診の案内を発送する際、アンケート調査のはがきを同封しているのですが、その

回収率がとても低い状態です。はがきが返ってきたら、どこで検診をうけるのか、

なぜ受けないのかがわかる物になったと思うのですが、（回収率が）低かったため

再度その辺を吸い上げるような仕組みを考えないといけないと思っております。

（２） その他

○委員の任期について

○次回の地方創生推進委員会の審議内容等

３．閉会


