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　全国的に少子・高齢化が進む中、三宅町においても、６５歳以上の人口の割合が３０

％を超える一方、１５歳未満の人口の割合は１０％を切ろうとしています。また、平成

５年のピーク時において８，６７２人であった本町の人口は、平成２８年１月には、７，

０９８人まで減少しています。このような状況になる要因としては、若者の未婚化・晩

婚化・晩産化に伴う出生率の低下とともに、雇用環境の厳しい情勢による若者の都市部

への流出が生じていることが挙げられます。

　平成２６年１２月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、国において地方創生

本部が立ち上がり、全国的な取組として人口減少への対応が喫緊の課題となっている中、

本町においては２０１０年に策定された「三宅町第３次基本構想」において、京奈和自

動車道三宅インター開設を契機とした周辺整備の効果等を最大限に活用するとともに、

子ども・子育て家庭や高齢者を対象とした様々な施策による住みやすさの向上、歴史・

文化の継承による住民のまちへの愛着を高めるなど、多面的な取組から定住促進を図り、

特に若い世代の人口の減少を抑制することを目指してきました。その結果、日本創生会

議における消滅可能性都市には該当しなかったが、人口減少は解消されておりません。

　そのため、本町においても、「三宅町地方人口ビジョン」とともに、「三宅町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、平成２８年度においては、社会情勢

に応じて、第３次基本構想をさらに発展させるため、総合計画としての第４次基本構想

を策定し、まち・ひと・しごとの創生の好循環の確立に向けて、様々な地方創生の施策

を展開していくことで、町民の皆さまはもちろん、町外の方からも「三宅町で暮らし、

子どもを産み育てたい」と思っていただけるようなまちづくりを行い、また、三宅町を

もっと全国に知ってもらい、子育て世帯や若者の定住を促すことにより、本町のスロー

ガンである「夢と活力とうるおいに満ちたまちづくり」を実現して参ります。

　最後に、本総合戦略の策定にあたりご尽力いただいた「三宅町地方創生推進委員会」

の委員の皆様をはじめ、ご協力・ご支援いただいた町民の皆様や関係者の皆様に心から

感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅町長　志　野　孝　光

削除はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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１．総合戦略とは

１－１　総合戦略の基本的な考え方

○　人口減少時代の到来にあたり、国は、平成２７年度から平成３１年度の５カ年を計画期間

　とする「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。（平成２６年１２月）

○　地方においても、国と一体となり、地域独自の課題解決に向けて、「地方人口ビジョン」

　及び「地方版総合戦略」の策定が要請が行われた。

○　本町においても、「人口が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口の減少を加速さ

　せる」という負の連鎖に陥っており、人口減少を克服し、本町経済社会の創生を成し遂げる

　ことを目標とし、国、奈良県、近隣市町村とともに、危機感と問題視を共有し、人口や経済、

　地域社会の問題に対して一体的に取り組む必要が何よりも重要である。

○　このことから、本町においては、まず、「三宅町人口ビジョン」により、本町の現状把握

　及び分析を行い、この現状分析をもとに、国、県の総合戦略を勘案した、「三宅町まち・ひ

　と・しごと創生総合戦略」を策定する。

地域独自課題についての現状分析
○人口は、H5年（8,672人）をピークに
　減少し、H28年で7,098人まで減少。
○合計特殊出生率は１．２６（県内２３位）

○２５歳～２９歳の未婚率が増加。
○平均初婚年齢は男女ともに３０歳前後。
○町外への通勤者は７０％を超える。
○転出は、通勤地と合致する傾向にある。

国 　 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 総 合 戦 略

人 口 ビ ジ ョ ン 総 合 戦 略

奈 良 県 地 方 創 生 総 合 戦 略

○しごとの創生
　地域経済の好循環を促すことで、雇
　用の創出を行う。

○ひとの創生
　地域独自課題への対策を行うことで
　人口減少を抑制する。

○まちの創生
　ひと、しごとを支える地域の活性化
　を図る。
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人口減少と地域経済縮小の克服
　①「東京・大阪への人口集中」を是正する。

　　地方から東京圏・大阪圏への人口流出に歯止めをかけ、「東京一極集中」及び「大
　阪圏への人口流出」を是正するため、「しごとの創生」と「ひとの創生」の好循環を
　実現するとともに、東京圏の活力の維持・向上を図りつつ、過密化・人口集中を軽減　
　し、快適かつ安心な環境を実現する。
　②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。

　　人口の減少を克服するために、若い世代が安心して就労し、希望に沿って結婚し、
　妊娠・出産・子育てが出来るような社会経済環境を実現する。
　③地域の特性に即して地域課題を解決する。

　　人口減少に伴う地域の変化に柔軟に対応し、地域が直面する課題を解決し、地域の
　中において安全・安心で心豊かな生活が将来にわたって確保されるように住みよいま
　ちづくりを推進する。

まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立
　①しごとの創生
　　雇用の質の確保・向上に注力するとともに、将来に向けて安定的な雇用の量の確保
　・拡大を実現する。
　②ひとの創生
　　地方への新しい人の流れをつくるため、しごとの創生を図りつつ、若者の地方での
　就労を促すとともに、地域内外の有用な人材を積極的に確保・育成し、地方への移住
　・定着を促進するための仕組みを整備する。
　③まちの創生
　　「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、人々が、地方での生活やライフ
　スタイルの素晴らしさを実感し、安心して暮らせるような、「まち」の集約・活性化
　が必要となる。そのため、それぞれの地域の特性に則した地域課題の解決と、活性化
　に取り組む。

１－２　国のまち・ひと・しごと総合戦略
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奈良県の人口

　１９９９（H11）年にピークの144万人に達して以降、人口減少
　が始まっている（H28年1月現在136万人）。

　○典型的なベッドタウン
　　・県外就業率は２９．９％で全国１位
　　・昼夜間人口比率の低さは全国で３番目

　○未婚化、晩婚化、晩産化
　　・合計特殊出生率は1.27で全国ワースト３位
　　・出生数は10,000人を割り込む
　　・２５歳から３４歳男女の未婚率は急激に上昇
　　・平均初婚年齢は年々上昇、晩婚化が進行
　　・母の平均出産年齢は上昇、晩産化が進行

将来展望

　２０６０（H72）年に人口１０５万人以上を目指す。

①住んで良し
　すべての県民が健やかで安心して暮らせるまちづくりを進める。

②働いて良し
　脱ベッドタウンを図り、仕事の場を奈良でつくるため、「産業興し」
　「企業誘致」などに取り組む。

③訪れて良し
　２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、観光・文化・
　スポーツ振興などに取り組み、誇り高い奈良を売り出す。

人
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１－３　奈良県地方創生総合戦略について
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２－１　人口ビジョンにおける現状認識

○三宅町の人口は、三宅町人口ビジョンでも示すとおり、平成５年の８，６７２人をピークに

　既に減少し続けている。年齢３区分別人口においては、平成８年を境に、年少人口（０～１

　４歳）を老年人口（６５歳以上）が上回り、生産年齢人口（１５～６４歳）については、平

　成２年から減少し続けている。

○人口減少は本町経済に対し、消費市場の規模縮小だけではなく、町を支える産業の人材不足

　や、経済の低迷を生み出しており、民間事業所における事業の縮小を迫られるような状況も

　生じている。

○こうした「地域経済の縮小」は、町民の経済力の低下とともに、「若者の雇用状況の悪化」

　につながり、高齢化の進展もあいまって、地域社会の様々な基盤の維持を困難としている。

○このように、本町は「人口減少」が「地域経済の縮小」を呼び、「地域経済の縮小」が「若

　者雇用状況の悪化」を呼び、「若者の雇用状況の悪化」が、さらに「人口の減少」を加速さ

　せる。という負の連鎖に陥っており、人口減少を克服し、本町経済社会の創生を成し遂げる

　ため、以下の基本的視点から、国、奈良県、近隣市町村とともに、危機感と問題視を共有し

　、人口や経済、地域社会の問題に対して一体的に取り組む必要が何よりも重要である。

出生率の低下による自然減 ・転出過剰による社会減

２．三宅町まち・ひと・しごと創生総合戦略

少子化

町外への就職

自然減

未婚率の上昇
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○国は人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、「自立性」「将来性」「地域

　性」「直接性」「結果重視」を「まち・ひと・しごと創生に向けた５原則」として掲

　げ、それに基づいた施策展開の必要性を示している。

○したがって、三宅町においても、国の施策５原則を踏まえ、本町としてのまち・ひと

　・しごとの５原則を次のように定め、関連する施策の展開を図る。

まち・ひと・しごとの５原則を踏まえた施策展開

「まち・ひと・しごと５原則」

（１）自立性　

　　　各施策が一過性のものにならないように、町、民間事業者、個人等の自立につな

　　がるような地域の人材の積極的な確保育成を行う。　　

（２）将来性　

　　　三宅町の魅力の向上につながる事業や施策を展開させ、「夢と活力とうるおいに

　　みちたまちづくり」を実現させる仕組みづくりを行う。

（３）地域性　

　　　客観的なデータによる地域の実情や将来性の分析、事業の持続性の検証の結果を

　　反映させた画一的な手法や、縦割り的な支援でなく、地域の実態に合った施策を実

　　施する。

（４）直接性

　　　限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、まち・ひと・しごとの

　　創生に直接的に支援する施策を集中的に実施する。

（５）結果重視

　　　目指すべき成果が、具体的な数値目標である重要業績評価指数（ＫＰＩ）として

　　設定し、成果の検証結果を反映させるＰＤＣＡサイクルにより、取組改善を実施す

　　る。

２－２　基本方針
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２－３　ＰＤＣＡの枠組み

ＰＤＣＡサイクルの整備

　短期・中期の政策目標についての進捗については、アウトカム指標※１を原則とした重
要業績評価指標（KPI）※２で検証、改善する仕組み（PDCAサイクル）を確立する。こ
れにより、地域の特性や資産を的確に把握し、事業の改善等今後の施策に反映を行う。
　検証に関しては、住民、議会、産業、大学、県、金融機関、マスメディアなどの外部
有識者により構成された三宅町地方創生推進委員会及び庁内組織である三宅町地方創生
本部において、地域経済分析システム（RESAS）などの客観的データを用いて、評価・
検証を実施する。

Ｐｌａｎ （計画）

○三宅町まち・ひと・しごと創生総合
　戦略の策定

○KPIの設定

Ｃｈｅｃｋ （評価）

　○三宅町地方創生本部・三宅町地方
　　創生推進委員会において、客観的
　　なデータを用いて目標としたKPI

　　での評価・検証を実施

Ａｃｔ（改善）

　○評価・検証の結果に鑑み、各政策
　　の改善を実施

　○必要に応じて総合戦略の見直しを
　　実施

Ｄｏ（実行）
　

　○担当課による計画に基づく施策の
　　実施

※１　アウトカム指標とは、行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、その
　　　結果として住民にもたらされた便宜（アウトカムに関する数値目標をいう。

※２　重要業績評価指標（KPI）とは、Key Performance Indicatorの略称であり、施策ご
　　　との進捗状況を検証するために設定する指標をいう。
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○本町においては、人口ビジョン・地方版総合戦略の策定及び計画実施の管理体制とし
　て、次の２つの組織を設置しました。
○この２つの組織にて計画実行の管理、評価を行い、地方創生を実現・推進していく体
　制をとっています。

実施管理体制

広域連携

○地方創生において、県、市町村、大学など様々な広域的な連携を活用、強化、促進を
　図っていきます。

２－４　実施管理体制及び広域連携

推　進　組　織 役　　　　割 主な構成員

三宅町地方創生本部
三宅町まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定、実行管理・意
思決定を実施

本部会：町長、副町長、教育長、
部長級職員、健康子ども局次長、
会計管理者、議会事務局長、
部会：課長級職員

三宅町地方創生推進
委員会
（外部有識者会議）

町民・議会・産官学金言などの
有識者で構成し、総合戦略及び
関連施策の評価を行う。

自治会長会、議会議員、大学副学
長、商工会会長、町内産業関係者、
県職員、教育委員長、教育関係者、
金融機関、マスコミ関係者等

広　域　連　携 役　　　　割 連　携　団　体

奈良県と三宅町と
のまちづくりに
関する包括協定

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
うことを目的とする。

奈良県

大和まほろば広域
定住自立圏

天理市を中心とする圏域について、中長期的な観点
から目指す将来像及びその実現のために必要な具体
的な取組を促進する。

天理市、山添村、
川西町、田原本町

大学との連携
町と大学が、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
成に寄与することを目的とする

奈良学園大学
奈良県立大学
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○人口減少については、三宅町人口ビジョンにおける将来推計人口での条件である①人

　口置換出生率２．０７の実現※１ 、②転入・転出による人口増減を均衡させることを

　実現させ、２０４０年で５，９００人、２０６０年で５，１００人の人口確保を目標　

　とする。

２０４０年に５，９００人、２０６０年に５，１００人

２－５　目標

三宅町の総合戦略の位置付けと計画期間

○総合戦略の位置付け

　三宅町基本構想を基礎とした上で、人口ビジョンの活用など、客観的な分析に基づい

て本町の課題を把握・整理し、その解消に向けて、一定のまとまりの政策分野ごとに戦

略の基本目標や具体的な施策の設定をおこない、本町の自主性・主体性を発揮しながら、

まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する戦略として位置付

ける。

○計画期間

　国と県の総合戦略を勘案しつつ、効果の高い施策を集中的に実施していく観点から、

計画期間は、２０１５（平成２７）年度～２０１９（平成３１）年度の５年間とする。

２－６　計画の位置付け・計画期間

８

三宅町
まち・ひと・しごと

創生総合戦略「人口減少対策」等
地方創生に係る施策
を抽出

三宅町
第3次基本構想※２

各分野に
おける

各種計画

三宅町
地方人口ビジョン

現状分析
将来展望

（※２）　三宅町第４次基本構想策定予定（Ｈ２８年度）　

（※１）人口置換水準とは、人口が将来にわたって増えも減りもしないで、親の世
　　　　代と同数で置き換わるための大きさを表す指標（厚生労働省）

三宅町
第4次基本構想※２

総合計画



「まち」
○地域の特性に則した課題の解決

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

２－７　政策の方向性

人口減少と地域経済縮小の克服

○「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立すると
ともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻すことを目指す。

「しごと」
○「雇用の質・量」の確保・向上

「ひと」
○有用な人材確保・育成
○結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援

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

基本目標２　
　地方に新しいひとの流れをつくる

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　

９



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

（１）企業誘致の実現
（２）地場産業の競争力の強化
（３）稼げる農業の創出

基本目標２　
　地方に新しいひとの流れをつくる

（１）タウンプロモーションの実施
（２）文化・スポーツなどによる観光事業の推進
（３）移住・定住の促進

３－１　施策の基本目標

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

（１）若者の結婚への支援
（２）（１）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
（３）（２）子ども・子育て支援の充実
（４）（３）男女共同参画社会の推進

３．今後の施策の方向

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

（１）地域と地域をつなぐ暮らしやすいまちづくり
（２）居場所づくりと協働のまちづくり
（２）（３）三宅町の個性を守り、活かす地域づくり
（３）（４）健康長寿社会づくり「みやけウェルネス２０２５」
（４）（５）官民学の広域連携の推進

１０



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　

４－１　雇用創出

４．政策パッケージ

１１

○　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
　します。
　
○　また、「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
　ける雇用を創出します。

○　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、農業の活性化を図り
　ます。

基本的方向

　

　

数値目標

指　標 基準値 目標値

企業誘致数 １社（H27年） 延べ４社（H31年）

町内事業所における
従業者数

１，４３５人（H24年） ２，２００人（H31年）



４－１－１具体的な施策

（１）企業誘致の実現

　○　奈良県の工業ゾーン創出プロジェクトと連携し、京奈和自動車道三宅インター
　　Ⅰ.Ｃ開通及び都市計画道路大和郡山川西三宅線（通称：大和中央道）の延伸によ
　　る交通の利便性の向上という利点を活かした新規企業の誘致及び、町内企業の事業
　　拡大の促進を図る。

１２

 主な取組

企業立地促進事業の推進

・企業立地促進奨励金による製造業などの企業誘致の促進

・企業立地促進地域経済牽引事業に係る固定資産税課税免除による企業誘致の促進

・商業施設等立地奨励金による商業施設などの誘致の促進

奈良県工業ゾーン創出プロジェクトの推進

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

基準値 目標値

企業誘致数 １社（H27年） 延べ４社（H31年）

町内事業所における
従業者数

１，４３５人（H24年） ２，２００人（H31年）

三宅ＩＣ

【取組の概要】

○企業誘致推進事業

　平成２７年３月に京奈和自動車道三宅インターⅠ.Ｃが開通し、
都市計画道路大和郡山川西三宅線
（通称：大和中央道）の延伸によ
り三宅町の交通アクセスの利便性
が大きく向上することを活かし、
三宅インターⅠ.Ｃを中心とする地
域への企業誘致を進めています。
　平成２８年２月には、企業
誘致第１号となる商業施設が
オープンいたしました。



１３

（２）地場産業の競争力の強化

　○　地場産業である革製品製造業などの既存町内企業を支援することで、さらなる地
　　域経済の底上げを図る。

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

基準値 目標値

町内事業所における
製造品出荷額

８４億４００万円(H24年) ９２億４４００万円(H31年)

ふるさと納税額 ３４２万円(H27年) ６００万円(H31年)

主な取組

町内産業への支援の充実

・ふるさと納税を活用した地場産業の特産品のＰＲ

・企業奨励金による事業拡大・雇用創出への支援

【取組の概要】

○ふるさと納税推進事業

　平成２７年度よりふるさと納税制度を活用し、三
宅町の特産物の普及促進を図ること、及び、「子ど
もたちの健全育成、教育推進に関する事業」などの
財源の確保を行うため、地場産業であるスポーツ用
品をはじめとする特産品を返礼品と
して全国からの納税者に向けてお届
けしております。


