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１　つながり、支え合い、安心できるまちをめざす
２　出会い、高め合い、豊かな交流のあるまちをめざす
３　郷土愛を育み、未来への希望を創造するまちをめざす

～万葉の花、あざさが咲き誇る～
慈愛の風薫り、未来に光射すきらめきのまち、みやけ

　三宅町の将来像　～10年後のあるべきすがた～

　今後のまちの方向性　～施策の大綱～

１　子どもの「笑顔」はみんなの元気　～子育て～
２　あったらいいなを「カタチ」にする　～産業～
３　みんないきいき「支え合う」まち　～福祉～
４　みんなの「学びたい」をかなえる　～地域教育～
５　日々の暮らしに「潤い」を　～安心・安全、生活基盤～
６　みんなで創る三宅の「ミライ」　～協働・行財政～ 2

進化を加速する予算



会計区分 平成３１年度 平成３０年度 増減額

一般会計 36億円 35億4,000万円 6,000万円
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国民健康保険 8億1,300万円 7億8,800万円 2,500万円

後期高齢者医療 1億2,460万円 1億2,313万円 147万円

介護保険 7億7,000万円 7億4,000万円 3,000万円

公共下水道事業 3億5,700万円 3億1,800万円 3,900万円

水道
事業
会計

収益的収入 1億8,223万円 1億8,365万円 △142万円

収益的支出 2億1,785万円 1億8,145万円 3,640万円

資本的収入 671万円 4,758万円 △4,087万円

資本的支出 5,892万円 6,339万円 △447万円
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１．当初予算額の総額
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２．歳入予算の内訳

　自主財源は29.8％　



平成３0年度平成３１年度
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３．歳出予算の内訳

議会費 

6,278万円

総務費

９億1,147万円

民生費

11億2,210万円

衛生費

2億3,214万円

農林水産業費

3,408万円

商工費 

2,467万円

土木費 

4億4,090万円

消防費

1億6,857万円

教育費

2億3,777万円

公債費

3億4,143万円

予備費

 2,409万円 議会費

6,738万円

総務費

6億8,831万円

民生費 

10億8,566万円

衛生費

2億5,085万円

農林水産業費

4,168万円

商工費 

606万円

土木費

 5億7,351万円

消防費

1億8,037万円

教育費

 2億3,702万円

公債費

 3億7,729万円

予備費 

3,187万円



〔一般会計予算額：５億７，３７７万円〕
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・複合施設の建設に向けた設計・調査を行
います

複合施設整備事業
（9,224万円）【重点】

・地域の拠点となる総合施設の運営体制を
構築します

多世代が繋がるひとりひとりの居場所
創出事業　　　 （542万円）【重点】

・三宅町子ども・子育て支援事業計画を策
定します

子ども・子育て支援事業計画
（445万円）【重点】

・子育て世代の負担軽減、地域子育て支援 
 事業を推進します
・「アートで紡ぐ子育ての町みやけ」
 町外からの子育て交流を創出します

みやけ子ども・子育て応援事業
（517万円）

・幼児園・小中学校の連携強化
・特別支援教室・一次療育教室の充実
・町内在園児に対する私立幼稚園就園費
 補助（123万円）

三宅町の教育

ふるさと納税基金の活用による幼児園備品、
出産祝い品、小学校・中央公民館図書の購
入、着ぐるみ作成など

ふるさと納税基金活用事業
（280万円）

町単独助成による福祉医療制度の充実

福祉医療助成事業　
乳幼児医療    （473万円)
ひとり親家庭等医療（  91万円）



●取組内容
〇　複合施設の建設

　子育て支援、生涯学習、産業振興、町民交流、情報発信

　といった拠点機能を持たせ、子どもから大人まで常時利用者が出入りし、

 賑わいや魅力が創出される中枢拠点や、防災拠点として

「複合施設」を整備する。
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１　子どもの「笑顔」はみんなの元気　　～　子育て　～

●課題

〇 子どもが安心して集える空間の整備

〇 複合化等による施設サービスの展開

〇 交流機会の創出が必要

〇 公共施設の利用促進が必要

●現状 
〇 安心できる子どもの遊び場が
  少ない 

〇 公共施設の老朽化 

〇 地域交流が少ない  

〇 公共施設の利用者が少ない



趣味等の楽しみ方や
日常生活を充実できる

”自分の居場所”
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●　基本コンセプト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●　コンセプト（骨格となる考え方） 

子育て支援、生涯学習、
産業振興、町民交流、

情報発信

“しごと”の拠点
「地域産品の販売」

「コワーキングスペース」 

賑わいや魅力が創出される
中枢（ハブ）拠点

効果的な施設運営
（公設民営、町民主体の

施設運営等）

子どもから大人までの
町民が顔を合わせられる

施設とする。



過疎対策事業債等対象部分

事業費全体

※実質の町の負担部分

その他の地方債の対象部分国や県の補助金対象部分

●　資金計画

①　国や県等の補助金等をまず充てる。
②　過疎対策事業債を充てる。
③　その他財政的に優位な地方債を充てる。今年の４月に

地方創生推進交付金
３，２３８万円

交付決定
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施設イメージ（案）



●取組内容

〇　交流の機会の場の検討

〇　子ども会議の開催

　

三宅町 複合施設 運営方針（案）

さがす、みつける、

あ る か も
町民プロジェクトチーム会議

平成３０年１１月

遊びがあるかも？

学びがあるかも！

素敵な出会いが
あるかも！

新しいわたしを
見つけられるかも。

子どもも大人も
楽しめるかも！

たのしみが
あるかも…

１　子どもの「笑顔」はみんなの元気　　～　子育て　～

●課題
〇 子どもが安心して集える空間の整備
〇 複合化等による施設サービスの展開
〇 交流機会の創出が必要
〇 公共施設の利用促進が必要

●現状 
〇 安心できる子どもの遊び場が
  少ない 
〇 公共施設の老朽化 
〇 地域交流が少ない  
〇 公共施設の利用者が少ない
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●取組内容
〇　子育て＆アートイベントの開催
　「アートで紡ぐ子育ての町みやけ」の開催

〇　出産祝い品の贈呈　・　子育て支援用具の貸与
「祝い品の内容」 
  第１子：２万円相当 第２子：３万円相当 第３子以降：１０万円相当
「貸与品の内容」 
  ベビースケール
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１　子どもの「笑顔」はみんなの元気　　～　子育て　～

●課題

　〇 出生数の維持

 〇 子育て世代の負担の軽減

 〇 地域ぐるみでの子育て

 〇 三宅町の子育て支援のPR

●現状  
〇 平成２７年度から

  出産祝い品の贈呈

  子育て支援用具の貸与

〇 平成２８年度～平成３０年度
   ファミリーフェスタ開催



２　あったらいいなを「カタチ」にする　
　　～　産業　～ 〔一般会計予算額：１億６，２７４万円〕
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多世代が繋がるひとりひとりの居場所創
出事業（542万円）  【重点】（再掲）

複合施設整備事業
（9,224万円）【重点】（再掲）

企業立地促進
〇三宅1号線道路整備事業

（6,758千円）【重点】

主要幹線道路の町道三宅1号線を整備し
ます（５カ年計画）

〇工業ゾーン創出プロジェクトの推進
（476万円）【重点】

企業立地奨励金、土地情報整理業務

〇商業施設等立地促進
【重点】

近鉄石見駅周辺地区の特定区域指定によ
る奨励措置要件を緩和します

野球グローブ生産１００周年事業
（340万円）【重点】

グローブの生産地「みやけ」１００周年
プロジェクトを実施します

屯倉のおいしい発進（発信）事業
（39万円）【重点】

朝市（マルシェ）開催、キッチンカーに
よる三宅ブランドのPR促進します

キャッシュレスタウンの推進　【重点】

キッチンカーや町内事業所における
キャッシュレス化推進による地域の産業
振興、地域経済の活性化



●取組内容
　◎　町道１号線の拡幅工事を実施
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１　あったらいいなを「カタチ」にする　　～　産業　～

●課題
〇　インフラ整備
 京奈和三宅 I.C 付近は、県と連携した工業ゾーン
 創出プロジェクトの区域であるため、インフラ整
　備が必要
〇　安全対策
 三宅1号線はインターアクセス道路として大型車
 の交通量が増加しているため、安全対策が必要

【重点施策１】企業立地促進　「三宅１号線道路整備事業」
（当初予算額：6,758万円）

●現状
〇 京奈和三宅 I.C から西側
 奈良県が都市計画道路
 として整備中 

〇 京奈和三宅 I.C から東側
 三宅町が整備する

町道三宅１号線　事業区間

三宅ＩＣ西側地区

工業ゾーン創出プロジェクト候補地

京
奈

和
自

動
車

道

県
道
結
崎
田
原
本
線

町道三宅１号線

三宅ＩＣ



●取組内容
〇　商業施設等立地促進条例を一部改正
　・奨励措置の追加
 ・近鉄石見駅周辺に特定区域を指定
 
 新規奨励措置の追加 
  治水対策奨励金、給水装置設置奨励金、環境施設奨励金、緑地保全奨励金

 特定区域の奨励措置交付要件の緩和
  敷地面積、投下固定資産総額、常用雇用者数
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１　あったらいいなを「カタチ」にする　　～　産業　～

●課題

〇 近鉄石見駅周辺への商業施設等
  の誘致促進
 

【重点施策２】　企業立地促進　「商業施設等立地促進」

●現状
〇 平成２８年度
 商業施設等立地促進条例 制定
〇 平成３０年度
 近鉄石見駅周辺整備事業 完成
〇 平成３１年度
 商業施設等立地促進条例一部改正

 

具体的には



●取組内容
　

１　あったらいいなを「カタチ」にする　　～　産業　～

●課題
〇 「野球グローブ産業の町」という
  認知度の向上

〇 魅力発掘などが不足

〇 効果的なプロモーションの実施

【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
（当初予算額：340万円）

○平成３１年度
　・グローブ産業の現状把握、　
　　課題抽出
○令和２～３年度
　・ メインイベントの開催　など

●現状
〇 現在
 最盛期と比較して生産量は減少

〇 平成３０年度
 実行委員会の設置

〇 令和３年
 グローブ生産開始100年

実
行
委
員
会
の
設
立

○目標
　・ 新規開業者の移住　　　　　
　・ 販路の新規開拓　　
　・ ふるさと納税による
　　　　地場産業の促進
　・ 伝統工芸品指定　など
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2018年度　　
（準備）

2019年度　　　　
【現状調査】

2020年度　　　　
【プレイベント】

2021年度  　　　　　　　　　
【メインイベント】

【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
（当初予算額：340万円）

地場産業の
活性化

地域の
活性化

郷土への
愛
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【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
（当初予算額：340万円）
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朝日放送「おはよう朝日です」でのPR



 

三宅町オリジナルナンバープレート

３種類のデザイン候補から、町内在住・在勤者を対象に
投票を行い決定しました。

３月２０日から原動付自転車の
オリジナルナンバープレートとして

     限定１００枚！交付しています

【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
（当初予算額：340万円）
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小学校の卒業生に、野球グローブ・ミットの革で作られた
卒業証書のレプリカを贈呈しました

【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
（当初予算額：340万円）

三宅小学校卒業証書レプリカ
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ふるさと納税チラシや封筒等

【重点施策３】　　野球グローブ生産１００周年事業
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●取組内容
〇　イベントの実施
　特産品及び三宅町野菜生産拡大を促進するイベント
　（朝市）の実施
　　・特産品育成品目（金ゴマ・サトイモ）
  ・奈良県の指定産地品目（ほうれん草）
　　・特定野菜等対象産地品目（いちご）
〇　キッチンカーを利用した起業支援の実施 22

１　あったらいいなを「カタチ」にする　　～　産業　～

●課題
 

〇 特産品生産量のさらなる拡大

〇 商業（飲食業）での雇用創出

【重点施策４】　　屯倉のおいしい発進（発信）事業
（当初予算額：39万円）

●現状 
〇 平成２６年度
 特産品育成品目を設定
〇 平成２７年度～
 イベント等を開催して特産品の
 普及啓発
〇 現状
 特産里芋を使用した焼酎の定着
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【重点施策４】　　屯倉のおいしい発進（発信）事業
（当初予算額：39万円）

さといも焼酎
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【重点施策４】　　屯倉のおいしい発進（発信）事業
（当初予算額：39万円）

フードフェスティバル（昨年）

生産者のみなさま

今年の「朝市（マルシェ）」
につなげていきます



●取組内容
　

〇　キッチンカーなどでの
　キャッシュレス化の実施

　キャッシュレス化対応の
 タブレット端末を用いて、
 キッチンカーや地場産業に
 キャッシュレスを導入する。 25

１　あったらいいなを「カタチ」にする　　～　産業　～

●課題
 
〇 町内のキャッシュレス化の推進

【重点施策５】　　キャッシュレスタウンの推進

●現状 
 
〇 全国的にキャッシュレス化が
  推進されている

〇 外国人などのインバウンドへ
  の対応ができていない



●取組内容
　

〇　スマホ決済の導入

　今年４月から
　スマートフォン決済が
　できるようになりました

 ・対象税目
　　　住民税
   固定資産税
   軽自動車税
   国民健康保険税
　

26

【重点施策５】　　キャッシュレスタウンの推進



〔一般会計予算額：８億３，０２７万円〕
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多世代が繋がるひとりひとりの居場所創
出事業（542万円） 【重点】（再掲）

複合施設整備事業
   （9,224万円）【重点】（再掲）

地域福祉計画・地域福祉活動計画策定
（291万円）【重点】

三宅町地域福祉計画・地域福祉活動計画
を策定します

高齢者福祉計画・介護保険事業計画
（68万円）

高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策
定します

生活支援コーディネーター
（介護会計180万円）

日常生活支援が必要な高齢者の生活ニー
ズとサービスや社会資源をコーディネー
トします

地域包括ケアシステムの充実
（介護会計）

地域包括支援センターを拠点とした在
宅医療と介護サービスの連携、地域活
動への支援を行います

福祉医療助成事業
　心身障害者医療費助成事業（97万円）
　老人医療費助成事業　  　 （57万円)

町単独助成により福祉医療制度を充実さ
せます



●取組内容

〇　三宅町地域福祉計画・三宅町地域福祉行動計画の策定
　多分野にまたがる地域課題に対して、横断的に改善していくために、
「当事者の努力」、「地域の支え合い」、「公的支援や社会保障制度」の
３つを組み合わせた地域福祉の仕組みをつくる、
「地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定します。

・「地域福祉計画」とは、行政と民間の協働の在り方を明確にする計画
・「地域福祉活動計画」とは、社会福祉協議会を中心とした民間相互の
 協働の在り方について明確にする計画
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３　みんないきいき「支え合う」まち　～　福祉　～

●課題 

〇 住民の抱える福祉、介護、医療、
 就労などの幅広い問題への対応が
 必要

〇 子どもから高齢者までの、あら
 ゆる分野の施策を連携させる

●現状 
〇 平成３０年度
 地域福祉計画の策定が義務化

〇 現状
 高齢者・障がい者・子ども・健康 
 増進などの分野ごとの計画を策定



〔一般会計予算額：　８，３６４万円〕

29

多世代が繋がるひとりひとりの居場所創
出事業（542万円） 【重点】（再掲）

複合施設整備事業
（9,224万円）【重点】（再掲）

三宅町の教育（再掲）
〇幼児園・小中学校の連携強化
〇特別支援教室・一次療養教室の充実
〇町内在園児に対する私立幼児園就園
 費補助       （123万円）

三宅町マラソン大会の充実　　【重点】

太子道や三宅古墳群を巡るコース設定に
よるスポーツ振興を図ります

文化財保護事業（三宅古墳群）
（660万円）【重点】

三宅古墳群の調査・研究による史跡指
定を目指すとともに、三宅町の歴史や
魅力等の情報を発信します

人権尊重のまちづくり　　　　【重点】

人権を尊重し合えるまちづくりの実現
人権施策に関する意見交換会を開催し、
人権基本計画を策定します

生涯学習講座
（119万円）

積極的に生きがいを求め豊かな人生を
送れるよう、年齢層に応じた生涯学習
講座を実施します



●取組内容

 〇　人権施策に関する基本計画の策定

 〇　人権相談の実施・情報発信の充実

　〇　人権尊重意識の普及啓発
 ・ 人権啓発交流事業の開催 ・ 人権を確かめ合う町民集会の開催
 ・ 人権研修への職員の参加 30

みんなの「学びたい」をかなえる　～　地域教育　～

●課題
 

〇 今なお人権侵害が存在

〇 インターネットを通じた新たな
  形態での差別行為も発生

●現状
〇 毎年度実施
 ・ 人権を確かめ合う町民の集い
  の実施
 ・ 人権啓発相談の実施
    地区別懇談会の実施
 ・ 人権啓発交流事業の実施
〇 平成３０年度
 三宅町人権尊重のまちづくり条例
 の策定
〇 



●取組内容
　

〇　太子道や三宅古墳群をめぐる
　　コースでのマラソン大会を実施

 
  
　

31

みんなの「学びたい」をかなえる　～　地域教育　～

●課題
 

〇 さらなる参加者の増加

〇 町の観光資源をアピール
 できる機会として活用

●現状 
〇 平成２７年度～
 町外からの参加者も可能となる

〇 平成３０年度
 参加者４６９人（申込者５４２人）
 仮装コンテストも開催

アンノ山古墳



●取組内容

〇　アンノ山古墳について発掘調査を実施

 アンノ山古墳とは
  位置：三宅小学校北側
  規模：全長４０．５ｍの前方後円墳
  年代：６世紀中頃以降
  
　 32

みんなの「学びたい」をかなえる　～　地域教育　～

●課題
〇 三宅古墳群のほとんどが未調査
  実態把握が進んでいない

〇 古墳の多くが大きく壊され、
  早急に保護・保存策を検討する必要

●現状 
〇 平成２６～２８年度
 瓢箪山古墳の発掘調査
 → 犬形埴輪の出土

〇 平成２９～３１年度
 アンノ山古墳の発掘調査

アンノ山古墳



●発掘調査の成果

〇　アンノ山古墳（平成２９年度～）
・墳丘西側の耕作地の調査を実施
・本来の墳丘部分と周溝を検出し、前方後円墳と判明
・周溝内から須恵器が出土
・埴輪が出土しなかったため、６世紀中頃以降に築造の可能性
・墳丘の規模は今年度調査予定

 
　

33
アンノ山古墳 アンノ山古墳



５　日々の暮らしに「潤い」を　～　安心・
　安全・生活基盤 〔一般会計予算額：６億５，６８５万円〕

34

多世代が繋がるひとりひとりの居場所創
出事業（542万円） 【重点】（再掲）

複合施設整備事業
（9,224万円）【重点】（再掲）

災害対策事業
〇洪水ハザードマップ作成事業

（390万円）
〇ため池防災対策事業      （80万円）
〇街路灯LED化事業　    （549万円）
〇避難所における災害用備品の充実

（178万円）
〇感震ブレーカー・防災シェルター
　補助事業　　　　　   　（86万円）

空き家コンシェルジュの活用による利活
用希望者や利用者へのサポートと定住促
進を推進します

空き家対策推進事業       （125万円）

高齢者等の医療機関や買い物などの支
援を行い、経済的負担の軽減及び町民
の交通手段の確保を図ります

地域公共交通事業　　　　（872万円）

住宅新築または新規購入の補助による定
住促進を図ります

UIターン推進事業　　　　（650万円）



●取組内容
　

〇　洪水ハザードザードマップの作成

 県が想定最大規模降水を想定した見直し

 町も県の浸水想定に

 基づきハザードマップ

　の再作成を行います

35

●課題

〇 防災対策の啓発

〇 避難所の機能強化

〇 浸水地域の対策

【重点施策１】　災害対策事業
（当初予算額：４７０万円）

●現状 
〇 平成２９年度
 台風１８号による災害
 （町内の一部に浸水被害）
〇 平成３０～３１年度
 地域防災計画の改訂

現在の洪水ハザードマップ 平成２９年の台風18号



６　みんなで創る三宅の「ミライ」
～協働・行財政～ 〔一般会計予算額：１２億９，２７３万円〕

36

多世代が繋がるひとりひとりの居場所創
出事業（542万円） 【重点】（再掲）

複合施設整備事業
（9,224万円）【重点】（再掲）

公共施設等の個別施設計画
（666万円）

公共施設等の個別施設計画を策定します

水道広域化事業（水道会計）

令和４年（2022年）４月運営予定の水
道事業の磯城郡広域化を実施します

三宅町タウンプロモーション事業
（506万円）

飛鳥ナンバー協議会・町イチ！村イ
チ！など、観光資源を活用した情報発
信による観光事業等の健全な発展と地
域の活性化を図ります

三宅町タウンプロモーション事業
（506万円）

まちづくり協働推進

住民との直接対話による住民主体のま
ちづくり、住民と行政による共同のま
ちづくりを推進します（ワークショッ
プ、タウンミーティングの開催）

官民学の広域連携の推進

奈良学園大学・奈良県立大学との大学
機関、奈良県・大和まほろば定住自立
圏との広域連携、協定事業者との連携
による民間活力の活用します

山辺・県北西部広域環境衛生組合市町村
負担金         （372万円）

2023年運営予定の山辺・県北西部広域
環境衛生組合に対する市町村負担金



●取組内容

〇　磯城郡３町での水道事業の広域化を実施します
　広域化の内容

・磯城郡広域水道事業体一部事務組合を設置

   （県域水道一体化に向けたモデル事業）

・県域水道一体化（令和８年４月予定）
37

６　みんなで創る三宅の「ミライ」　～　協働・行財政　～

●課題

〇 浄水場などの老朽化

〇 自己水（井戸水）の供給の

  安定化

〇 安定した水道事業の運用

 

【施策１】　水道広域化事業

●現状 
〇 平成２８年度～
 磯城郡で水道広域化推進協議会を設置

〇 平成３０年４月～
 磯城郡広域水道事業体設立準備室を設置

〇 令和４年４月～（予定）
 磯城郡水道事業の広域化の運用開始 
 
 



●取組内容

〇昨年度新たに締結した連携協定

５月  ：奈良県立大学と包括連携に関する協定を締結

８～３月：町内事業所（３件）と見守りあんしん協定を締結

８月  ：JAF奈良支部と観光振興に関する協定を締結

１０月 ：奈良県柔道整復施術師会、奈良ベンダー株式会社と

     安全・安心まちづくり推進の連携・協働に関する協定を締結

１２月 ：NIPPON　Tablet株式会社と連携協力に関する協定を締結

38

６　みんなで創る三宅の「ミライ」　～　協働・行財政　～

●課題

〇 さらなる広域連携の実施

【施策２】　官民学の広域連携の推進

●現状 
〇 官民学との連携
 大学：奈良学園大学・奈良県立大学
 官 ：奈良県
    大和まほろば定住自立圏
 民 ：各種協定事業者 
 



●取組内容

〇　県内１０市町村でのごみ処理の広域化を実施します
 大和高田市・天理市 ・山添村 ・三郷町 ・安堵町
 川西町  ・三宅町 ・広陵町 ・上牧町 ・河合町

※ 操業開始予定：２０２３年度（令和５年度） 

39

６　みんなで創る三宅の「ミライ」　～　協働・行財政　～

●課題

〇 ごみ処理施設の建設

 

【施策３】　山辺・県北西部広域環境衛生組合市町村負担金
（３７２万円）

●現状 
〇 従来
 ごみ処理を天理市、田原本町に
 委託 

〇 平成２８年度～
 県内１０市町村で組合を設立

 



ご清聴ありがとうございました


