
令和元年度第1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8月 28日（水）午後1時 30分～午後 3時 

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、金山委員、置本委員、吉川委員、大西委員、 

        岡本委員、北浦委員、木村委員、岡山委員、柳林委員、吉田委員（計 13名） 

事 務 局  みやけｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部長、政策推進課長他 1名 

事務担当  みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト・・・3名 

        屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業・・・1名 

傍 聴 者  なし 

案   件  （１）地方創生推進交付金（平成 30年度実施分）の効果検証等について 

        （２）その他 

議事概要 

 １．開会 

   （１）報告事項等 

      ○委員の紹介、欠席報告、委員長選任等 

 ２．議事 

   （１）地方創生推進交付金（平成 30年度実施分）の効果検証等について 

 

 事業№１ みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト 

 

▽委員 

 三宅町の規模を考えると 200人から 250人の参加者は結構な数。 ⑦子育て応援事業は、他の自

治体が取り組んでいないことを実施しているのに、目的の中に三宅町外の方に対して、三宅町に若い世

帯の方に住んでもらい、子どもを産んでもらうというアピールがなかったのが気になる。また、イベント来場者

がそれぞれ 200 人から 300人と 250 人、250人とあるが、町内外の比率は分かるか。 

○担当 

 事業目的につきまして、こちらの事業が 3 ヵ年計画ということもあり、当初の目的から 3 ヵ年の間に変更

することができませんでした。そのため、今回の事業検証シートには当初の事業目的をあげております。た

だ、事業を展開していくにあたり、各年度事業を実施していく中で、町外からも三宅町に来ていただき、三

宅町は子育てに対してきちんと支援している町だ、ということを知っていいただくことも必要だということもあり、

年度が経過するにつれ、町外の方への対応ということも視野に入れるようになりました。そのため、今回の

目的の中に入れてないというのは、当初に目的としてあげていなかったということがありましたので、ご理解を

お願いします。 

 町内外の比率については、ファミリーフェスタへの三宅町からの参加者については 3割程度、残りの 7割

程度が町外から参加いただいております。 



▽委員 

 たくさんの事業を考え、多くの方に来ていただけてよかったと思う。その中で単発的な事業と 1 年間を通

して行っていただく継続的な事業は。 

○担当 

 取組み状況の中に記載しております、①子育て支援講演会、②子育て支援教室、④子育てイベント

につきましては、年１回の実施となっております。1 年間を通しての事業では、⑥子育て支援グループ補

助事業があり、三宅町の中で子育て世帯のお母さんたちでグループを組み、子育て支援センターであるス

マイルを会場に色々な事業を展開されております。平成 30 年度は 19 グループ創設され、各グループの

活動につきましては、少ないグループで年間に 3 回程度となっておりますが、多いグループでは 2 ヶ月に 1

回程度の活動をされております。 

▽委員 

 取組状況の中で⑤アンケートの実施の中で、主に父親が子育てをしている場合というのは母親より父

親の方が子育てをしている、ということか。 

○担当 

 父子家庭の方もおられますので、お父さんが主にという世帯もあります。ご家庭の仕事の状況で、お父さ

んが家におられる自営業などで、お母さんが主に外で働いておられる世帯も中にはあると思うのですが、ア

ンケートの方では「主に子育てしている方はどなたですか。」という聞き方をしているだけで、そこで「父親で

す」と答えていただいているのが、21.2％となっております。 

▽委員 

 今回のアンケートについて確認をしたい。このアンケートは、アンケートを実施して事業の中で検証するこ

とが要素の 1 つだと思うが、住民の方へのフィードバックはしているのか。 

アンケートを広報等で公表するということを検討いただきたい。 

○担当 

 今回のアンケート結果の取りまとめについての公表はしておりませんが、今年度に子育て支援事業計画

のためのアンケートを実施しております。そちらについては公表を予定しておりますので、あわせて公表をして

いきたいと思っております。 

▽委員 

 子育て支援グループ補助事業は、主にどの様なものがあるのか。また、子育て応援事業の出産祝い品

贈呈事業の件数と出生数の数が合わない。 

○担当 

 子育て支援グループ補助事業につきましては、仲の良いお母さん同士で組んでいるグループや、小学生

の場合、特別支援学級に所属されている方たちのグループもあります。仲の良いお母さん同士で組んでい

るグループの中には、趣味活動のようなことをされているグループもあります。また、お子さんと保護者も含め

た親子体操の先生に来ていただいたり、ヨガの先生に来ていただき、ヨガ教室みたいなことをされているとこ

ろもあります。特別支援学級などの大人数のところは、みんなでお出かけやバーベキューをしたり、お子さん

も保護者もみんなが楽しめるようなイベントを企画して運営されております。 



子育て応援事業につきましては、平成 30 年度の出生数につきましては 4 月から翌年の 3 月末まで

の人数ですが、出産祝い品につきましては、出産されてから申請されるまでの間に時間がありますので、前

年度の 3 月に出産された方についても 4 月以降に届出されている方もおられるので、人数が合わない状

況になります。 

▽委員 

 子育て支援グループ補助事業の内容ですが、経費についての補助とあるが、その経費というのはどういっ

たものか。 

○担当 

 講師を呼ばれるのであれば講師謝金や物を作ったりする教室の材料費、またイベント的なものをするの

であれば外部より呼んでくる団体への謝礼などに使っていただくようにしています。規定は設けさせていただ

いております。 

▽委員 

 上限はあるのか。 

○担当 

 はい、上限はあります。10名以上の団体については上限年間10万円の補助、10名までの団体につ

いては上限年間5万円の補助とさせていただいております。 

▽委員 

 その補助というのは、事務局が行って支援するものではないと理解していいか。 

○担当 

 はい、事務局が行って支援するのではなく、グループのお母さん方が主体的に活動をしていくグループの

育成というのを目指しておりますので、そういったグループ活動に対しての支援をしております。 

▽委員 

 事業計画の提出はあるのか。 

○担当 

 事前に事業計画を提出していただき、補助のできる項目とできない項目にわけておりますので、項目を

精査した上で、事業活動が適当であれば補助の対象とさせていただいております。 

▽委員 

 先ほどイベントの参加者のうち町内が 3 割、町外が 7 割と回答された。今後、三宅町に住もうかという

中でのＰＲ活動としてはとても良かったと思うが、開催日が 11 月 24 日と 12 月 1 日と 1 週おきとなっ

ている。これは意図的に近づけたのか。離して開催した方が、より集客が出来たのでないか。また、参加者

の 7割が町外とあるが、どのようなＰＲをいつ頃からしていたのか。 

○担当 

 ファミリーフェスタについては、参加者のうち町外の方が 7割ですが、アートプロジェクトにつきましては町内

の方がほとんどであり、町外の方は 2 割程度です。日程につきましては、ファミリーフェスタは 4 月当初から

事業者選定などを開始しました。開催につきましては、夏休み期間は気温が高いため、屋外でのイベント

は危険を伴うということで秋以降にしか設定できなかったというのがあります。4 月より事業者の公募となる



ため、事業者選定に 4 月及び 5 月の約 2 ヶ月は必要となり、そこから選定事業者との打合せを行うた

め、9 月以降でないとイベントは組めませんでした。なおかつ、秋はイベントが重なっている時期でもありま

すので、先に決まっているイベントを外していくと、この日程となりました。アートプロジェクトの開催についても、

屋内で三宅町の子ども達に対して教育的なイベントが出来ないかということを検討しました。平成 30 年

度でこの地方創生事業が終了しますので、次の年度に向けて何か取り組みの方法を検証していきたいと

いう思いもあり、アートプロジェクトを実施させていただきました。また、三宅幼児園で行われているイベント

と一緒に実施することで、幼児園に来ている子ども達に参加してもらえるのではないかという思いもあり、選

んだのが幼児園の作品展であったため、開催日が近くなってしまいました。1 月以降に参観日等もありま

すが、参観日は園のプログラムを重視しますので、多くの方にイベント的に参加していただくことができ、なお

かつ催しと一緒にとなると、この作品展しかありませんでしたのでこの日程になりました。 

▽委員 

 目的とターゲットが違うということか。 

○担当 

 はい、そうです。 

▽委員 

 取組状況の⑦子育て応援事業に出産祝品贈呈事業に、「相当」とは現金ではないということか。 

○担当 

はい、そうです。 

▽委員 

ではどういったものを贈られて、磯城郡の他町の実情とどんな差があるのか。川西町や田原本町が第 1

子第 2子第 3子に対してどのようにしているか。 

○担当 

 三宅町につきましては、出産祝い品ですので紙おむつや粉ミルク、おしりふき、体温計、ベビー食器など

があります。また 10 万円相当分につきましては、ベビーラックなどの商品があります。 

▽委員 

 それは希望をきいているのか。 

○担当 

 はい。紙おむつでも多くのメーカーや種類がありますので、すべてのメーカーより好みで選んでいただくように

しております。粉ミルクとおしりふき、紙おむつはほぼすべての商品をラインナップさせていただいております。 

▽委員 

 川西町や田原本町の実情は。 

○担当 

 田原本町は特に出産祝い品という事業はされておりません。川西町につきましては、出産祝い品ではな

く「ネウボラ」という子育て事業をされているのですが、その時に選べるのではなく出産された方に対しておく

るみやハンカチといったベビーセットのようなものを贈られていると聞いております。 

▽委員 



 第 1 次評価の「自立性」を「Ｂ」としているが、クラウドファンディングを取り入れているのは 19 のグループ

の内全部か。また、この補助金は 1年か。 

○担当者 

 この事業評価で書かせていただいている「自立性」のところのクラウドファンディングというのは、みやけ育

児・育自・育地子育て支援事業について、今後実施展開するにあたり、この 3 年間は国からの補助金を

利用しての事業でしたが、今後町としての事業として継続していく中で、補助事業として該当する項目が

見当たりませんでした。それならクラウドファンディングなどを活用し、事業費について町内外の方から寄付と

いう形をとり、事業展開していかないと継続性がなりたたないと考えさせていただいた上で、この「Ｂ」という

評価をさせていただいておりますので、子育て支援グループだけでなくイベント等をあわせた事業の展開に

ついて記載しております。子育て支援グループへの補助事業につきましては、1 年間の活動期間とさせて

いただき、補助をさせていただいております。 

▽委員 

 「将来性」は「Ａ」とあるが、子育て世帯の流入の数は。 

○担当 

 数字としてはまだ精査できていない状況です。しかし、３．重要業績評価指標で、出生数の目標を

45 人とさせていただいていたのですが、達成値は 39 人となっております。出生数としては達成ができてお

りませんが、現状値として平成 27 年度当初の出生数が 30 人より以降の期間については平均 40 人く

らいでは推移しておりますので、子育て世帯の流入については計れておりませんが、出生数という意味合

いでは 40 人まで増加しており、現状維持はできていると考えております。 

▽委員 

 ＫＰＩに関連して、男性の育児参加率や母親の就労率があるが、この狙いとしては男性も育児に参

加する、母親の就労率を高めようというのが目的になっていると思うが、この目標値というのはそれぞれどの

ようにして決めたのか。数字が大きい小さいというのではなく、とても計りにくいと思う。 

○担当 

 男性の育児参加率につきましては、国のアンケート等もふまえ、大体 50％くらいまでの方に育児に参加

してもらうのが妥当ではなかということで、三宅町はもともと参加率が低かったこともありましたので 50%は

厳しいのではないかというのもあり 45%にさせていただきました。今の 20代のお父さんについては、育児に

ついて何らかの形で手伝っていると考えておられ、奥さんの方も手伝ってくれていると考えている方が 58%

と今回のアンケート結果でありましたので、育児の参加率というのは増えているのではと考えております。母

親の就労率につきましては、第２期子育て支援事業計画を策定しているところですが、第１期子育て

支援事業計画時のアンケート調査の中で約 18％となっており、こちらの方につきましても国の目指す値

が、30％という形で伸ばしていきたいという記述がありましたので、そちらを参考にさせていただき 24%とさ

せていただきました。 

 

 

 



 事業№２ 屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業 

 

▽委員 

 キッチンカーの事業はこのまま継続していくのか。 

○担当 

 平成31年度からは 2年間の貸し出しを行っており、令和元年から令和 3年末までとなっております。 

▽委員 

 キッチンカーの申し込みはどの程度あったのか。 

○担当 

 この 5 月に募集期間を設け、1 名の方の申し込みがありました。内容等も三宅町の主旨と合致してお

りましたので、貸し出しを行い現在活動されています。前回の方は主に三宅町内でキッチンカーを使用さ

れておりましたが、今回の方は住所地が三宅町外の方であり、町内だけでなく幅広く県内のイベント等に

積極的に出店されている方です。 

▽委員 

 キッチンカーは三宅町の特産品をＰＲするため。 

○担当 

 はい、そうです。 

▽委員 

 三宅町の今の特産品は、サトイモと金ゴマといっているが、その 2 点をキッチンカーの利用者にできるだけ

使用してほしい、宣伝してほしいということは申し出ているか。 

○担当 

 はい。今の利用者は、主にみたらし団子を販売しており、そこに金ゴマを振りかけて使用しています。また、

三宅町の食材を使用するのがキッチンカーの貸し出し条件の１つとなっております。先日も、ＮＨＫの「な

らナビ」という番組に取り上げていただきました。 

▽委員 

 先ほどの事業と違って、こちらの事業は元々大変な事業。担当されている課は大変だと思う。年 1 回の

フードフェスティバルというイベントが主たる事業というのは分かるが、これも補助金が頼りということで厳しい。

就農者が増えていないというのが一番の問題だと思うが、農業従事者が増える手立てが必要だと思う。

魅力を感じてもらう額を町が手立てする必要があるのではないかと思う。現在、朝市や品評会というのは

あるのか。 

○担当 

 朝市は先日中央公民館で実施しました。 

▽委員 

 品評会で表彰や、励みになるようなものはあるのか。 

○担当 

 サトイモ及び金ゴマにつきましては、作付けされている方に品評会を実施しております。 



▽委員 

 頑張っている農業従事者の方に、町の広報誌に作業場で汗をかいているようなところの作業風景など

の写真や記事を掲載するなど、励みになるような手助けをし、やってみると面白いというところを若い方を

取り込むような形で、次の世代につなげていけるような手助けができるように考えてもらう必要がある。 

○担当 

 現在、新規就農者への補助金は交付しておりますが、作業活動などは広報誌やホームページなどへは

掲載しておりませんでした。作業活動などを掲載しながら農業に興味を持ってもらうことも大事だと思いま

す。 

▽委員 

 稼げる農業というのはかっこいいタイトルだが、現状は厳しい。農家をしている方は、現在平均年齢 75

才といわれている。そんな方たちに「稼げる農業、頑張れ」といっても頑張れない。根本的に変えていかな

いといけないと思う。若い方たちが就農するそのために町として何をするのか。サトイモや金ゴマの作付けも

農業委員の方ばかりがしている。作付面積は増えていない。実態を見ていかないといけない。私も、サトイ

モは作っている。サトイモの育て方は簡単。夏場にたくさん水をあげれば大きくなる。しかし、実際やる人の

魅力が、サトイモにも金ゴマにも当てはまらない限り、栽培しない。１反作って、いくら儲かるのか。町から

補助金をとは言わないが、町をあげて町のブランドをどうすればいいのか、県や国の研究機関と一緒に、先

進地の地方公共団体へ勉強に行くのはどうか。産学協同や大学の農学部など色々ある。フェスティバル

はイベントなので、人は来る。新鮮な農作物が安く買えるから。次元が違う。 

▽委員 

 金ゴマやサトイモの売り上げは、年間いくらあるのか。金ゴマもサトイモも、それを使った焼酎があちこちに

ある。後発の三宅町がどうしてそれにのって行ったのか。例えば、天理市でできて三宅町で出来ないものは

ないはず。天理市でイチゴがおいしいと、三宅町でもおいしいイチゴを作っておられる方がいる、もっともっと

儲けていると聞いている。そっちの方へ展開していかないといけない。サトイモと金ゴマはたくさん作ることによ

って、儲かる農業になるのか。 

▽委員 

 実際儲からない。おいしいものをたくさん作ろうとなったら、農業法人のような形にならないと、一般の農

家で２反程度作っても採算が取れない。魅力がない。 

▽委員 

 米をつくるのとサトイモ作るのと、どっちが儲かるのか。 

▽委員 

 どちらかとといえば、米だと思う。 

▽委員 

 それなのに、サトイモの生産量を増やそうとしている。 

▽委員 

 今、川西町で「ねぶか」を栽培している。そこは、生産者に今年は○○円で買い取ると、値段も決まって

作ったら全部買ってくれる。なので、生産者は安心して作れる。こちらは、いくらで売れるのか分からない。



一畝運動などでどれだけの金額が上がるのか。 

▽委員 

 川西町は各有名なレストランなどに「ねぶか」を持ち込み、色々と料理してもらっている。三宅町は、サト

イモや金ゴマをレストランなどに持ち込み、料理で使ってほしいというような動きは今までない。サトイモを使

ったレシピをパンフレットに掲載し、各家庭に配ったらどうかと提案しているが実施していない。何かイベント

があるときしか、買えない。買うところがなく生産量が少ないから、しょうがないとは思うが。今後、先行きあ

るのか。 

○担当 

 サトイモや金ゴマを作っている生産者の方は、農業委員や兼業農家と規模が非常に小さいのが現状で

す。新規就農も今後、あまり見込めない中で、生産量もほぼ頭うちではないかと、私は考えております。な

かなか方策を見出せてないことが現状です。 

▽委員 

 サトイモの大半は、焼酎にまわしている。それなら、サトイモのレシピなんて関係ない話だ。 

○担当 

 焼酎は、好評を得ておりますが、出来上がる本数が少ないです。 

▽委員 

 本数が少ないため売り切れると売れてるように感じるが、量産しても売れるのか。 

○担当 

 収穫量が少ないので難しいと思われます。 

▽委員 

 生産者の採算を考えたことはあるか。元にどれだけ経費がかかり、作業日数もどれだけ必要か。作ってく

れ、これだけ量を上げたいといっただけの目的ではないのか。 

○担当 

 正直、損得計算までは町ではしておりません。 

▽委員 

 それでは農業者もする気はない。作っても、厳しいだけで得にならない。他の農産物を作るよりは手間は

省けるが、サトイモも金ゴマも手間がかかる。作りやすくても、儲からないと作らない。 

▽委員 

 フードフェスティバルのときに、野菜に生産者の名前がでていた。その時は列が出来ていたが、無料だった

のか。 

○担当 

 いいえ、大体が 100 円や 200円の単価でした。 

▽委員 

 シェフが作ったというのは。 

○担当 

 そちらは三宅町の○○さんが作られた野菜を使って、というもので有料でした。 



▽委員 

 それなら、三宅町にそれを食べられる場所があれば、地元の方が来てくれるかも知れない。駐車場など

の問題はでてくるかも知れないが、空き家を役場の周辺で探し、地元の野菜やお肉などを食べさせてくれ

るようなお店があればよいではないか。作るのが儲からないなら、補助金をこちらへ活用する方が儲けること

が出来るのではないか。継続をするのは難しい。 

▽委員 

 金ゴマを作ったことはあるか。とても大変である。暑い中、役場の職員が一人で作業をしているが、75才

を過ぎると厳しく、お米を作るのがやっと。そういったことも考え、もっと楽な収穫方法を、行政が農業試験

場などに聞き紹介するなど、していく必要がある。高齢者では、金ゴマの栽培は難しい。以前に金ゴマを栽

培した方より、初年度の買い取り価格が次年度には半額になったと聞いた。そういうことでは、生産者は

魅力をなくす。一番大事なことは、ここ（総合戦略）に面積があるが、以前のものは耕作面積だったと思

うが今は金額に変わってしまっているがここをもっと具体的にするようにすればと思う。サトイモと金ゴマが良

いのかという議論もあるが、仮にそれをするのであれば、作付面積は最低これくらいする、というようにしてい

かないと本来の目標にならない。私は、色々な情勢から見てサトイモと金ゴマの再考は必要と思う。 

◇事務局 

 今、委員が仰っていただいた面積ですが、配付しております総合戦略のＰ１４には出ておりますが、現

在効果検証を行っていただいておりますフードフェスタ等の事業とは別となります。記載の方はＰ１４に記

載してあるとご理解いただけたらと思います。 

▽委員 

 生産するのが大変かどうかは農業に携わっていないので分からないが、稼げるとなったらやはり売れないと

いけない。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの知名度を上げる。このイベントは、町内向けのイベントとなっていて、三宅町の方たち

がたくさん買っても、稼げるだけの分は消費できない。やはりﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力やイメージをあげるためには、今、三

宅町のホームページを拝見したが、フェイスブックも含めそういうものが一切でていない。やはり今は外に向

けて発信するのであれば、ホームページに必ず三宅ﾌﾞﾗﾝﾄﾞというのが表示されるべき。そういう外に向けて

発信する手段をまた工夫されてはどうか。 

○担当 

 広報的なものは、ホームページもフェイスブックもしていないので反省していたのですが、私たちも金ゴマな

どを三宅ﾌﾞﾗﾝﾄﾞと名乗る以上は、当然、色や出来具合や品質など色々なことが求められますので、三宅

町で金ゴマを作ったから三宅ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、というのはなかなか厳しいと思われます。その辺は量もそうですが品

質も求められるので相当ハードルが高いのではと、担当課では考えております。 

▽委員 

 そもそも論ですが、なぜそうなったのか。 

○担当 

 サトイモや金ゴマというは、三宅町の土地に適したものとして三宅町特産品振興協議会で選定されたと

聞いております。この事業は三宅町に飲食店や商店がないというのがきっかけで、地方創生補助金を活

用して取り掛かった、と記憶しているのですが、実際に行ってみると目標と現実の乖離はかなりある思って



おります。 

▽委員 

 キッチンカーを置いて、商売が出来る場所はありますか。野菜などを販売する移動販売車なら良いが、

始めにキッチンカーの貸し出しを受けた方は居酒屋をされていたが、商売をする場所がなかったと聞いた。 

○担当 

 当時は、駅前で行うと予定されていたのですが、周辺の駐車場や賃借を当たられたところ、満車であっ

たり断られたりと色々とあったようです。その結果、あざさ苑前の職員用駐車場で営業されたと聞いており

ます。 

▽委員 

 三宅町外のあちらこちらで営業されるのは問題ないが、三宅町内で営業するのは早かったのではないか。

また、維持費もかかるのでは。 

○担当 

 車検費用は町の負担となりますが、燃料費は利用者側の負担となっております。 

▽委員 

 特産品について、行政として広めたい生産量を伸ばしたいことは分かるが、仮に作ったとしてどこに持って

いけば良いのか。売ってくれるところがなければ、自分たちで売ることになるのか。 

○担当 

 金ゴマは農協で買い取ってもらっております。 

▽委員 

 サトイモは焼酎くらい。私もフードフェスティバルの時に販売のために出している程度で、それ以外は自家

消費と一緒。 

 

（２） その他 

 ○委員の任期について 

 

 

３．閉会 

 


