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第３章 地域別構想 

１．地域区分 

 

町域を「東部地区」「中央地区」「西部地区」の 3 つの地域に区分し、それぞれの地区の将来像

をあきらかにしていきます。 

東部地区は、三河地域と石見地域からなり、近鉄橿原線を中心とした沿線の市街地で近鉄石見

駅が所在しており、東は概ね寺川から西は概ね京奈和自動車道までの地区です。 

中央地区は、屏風地域と伴堂地域からなり、町役場、公民館、文化ホール、小学校、幼児園、

体育館、中央公園等の公共施設や、三宅古墳群等の多数の史跡が集積しており、東は概ね京奈和

自動車道から西は概ね飛鳥川までの地区です。 

西部地区は、小柳地域、但馬地域、上但馬地域からなり、地区の南部を近鉄田原本線が横断し

近鉄但馬駅が所在しており、東は概ね飛鳥川から西は概ね曽我川までの地区です。 

 

 

【地域区分図】 
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２．地域別構想 

 

（１）東部地区 

1）地区の概況（面積、人口、世帯数） 

東部地区は「石見」「三河」が該当します。地区面積、人口、世帯数は下記のとおりです。 

 石見 三河 計 

面 積 （ h a ） 69.4 33.6 103.0 

人 口 （ 人 ） 1,871 131 2,002 

世 帯 数 740 49 789 

資料：平成 27 年国勢調査 

 

2）地区の現況と課題 

①町の玄関口となる駅前空間の形成と安心して暮らせる地区の整備 

近鉄石見駅を中心として、地区の東西に住宅地が広がっています。また、地区には暮らしを

支える生活利便施設等が乏しい状況です。現在、石見駅周辺では道路改良、駅前ロータリー等

の整備が進められており、今後、一層の交通結節機能の強化や歩行者の安全性の確保、生活利

便施設の誘導に向け取り組む必要があります。さらに、町の玄関口としての景観形成やにぎわ

いを創出する必要があります。 

 

②広域交流連携軸の整備にあわせた計画的な土地利用 

三宅ＩＣ及び国道 24 号バイパス線、（都）大和郡山川西三宅線等の整備に伴い周辺の急速

な都市的土地利用の増加が見込まれることから、早期に計画的な土地利用を進めるための検討

に取り組む必要があります。また、交通量の増加や開発による環境変化を考慮し、隣接する周

辺の住宅地や農地との調和に十分配慮する必要があります。 

 

③町内交通ネットワークの強化 

三宅ＩＣ及び国道 24 号バイパス線の整備に伴い、町内から直接広域交通網へのアクセスが

可能となりました。また、（都）大和郡山川西三宅線等の整備に伴い広域交通網がさらに強化さ

れることが見込まれます。一方、広域交通網へ接続する他の地区内道路の整備は十分でなく、

地区から町役場等が集積する中心交流拠点や交通交流拠点（三宅 IC）へのアクセス向上が図ら

れるよう町域生活連携軸を中心に整備していくことが求められます。 

 

④農地やため池の保全と良好な住宅地の形成 

地区の南北には農地が広がっており、三河池、石見新池があります。農地やため池は重要な

農業生産基盤であるとともに環境保全機能やレクリエーション機能を有しており、今後とも保

全に努める必要があります。また、既存集落を中心とした住宅地では、良好な住宅地を形成す

るため、住宅地内の緑化推進や空家等の適正管理、生活道路の整備等が求められます。 
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3）地区の将来都市像 

駅周辺整備に伴う安全・安心で利便性の高い地区の整備と、みやけのまちの顔となるシンボ

ル的な駅前空間の形成を図りつつ、三河池や石見新池などの豊かな水辺環境を活かし、安心・

快適に暮らし続けられる地区を目指します。 

 

4）地区のまちづくりの方針 

①近鉄石見駅周辺整備の推進 

◎交通結節点として駅西側における駅前ロータリー整備、町道及び踏切道の拡幅整備を推進し

ます。 

◎ロータリーや町道等の整備にあたっては、誰もが安心して移動できるようバリアフリーに配

慮し整備を進めます。 

◎町の玄関口として、みやけのまちの顔となるシンボル的な駅前空間と景観形成を図ります。 

◎近鉄石見駅についても、バリアフリー化など利用者にとって便利で快適な石見駅となるよう

事業者に働きかけていきます。 

◎地区の生活利便性向上のため、生活利便施設の立地誘導の検討を進めます。 

 

②広域交流連携軸を中心とした商工業エリアの計画的な土地利用の誘導 

◎三宅ＩＣ東や町道三宅 1 号線周辺の商工業エリアでは、地権者意向をふまえつつ、隣接する

中央地区の（都）大和郡山川西三宅線周辺の土地利用ともあわせた一体的な土地利用計画を

作成し、計画的な土地利用の誘導を図ります。 

◎商工業エリアに隣接する既存住宅地等については、良好な住環境が維持されるよう、商工業

エリアに緑地帯等を配置するなど、周辺の住環境の維持保全を図ります。 

 

③交通交流拠点（三宅ＩＣ）及び中心交流拠点につながる町域幹線道路等整備の推進 

◎近鉄石見駅周辺におけるにぎわいの創出や、地区の日常・社会生活上、必要性の高い町域幹線

道路等の整備により道路ネットワークの強化を図るため、三宅ＩＣ及び町役場周辺につながる

町道の整備を進めます。 

 

④農地やため池の保全と良好な住宅地の形成 

◎既に散策路、植栽等の整備や住民主体の管理により優れた水辺環境となっている三河池、石

見新池は、地区住民の健康づくりの場とするとともに、地区環境保全のため今後とも適切な

維持管理に努めます。また、周辺農地は商工業エリアの開発との調和を保ちつつ保全を図る

こととします。既存集落を中心とした住宅地は、良好な住宅地が形成されるよう、あざさ等

による緑化活動の推進や地区が一体となった空家等の適正管理に努めます。 
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（２）中央地区 

1）地区の概況（面積、人口、世帯数） 

中央地区は「伴堂」「屏風」が該当します。地区面積、人口、世帯数は下記のとおりです。 

 伴堂 屏風 計 

面 積 （ h a ） 132.0 50.5 182.5 

人 口 （ 人 ） 2,012 1,415 3,427 

世 帯 数 738 541 1,279 

資料：平成 27 年国勢調査 

2）地区の現況と課題 

①町行政、文化、教育、福祉等の施設環境整備の推進 

町の行政、文化、教育、福祉等に係る中核的施設が立地しており、住民に対する公共サービ

ス向上や、より住民に利用される施設としていく必要があります。また、築 30 年を超える老

朽化した建物も多くあることから長寿命化や耐震化等を進める必要があります。 

②河川における水害予防対策の促進と沿川の景観形成 

飛鳥川及び新川周辺の浸水被害等の予防策を講じていくとともに、飛鳥川では、歩行者や自

転車利用者等が健康づくりに取り組む場として沿川を利用できるよう、うるおいのある水辺空

間の創出や河川景観づくりを進めることが求められます。 

③広域交流連携軸の整備にあわせた計画的な土地利用 

国道 24 号バイパス線、（都）大和郡山川西三宅線等の整備に伴い周辺の急速な都市的土地

利用の増加が見込まれることから、早期に計画的な土地利用を進めるための検討に取り組む必

要があります。また、交通量の増加や開発による環境変化を考慮し、隣接する周辺の住宅地や

農地との調和に十分配慮する必要があります。 

④町内交通ネットワークの強化 

三宅ＩＣ及び国道 24 号バイパス線の整備に伴い、町内から直接広域交通網へのアクセスが

可能となりました。また、（都）大和郡山川西三宅線等の整備に伴い広域交通網がさらに強化さ

れることが見込まれます。一方、広域交通網へ接続する他の地区内道路の整備は十分でなく、

また、東部地区と西部地区のアクセス向上が図られるよう町域生活連携軸を中心に整備してい

くことが求められます。 

⑤歴史・文化連携軸及び歴史・文化ゾーンにおける連携 

古代の広域幹線軸でもあった「太子道」の沿道や、主に「太子道」の西側に広がる「三宅古

墳群」に、本町の歴史・文化が色濃く残されており、一部では万葉の花「あざさ」をテーマと

するまちなみ景観がつくられています。この「三宅古墳群」や「太子道」を活用して、住民や

来訪者が歴史・文化に親しむことができるまちづくりに取り組む必要があります。 

⑥自転車道等の整備 

現状では飛鳥川沿道に自転車道が整備されていますが、町の中心部を通ることがありません。

本町の魅力が詰まった太子道周辺など町の中心部にも、サイクリングやウォーキングで立ち寄
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ることのできるようネットワークを拡大し、利用環境の向上を図るとともに歩行者も安心して

利用できる道としていくことが求められます。 

⑦農地やため池の保全と良好な住宅地の形成 

地区の東西には農地が広がっており、東に屏風池、伴堂池があります。農地やため池は重要

な農業生産基盤であるとともに、環境保全機能やレクリエーション機能を有しており、今後と

も保全に努める必要があります。また、既存集落を中心とした住宅地では、良好な住宅地を形

成するため、住宅地内の緑化推進や空家等の適正管理、生活道路の整備等が求められます。 

 

3）地区の将来都市像 

中心交流拠点や歴史・文化ゾーンを有するまちの中心地であり、中心地にふさわしいまちづ

くりを推進します。また、まちの中心部へのアクセス向上を図るなど、ものと人が集まり交流

する地区を目指します。 

 

4）地区のまちづくりの方針 

①中心交流拠点の整備推進 

◎町役場、あざさ苑、文化ホール、中央公民館、体育館については、町全体からの利用が見込

まれる中核的施設であり、誰もが安全かつ快適に利用できるよう「三宅町公共施設等総合管

理計画」に合わせ、耐震化、長寿命化、バリアフリー化等の整備を進めます。 

◎各施設の利用状況や老朽化等を整理し、施設の機能の複合化を進めます。 

◎公共施設間や周辺地区からの徒歩によるアクセス性を向上させるため、歩道等のバリアフリ

ー化を進めます。 

②河川改修の促進とうるおいのある水辺空間の形成 

◎飛鳥川及び新川の河川改修が早期に実現されるよう、整備の促進を関係機関に働きかけると

ともに、飛鳥川では、多自然型工法の検討等による、うるおいのある水辺空間が創出される

よう働きかけていきます。 

◎沿川利用者が快適に利用できるよう、環境美化活動等の推進や自然環境の保全に取り組みます。 

③（都）大和郡山川西三宅線の整備推進と商工業エリアの計画的な土地利用の誘導 

◎（都）大和郡山川西三宅線の整備は、早期に実現されるよう関係機関に働きかけます。 

◎三宅 IC 周辺、（都）大和郡山川西三宅線及び京奈和自動車道沿道の商工業エリアでは、地権

者意向をふまえつつ、隣接する東部地区の土地利用ともあわせた一体的な土地利用計画を作

成し、水田貯留施設等の整備を検討するなど、営農環境との調和にも配慮した計画的な土地

利用の誘導を図ります。 

◎商工業エリアに隣接する住宅地については、良好な住環境が維持されるよう対応策を検討し

ます。特に隣接する第 1 種低層住居専用地域との境界部では、良好な住環境が維持されるよ

う緑地帯を配置するなど、住環境の維持保全に向けた検討を進めます。 
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④東部、西部地区とをつなぐ町域幹線道路等の整備促進 

◎近鉄石見駅周辺におけるにぎわいの創出や、地区の日常・社会生活上、必要性の高い町域幹線

道路等の整備により道路ネットワークの強化を図るため、三宅ＩＣ及び町役場周辺につながる

町道の整備を進めます。 

⑤歴史・文化に親しめる地域づくり 

◎本町の主要な歴史文化資源が残される「太子道」では、神社仏閣やこれらを取り巻く社寺林、

沿道に残される旧家等の歴史的環境の保全を図るとともに、奈良県景観住民協定や建築協定等

によるまちなみ形成のルールづくりを進めます。また、沿道住民等による「あざさ」のまちな

み景観形成の充実を図ります。 

⑥自転車道の拡大と情報案内板等の整備促進 

◎飛鳥川沿川の自転車道の整備充実を図るとともに、近鉄石見駅や近鉄但馬駅、自転車道等から、

歴史・文化連携軸である太子道や三宅古墳群にもサイクリングやウォーキングでアクセスしや

すいよう、沿道には案内サインを充実するなど、本町の歴史と文化に親しめる整備を進めます。 

⑦快適な住宅地の形成 

◎既に散策路、植栽等の整備や住民主体の管理により、優れた水辺環境となっている屏風池と伴

堂池は、地区住民の健康づくりの場とするとともに、地区環境保全のため今後とも適切な維持

管理に努めます。また、周辺農地は商工業エリアの開発との調和を保ちつつ保全を図ることと

します。第１種低層住居専用地域の住宅地は、うるおい豊かで快適な住宅地が形成されるよう、

あざさ等による緑化活動の推進や地区が一体となった空家等の適正管理に努めます。 
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（３）西部地区 

1）地区の概況（面積、人口、世帯数） 

西部地区は「但馬」「上但馬」「小柳」が該当します。地区面積、人口、世帯数は下記のとお

りです。 

 但馬 上但馬 小柳 計 

面 積 （ h a ） 50.0 25.0 45.6 120.6 

人 口 （ 人 ） 648 551 208 1,407 

世 帯 数 251 233 77 561 

資料：平成 27 年国勢調査 

2）地区の現況と課題 

①安心して暮らせる地区の整備 

近鉄但馬駅を中心として、地区の南部に住宅地が広がっています。また、地区には暮らしを

支える生活利便施設等が乏しい状況です。また、住宅地は、旧農村集落が基盤となっている地

区であり、狭隘道路が多くみられることから、車利用への対応や火災時の延焼防止等の対策が

求められます。 

交流あるいは移動の拠点となる近鉄但馬駅は老朽化が進んでいることや、駅周辺の交通アク

セス機能が弱いことから交通結節点機能の強化が求められます。 

西部地区は地場産業であるグローブ製造工場が混在する地区でもあり、小規模工業と住宅が

共存できる環境をつくっていく必要があります。 

 

②町内交通ネットワーク及び交通結節点機能の強化 

本地区は、国道 24 号バイパス線や（都）大和郡山川西三宅線などの広域幹線軸がありませ

ん。そのため、本地区から商工業エリアや中心交流拠点へのアクセスを確保する必要がありま

す。しかし、町域幹線道路の接続等は十分でなく、これらを整備していくことが求められます。 

 

③河川における水害予防対策の促進と沿川の景観形成 

飛鳥川及び新川周辺の浸水被害等の予防策を講じていくとともに、歩行者や自転車利用者等

が快適に沿川を利用できるよう、うるおいのある水辺空間の創出や河川景観づくりに取り組む

必要があります。 

 

④自転車道等の整備促進 

現状では飛鳥川沿道に自転車道が整備されていますが、利用環境の向上を図るとともに、歩

行者も安心して利用できる道としていくことが求められます。 
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3）地区の将来都市像 

大和川に注ぐ飛鳥川、曽我川に囲まれた地区であり、その下流の豊かな農地が広がる地区で

す。今後とも、飛鳥川、曽我川とともに拓かれた地区として、田園と住宅地が共存し、商工業

エリアや中心交流拠点等へのネットワーク強化により利便性を享受できる地区を目指します。 

 

4）地区のまちづくりの方針 

①地区の生活基盤づくり 

◎居住エリアや田園エリアの住宅地は、旧農村集落が基盤となっている地区であり、狭隘道路

が多くみられます。建て替え時のセットバックの指導等により狭隘道路の解消を図るととも

に、空家等の除却跡地などに小広場等の空地を確保することを検討します。また、車の転回

所あるいは延焼防止帯を確保するなど、住環境と防災機能の向上策を検討します。 

◎地場産業であるグローブ製造工場との併存地区、混在地区でもあり、小規模工場と住宅が共

存できる環境としていくため、騒音や振動、悪臭などの基準が守られるよう指導の徹底を図

り、必要に応じて地区計画の設定や用途地域の見直しを検討します。 

◎近鉄但馬駅は利用者の利便性の向上が図られるようバリアフリー化も含め事業者に働きか

けていきます。 

◎駅へのアクセス機能の強化、駅周辺の生活利便施設の立地誘導を図るため駅周辺整備の検討

を進めます。 

◎農村集落の地区においては、町域幹線道路の整備や橋梁の耐震化など必要な住環境の整備に

努めます。 

 

②町域幹線道路等の整備促進 

◎（都）大和郡山川西三宅線、国道 24 号バイパス線といった広域交通網や商工業エリア、中

心交流拠点へのアクセス向上を図るため、町域幹線道路等の整備に取り組んでいきます。 

 

③飛鳥川、新川の河川改修の促進とうるおいのある水辺空間の形成 

◎飛鳥川及び新川の河川改修が早期に実現されるよう整備の促進を関係機関に働きかけると

ともに、整備の際には多自然型工法の導入も検討する等、うるおいのある水辺空間が創出さ

れるよう働きかけていきます。 

◎沿川利用者が快適に利用できるよう環境美化活動等の推進や自然環境の保全に取り組みま

す。 

 

④飛鳥川自転車道の充実と情報案内板等の整備促進 

◎飛鳥川沿川の自転車道の整備充実を図るとともに、近鉄但馬駅から、歴史・文化連携軸である

太子道や三宅古墳群にもサイクリングやウォーキングでアクセスしやすいよう、沿道には案

内サインを充実するなど、本町の歴史と文化に親しめる整備を進めます。  
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西 部 地 区 
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