
平成３０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 平成３０年６月４日（月）午後１時３０分～午後３時１７分 

 

場所   庁舎３階 第１会議室 

 

出席者  植村委員長、乾田委員、辰巳委員、金山委員、置本委員、吉川委員、杉中委員、

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  松浦副町長、みやけイノベーション推進部長、政策推進課長他２名 

 

事業担当 みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト･･･３名（プロジェクト） 

屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業･･･３名（産業管理課） 

 

傍聴者   なし 

 

案件  （１） 地方創生推進交付金（平成２９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２９年度実施分）の効果検証等について 

 

事業 No.１ みやけ育児・育自・育地子育てプロジェクト 

   

委員：事業の名称には、父親についての役割というものを明示されてないが、取り組み

としてはパパスクールといって父親に呼びかけるという狙いがあるのか。それは

何か意図してか。男性は仕事で出席できない状況もあると思うが。 

担当：事業の目的として、１つ目に子育てをすることそのものへの精神的負担を軽減し

て、子育てへの男女共同参画を目指すとしており、父親の育児参加を促進するこ

とを目的としておりますので、パパスクールという形で事業を実施させていただ

き、お父さんたちが参加しやすいように、土日に開催するように企画しました。 

委員：KPIの見方についての確認で、出生数、男性の育児参加率、母親の就労率と、平

成２７年現状値から達成値は非常に成績がいいが、これが事業の取り組みで導か



れたとすると、成果として素晴らしいということになる。現実に出生数の伸び

や、母親の就労率の伸びが何らかの三宅町の社会的な要因によるものなのか。第

２次ベビーブームの世代が出産適齢期というのが終わりつつあるタイミングであ

ると思うので、自然増ではない数値では。例えば大きな団地やマンションがたく

さん建ったような事情に導かれている要素があるのか。 

担当：（大きな）団地開発をしているということは、三宅町内ではございません。た

だ、５～６件程度の一戸建ては、ここ数年増えてはきています。この出生数に関

しましては、第２子、第３子の出生が多くなってきており、第１子目の方につい

ては従来どおりの人数ですが、三宅町にお住まいの方で第２子、第３子を出産さ

れる方が増えてきたことで出生数が増えてきていると思います。ただ、お母さん

方のご意見としては、出産祝い品のことを町外のお友達にお話していただいた結

果、三宅町内に転入されてきたご家族もいらっしゃるというふうに聞いておりま

すので、出産祝い品の贈呈事業については一定の効果があると考えております。 

委員：出産に関するマインドが刺激されているということができるということね。 

担当：はい。 

委員：出産祝い品だけで引っ越してくるということか。どんな出産祝い品を出している

か。 

担当：だいたい乳児期に使用するもので、紙おむつ、ミルク、おしりふき、金額が多く

なると、第３子の方については１０万円程度ございますので、赤ちゃんを寝かせ

るラック、ベビーバスですとか、日常用品が主なものとなります。 

委員：紙おむつやミルクというのは、１回限りではなくて継続的に？ 

担当：第１子の方は２万円、第２子の方は３万円と決まっています。 

委員：それで引越し費用もかけてこちらに来るという？ 

担当：はい。どこへ引っ越すか迷っていらっしゃる方で、引っ越すことが前提にあるの

ですが、その引越し先を検討する際に、三宅町を選んでいただいたという話はあ

ります。 

委員：その理由としてこういうのがあるということか。 

委員：本当にそんな理由で来られるのか？ 

担当：何十人という単位ではないですが。数人は。 

委員：要因の一つだとは思うが、引越しすると考えたときに、これがあるから三宅、田

原本と悩んでいて、三宅にしようかとは思わないと思うので、それでそういう分

析をするのは早急だと思う。 

担当：もちろん、これだけではないと思っております。三宅町の幼児園の体制について

も待機児童ゼロと今現在なっておりますし、すべての環境の部分で、三宅町を選

んでいただいていると思います。その一つの要因として出産祝い品の贈呈事業と

いうことです。 

委員：少子化で日本全国どこも厳しいが、（三宅町では）第２子、第３子が増えたこと

は分析する価値があると思う。日本全国、奈良県があって、どうして三宅町なの



と。ここが大きなヒントになると思う。そこを要因分析したほうがいいと思う。 

委員：どこから（引っ越して）来られたということも、調べているか。引越し元のデー

タはあるのか。 

担当：データといいましても、（平成）２９年度については、２～３人程度のお話です

ので。 

委員：ファミリーフェスタで（参加者が）４００人と書かれている。結構な人数だと思

うが、時間的には何曜日で何時から何時まで（開催）されたのか。 

担当：日曜日の開催で、時間は１０時から１５時までです。 

委員：４００（人）と結構な数字だが、その割にはダンボールブロック、子育て支援、

（各イベントの参加人数が）４２名、４名、１７名、１６名。僕も何回か覗いた

が、やっている内容はすごく良かったが寂しい限りである。去年のこの会議でも

周知（方法）が悪かったと、全く同じ課題になっているが、具体的には来年は課

題を踏まえてもっと具体的にどうしていくのか。 

担当：（平成）２９年度につきましては、周知方法が…というように書かせていただい

ていますが、基本的には日程がちょうど小学校の参観日と重なったり、運動会に

近かったりだとか、日程のセレクトをミスしてしまったという部分と、“父親と

子どもさんで参加してください”という事業にしたので。小学校の参観や幼児園

の行事だとか、お父さんの参加が目立ってきていて、かなり増加してきています

ので、お父さんと子どもさんというふうに限定しても参加していただけるであろ

うと考えていたのですが、ハードルが高かったようです。お父さんと子どもだけ

で参加するというのは、なかなか腰を上げていただけなかったというところと、

今年度アンケートさせていただいた中でも、やはりお母さん方のほうからも、ど

うしてもお父さんと子どもだけということになると、なかなか参加しようとお父

さんが思ってくれないというような声も聞かせていただきましたので、今年度に

つきましては親子で参加していただいて、なるべくイベントの中で、お父さんと

子どもたちが一緒に何か取り組めるようなワークショップ等をたくさん企画させ

ていただいて、親子で出かける場にしていくほうが、参加も増やしていけます

し、また、その中で父親の育児参加ということを周知していくことが、まずは先

決というふうに考えております。周知方法については、これまでも町内の掲示板

に貼ったり、広報にも掲載しておりますし、近隣の店舗にもポスターを貼らせて

いただておりましたけれども、今年度についてはイベントに関しては実施事業者

が既に決定しておりまして、フェイスブック等を駆使して、奈良県内全域に周知

していく予定にしております。 

委員：子育て講演会の参加人数が４名ということですが、これは事前に申し込みをいつ

までにしてくださいということだったのですか。 

担当：はい。そうです。 

委員：この４名だけでされたのか。 

担当：いいえ、町内の方が４名で、あとは他にも参加していただいておりましたので、



実際には２０名程度集まって、お話は聞かせていただきました。 

委員：町外の方も来られて？外部の講師の方を招いて？ 

担当：はい。 

委員：三宅町みやけパパスクール。僕も一回だけ参加した。参加した感じでは商工会の

メンバーや町の職員のお子さんが見受けられたが、それを除いての人数か？それ

も込みか？ 

担当：込みです。 

委員：チラシを見て本当に来られた方というのは、これより少ない？ 

担当：はい。そうです。 

委員：ちょうど僕は子育て世代だが、出産祝い品贈呈事業は知らなかった。何を持って

浸透していると言っているのか。 

担当：ホームページにも載せておりますし、妊娠届けに来ていただいた際には、すべて

のお母様方に説明させていただいておりますし、申請書をお渡しさせていただい

ております。 

委員：もらっていないからではなく、出産のときに渡されても、これをもらったから２

人目（の出産を）がんばろうという事にはならない。もっと大々的に今から言っ

ておいたほうがいいのでは。 

委員：前回もアンケートが十分でなかったとのことだったが、今回もアンケートがうま

く機能していなかったとのこと。せっかく町民の声が聞けるということなので、

それをしっかりと生かしていくべき。個人的な考えだが、育児というところで男

性参加というのは当然必要ですが、それと共に家事への男性参加というのも併せ

て必要になってくると思う。そういった観点でのイベントなどの活動すると、よ

り育児だけではなく、家事の負担を減らすことで、夫婦が良いバランスになって

いくのでは。 

委員：子育て応援事業、第１子、第２子、第３子と（出産祝い品が）あるが、それはす

ごくいいことだと思うが、川西、田原本、広陵、安堵の近隣は同等のことをして

いるか。 

担当：されていません。川西町については、出産時におくるみをプレゼントされている

とは聞いておりますが、出産祝い品のように日常で使うオムツ等の子育て用品の

プレゼントは、どこもされてないです。 

委員：広陵も、田原本も？ 

担当：奈良県下やっていません。 

委員：産んだ時に説明するより、これこそ大々的にPRして、マスコミ発表は要らないに

しても、情報発信すれば良いと思うので、有効に使ってもらいたい。 

委員：フェイスブックを用いて周知するとのことだが、果たして三宅町のフェイスブッ

クをどれだけの方が見ているのか（疑問である）。紙媒体で見るほうが、年代に

もよると思うが、私もフェイスブックをやるが、三宅町のフェイスブックを見に

いくかというと、なかなかちょっと･･･。この子育てはどの世代をターゲットにし



ているのか。どちらかというと小学生より幼稚園くらい、未就園児？小学校へ上

がるまでの方のほうに重きを置かれた育児になるのか。そうではなく三宅町とし

ては小学校の児童を持たれている家庭をということか。三宅町の幼児園や小学校

も含むということであれば、やっぱりその学校や幼児園と連携して、イベント時

に、「知り合いの方や町外の方に紹介してください」ということで･･･。フェイス

ブックで拡散云々というのは難しい。 

担当：三宅町のフェイスブックだけではなく、今回、委託を決定させていただいた業者

が奈良県内で情報誌を発行されているので、そちらが運営しているフェイスブッ

クや、子育て世帯をターゲットにしている情報誌等も作成されている業者ですの

で、子育て世帯のママたちに対してのフェイスブックにも周知していただく予定

にしております。これまでも、みやけファミリーフェスタを実施するに当たって

は、小学校にも毎回チラシを配布させていただいておりますし、幼児園にも配布

しております。教育委員会にもお願いしまして、川西町、田原本町のほうにもチ

ラシを配布していただいておりますので、今年度についても周知をはかっていき

たいと考えております。 

委員：三宅町の人口は7,000人くらい。子どもさんを持たれている家庭って、どれくら

いあるかというとそれほどないと思う。その人数からすると参加人数４００名だ

と上出来だと思う。三宅町だけで動くとなれば、それくらいの規模のことしかで

きないし、集客もできないと思う。それは他の事業でも一緒だが。教育委員会で

もそう。教育委員会でも磯城郡教育委員会連合会があるにも関わらず、その連合

会で動くのは、年間通じてあまり無い。1回くらい顔を合わせて終わり。それなら

磯城郡３町で三宅町が一番小さい町になるから、他の町からするとお荷物になる

のかもわからないが、３町で一緒に何かイベントをやれば、もっと盛大にできる

のではないかと思う。なかなか行政で他のところとするのは難しいのかも知れな

いが、３町合わせてやれば盛大に活気付いたことができるのではないかと思う。 

委員：父親の子育て参加ということで、例えば幼児園の入園式・卒園式はお父さんほと

んど来ておられる。そういう子どもに関わる記念する日や、お母さんと一緒なら

ほとんど来られるが、父親だけに絞るとなかなか参加者が見られないという現状

があるということはよくわかる。家族ぐるみで参加しながら、父親が子育てにつ

いての興味、関心を持ってもらえるような事業や、子どもと一緒に活動する中で

子どもが非常に喜ぶ、父親と一緒に何かをして喜ぶ姿を見て、父親が大事だとい

う感覚を、父親自身の気持ちが動かされるような内容も含めて。範囲を広めるこ

ともいろいろ検討したら。 

委員：子育てとは、幼児園までの子だと思っているが、年齢の上限はどこまでか。 

担当：小学生までを対象としております。 

委員：幼稚園くらいまでが主だと思っていたが。 

担当：小学生をお持ちのご家庭にもアンケートさせていただいたのですけども、幼稚園

の保護者の方よりも、小学生の保護者のお母さん方の方が、お父さんにもっと子



どもと関わってほしいという意見を出していらっしゃいますので、特に関わり方

という部分として、父親としていろいろなことに参加してほしい、いっしょに遊

んでほしい、継続的に自分の経験を生かして、子どもにいろいろなことを教えて

ほしい、一緒に体験してあげてほしいなどと書かれておりますし、そういう声が

小学校になればなるほど多くなっておりますので、こういう事業については、小

学生の保護者の方も対象にプログラムを組んでいくほうが良いと思っておりま

す。 

委員：幼稚園と小学校のパパとママはどのくらいいるのか？世帯数は？というのは、フ

ェイスブックや町の広報など、連絡しても見ていない方がおられるかもわからな

い。子どもが紛失したり。そこの家族にピンポイントで出せば１００％知らせる

ことになる。 

担当：すみません。世帯ではわからないのですが、今回、（平成）３０年の５月にアン

ケートを配布させていただいた数は、幼児園は１６１枚、小学校は３０１枚とな

っております。 

委員：小学校の生徒の数、今は？ 

担当：３０１名 

委員：（子どもが）二人いるところは？ 

担当：世帯にすればもっと減ります。 

委員：子どもに渡して持って帰らせるのも一つの手だが、直接、親に送るというのが一

番無駄がなくていいと思う。 

 

 

 

事業 No.２ 屯倉ブランドと食の連携によるしごと創出事業 

 

委員：事業の一時評価の自主性の部分ですが、職員がどうしても会場設営などの作業が

難しいというのは、正直、僕らの感覚的にこれだけお金かかっているのに、難し

いというのが逆にわからない。  

担当：多くに費用がかかっているのは、芸能人を呼ぶ費用や、テント等の費用、警備や

人件費に伴う分です。おっしゃるとおり職員が動くことで縮小できる範囲、分野

もあると思いますが、それをすべて職員で補ってしまうというのはなかなか頭打

ちがあるというのも事実でございます。 

委員：同規模の商工会のまつりでは、予算的には５分の１でプロレスを呼んだり芸能人

を呼んだり、あれ以上のテントも張ったりしている。やり方次第で、間違いなく 

できると思う。 

（来場者数が）去年は２，０００人の目標に対して２，６００人で、今年が目標

２，５００人で参加が３，０２０人、増えているのは喜ばしいことだが、まずこ

の３，０２０人というのは、僕、当日、行けなかったのですが聞いている話によ



ると、とてもじゃないが３分の１も無いのではないかと聞いたり、去年２，６０

０人来ているのに、（平成２９年度事業については）目標が２，５００人と、去

年の実数より減っているのは何かあるのか。 

担当：それに関しては、来場者数は東ゲート、西ゲート、南ゲートにおきまして１時間

に１５分程度でカウントして、１時間換算した数でございます。それを集計した

数であるため、実際には出たり入ったりというのもカウントされています。報告

書に上がっております実際の数は３，３５６人ですが、実際に一割くらいは出た

り入ったりしている人がおるであろう、ということで一割減いたしまして３，０

２０人という結果に至っております。 

委員：キッチンカーは町で購入したのか。その活用やPRなど、効果はあるか。 

担当：町で購入いたしまして、購入時の条件と致しましては、町に在住の方が起業する

ことの活動支援としてキッチンカーを使うという縛りがございます。その兼ね合

い上、当日も１２名弱のキッチンカーに関する直接の相談をいただいたのです

が、町外の方が約半数ぐらい。町外では貸してもらえないのかということや、町

内の方でも起業という会社を起こすと考えるときには、具体的には計画をお持ち

の方は少ないということで、即座に申し込むというのは無く、今、３０年６月１

日～６月１５日を一旦締切日と致しまして、（平成）３０年度のキッチンカーの

使用ということでホームページにも掲載させていただいておりますし、広報等に

も掲載させていただいておるのが実情でございます。 

委員：事業の名称の実際の報告は、ほとんどフードフェスティバルの報告のように受け

止めたが、３月１８日に実施されたのは、年度末の駆け込み実施されたと私は受

け止める。フードフェスタということであれば収穫時期の秋にされるのが普通か

と思う。ただ、１回されて今後も継続されていくものであれば、年１回のイベン

ト開催だけでなく、日頃の定期的な取り組みが必要。最近、新聞にもよく出てい

るが、空き家を利用して地元の生産者の農産物や加工品を持ち寄って、定期的に

開いたりするなど。そのような機運を役場のほうで醸成してはどうかとの意見は

ある。普段、金ゴマを学校給食で（出す）との説明があったが、そういう地道な

活動をしたほうがいい。このフードフェスタの見直しもあると思うが。 

委員：特産品として金ゴマとイモに力を入れているが、将来的にこれは有望といってい

いのか。大丈夫だという思惑は持っているか。確かに名前は聞くが、展示会では

販売しているが、一般の市場には全く出ていないように感じる。力を入れている

のは農業委員会や、サトイモの講習会とか･･･。実際、もう少し拡大していって見

込みはあるのかどうかは疑問に思うことがあるが。 

担当：おっしゃるとおり、実際サトイモ焼酎も作って、好評で１ヶ月、２ヶ月あまりで

すべてが完売したという状態であります。第２期目に関しましては、６月下旬７

月くらいから販売できるのではないかと。それも４００本くらいという情報が造

り酒屋からはいっているところであります。原料となりますお米に関しまして

は、農協を介して、もともとお米を作っている地帯でありますので、これは心配



ないのですが、サトイモにつきましては、なかなか専属に作っていただける方が

いないというのが実情です。それで、今は屯倉農産クラブという農業委員さんを

主体として、さきほど言われたとおり、そこからの出展と、あと一般の方もいく

らかサトイモを３株、４株作っているという、親イモといわれる大きいイモを、

これはいつも捨てておられるので、これもうちに入れていただいてサトイモ焼酎

化はできないかという取り組みをしております。農業委員会におきましては、も

っと作ってくれる人がいないかと、新規就農者の方ももう少し作ってくれないか

という話も実際はございます。金ゴマにつきましては、（平成）２９年度の生産

で２１５キロという数字にまで販売数量が上がったと、販売単価はキロ（あた

り）２，６００円程度、これに関しましては地産地消ということで、県が学校給

食に取り入れるための買入価格が高く設定されておりますので、通常でしたら

１，５００円程度になるのですが高く設定されたというのが現状であります。あ

る程度農協へ出ますゴマと致しましては土台ができかけているところでございま

すので、（平成）３０年度に関しましては金ゴマ焼酎、原材料は金ゴマとお米と

いうことで農協を介してでも既にあるものを使って、焼酎作りをできないかとい

うことで、取り組んでおるところでございます。 

委員：フードフェスタですが、３，０００人も来たと。ただ、地元の人が歩いてきた

り、自転車乗ってきたり、車の駐車場は１６０台分も用意したという割には、こ

の３，０００人というのは、多くみているのではないかと。フードフェスタだけ

の予算で事業費５００万円。その割には、普通イベントに参加しておる、また商

工会のイベントを目の当たりにしておる僕からすると、効率が悪いのではないか

と。金をかけなくても、またイベント会社に丸投げをしなくても、自分たちの手

でどうにかもっと安くやっていけるのではないかというふうに思う。また、これ

からも長く続けるのだったら、各種団体に協力してもらうとか、フードフェスタ

とか（商工会の）祭りが一緒になったなど、そういう実行委員会とか作って、い

ろいろ安くなる方法で考えていかれたらいいんじゃないかと思うのと、特産品を

扱う飲食店が無いと、今、空き家対策が問題となっている。飲食する、これを空

き家で皆さんで考えてみればよい。そうすれば、こういう５００万円も使うイベ

ントをなるべく少なくして、その金をその空き家対策に使って、飲食するような

モデルハウスを作って、皆さんに金ゴマの味やサトイモの味をみてもらう、焼酎

の味をきいてもらうというような場を設けることのほうが生産高につながると思

う。 

委員：キッチンカーのところで、出店が１３店舗中７店舗が町内の方ということで、町

内で思い浮かぶのは、たこ焼き屋さんとかあるが、それ以外どういうお店が出て

いたのか。 

担当：まずお弁当屋さん、ココアイ米粉ロール、ソーセージなど売っておられたとこ

ろ、コーヒー、サトイモプリンを売っているところ、お好み焼き屋さん、たこ焼

き屋さんです。それとあとは、農産物の販売コーナー、忍性さんの会等を含めま



して７店舗です。 

委員：キッチンカーの中で相談があったというのは、１０店舗のうち５店舗は町内の方

とは、この７店舗は被っているところはあるのか。 

担当：いいえ。キッチンカーの相談はこの中では無くて、それとは別にキッチンカーの

展示コーナーにおいて、職員、私などがついておりまして、そこで実際に見るだ

けで無く、中まで入って「相談に乗ってほしい」と。 

委員：１０店舗中５店舗が町内の方ということで、もちろん起業しないと、というハー

ドル上げているから使われないということだが、ここで１年間寝かせていて、１

回しか使わないとか、ずっと置きっ放しにするのだったら、例え起業しなくても

外へ出て行ってもらって、ボディーペイントで「三宅、三宅、三宅」と三宅にPR

になるようなことを書いてもらって、例えば、イベントが近かったらポスターで

も貼って、それでも周知になるので。ここにずっと置いておくより、例えば商品

が合致しないとか起業しないなどでも、イベントで県外の人の目の見えるところ

に出ていけるという業者があれば、どんどん貸すべきだと思う。 

担当：委員のご指摘のとおりだと思います。ただ、地方創生の本３ヵ年の事業で補助金

をいただいている計画といたしましては、あくまで起業支援ということでの利用

という縛りがあるので、それはまず基本として、それの合間ですね、募集期間の

間を有効利用して一週間使いたいだとか、町のイベントに出すだとかの有効利用

も考えていきたいと思っております。 

委員：キッチンカーを使うのは、この地方創生に関してでしか使えないということか。 

担当：はい。現状（平成）３０年度まではそうです。 

委員：マラソン大会のときに、キッチンカーが来ていて、良い時にきたなと思っていた

ら、展示だけして、ポッキー配るだけで。どうしてこの中でこれをしないのだろ

うと思っていた。まだ１回も実際にあそこで調理したことはないのか。 

担当：はい。調理はないです。 

委員：実際にやって、そこで買って、というのを見てもらわないと、実感がわかない

し、こういうものを三宅町は地域を盛り上げるのにやっているというのが、全然

印象づかない。ＮＨＫのニュース番組で、月ヶ瀬だったか河合町だったかがキッ

チンカーを持っていて、それで地場の特産物をPRするのに、日ごろの仕事も大変

お忙しいとは思うが、そこの課の人が運転して、奈良県内のイベントに出て行く

のをちょうどされていて、三宅町もこれをすればいいのにとその時も思ってい

た。この縛りがあるから、それが出て行けないということか。 

担当：それをメインとして打ち出せない。計画上はあくまで起業支援用の車ということ

で位置づけさせていますので。とは言いながら、委員ご指摘のとおり、遊んで置

いておくだけだったら何の価値もないので、先ほどおっしゃいましたマラソン大

会や他のイベント等へ、三宅町はこんなものを作っている、こんな品物がある

と、例えばそんなもので作ったものはこんなものだ、と。一時的に起業支援では

無くて、ＰＲ活動にもおおいに使っていきたいということは思っております。 



委員：フードフェスタでも飾っているだけなん。実際にそこで作ってもらえるシェフな

り料理人さんを募集なり、お金出して呼んできて、そこで作ってもらって見せる

というほうが、すごく効果があるのではと思う。 

担当：それにつきましては３店舗、これがキッチンカーで当日、来ていただいておりま

す。先ほど言いました、町内のたこ焼き屋さん･･･。 

委員：そうでなくて、うちのキッチンカー。 

委員：金ゴマや三宅米なりサトイモを使って料理をそこで作って食べてもらう。来場者

の年代が３０代から４０代が２５％とのことで、さっきの事業１の子育て支援と

被るような年齢層になっている。この課はこの事業、と別々にやるというのもそ

れはそれでいいのかも知れない、時期的なこともあるのかも知れないが、こうい

う年代の方がたくさん来られているのであれば、例えばこのあとに子育ての支援

の事業を、一緒にすればいいのか、時期を置いてすればいいのか、ここでこうい

う事業があります、来てくださいというような広報活動もすればいいのではない

か。三宅町は小さいから１つのイベントにお金をドン、ドンと使うのではなく、

助成金の関係もあって、何にこのお金使っているということになるのかも知れな

いが、タッグを組んで事業を一緒にやる。合同で開催するというのも手では？ 

委員：先ほど委員の方がおっしゃった、フードフェスタの開催時期は実りの秋がいいの

じゃないかと。ただ秋はいろんなところでフードフェスタをしている。橿原あた

りでもかなり大きなものをしているので、逆に言ったらこの春のほうがいいかな

と思う。時期のアンケートを見ても、この内容を信頼すると、イベントの規模や

時期でも９割がたこの時期がいいとおっしゃっているので、この時期でもいいの

では、と逆に思う。このフードフェスタは芸能人を呼んだか？ 

担当：はい。 

委員：吉本の住みます芸人？橿原に住んでいる？ 

担当：十手リンジンとスマイルです。 

委員：それを、例えば呼ばなければかなりの値段が安くなったと思う。商工会もやって

いる？それを例えば一緒にやるということは、なかなか難しいのか？ 

委員：フードフェスタは１０時から３時まで。商工会は大体１２時から８時まで、それ

を商工会が３時からすれば一緒にできると思う、ただ収穫祭というか町内で収穫

したものを扱うとすると、秋口になる。 

委員：時期的なことはあると思うが、もう少し纏まって、それをいろんな面で生かすと

いうふうな可能性があるのであれば、そういうことも考えたらいいのではないの

かと思う。三宅町、奈良県で一番小さい町であり、１つの目玉事業としてフード

フェスタを町を上げてそれを実現させるような、その中で無駄を無くして費用を

減らしていくような。年に一回、“３月の催し物は三宅町へ”というような感じ

でやってもいいと思いう。商工会とも手を握り合って。 

委員：また実行委員会を作って、皆さんと協議して。 

委員：子育て事業の機会に、ブースを設けるなどして、そういう世代にアピールしてい



くのも１つの方法だと思う。 

委員：ずっと聞いていたがイベントしかない。いわゆる啓蒙活動。タイトルにあるよう

に、具体的な施策は「稼げる農業の創出」で、取り組みは「稼げる農業創出事業

の実施」ということだと思う。金ゴマだ、やれサトイモだということはわかる。

これがふるさと納税ではないが、三宅町の特産で全国の方々から、いわゆるふる

さと納税、そういうのも１つの手だろう。でも、タイトルは稼げる農業だから、

稼げる農業をどうしたらいいのかをフォーカス＆ディープしてくれなくては、イ

ベントなんかはいくらしても意味が無い。イベントはあくまでも一般の方々、住

民の方々、あるいは農業人口がどんどん高齢化している、若い人に就農してもら

いたい、そのためにどうしたらいいかということを全体的にアピールする場だと

いうこと、そういう場だと考えない限り、こんなイベントをいくらしても意味な

いと思う。僕も農業をしています。その前はサラリーマンだったが。だけど、今

の農業の実態は、６９歳以上の人が農業している。これは絶対長続きしない。金

ゴマなら金ゴマのブランド化、サトイモならサトイモのブランド化。今、金ゴマ

をどれだけ作っているのか。１ヘクタールも作ってない。せめて全体の２割、３

割ぐらいを農家の人に作ってもらって、“三宅町は金ゴマ”だというような感じ

でやらない限りダメだと思う。どんどん就農する人の年が上がっていく。遊休の

農地がどれほどあるか。それが現実だということを行政は知らないとダメ。これ

は三宅町だけではない。遊休地をどうするかということは国で問題になってい

る。この観点で行政がつかまないと。金ゴマを作るといっても、すごく大変なの

ですから。６９、７０（才）のおじいさんにはできない。暑い中管理して誰も作

る人はいない。増えない理由はそこにある。それが農業の実態。正直に言ってイ

ベントはどうでもいい。テーマが農業なのだから。 

委員：KPIに農業生産額あげているが、この時点ではまだ数字が出ていないということ

もあって、KPIがどうつながっているかというのかという評価がなかなかできな

い。生産拡大につながるような施策をどうやっていくか、その作ったものの販路

拡大をどうしていくかという２点の施策が必要であって、イベントはその販路拡

大の一部を担っている部分があるのかもしれないが、現実には、例えばブランド

化するためにどこでどのように有名にして売っていくのかということ。最近、田

原本の唐古のあたりに沿道施設できているし、そういうところでもこれを取り上

げてやってもらうことができるのかとか、まほろばキッチンも奈良にもできると

のことで、どうやって売っていくのかということも併せてやっていくということ

と、三宅町は遊休農地を工業地化していこうというプランも持っているので、そ

れは県も連携しているが、そこで遊休農地をある程度大きな単位で他目的にひっ

くり返していこうとすると、どうしても農業振興計画というものを立てて特定農

業振興ゾーンっていうのを作っていかなければならないというところがあるの

で、その計画も具体的にはまだ始まってないと思うが、その金ゴマなりサトイモ

などを作っていく、付加価値の高い農業ゾーンをどう設定して、どこに作ってい



くのかというようなところも併せて、もう少し生産拡大、販路拡大、抜本策とし

て、この次のステップとして打ち出しを考えていったらいいと思う。 

担当：焼酎については、唐古の道の駅で販売することができています。 

委員：農産物に関しては、田原本町のほうで一杯だということ？ 

担当：そうです。 

委員：自分のところで販売する方法を考えないと。 

委員：（焼酎は販売店）２件に何本ずつ？ 

担当：本数限定はしておりません。 

委員：即完売では？欲しいという人が買いに行ってももう無かった。三宅の土産です、

と渡そうとしても無かった。 

担当：前回は３００本のうち、およそ１５０本が農業委員会を混ぜて役場関係機関、キ

ャパを取ってしまいましたので、実際に販路に出ているのは１５０本ほどしか出

ていませんので。 

委員：ということは、来年はもっと作るのか？ 

担当：今度は７月からまた売り出しかかると思うのですけど、それはもう４００本を直

で売りますので。  

委員：それはそれでいいが、金ゴマにしても、サトイモにしたって耕作面積が増えてい

ない。目標本数でたくさん作ると言っても、たくさんできたら作られるが。私も

講習に行って種芋をくれと言ったら、種芋６個くれただけ。 

担当：一畝に植えていって、途中は管理だけなので比較的楽です。収穫が思いっきりし

んどいんです。 

委員：それが金儲け。三宅の土産にしようと思ったら、そこそこの売り上げをあげない

と。金ゴマ全部で売り上げがいくらあるのか？それで、５０万円では三宅の土産

にならない。焼酎にしても。何千万もある、ふるさと納税もたくさんくると、そ

れなら三宅の土産になるが。サトイモがそのような状態であれば土産まではいか

ない。 

委員：今更で、そもそもで申し訳ないが、将来的には結崎ネブカのような感じで、一大

ブランドとして、その名前で売っていけたらいいと思うが、この事業概要の事業

の名称の、屯倉ブランドと食の連携とあるが、この「屯倉」は僕のまわりにほぼ

読める人いない。三宅がもっと一大ブランドになってからこれを使うのはいい

が、読めないという人が非常に多い。 

 

 

（２） その他 

 ○委員の任期について 

 

 

３．閉会 


