↓↓三宅町議会議員の求人があったとしたら、こんな感じ
年収 およそ422万円（ 役職により手当ありで増額 ）
労働日数：年間およそ36日 ( 出席が義務の会議の日数 ）

TEL/FAX：0745-44-4194）

令和4年6月定例会議報告
今回は、コロナ対策費の使い道が議案にありました
●みやけ お買物券
一人１万円（町内のみ使用３千円、町外でも使える７千円）
令和４年８月１日に三宅町に住民票がある人。

・資格不要、学歴不問、25歳以上・性別制限なし！
・兼業可能（他の仕事、子育てしながらも可能です）
チーム三宅町議会の一員になりませんか？
世間的には、地方議員の評判はすこぶる悪いようです。
その評判を、払拭すること“も”目指します。

（三宅町伴堂137-9

↑非公認キャラ
「ぜぜヒヒ」

議会は、町の政策を決定したり、事業が正しく行われているかチェックするチ
ームです。その議会チームのメンバーが議員です。
チーム議会として、すべきことが多岐にわたるため、いろんな立場の人がメ
ンバーとして加わっている方がよいです。
現在は、女性議員が一人のみ。
また未就学児の子育て中という議員はいませ
ん。最年少のメンバーで50歳を超えているおじさんチームです。

●子育て応援買い物券
一人５千円（18歳以下のこども）８月１日に三宅町に住民票がある人。
●コロナに感染または濃厚接触者になって、仕事を休まざるえなくなった人に、
一日５千円（最大１０日間） ※要件あり。申告が必要です
●コロナに感染または、濃厚接触者になって、外出できない方への買い物支援
※要件あり。申告が必要です。 など。
国からの１億3千万円ほど補助金で対応します。

余ると返金する必要があり、現時点では使い切る予算設定です。

女性の視点、子育て世代の視点、若者の視点が不足しています。
「われこそは」
という方、あなたのチャレンジを待ちしています。

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo（みいも）について、
こんな声を聞き
ました。
「子供の施設やろ。
もう高齢やし、行ったことないわ」
（ちゃう。頭をかかえました）
子供から
「大人は信用できない」
（ちゃう。信用できヘン人と信用できる人がいるんや）
「月曜が休みの役場の組織やろ」
（ん？。確かに休んどる。住民主体？）
こんなんでいいのかな？ いいとは思わないですが、私の個人の意見になるのかな？
MiiMo（みいも）付近を、水曜日の夕方ウロウロしています。
◎ 貸していただける空き家などのスペースはありませんか？
知り合いの看護師さんたちが、軽い体操をしたり、食事をしたりで、
気軽にいろんな人が集まれる場所を作りたいと言われています。

空

家

前号に︑いろいろな意見を
いただき︑ありがとうござ
います︒予想外の内容もあ
りました︒﹁ふざけるな﹂と
いうものも︒しかし︑大マジ
メ︒大問題だと考えるのは︑
﹁議会として話し合いをし
ない﹂ということ︒定数が減
るなら減るでよいのです
が︑そこまでの経緯が無茶
苦茶です︒議会についての
アンケートを実施する直前
で︑﹁否定的な意見があれば
それに対応しないといけな
い﹂という理由で中止︒議会
改革特別委員会が開かれて
いましたが︑そこで定数削
減の話し合いをするでもな
し︒そして︑いきなり採決で
かを決める︒この﹁場
〇か ×
あたり的﹂な議会運営に問
題ありです︒おかしなこと
が起こっています︒元首相
の安倍さんが撃たれるとい
う大事件が奈良で発生︒︑ロ
シアとウクライナの戦争も
継続中です︒目前の出来る
ことからコツコツと︒

◎「三宅町で畑をしたい」
というような声も、私のところに届いたりもしています。
「やりたい」
という人と、
「使ってもいいよ」
という人がうまく組み合わせられるといいのですが。

いろいろなご意見をいただいてい
ます。
メールでも連絡も可能です。
家の前には専用ポストもあります。

miyake@best-for-u.com
http://mt.best-for-u.com/

○令和４年４月から、三宅町内の上水道の管理は、磯城郡水道企業団へ
と、移行しています。
令和4年4月分の水道料金を見てください。1カ月分の水道使用量を2で
割って水道使用料金を計算する、
という方法をとっており、普通に計算し
た時との誤差が発生している家庭が多いと思います。
その後は、2ヵ月分を2で割って水道料金を計算するので誤差は発生しま
せん。移行期の一カ月
（令和4年4月）のみの誤差となります。
「この誤差を
どうするの？」
という問い合わせは行っておりますが、
ご了承くださいとい
うような回答になっています。
その磯城郡水道企業団ですが、奈良県の県域水道一体化の事業をうけ
て、そうそうに、県に統一され、磯城郡水道企業団は無くなることになる
のかもしれません。
県は、国の補助金を使って、統一を進めたいと考えています。
上水道（飲み水）はライフライン（いのちづな）
です。
「みんなの“いのちづな”で利益を追求する
な」
と、海外では民間へ出した上水道の運営が、
公営に戻って来ている事例が多くあり
ます。県営の後に、民営化に向かわな
いか注意が必要です。
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公共交通について
（買い物難民。病院への通院）

【地方議員の仕事】

この６月末まで、三宅町内のコンビニと国保中央病院の間で、直通バスが走っ
ていたのをご存じでしょうか？ 一日１往復のみでしたが、国保中央病院が実
証実験ということで、2021年の10月から８カ月ほど走らせてくれていました。
何度か乗りました。運転手さんによると乗る人はほぼいなかったとのこと。
公共交通は、みんなで維持するもの。いざ車に乗れなくなった時に、欲しいと言
っても、遅いのが公共交通です。どうしたらと、
この問題を考えています。
三宅町の発行するタクシーチケット
のみで、大丈夫ですか？
ご意見、待っています！

前回は無投票で選挙がありませんでしたね

「議員の仕事」
をするには、
まず選挙で、“普通は“多くの住民さんに、選んで頂かな
いといけません。選挙に必勝方法があるのか私はわかりませんので、
『議員必携』
よ
り議員の仕事についてふれておきます。
三宅町議会は、1チーム９人です

ここからの話は、
「野球のチーム」を思いうかべると想像しやすい
かもしれません。
「議会」＝「チーム」、
「議員」＝「選手」
です。
『議員必携』には、
「議員（選手）の義務」
という書き方で次の３つがありま
す。 1. 会議に出席する義務。 2.規律を守る義務。 3.懲罰に服する
義務。 言い換えてみます。

「買い物難民」

1. 会議に出ろよ。 2.ルールは守れよ。 3.罰を受けたらそれに従えよ。

（※使命【しめい】 与えられた責任をもって果たさなければならないつとめ）

1. 町の具体的政策を最終的に決定すること
2. 町の行う事業が正しく行われているか監視すること
この議会（チーム）
としての使命が、議員（選手）のハードルを一気に上げます。

もりう
ち

「たった３つ？！ え？！やっぱり議員は・・・」
と感じたそこのあなた！ ちょっと待って。
「議会（チーム）の使命」
として2つ、
とんでもないことが書いてあります。

買い物難民（かいものなんみん）
少子高齢化や過疎化などの影響に
より流通機能や公共交通網が弱体化したことによって、食料品や日用品など、生
活必需品の買い物が困難な状況に置かれている人のこと。対策は、①宅配サー
ビス、②移動販売、③店への移動手段の提供、など
買い物サポートに取り組んでくれています。問合せ：健康こども課（0745-43-3580）
また、コロナで一時的に「買い物難民」
となった場合も支援が受けられます。

※ 安心してください。学校では習ったりしない内容です。全員スタートラインは同じ
です。私・森内は、弱気になりながらも、この使命を果たさねばと、このチラシを作っ
たり、政務活動費を議員研修や書籍に投入したりしています・・・

「チーム
（議会）は優勝をめざせ！」
「選手（議員）は、
まず試合（会議）
には出ろ」
こんなふうに求められているようです。
「選手（議員）は、
まず試合（会議）には出ろ」
の部分が当たり前すぎて笑ってしまいます。
しかし、優勝できなくとも、好成績を出すにはどうしたらいいのでしょうか？
選手の数を減らすのは、優先順位が低いはず。今の議長の下で、
チーム力（議会
力）
を高めたいと思っています。
今の選手にはそれぞれ強味があります。住民さんの声を聞くのが得意。論理的に
考えるのが得意。いろんなコネクションを持っている。なんだか瞬発力がある。などな
ど。
しかし、選手が強力でも、
チームとして好成績をおさめられるかは別問題です。
さて、
どうしてチーム力を上げる？チーム三宅町議会・・・・
先進事例が山のようにあるではないか・・・・
（つづく）

ホームページもご覧ください。https://mt.best-for-u.com

どんな大学が来て欲しいですか？
石見駅前に、奈良県立大学の新キャンパスが来ることは、
ご存じだと思います。
では、大学が来てどんなふうになったらいいと思いますか？
大学が 今後の三宅の未来の姿
や、町づくりに大きくかかわって
くるのはあきらかです。
一緒に考え、提案しませんか？
スタートアップ（起業）
という視点
もあるので、人の交流がポイント
になると思われます。
また「ウェル・ビーイング」
という
キーワードも重要になってくるよ
うです・・・ ウェルビーングってなに？
なんか植えるの？
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