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町長施政方針 

 

 本日ここに、平成２８年度予算をはじめ多数の案件を提案し、ご審議をお

願いするに当たり、広陵町の現状と課題、今後のまちづくりの基本的方向を

ご報告申し上げ、町民の皆様の福祉充実と町の活力向上のため、議員各位の

適切なるご判断をいただきたいと存じます。 

 昨年は、広陵町制施行６０周年、戦後７０年という町にとっても国にとっ

ても将来を考える大きな節目となりました。過去を振り返り、これからのま

ちづくり、国づくりに一人ひとりが思いを新たにしていただいたことと存じ

ます。 

 国におきましては、少子高齢化による人口減少局面にどう対処するか、東

京一極集中の弊害をどう乗り越えるか、国力をどう維持し発展させるか、超

高齢社会を迎えて福祉の姿をどう描くかといったことに対処するため、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を打ち出し、全ての地方自治体に対し、総合

戦略の策定を求めるとともに、並行して地域活性化のための緊急対策を実施

されました。 

 我が広陵町におきましても、平成２７年度に人口ビジョンと「広陵町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」をまとめていただいたところであります。少子

化が進行し人口減少局面を迎えますが、子育て支援の充実はもとより魅力あ

る地域づくりによる人口流入と定着化を図るための施策を展開し、人口３万

人を維持するという目標を設定しているところであります。 

 総合戦略を策定するに当たりましては、産業界、各行政機関、大学、金融

機関、マスコミ、公募住民の皆様に参画いただき、全体審議と「しごと部会」

「まちづくり部会」「ひとづくり部会」に分かれて１２回にもわたり議論を重

ねていただきました。４５年先の２０６０年の人口ビジョンを踏まえ、人口

減少対策など地方創生の取り組みを実行するため、５年間の基本目標や具体

的な施策をまとめていただいたものでございます。 

 この総合戦略では、「住み続けたくなるまちづくり」、「結婚、出産、子育て

の希望をかなえるまちづくり」、「活力あるまちづくり」そして、「地域と地域
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を連携するまちづくり」の４つを基本目標として、今後、本町が「まち・ひ

と・しごと創生」に取り組んでいく上での方向性を示しており、具体的施策

の展開には国の交付金を積極的に活用してまいります。 

 国におきましても、５０年後に人口１億人を維持し、誰もが活躍すること

ができる「１億総活躍社会」を目指す政策が打ち出されています。国を挙げ

て全ての分野における活力ある社会づくりを進めなければなりません。 

 平成２８年度の予算編成に当たりましては、地方創生総合戦略を含め、総

合計画の基本理念であります、 

① みどりを大切にするまちづくり 

② 活気に満ちたまちづくり 

③ 協働のまちづくり 

を具現化するために、財源の有効活用、重点施策への配分に努めたところで

ございます。 

 平成２８年度予算の具体的目標といたしまして、 

① 町の活力の向上  

② 利便性の高いまちづくり  

③ 安心安全なまちづくり  

④ 「健幸（けんこう）」のまちづくり    

⑤ 子育てのしやすいまちづくり  

⑥ 快適生活のまちづくり 

を主な柱として編成いたしました。 

 重点施策とその概要につきまして、ご説明申し上げたいと存じます。 

 

 まず、一つ目の町の活力の向上についてであります。 

 各大字、自治会ごとに地域担当職員の配置を行い、住民懇談会の開催を通

じて、広陵町のまちづくりについてご意見をいただいてまいりました。その

成果はまだまだ十分とはいえませんが、引き続き住民懇談会の開催、地域ご

との課題の整理、コミュニティカルテによる地域活性化プランの策定に向け

取り組んでまいります。また、平成２８年度中に「まちづくり基本条例」の

制定に向けての体制を整えてまいります。 
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 総合戦略がまとまりましたので、具体的な施策の推進に取り組みたいと存

じます。 

 「まちづくり」として、空き家の実態調査を行うとともに、その活用を進

めるため「空き家を若い世代に賃貸」する制度を確立させ、また、若い世代

に住んでいただくため「３世代ファミリー定住支援」も行ってまいりたいと

存じます。 

 「しごとづくり」として、企業立地支援制度をしっかりＰＲし、雇用の拡

大をさらに図ってまいりたいと存じます。 

 また、現在、県が市町村のまちづくりを応援する事業として、町内外から

多くの来訪者がある竹取公園と県立馬見丘陵公園周辺の活性化につきまして、

調査や課題整理などを行い、技術支援や提案をまとめていただいており、平

成２８年度は公園周辺のまちづくり計画を策定し、農業と地場産業、観光を

融合した地域経済の活性化につなげたいと考えております。具体的になりま

したら、県とまちづくり包括連携協定を締結いただく方向で調整を進めてお

ります。 

 また、香芝市との中学校給食共同化を契機として相互連携協定を締結させ

ていただき、あらゆる部門における連携のための協議を進めており、順次具

体化してまいりたいと存じます。 

 農業塾は３年目を迎えました。若者の新規就農も実現するところとなり、

１名がイチゴ栽培に取り組み、既に生産していただいております。また、今

年も１名の若者が就農していただけることになっており、徐々に成果が出て

おります。 

 今後の農地活用につきましては、地域ごとの組織化が必要と考えておりま

す。国や県の支援制度を活用して、広陵町にあった生産体制を構築していき

たいと考えており、今年中に方針をまとめたいと存じます。人材育成として

国との人事交流を行い、町から職員１名を農林水産省に派遣し、農林水産省

からは職員１名を派遣いただきますので、ぜひこの機会を生かしてまいりた

いと考えております。 

 

  二つ目の利便性の高いまちづくりについてであります。 
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 役場庁舎、さわやかホール、図書館、はしお元気村などの公共施設利用者

の無線ＬＡＮ環境を構築し、来訪者、利用者の利便性の向上を図るとともに

災害発生時の支援体制も整えてまいります。 

 平成２８年１月からマイナンバー制度がスタートしましたが、ご心配いた

だいている運用上のセキュリティ対策を強化するため、国や県と連携した高

度な情報システムの構築を図るとともに、マイナンバーを活用した住民票な

どの諸証明がコンビニエンスストアでも取得できるシステムを近隣市町と連

携して進めてまいります。 

 公共交通の広陵元気号の運行改善につきましては、４月１日からルートの

見直し、運行本数の増便を行います。半年間の無料試行運行を行った上、１

０月から道路運送法第４条による乗合バスとして有償化し、奈良交通に運行

委託する予定であります。 

 図書館におきましては、貸出システムの更新とともに電子書籍も導入し、

利用者の利便性の向上を図ってまいります。 

 

 三つ目の安心安全なまちづくりについてであります。 

 庁舎の耐震補強工事につきましては、引き続き本年１１月末まで実施いた

します。工事期間中は、事務所の移動や騒音などでご迷惑をお掛けいたしま

すが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

犯罪抑止力を高めるため効果の高い防犯カメラにつきましては、今年度も

引き続き設置してまいります。かつらぎの道や公園、小中学校、幼稚園、保

育園全てに設置を進めてまいります。 

 平成２７年度に２台のＡＥＤを地域にモデル的に貸し出し、設置をいたし

ました。継続して設置を進めるとともに、いざというときに備えて訓練、講

習を進めてまいります。 

 消防団の車両の更新につきましては、第１分団と第２分団のポンプ車の入

れ替えを行い、装備の充実を図ってまいります。 

 防災訓練につきましては、昨年中学校区ごとの訓練を行いましたが、平成

２８年度につきましては、さらに小学校区ごとのきめ細かな訓練を行い、避

難所の整備も進めてまいります。防災無線は整備が完了しましたが、音声が
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到達しにくいという不安に対しましては、個別受信システムについても研究

を進めてまいります。 

 大字、自治会管理の防犯灯のＬＥＤ化は５年間の補助制度により、相当進

めていただきましたが、町管理の街路灯につきましては引き続き進め、あと

２年の計画で完了させたいと存じます。 

 交通安全対策につきましては、継続的に道路改良を進め、特に通学路、歩

行者の安全確保に努めてまいります。 

 住宅建設が進む地域における集中豪雨に対する被害軽減を図るための対策

を進めてまいります。 

 消費者行政につきましては、消費者の安全と安心を確保するため、相談体

制の充実を図るとともに、継続的な啓発活動に努めます。 

 

 四つ目の「健幸」のまちづくりについてであります。 

 家族が健康であることは何物にも代えがたい財産であります。町が活力を

維持するためにも町民の皆様が健康であることが重要であります。一昨年か

らスマートウェルネスシティ首長研究会に参加し、職員と共に先進地の施策

に学んでいるところであります。研究会の成果は、日常的に運動を継続する

ことによって医療費の軽減につながっているという証左も示されていますが、

課題は、無関心層の意識をどのように高めるかということであります。自然

に運動する、町に出かける、歩いてしまうというまちづくりも必要であり、

都市機能のあらゆる分野においてその意識を持って取り組む必要があると考

えております。今年もチャレンジデーに挑戦していただき、町民あげて運動

の大切さを意識していただこうと考えております。 

 長年続けてまいりました保健推進員制度は、各大字、自治会のご協力によ

りまして、今日まで約１，０００人に修了していただき、成果を収めてまい

りましたが、平成２８年度から畿央大学のご支援をいただき、より積極的に

地域での保健活動に取り組んでいただくための人材育成に努めてまいります。  

 

 五つ目の子育てのしやすいまちづくりについてであります。 

 保育園の待機児童解消のために西、北保育園におきまして増築を行いまし
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たが、建築確認手続きにおきまして法令に定める手続きを怠り、大変ご迷惑

をおかけし、その責任を痛感しているところであります。深くお詫びを申し

上げます。この処理のための対策として、老朽化している北保育園の園舎の

改築を進めることとし、合わせて北幼稚園との統合による幼保連携型認定こ

ども園の建設を進めるべく、用地取得も完了いたしましたので、平成２８年

度におきまして実施設計を進めることといたしました。子どもたちの保育環

境をすばらしいものとするとともに、保育に当たる人材育成にも取り組み、

万全を期してまいりたいと存じます。 

 中学校給食は、本年２学期からの実施に向けまして、センターの建設、委

託業者の決定、運営体制の整備、備品、食器等の調達など鋭意進めていると

ころであります。広陵中学校、真美ヶ丘中学校の配膳設備におきましても工

期に少し遅れは出ているものの給食開始に向けて工事を進めております。 

 懸案となっております小中学校の空調設備につきましては、全ての学校に

おいて設計をさせていただくための予算を計上いたしました。設置手順につ

きましては、国の補助の確定と町の財政計画を見合わせながら協議させてい

ただきたいと存じます。 

 中学生議会でも子どもたちから要望のありましたトイレの改善につきまし

ても、予算を計上し順次進めてまいります。 

 

 六つ目の快適生活のまちづくりについてであります。 

 最大の課題でありますごみ処理の問題につきましては、天理市のご協力に

よりまして１０市町村共同の「山辺・県北西部広域環境衛生組合」が４月か

らスタートいたします。ごみ処理中継施設の設置等解決すべき課題はまだま

だ多くありますので、ごみ処理町民会議におきまして協議を続けていただく

ことといたします。 

 また、道路改良、道路環境整備、公園整備などにつきましては、計画的に

進めることとしておりますが、公園遊具の更新につきましては、できるだけ

小さな子どもたち向けの設備を導入することとしております。 

  

 次に、特別会計予算についてでございます。 
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 まず、国民健康保険特別会計につきましては、幸い医療費の伸びがなかっ

たことから、税率は現行どおりとさせていただいております。平成３０年度

に県が運営主体となりますが、引き続き町として特定健診の啓発など健康づ

くりに努めてまいります。 

 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、高齢化の進行により医療費の増

加から保険料率の改定がなされました。引き続き健康寿命を伸ばす取り組み

を進めてまいります。 

 介護保険特別会計におきましては、平成２８年度が第６期介護保険事業計

画の中間年となります。新介護保険法による「地域包括ケアシステム」の構

築に向け、研究を進めておりますが、要支援者への新総合事業につきまして

は、予定を１年繰り上げ、早期に移行を進めてまいります。 

 

 下水道事業会計につきましては、その普及率が９８．０％となり、ほとん

どの家庭で利用可能となっておりますが、水洗化率は９１．５％ということ

であり、引き続き接続の推進に努めてまいります。 

 会計事務におきましては、平成２９年度に地方公営企業法の適用とするた

め移行作業を進めてまいります。 

 

 水道事業会計についてでありますが、平成２６年度から進めております真

美ヶ丘配水場の整備につきましては、高架水槽からの送水をポンプ圧送に切

り替えを行い、高架水槽を撤去して耐震化事業が平成２８年度をもって完了

となります。配水管の耐震化は、引き続き計画的に進めてまいりますが、水

道管内のさび等により、水流の急激な変化により濁りが生じることがあり、

その対策としての洗管を計画していきたいと存じます。 

 また、水道メーター検針業務、水道の休開栓、料金収納等の業務を民間事

業者に包括委託して合理化とサービス向上に努めてまいります。 

 

 以上が、平成２８年度の一般会計並びに特別会計予算の概要でございます。

詳細につきましては予算書及び関係資料をご準備させていただいており、後
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ほど担当からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 なお、行政需要は年々増加を続けており、今後も新たに中学校給食の運営

経費、認定こども園の建設費、高齢化の進行による福祉的経費の自然増など

により、本町の財政状況は一層厳しくなることが予想されます。経常収支比

率が平成２６年度決算で９９．６％という高い数値となっていることから、

平成２８年度の予算編成に当たりましては、経常経費の１０％削減を目標に

進めてまいりました。 

 平成２７年度におきましては、公共施設の維持管理経費の削減対策として

電力調達の入札を行い、相当の削減効果がありました。引き続き維持管理経

費の削減に向けて、入札を進めてまいります。         

今後も財政健全化の取り組みが必要であり、全ての経費につきまして、執

行段階における事務事業評価を行い、効率的な行政運営に努めてまいりたい

と存じます。 

 私は、今後も「みなさんと共に『いい町』づくり」を推進するため「対話」

「協働」「前進」をキーワードとして町政運営に全力で取り組んでまいります。 

 議員各位並びに住民の皆様におかれましては、より一層のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げ、施政方針の説明とさせていただきます。 
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教育長施政方針 

  

 平成２７年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律」が施行され、本町におきましてもこれまでに３回の総合教育会

議を開催し、広陵町教育大綱及び教育振興計画の策定に向けて取り組んでお

ります。今後は教育大綱に基づき、本町の教育の振興に努めてまいりたいと

存じます。 

 

 それでは、教育行政における平成２８年度の取り組みについて、申し上げ

ます。 

 まず、学校教育関係であります。 

 平成２８年度におきましても、「自ら学び 心豊かに 逞しく生きる広陵っ

子の育成」をスローガンに、「学んでよかった学ばせてよかったと思える学

校・園づくり」と「地域の信頼と期待に応える教育行政」を進めてまいりま

す。 

 奈良県の学校教育における指導の重点目標として、「確かな学力の育成」、

「豊かな人間性の育成」、「たくましい心身の育成」の３つが掲げられていま

す。 

 平成２７年度の全国学力・学習状況調査における町内の小中学校の平均正

答率は、全国平均並びに奈良県平均を上回っておりますが、一方で学校間の

格差も生じているのが現状です。このことを受け、各小中学校に、結果の分

析を指示するとともに、指導主事が各校を訪問、授業を参観し、学校長並び

に教員に対して、課題や問題点等を指摘した上で、今後の学力向上に向けた

方策について指導を行っております。 

 また、体力・運動能力調査は、小学校は５年生、中学校は２年生を対象と

して実施され、小学５年生男女及び中学２年生女子においては、全国並びに

奈良県平均を下回っていますが、中学２年生男子においては、県平均を下回

っているものの、全国平均は上回っております。この調査結果から、児童、

生徒の体力・運動能力の傾向を分析し、各校において体育の授業を中心に、
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児童、生徒の発達段階に応じた体力・運動能力の向上への取り組みに努めて

まいります。 

 次に、幼稚園におきましては、昨年４月から預かり保育を実施したところ、

９か月で延べ１,３７７人の利用者があり、保護者の要望の高さが示される結

果となりました。今後も継続して子育て支援の充実に努めてまいります。 

 また、小学校へ就学した１年生が集団行動がとれない、授業に集中できな

いなどのいわゆる「小１プロブレム」といわれる現象を防止するために、幼

稚園・保育園・小学校が連携を深め、小学校生活へスムーズに移行できるよ

う図っているところであります。安全・安心な学校・幼稚園づくりのために、

学校と地域が連携を深め、一体となっての見守り活動を進めております。登

園・登校時、地域の方への積極的なあいさつを奨励することにより、基本的

な生活習慣が身に付くとともに、子どもたちが地域とのつながりを大切にし

ていけるよう、引き続き「あいさつ運動」を推進してまいります。 

 外国語教育につきましては、小学校では、ＡＬＴ（語学指導助手）を招い

ての５・６年生の英語授業を週１時間（年間で３５時間）実施し、中学校に

おきましても、引き続きＡＬＴを招いて英語授業の充実に努めてまいります。 

 幼児、児童、生徒、保護者及び教職員の相談とカウンセリングに応じるた

めに、小学校には「子どもと親の相談員」を、中学校には「スクールカウン

セラー」を配置し、さらに子どもの発達や就学などを担当する「まなび相談

室」や、不登校やいじめなどを扱う「心の相談室」を設置しております。特

にいじめ問題に関しましては、学校において「いじめ防止対策委員会」を設

置し、いじめ根絶に向けて取り組んでいるところであります。 

 特別支援教育に関しましては、支援を必要とする幼児・児童・生徒に対し

て町独自の支援スタッフを加配するとともに、適正な就学指導の推進を図る

ため、各関係機関と連携をとりながら、子どもに適した指導・支援に努めて

まいります。 

 次に、教育総務関係でございますが、中学校給食センター建設及び関連す

るところの整備等に関しましては、本町と香芝市が一丸となって平成２８年

９月の開始に向け鋭意進めているところです。 

 非構造部材の耐震化については、平成２７年度に耐震調査を終え、設計予
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算について繰越明許させていただき、平成２８年度に設計ができましたら進

めてまいります。 

 小中学校の普通教室への空調設備の設置については、平成２８年度予算に

おいて設計委託料を計上しており、平成２９年度以降に町財政と国庫補助金

を考慮しながら、順次整備を進めて行く予定としております。 

 学校トイレの改善整備については、全体計画として５０％の洋式化率を目

指して、洋式化率の低い学校から順次整備を進めてまいります。 

 

 次に、生涯学習の分野におきましては、「子ども会連合会」、「婦人会」、「Ｐ

ＴＡ連絡協議会」、「文化協会」等の社会教育団体や、「学校」、「中央公民館」、

「図書館」等と連携し、社会教育に関する講演会や研修会及び文化振興など

を推し進めております。加えて、幼稚園、小学校、中学校では、保護者に対

し家庭教育学級を継続して行っております。 

 また、地域とともにある学校づくり、学校・地域パートナーシップ事業に

おいて６８人の地域ボランティアの方々の積極的な参画を得て、各小学校の

運営を地域ぐるみで支援していくよう努めます。 

 青少年犯罪の未然防止に努めるため、関係団体、学校、地域、家庭が一体

となり、青少年健全育成協議会の活動をさらに充実してまいります。 

 「地域間交流事業」では、本町の子どもたちが夏休みの期間に、友好交流

都市「福井県美浜町」を訪れ、ボート体験等を通して自然の雄大さに触れる

「海体験」を実施いたします。 

 核家族化が進み、異世代や地域でふれあう機会が少なくなっています。世

代間交流としては、小学生から高齢者までの異世代でチームを構成し競技す

る「ふれあいパークゴルフ大会」を実施してまいります。 

 来年、平成２９年９月１日から１１月３０日までの間、奈良県で初めて開

催されます「第３２回国民文化祭」は、昭和６１年度に東京都から始まった

ものであります。今年は、関係団体に参加していただく実行委員会を立ち上

げ、広陵町で実施する文化祭やかぐや姫まつり等の文化事業のあり方を協議

し、国民文化祭を成功させるための取り組みを進めてまいります。 
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 次に、社会体育におきましては、町体育協会が展開する事業へのサポート

に加え、地域住民が自主的な運営を目指す総合型地域スポーツクラブ「広陵

ステーションプラス１クラブ」への支援を行い、誰もがスポーツに親しめる

機会の拡充を図ることによって、健康づくりのための取り組みを支援してま

いります。また、町立体育館照明のＬＥＤ化事業とアリーナ床面の張替事業

を年次計画で行い、快適にご利用いただけるよう施設整備に努めてまいりま

す。 

 

 次に、図書館でございますが、年間貸出冊数は約５０万冊で、多くの方々

に連日利用していただいております。 

 蔵書用図書につきましては、利用者のニーズに応えられるよう、定期的に

新刊図書を購入し、蔵書の充実に努めてまいります。今年度は図書館システ

ムの入替に合わせ、電子図書の導入も予定しております。 

 子どもの読書活動推進につきましては、「広陵町子ども読書活動推進計画」

をもとに進めており、引き続き学校に図書館司書を配置し、町内の保育園、

幼稚園、小学校、中学校と連携を図りながら、取り組んでまいります。 

 次に、文化財関連でありますが、歴史資料館の建設に向けて、同整備検討

委員会において検討、基本設計をまとめていただき、答申を受けることとな

っております。答申があり次第ご協議を申し上げ、整備に向けたスケジュー

ルを定めたいと存じます。 

 重要文化財百済寺三重塔の自動消火ポンプ設置事業が、国庫補助事業とし

て採択されましたので、広陵町も随伴補助する予定です。 

 特別史跡巣山古墳の整備事業は、墳丘・外堤の護岸整備及び発掘調査を進

めてまいります。事業完了まであと７年は必要ですが、完了後の活用につき

ましても、県の公園担当部署との協議を行ってまいります。 

 

 最後に、学校給食でございます。 

 小学校給食につきましては、「食」の安全・安心・栄養の確保について細心

の注意を払い実施しております。平成２７年９月から調理を民間に業務委託

し、栄養面につきましては、発育盛りの児童においしさと栄養のバランスを
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考慮し、食物アレルギーに対応した給食の提供を行っております。 

 県内産の食材を用いた給食の日を「奈良の日」として、地域の農業に従事

している方々に感謝する気持ちを抱かせ、児童が食に関する正しい知識を習

得するとともに、食に興味を持ち、望ましい食生活を実践できるよう、「食育」

に繋げているところであります。今後は、町内産の食材を用いた「広陵町の

日」も設けていきたいと考えております。 

 中学校給食につきましては、平成２８年９月からの開始に向けて準備を進

めているところですが、調理、配送・配膳について委託で受託業者も決定い

たしましたので、万全を期してまいります。 

 給食の実施に当たりましては、安全・安心はもちろんのこと、栄養面への

配慮、食物アレルギー対応についても、国の基準及び食物アレルギー対応指

針に則り実施してまいります。 

 給食センターは、香芝市との協議会での運営となりますが、給食費月額４,

５００円は、両市町がそれぞれ収納を行い、協議会に納入していただくこと

になります。 

 

 町の将来や地域を担うのは、次代を生きる子どもたちであります。その子

どもたちが、心身ともにたくましく成長できるよう、確かな学力、生きる力

を身に付けること、未来を託す基礎づくりは、家庭・学校・地域が三位一体

で取り組むことが重要であります。 

 今後も子どもたちの健全な育成に全力をあげて取り組んでまいります。 

以上が、教育関係の主要な事業と施策でございます。 


