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町長施政方針 

 

 ～はじめに～ 

私が、広陵町長の重責を担わせていただき、もう間もなく１期４年の任期

満了を迎えようとしています。この間、我がまち広陵町は、平成２７年に町

制施行６０周年という節目を迎え、昨年４月には町制施行以来、初めて人口

が３５，０００人に到達いたしました。また、本町の図書館が舞台となった

映画「天使のいる図書館」では、美しい自然に囲まれた町の風景が全国に紹

介されることとなりました。 

私は『みなさんと共に「いい町」づくり』をスローガンとし、全力で取り

組んでまいりました。町民の長年の希望であった中学校給食の実現をはじめ、

様々な施策を進めることができましたのも、議論を交わし、実現に導いてく

ださった議会議員の皆さま、そして町民の皆さまのご理解とご協力の賜物で

あり、改めて心からお礼申し上げます。 

本日ここに、平成２９年度における予算及び関連諸議案を提案し、ご審議

いただくにあたり、新年度における町政運営の基本方針と主な施策をお示し

し、議員各員並びに町民の皆さまのご理解とご協力を賜りたく存じます。な

お、町長としての任期が６月３０日ということでありますので骨格予算の考

え方をもって編成いたしましたが、住民生活に密着する事業については、当

初予算として計上させていただきました。これからも町民の皆さまと共に広

陵町がさらに住みやすい魅力あるまちとして発展し続けるために、町政運営

に組織として全力で取り組んでいくことが求められると存じます。 

 

～予算編成の概要～ 

それでは、平成２９年度の予算編成概要についてご説明申し上げます。 

一般会計の予算規模は、１０８億３千万円で、前年度から１０億９千万円、

対前年度比９．１％減となりました。歳入では、町税収入が前年度から４千

９００万円、対前年度比１．２％増の４０億２千８００万円を見込んでいま

す。一方、歳出では、介護給付費などの扶助費において、１億５千万円、対
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前年度比７．１％増の２３億３千万円となる見込みです。今後も町税の大幅

な伸びが見込めない中、少子高齢化に伴う社会保障関連経費の増大により、

本町の財政状況は厳しさを増すことが予想されます。経常収支比率は、平成

２７年度決算において９３．２％と前年度と比較して６．４ポイント改善さ

れましたが、全国平均９０．０％と比較しても依然高い水準となっているこ

とから、平成２９年度の予算編成にあたりましては、さらなる経常経費の削

減に努めています。 

 

次に、特別会計予算でございます。 

 まず、国民健康保険特別会計につきましては、平成３０年度の県単位化に

向け、現行税率の適正化を図るべきところですが、幸いにも医療費の伸びが

なかったことや、財政調整基金の取り崩しにより、平成２９年度の税率は現

行どおりとしています。平成３０年度からは県が運営主体となりますが、引

き続き、町として生活習慣病の予防をはじめとした健康増進事業を実施する

ことで医療費の抑制及び適正化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、引き続き、人間ドック、脳ドッ

クの助成や無料での健康診査を実施し、高齢者の健康長寿を目指して病気

の早期発見や予防に取り組んでまいります。 

 

介護保険特別会計につきましては、３年の事業計画期間である第６期介護

保険事業計画が平成２９年度に最終年度となります。第６期計画では介護保

険法改正に沿った介護予防・日常生活支援総合事業を早期に移行し、地域の

実情に応じたサービスを提供しています。平成２９年度におきましては、「地

域包括ケアシステム」の構築に向け、これら総合事業の充実を図りながら、

次期計画の策定を進めてまいります。 

 

下水道事業会計につきましては、普及率が９８．１％となり、ほとんどの

家庭で利用可能となっていますが、水洗化率は９１．５％であり、引き続き

接続の推進に努めてまいります。平成２９年度からは財務について、民間企
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業の会計基準と同様の公営企業会計を導入し実施してまいります。 

 

 水道事業会計につきましては、平成２６年度から進めている真美ヶ丘配水

場の整備を、配水池の劣化に伴う補修工事及び場内配管の耐震化工事を実施

するため、工期を平成２９年度末まで延長させていただきます。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

計画的に進めます。 

 また、昨年１２月から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おり、今後も業務の合理化を図りながら、

さらなるサービス向上に努めてまいります。 

 以上、新年度における一般会計と特別会計・企業会計をあわせた全会計の

予算総額は２０８億６千万円となり、前年度から７億６千万円、３．５％の

減となっています。これは、昨年度は大型事業である中学校給食センターの

建設があったため、予算規模が縮小しているものであります。 

 

 ～基本方針と主な施策の概要～ 

さて、現在、国におきましては、人口減少社会への対応を含む「地方創生」

の取組に加え、経済成長を確実なものとするため、少子高齢化の流れに歯止

めをかけ、誰もが活躍できる、「一億総活躍社会」を実現し、『希望を生み出

す強い経済』『夢をつむぐ子育て支援』『安心につながる社会保障』という

「新・三本の矢」に沿って取組を加速することとしています。 

本町におきまして、平成２９年度は、第４次広陵町総合計画後期基本計画

のスタートの年となります。広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略ととも

に、将来にわたって活力ある広陵町を持続していくため、移住・定住施策の

推進と、よりきめ細かな子育て支援や教育環境の充実に力を注ぐべく、取り

組むべき施策を着実に実施してまいります。前期基本計画の点検・評価を踏

まえ、今後５年間の後期計画期間における重点プロジェクトを７つ掲げてお

ります。平成２９年度の重点施策と概要につきまして、第４次広陵町総合計

画後期基本計画の７つの重点プロジェクト毎に、ご説明申し上げます。 
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 重点プロジェクトの一つ目は、 

『町の活力向上』です。 

 今年度も引き続き、各区・自治会ごとに地域担当職員を配置して住民懇談

会を開催してまいります。地域担当職員のあり方について検討会を立ち上げ、

住民懇談会の開催方法等を見直し、コミュニティカルテによる地域活性化プ

ランの策定に向けて取り組んでまいります。 

また、住民懇談会等を通じて「まちづくり基本条例」の制定についても、

町民の皆さまも一緒に考えていただき、町づくりのあるべき姿を形づくって

いただきたいと考えます。 

昨年末に「みどりのふるさと応援寄附金」の仕組みをリニューアルし、ふ

るさと納税サイトを通じて寄附いただけるようになりました。自主財源の確

保と地域産業の活性化を目指し、新たな広陵町の特産品の開拓と、これから

も応援していただけるよう、町の魅力発信に取り組んでまいります。 

 広陵町まち・ひと・しごと総合戦略は３年目を迎えます。今年度は地方創

生の取組として、まちの活力を維持し続けるための事業・施策を実施してま

いります。 

 まず「移住・定住施策」につきましては、「家族のかたちがココに～広陵カ

ントリープロジェクト～」として、移住・定住支援と空き家利活用事業に移

住者向けの就労支援を盛り込んだ事業を展開してまいります。また、昨年ス

タートした「３世代ファミリー定住支援事業」、北葛城郡４町の連携事業「す

む・奈良・ほっかつ！～移住プロジェクト～」を継続してまいります。 

 「しごと創生」につきましては、「活力あふれるまちづくり～ブランド戦略

展開事業～」として、地場産業はもとより町内全事業者の底上げと、若者の

雇用創出や販路の拡大等、地域産業の問題解決に取り組んでまいります。 

 『町の活力の向上』という地方創生の推進には、様々な主体との「連携」

がキーワードとなります。まず、奈良県とは先日、竹取公園と県立馬見丘陵

公園との連携、賑わい・交流の場の創出をコンセプトにした、まちづくり包

括協定を締結いたしました。この協定を契機として、竹取公園周辺地区のま

ちづくり基本構想を策定し、楽しく健康でくらしやすいまちづくりを進めて

まいります。 



 - 5 - 

香芝市とは、中学校給食の共同実施を契機に、それぞれの住民の利便性の

向上と福祉の増進に資することを目的とした相互連携協定を締結いたしまし

た。本年４月からは、広陵町民の方が香芝市営自転車駐車場と香芝市総合プ

ールを香芝市民の方と同じ料金で利用することができるようになります。な

お、本町のパークゴルフコースとはしお元気村については、香芝市民の方が

広陵町民の方と同じ料金で利用できるようになります。今後も各行政分野に

おける連携に向けて、順次具体化してまいります。 

本町の地域産業では、奈良県中小企業家同友会、商工会、南都銀行及び大

学との連携により、中小企業者の課題解決に向けた支援により活性化を図っ

てまいります。 

農業につきましては、農業者の高齢化、担い手不足に伴い、これまで２つ

の地域で作業を共同化する集落営農組織が設立されました。今後、地域の農

業を維持、発展させるために他の地域でも支援してまいります。また、農業

塾、健楽農業の取組を土台として、農地の有効活用により儲かる農業を展開

してまいります。 

 

  重点プロジェクトの二つ目は、 

『利便性の高いまちづくり』です。 

マイナンバー制度の開始に伴い、近隣市町と連携・協力し、昨年１２月１

日から証明書コンビニ交付サービスを開始しております。情報セキュリティ

対策として、役場庁内のネットワーク環境を再構築し、奈良県のセキュリテ

ィクラウドとの接続とともにシステムの強靱化を図ってまいります。 

公共施設の維持管理につきましては、昨年３月に策定した公共施設等総合

管理計画に基づき、効率的かつ効果的な公共サービスの実現と質の向上を図

るため、平成２９年度から広陵パークゴルフコースに指定管理者制度を導入

することとしております。他の施設につきましても、施設評価を実施し、町

民の皆さまとワークショップを重ね、公共施設の適正配置を図ってまいりま

す。また、ファシリティマネジメントの一環として、公共施設に有料広告事

業を導入し、歳入拡大に向けた取組を実施してまいります。 
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 重点プロジェクトの三つ目は、 

『安全・安心のまちづくり』です。 

昨年度は、真美ヶ丘第一小学校区、第二小学校区及び西小学校区におきま

して、地域の自主防災会が主体となった地域防災訓練を開催させていただき

ました。平成２９年度におきましても、地域の自主防災会と小中学校の協力

を得て、きめ細かな訓練を実施してまいります。 

犯罪抑止力としての効果が高い防犯カメラにつきましては、新たに横峰公

園、箸尾駅前及び真美ヶ丘第二小学校通学路に設置を予定しております。 

防犯灯のＬＥＤ化は、５年間の補助制度により２７の区・自治会で実施し

ていただきました。残り２年間で、すべての地域でのＬＥＤ化を完了させた

いと存じます。 

 ＡＥＤにつきましては、現在６つの地域に貸出を実施しており、今後も地

域への普及ともに、いざというときに備えて女性消防団員を普及員とした講

習も進めてまいります。 

 また、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、

消費生活相談を香芝市と連携しながら進めてまいります。 

 

重点プロジェクトの四つ目は、 

『健幸のまちづくり』です。 

 町が活力を維持するためには、町民の皆さまが健康であることが重要です。

成人の約７割が、健康づくりに関して無関心であるといわれており、無関心

層を減らす施策と、自然と歩きたくなる、自然に運動ができるまちづくりが

必要です。これらの実現のために、平成２７年度からスマートウェルネスシ

ティ首長研究会に参加し、先進地の施策に学んでいるところです。歩いて生

活することを基本とする「まち」、高齢者が元気に過ごす期間が自然と長くな

る「まち」づくりを目指し、公共交通機関の利用促進や地域活動を重視して

まいります。 

高齢者の運転免許自主返納の推進や交通シンポジウムの開催といったモビ

リティ・マネジメントを実施し、過度の自家用車に頼った生活スタイルから、

コミュニティバス等の公共交通を賢く利用する生活に転換することを促す取
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組を実施してまいります。  

 

 重点プロジェクトの五つ目は、 

『子育て・教育のまちづくり』です。 

 妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目ない支援の実現をめざし、まず

は妊娠出産期の支援の充実をはかります。核家族化や地域のつながりの希薄

化等により、妊産婦の方やその家族を支える力が弱くなっており、出産及び

子育てに係る妊産婦の不安や負担が増えていると考えられます。子どもの発

達段階や支援内容に応じて関係者が必要な情報を共有し、様々な関係機関と

のネットワークを構築し、子育てを巡る環境整備に努めてまいります。 

また、本町では初めてとなる認定こども園「広陵北かぐやこども園」は、

北小学校区において平成３０年４月の開園を目指し整備を進めます。地域の

人々が愛着を持てる施設として、子どもたちの安全面や日々健やかに過ごす

ことのできる保育環境を充実させ、保育と就学前教育の質の向上に努めてま

いります。 

 小学生を対象とした放課後子ども育成教室の開所時間につきましては、平

成２９年４月から時間を３０分延長して、午後６時３０分までとし、働く保

護者を支援します。 

 今後も、子育て家庭のニーズを取り入れながら、子育て家庭への支援を関

係機関や地域とともに行ってまいります。 

 

 重点プロジェクトの六つ目は、 

『快適生活のまちづくり』です。 

 ごみ処理の問題につきましては、昨年４月から１０市町村により「山辺・

県北西部広域環境衛生組合」を設立し、平成３５年度の稼働に向けて事業を

開始しました。ごみ中継施設の設置の検討等など課題は多くありますが、ご

み処理町民会議で十分に議論を重ね、委員各位の意見を踏まえ、財政負担の

面など総合的に考え検討してまいります。  

空き家対策は、平成２８年度に実施した実態調査の結果を基に、空き家対

策実行計画の策定及び空き家対策協議会を設置し、取り組んでまいります。 
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 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、年次計画

により随時進めてまいります。公園における遊具の更新に際しましては、小

さな子どもの利用に配慮した安全な遊具の導入も検討いたします。 

 

重点プロジェクトの七つ目は、 

『歴史ロマンのまちづくり』です。 

町内には馬見古墳群をはじめ、百済寺、教行寺、讃岐神社等の由緒ある文

化遺産が多数存在し、これらは町のかけがえのない財産です。これまで脈々

と受け継がれてきた文化遺産を後世に遺していくために、町内外に広く情報

発信を行い、文化遺産における観光資源の創出とともに関心を高めてまいり

ます。 

 

 以上を、平成２９年度における町政運営の基本方針と主な施策の概要とさ

せていただきます。なお、予算案及び関連諸議案につきましては、予算書及

び関係資料を準備させていただいており、それぞれ上程の都度、担当職員が

ご説明いたしますので、よろしくご審議のうえ、ご可決くださいますようお

願い申し上げます。 

 

私は、町長就任以来、広陵町の発展を願う様々な立場の方からご意見をい

ただいてまいりました。  

このような声を受け止め、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。 

 議員各位並びに町民の皆さまにおかれましては、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５回の総合教育

会議を開催し、広陵町教育大綱の策定を進めてまいりました。 

本年度は、大綱に基づく教育振興計画の整備に努めてまいります。 

 

 それでは、教育行政における平成２９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２９年度におきましては、「自己を愛し、家族・友を愛し、郷土を愛す

ることができる人づくり」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２８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、全国平均及び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。 

このことを踏まえて、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し、学校長と協議するなかで、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・運動能力調査については、小学校５年生、中学校２年生を対

象として実施され、中学校２年生の女子は、全国及び奈良県平均をともに上

回っていますが、小学校５年生の男子は、両平均を下回っています。 

中学校２年生の男子は、全国平均を上回っており、小学校５年生の女子は、

奈良県平均を上回った結果となっています。 

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
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おいて体育の授業を中心に、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を進めてまいります。 

 次に、幼稚園におきましては、平成２７年４月から預かり保育を実施した

ところ、平成２７年度は１０，０４２人の利用者があり、平成２８年１２月

現在で７，５３１人の利用がありました。 

今後も預かり保育時間の延長をはじめ、継続して子育て支援の充実に努め

てまいります。 

 なお、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

よう就学前教育の充実を図ってまいります。 

一方では、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。 

また、安心・安全な学校・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も進めてまいります。 

 外国語教育につきましては、平成３２年度から外国語の教科化が実施され

ることに伴い、小学校では、ＡＬＴ（語学指導助手）を招いて、５・６年生

の英語授業を週１時間（年間で３５時間）実施するとともに、中学校におい

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。 

 現在、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」を設置し活用に努

めております。 

特にいじめ問題に関しましては、学校において策定した「いじめ防止基本

方針」に基づいた「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。 

平成２９年度には、「広陵町いじめ防止基本方針」を策定するとともに、
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「広陵町いじめ防止対策推進条例」の制定と「広陵町いじめ問題対策連絡協

議会」など従来の取り組みを明確化してまいります。 

 続いて、特別支援教育に関しましては、引き続き支援を必要とする幼児・

児童・生徒の増加に対して、町独自の加配支援スタッフを充実するとともに、

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

の保護、育成に適した指導・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、中学校給食は、平成２８年９月から

「広陵町香芝市共同中学校給食センター」において安心・安全な給食を提供

しております。 

今後も地産地消に努め、生徒たちに喜んでもらえる献立等の研究もさらに

進めてまいります。 

 学校トイレの改善整備については、平成３０年度を目標に洋式化率５０％

を目指し、平成２８年度から順次改修を行っているところであり、引き続き

進めてまいります。 

 非構造部材の耐震化については、平成２８年度に設計を実施しており、そ

れに基づき国の補助金の確保に努めながら、順次進めてまいります。 

 主要事業となります小中学校の空調設備につきましては、平成 

２９年度の夏期休業中に全ての学校において設置すべく準備を進めてまいり

ます。 

 

 次に、生涯学習の分野におきましては、今年９月１日から１１月３０日ま

での間、「第３２回 国民文化祭・なら２０１７」が全国で初めて「全国障害

者芸術・文化祭」と同時開催されることもあり、非常に意義深い催しだと受

け止めております。 

町では、国民文化祭広陵町実行委員会での協議を基に、「文化祭」や「かぐ

や姫まつり」等の既存事業の充実を図り、町内外の皆様に質の高い文化・芸

術に触れていただく機会を提供し、文化意識の高揚に努めたいと考えており

ます。 

 文化の振興につきましては、「文化協会」「婦人会」「ＰＴＡ連絡協議会」
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「子ども会連合会」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座や講演会・研修会等を実施しております。 

昨年４月、生涯学習課が中央公民館に事務所を移したことに伴い、一層関

係機関との連携を強化してまいります。特に今年度は、次代を担う子どもた

ちを対象とした公民館事業を推進したいと考えております。 

加えて、幼稚園、小学校、中学校では、保護者を対象にした家庭教育学級

を継続して行ってまいります。 

 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」につき

ましては、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たいと考えております。 

なお、青少年健全育成協議会の活動につきましても、関係団体、学校、地

域、家庭が一体となり、青少年犯罪の未然防止に努めてまいります。 

 定着いたしております「地域間交流事業」につきましては、本町の子ども

たちが夏休みに、友好交流都市である福井県美浜町を訪れ、波止釣りやボー

ト体験等を通して自然の雄大さに触れる「海体験」を実施しております。 

一方の「世代間交流事業」につきましては、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る現状を打破する第一歩として、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」を継続して実施してまいります。 

 また、人権教育にも力を傾注し、県や郡と連携しながら、行政として研鑽

を積むと同時に、人権を尊重し、差別を許さない精神と行動を育成するため

のセミナーを開催してまいります。 

 

 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、町民の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。 
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 次に図書館でございますが、ご存じいただいておりますとおり、葛城地域

観光シネマプロジェクトによります「天使のいる図書館」の映画の舞台とし

て、全国に公開されています。 

 現在、年間貸出冊数約５０万冊で推移しており、多くの方々に連日利用し

ていただいていますが、これを契機として、図書館への来館者の増加も見込

まれることから、専用コーナーを設けて積極的に本町のＰＲに努めたいと考

えるものであります。 

 蔵書用図書につきましては、利用者のニーズに答えられるよう、定期的に

新刊図書を購入し、蔵書の充実に努めております。 

 昨年度、図書館システムの入替を行い、電子図書館サービスを新しく実施

しました。また、Wi-Fi環境を整備し、館内でタブレット端末の貸出も実施し

ております。  

 子ども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、今年度は、学力の基礎となる国語力向上のため、各小

学校に１人ずつ常勤となるよう、図書館司書を増員いたします。 

また、引き続き町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校と連携しながら、

子どもの読書活動推進に取り組んでまいります。    

 今年度は、計画的に実施しておりました３か年の空調入替工事が完了いた

しますので、より快適な環境で読書を楽しんでいただけるものと存じます。  

 

次に、文化財関連でありますが、歴史資料館の建設につきましては、財源

の確保や構想について、検討を加えて進めてまいります。 

今後の文化財の振興については、先の施設の整備と人材育成にも努めると

ともに、人々の意識の高揚を図るため、所蔵する考古資料に、誰でも、いつ

でも、どこからでもアクセス出来るようにデータベース化し、デジタルアー

カイブの構築を進めてまいります。 

広陵町文化財ガイドの皆様による文化財の案内を、より多くの広陵町へお

越しくださる皆様に活用していただくよう、ＰＲに努めてまいります。 

特別史跡巣山古墳の整備事業は、平成２９年度においても、引き続いて墳

丘・外堤の護岸整備及び発掘調査を進めてまいります。 
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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、ご承知のとおり平成２７年９月から調理のみ

を民間業者に業務を委託し、献立につきましては、栄養教諭が発育盛りの児

童においしさと栄養のバランスを考慮し、食物アレルギーに対応した給食を

提供しております。 

今後も安全・安心な給食の提供に努めてまいります。 

 中学校給食につきましては、先にも申し上げましたが、平成２８年の２学

期から開始し、食物アレルギーに対応するとともに、学校給食として、安全・

安心はもちろんのこと、栄養面への万全の配慮とともに実施してまいります。 

 なお、平成２７年度からは、県内産の食材を用いた給食の日を「奈良の日」

とし、町内産の食材を用いた給食の日を「広陵町の日」として、地域の農業

に従事している生産者に感謝する気持ちを抱かせ、児童・生徒が食に関する

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、引き続き安全で安心な給食の

提供に努めてまいります。 

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る所存であ

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。 

 


