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町長施政方針 

 

█ はじめに 

本日ここに、平成３０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、議員各位並びに町民の皆さまのご理解とご協力

を賜りたいと存じます。 

昨年７月から２期目の広陵町政をお預かりさせていただくことと

なり、はや８ヶ月が過ぎました。この間、昨年９月には議会のご理

解とご協力のもと、町内全ての小中学校の普通教室にエアコンを設

置することができ、子どもたちにとって良好な学習環境が整いまし

た。平成３０年度は私が２期目となって最初の当初予算編成となり

ますが、１期の４年間に町民の皆さまとの対話を通じて進めてまい

りました『みなさんと共に「いい町」づくり』をさらに進展させな

がら、町が抱える様々な課題に対し真正面から取り組んでまいりま

す。これからも町民の皆さまの声を大切にしながら、広陵町のさら

なる発展のため、気を引き締めて町政運営にあたってまいる所存で

す。 

 

█ 予算編成の概要 

それでは、平成３０年度の予算編成概要についてご説明申し上げ
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ます。 

一般会計の予算規模は、１１３億３，０００万円で、前年度から

５億円、対前年度比で４．６％の増となりました。歳入では、町税

収入を前年度から７５６万円、対前年度比で０．２％減の４０億２，

０４５万円、国からの普通交付税を前年度から９，０００万円、対

前年度比で４．１％減の２１億１，０００万円と見込んでいます。

一方、歳出では、介護給付費などの扶助費を、前年度から６，５８

３万円、対前年度比で２．８％増の２３億９，３５３万円、普通建

設事業は、広陵北かぐやこども園のⅡ期工事、石塚霊園調整池の整

備などにより、前年度から２億１，０９３万円、対前年度比で４３．

２％増の６億９，９１０万円を計上いたしました。 

財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率が、平成２８年

度決算において９５．５％と、前年度と比較して２．３ポイント悪

化しており、さらに全国平均９２．５％と比較しても依然高い水準

となっています。これらのことから、平成３０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ることといたしまし

た。主要事業を精査のうえ編成しておりますが、不足する財源は財

政調整基金から５億１，７００万円を繰り入れることとしておりま

す。 

次に、国民健康保険をはじめとする５つの特別会計の予算額は、

総額で６４億９，６２０万円、前年度から３億８，３７０万円、対
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前年度比で５．６％の減となっています。 

また、水道事業及び下水道事業の公営企業会計の予算額は、総額

で３２億９，０６４万円、前年度から１億３，９７５万円、対前年

度比で４．４％の増となっています。 

 

█ 基本方針と主な施策の概要 

さて、政府が昨年１２月に閣議決定した「新しい経済政策パッケ

ージ」では、持続的な経済成長を成し遂げるための鍵を少子高齢化

への対応とし、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、「人づ

くり革命」と「生産性革命」を車の両輪として、２０２０年に向け

て取り組んでいくこととされました。「人づくり革命」と「生産性革

命」により、経済成長の果実を活かし、社会保障の充実による安心

できる社会基盤を築く。その基盤のもと、さらに経済を成長させて

いくことで、成長と分配の好循環を強化し、誰もが生きがいを感じ

てその能力を思う存分発揮することができる一億総活躍社会を実現

するにより、少子高齢化の課題を克服できるとしています。 

本町におきましても、今議会に上程させていただきました「広陵

町男女共同参画行動計画」において、「誰もが多様な選択肢から自ら

が自らの道を選択でき、活躍できる社会」の実現を基本理念に掲げ

ており、「あらゆる分野における男女の活躍」、「男女の人権が尊重さ

れる、安心安全な暮らしの実現」、「男女共同参画社会の実現に向け
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た基盤整備」の３つの主要施策を展開してまいります。また、平成

３０年度も引き続き第４次広陵町総合計画後期基本計画に掲げる７

つの重点プロジェクト、広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づき、今後も広陵町の活力を維持していくための施策について、

効果検証を踏まえ、さらに改善を加えながら進めてまいります。 

平成３０年度の重点施策と概要につきましては、私がこれまでの

実績をもとに今後の広陵町のまちづくりとして掲げている３つの重

点項目毎に、ご説明申し上げます。 

 

 重点項目の１つ目は、『豊かな町』の実現です。 

わが国では、平成２０年から本格的な人口減少の局面に入ったと

され、今まさに多くの市町村が人口減少問題に直面しています。そ

のような中、本町ではこれまで一貫して人口が増加し続け、平成２

８年４月に３５，０００人を突破した以降も、未だ微増傾向にあり

ます。 

しかし、平成２８年３月に作成した広陵町人口ビジョンによる人

口予測では、今後緩やかではあるものの、人口は減少する方向に向

かっていくと考えていることから、将来に渡って解決していかなけ

ればならない課題があることを正しく認識し、現在の人口増加によ

るプラス面を有効に活用しながら、今後のまちづくりを進めていか

なければなりません。 
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経済的な豊かさだけでなく、心の豊かさ、みどりの環境や住環境

など「住んで良かった・住んでいて良かった」と思える環境の豊か

さをさらに高めていくことを念頭に置きながら、町全体の都市計画

について均衡のとれた整備を行っていかなければなりません。 

まちづくりを進めていく際に共有する理念や基本的なルールを定

める「自治基本条例」の制定に向け、職員による庁内ワーキンググ

ループを結成し、研究を開始したところです。平成３３年度の施行

を目指し、準備委員会の立ち上げやシンポジウム、住民ワークショ

ップの開催などに向け準備を進めてまいります。 

昨年１月に実施した「中小企業・小規模事業者」実態調査では、

町内の多くの企業で後継者や若者従業員などの人材確保の強化や販

路拡大が課題となっていることが浮き彫りになりました。官民連携

による町の地域活性化を目指す中小企業・小規模企業振興条例を制

定するとともに振興計画を策定し、中小企業・小規模企業の底上げ

につなげてまいります。 

また、農業の担い手の育成を図る農業塾につきましては、農業塾

の修了生や新規就農希望者が技術の向上と資金準備の期間を経て本

格的な就農に移行できるよう、独立営農までの実践ほ場として農業

版コワーキングスペースの整備を進めてまいります。 

町の公共施設の適正配置と管理運営の効率化は喫緊の課題であり

ます。中でも、はしお元気村及びグリーンパレスについては、平成
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３１年度からの指定管理者制度導入に向けた準備と、施設の有効活

用に向けた民間活力の導入可能性調査を同時進行させてまいります。

町の公共施設全体のあり方については、校区ごとのワークショップ

を開催し、町民の皆さまと議論を進めてまいります。 

本町の都市計画に関する基本的な方針を定めた都市計画マスター

プランは平成２２年度に策定されており、第４次総合計画後期基本

計画による土地利用構想をはじめ関連計画との整合を図るため、今

年度から２ヶ年の予定で改訂作業を進めます。 

また、箸尾準工地域の土地活用については、道路整備とともに企

業誘致に向けた土地活用基本計画の策定を地元地権者との対話をも

とに進めてまいります。 

今年は、近鉄田原本線（旧大和鉄道）が開通１００周年を迎え、

７月と１０月に沿線自治体による記念イベントを行います。本町で

は、７月２８日・２９日の２日間に箸尾駅周辺でのイベント開催を

計画しており、これを契機に箸尾地域の賑わい創出を図り、地域か

ら町全体の活性化に繫げてまいりたいと考えています。 

奈良県とのまちづくりに関する包括協定による竹取公園と馬見丘

陵公園を活用した賑わいづくりでは、昨年度に開催した住民ワーク

ショップにおいて竹取公園周辺地区の課題を洗い出しながら、基本

構想に盛り込むアイデアを出し合っていただきました。今年度は、

賑わい構想の実現に向けて取り組む事業の構成やスケジュールをま
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とめる基本計画の策定を進めてまいります。 

また、公園施設全体の老朽化が進んでいる西谷公園についても、

住民ワークショップにより、現状の課題やニーズを利用者目線でと

らえ、公園利用者や民間事業者との協働による施設整備や公園管理

のあり方について、検討を進めてまいります。 

昨年から複数制とした地域担当職員制度を継続するとともに、地

域住民だけでなくＮＰＯや大学、民間企業など地域を越えた多様な

主体が自由に参加し、地域の課題やまちの将来について意見を出し

合う「地域まちづくり懇談会」を開催し、第４次広陵町総合計画の

まちづくりの３つの理念に掲げられた協働のまちづくりをさらに推

進してまいります。 

 

重点項目の２つ目は、『安全な町』の実現です。 

昨年１０月２２日から２３日未明にかけて奈良県内に接近した台

風２１号は、５０年に一度といわれる記録的な量の雨をもたらし、

本町においても北部地域を中心に避難勧告を発令、さわやかホール

をはじめ町内４箇所の公共施設への避難者は９０世帯２２５名を数

えました。最も被害の大きかった大場地区では、家屋に取り残され

た方の救助や床上床下浸水が発生したほか、低地を中心に町内の至

るところで農地の浸水被害が広がりました。町内を流れる高田川、

広瀬川の河川改修に係る事業促進、葛城川の堤防かさ上げ実施など
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について、引き続き県に対し要望してまいります。 

また、今年２月９日には政府の地震調査委員会から、南海トラフ

巨大地震について、今後３０年以内に発生する確率を従来の７０％

程度から、７０～８０％に引き上げたとの発表がされました。近畿

のほぼ全域で震度６以上の地震が観測されるとも考えられており、

改めて住民の皆さまに日頃からの備えを促す必要があります。 

大災害に備え、避難連絡体制の整備、地域と協働で行う地域防災

訓練の充実、防災資機材の整備や感震ブレーカーの普及など、引き

続き防災体制の充実を図ってまいります。 

内閣府による調査では、平成２８年１２月末現在の免許人口１０

万人当たりの死亡事故件数は、７５歳以上の高齢運転者では８．９

件で、７５歳未満の運転者の３．８件と比較して２倍以上多く発生

しています。 

町では、高齢運転者の運転免許自主返納事業を実施するとともに

過度に自家用車に頼る生活スタイルから公共交通を賢く利用する生

活への転換を一層促すため、平成２８年度から平成３２年度までの

５ヶ年計画として策定した「広陵町地域公共交通網形成計画」の中

間年度にあたる平成３０年度中に広陵元気号の運行についての検証

を行い、本町の公共交通ネットワークの再構築と改善を行ってまい

ります。 
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重点項目の３つ目は、『元気な町』の実現です。 

日常生活における適度な運動、適切な食事、禁煙や定期的な健診

など普段からの心掛けが健康寿命を伸ばす鍵であると言われており、

町民一人ひとりが健康意識を高める取り組みを着実に推進していか

なければなりません。 

「健康長寿奈良県一」を目指し、地域の輪が広がりを見せている

地域巡回型健康教室「広陵元気塾」や広陵町介護予防リーダー「Ｋ

ＥＥＰ」による介護予防教室の実施、住民総参加型スポーツイベン

ト、チャレンジデーへの参加を継続してまいります。 

地域福祉計画は、住民に最も身近な行政が、住民や社会福祉協議

会、関係団体等と協働し、高齢者や障がい者など福祉サービスを必

要とする人だけでなく、すべての人が地域社会の一員として安心し

て幸せな生活を送っていただけるよう、地域の特性に応じた福祉サ

ービスが受けられる福祉コミュニティづくりの方針、方向性を示す

重要な計画です。社会福祉協議会が地域福祉活動の指針として策定

する「地域福祉活動計画」との整合性に配慮しながら、連携して策

定に取り組んでまいります。 

平成３０年４月には、待望の広陵北かぐやこども園が開園します。

就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、地域における子育て支

援としての機能を持った施設として、保護者や地域の多様化するニ

ーズに応えてまいります。保護者と子どもたちが入園して良かった
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と思えるこども園づくりを進めてまいります。 

また平成３０年度から、一人ひとりの子どもが健やかに成長する

ことができるよう、子育てに関係するあらゆる部局と連携を図りな

がら、切れ目のない支援を行うことを目的として、子育て世代包括

支援センターを設置します。 

 

█ 市町村連携・広域行政の推進 

県内では規模の小さい自治体が多く、きめ細かな行政サービスを

提供している一方、その質を確保していくためには、共通する行政

課題に自治体同士が連携して取り組み、奈良モデルに代表されるよ

うに効率的な行政運営を目指す必要があります。 

操業期限に対応するごみ処理施設の問題は、本町を含む１０市町

村により組合を設立し、平成３５年度の稼働を目指し事業を進めて

いますが、ごみ処理施設への搬入台数を最小限に抑えるためのごみ

中継施設の整備については、広陵町ごみ処理町民会議での議論を踏

まえながら、平成３０年度中の方針決定を目指してまいります。 

香芝市との相互連携では、平成３０年度から職員の人事交流を開

始することとなりました。地方創生をはじめ、各行政分野における

さらなる連携の強化を進めてまいります。北葛城郡４町による「す

む・奈良・ほっかつ！移住プロジェクト」では、北葛城のブランド

イメージ醸成プロモーションを継続しつつ、さらに等身大の「最適
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なくらしの場」としての情報を発信してまいります。 

 

█ おわりに 

以上を、平成３０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。 

本町は、歴史、文化、自然そして住環境の絶妙なバランスが穏や

かな空間を創り出し、人間味豊かで優しい町民性が育まれるまちで

あります。次代を担う子どもたちが広陵町を好きになり、愛着を持

ってずっと住み続けたいと思えるよう、将来を見据えたまちづくり

を進めて行かなければなりません。 

「豊かな町」「安全な町」「元気な町」の実現を図るためには、施

策を着実に進めることが可能な、町民から信頼される組織づくりと

職員の育成が欠かせません。今年度新たに、総務省への実務研修員

の派遣が実現することとなりました。奈良県庁への実務研修員の派

遣、自治大学校への入校、市町村アカデミーへの研修参加などを積

極的に進め、人材育成に力を注いでまいります。 

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 

  

 初めに、私は昨年９月に議会の同意を賜り、教育長に就任させて

いただき、はや半年が経過いたしました。 

もとより微力でございますが、歴代の教育長の意思を受け継いで、

広陵町の教育のため、子どもたちのために気を引き締めて教育行政

にあたってまいる所存ですので、改めましてよろしくお願い申し上

げます。 

 

 それでは、教育行政における教育委員会所管の平成３０年度の取

組について、学校教育関係からとなりますが、順次申し上げます。 

 

 町長が掲げられておられる広陵町のスローガンは、皆さんと共に

「いい町」づくりであります。 

 対話を重視したそのスローガンを教育に置き換えると、皆さんと

共に「いい人」づくりではないかと考えます。 

 その「いい人」づくりを進める最も大切な教育が、幼児教育を含

む学校教育ではないかと考えています。 

教育の主人公である子どもたちを中心に据えて、「わかる・できる

楽しさを子どもたちに」というスローガンを掲げて、学校教育を推

進してまいります。 
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 この「わかる・できる楽しさを子どもたちに」を具現化するため

に、「学力の向上」「体力の向上」「特別支援教育の充実」という大き

な３つの柱を立てて、さらに教育の充実と発展に寄与できるように

施策を実施してまいります。 

 経年の全国学力・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いますが、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、具体的な対策として、各校に結果の分析を

指示するとともに、学校長や教務主任と協議する中で、課題や問題

点などを指摘した上で、今後の学力向上に向けた方策について、指

導を実施している状況であります。 

外国語教育につきましては、外国語の教科化が実施されることに

伴い、研修などを通じた教職員の資質向上も必須となります。 

また、これまでと同様に小中学校ともに、ＡＬＴ（語学指導助手）

を派遣して、英語授業の充実に努めてまいります。 

ＩＣＴ教育（情報教育）につきましては、情報活用能力において

重要な学習活動でありますが、平成３２年度（２０２０年度）には、

このプログラミング学習が開始されることから、先を見据えて機器

端末（タブレットなど）の配置について、平成３０年度から順次整

備するとともに教員の研修につきましても進めてまいります。 
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 次に、体力測定調査の結果につきましては、小学校５、６年生、

中学校２、３年生の結果を総合的に分析しますと、種目の「立ち幅

跳び」はかなり優れています。 

しかし、「長座体前屈」が奈良県平均を下回っていることから、柔

軟性に課題があると考えます。 

この調査結果から、児童、生徒の体力や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児童、生徒の発達段階に応じた体

力と運動能力の向上への取組を進めてまいります。 

 ３つ目の、特別支援教育の充実に関しましては、近年、支援を必

要とする幼児、児童、生徒は増加傾向にあります。 

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

（教育支援）の推進を図るため、各関係機関と連携を取りながら、

子どもの保護、育成に適した指導と支援に努めてまいります。 

 

加えて、詳細の項目になりますが、幼稚園におきましては、預か

り保育の充実をはじめ、継続して子育て支援に努めてまいります。 

さらには、保育園、幼稚園、小学校がより連携を深め、新しい環

境へスムーズに移行できるよう、引き続き就学前教育の充実に努め

てまいります。 

また、安全・安心な幼稚園、学校づくりのために、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。 
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 続いて、各種の相談業務やカウンセリング分野でございます。 

既設の相談やカウンセリングは重要で必要不可欠でありますが、

特にいじめ問題に関しましては、「広陵町いじめ防止対策推進条例」

を制定させていただきましたので、「広陵町いじめ防止基本方針」に

基づいて、その定義と具体的な事項について、共通認識を持って、

「いじめ根絶」に向けた取組を進めているところであります。 

 

 次に、教育総務関係でございますが、中学校給食は、「広陵町・香

芝市共同中学校給食センター」において、食物アレルギーに対応す

るとともに、栄養面に十分配慮した安全・安心な給食を提供してお

ります。 

今後も円滑な運営と食材の地産地消に努め、よりおいしく、生徒

に喜んでもらえる献立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、３年計画で全体の洋式化率を

５０％に引き上げることを目指し、順次改修をしてきた経緯があり

ますが、今般、洋式化に加えて、洗浄機能付きの便座と床面等を乾

式化（ドライ化）として設置すべく見直しを図りたいと存じます。 

それに基づき国の補助金の確保に努めながら、設置率についても

より高くなるよう、計画的に導入していく方針であることから、今

年度は設計費用を計上させていただいています。 

 非構造部材の耐震化については、安全を第一として順次進めてま
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いりたいと考えています。 

 前年度の主要事業でありました小中学校の空調設備につきまして

は、周知のとおり、夏期休業中に全ての学校において導入すること

ができ、環境面において飛躍的に向上を見たものと認識しておりま

す。 

 また、この空調設備の導入によって、学習指導要領の改定に伴う

授業時数の確保などの必要性に鑑み、夏期休業期間を１週間短縮さ

せていただきます。 

 保護者からもさまざまなご意見をいただきましたが、全国的な動

向を踏まえて、特に空調設備が整っている施設の場合は、夏期休業

期間の短縮の扱いとなるものが大多数でありますので、ご理解をお

願い申し上げます。 

 

 次に、生涯学習の分野におきましては、昨年、「第３２回 国民文

化祭・なら２０１７」と「全国障害者芸術・文化祭」とが同時開催

されることを受けて、本町では、「文化祭」などの既存事業の充実を

図り、町内外の皆様に質の高い文化や芸術に触れる機会を提供し、

文化意識の高揚に努めさせていただきました。 

 非常に意義深い催しであったと受け止めております。 

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」「子ども会連合会」などの社会教育団体や、「学校」「中央公



 - 17 - 

民館」「図書館」と連携し、引き続いて社会教育に関する講座や講演

会・研修会を実施してまいります。 

 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ます。 

また、このパートナーシップ事業をさらに進めた学校運営協議会

（コミュニティ・スクール）の推進にも努めてまいります。 

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、有機的な連携によって青少年犯罪の未然

防止に努める必要があります。 

 定着いたしております「地域間交流事業」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

ボート体験などを通して自然の雄大さに触れる「海体験」がありま

す。 

また、「世代間交流事業」につきましては、異世代や地域でふれあ

う機会が少なくなっていることに着目し、小学生から高齢者までの

異世代でチームを構成して競技する「ふれあいパークゴルフ大会」

の開催です。 

いずれも大変好評をいただいており、今後も継続して進めてまい

ります。 

 また、人権教育にも力を傾注し、県や北葛城郡と連携しながら、
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行政として研鑽を積み、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などを開催してまいります。 

 

 次に、社会体育におきましては、本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」については、施

設利用に関する支援とともに、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組を継続して

まいります。 

 昨年、念願の勝利を得ることができた「チャレンジデー」への参

加についても、これら支援の一助と位置付けたいと考えます。 

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

は、年次計画で実施し、今年度の北体育館の床面張り替えで終了す

ることになります。 

以降は、快適にご利用いただけるよう管理に努めてまいります。 

 

 次に図書館でございますが、年間の貸出冊数は約５０万冊で推移

し、カフェスペースのある「天使のいる図書館」の愛称で、情報発

信の起点として多くの方々のご利用があります。 

 図書館は、昨年システムを一新、Wi-Fi環境も整備し、電子図書館

サービスのさらなる有効利用を目的として、館内ではタブレット端
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末を使用して、来館者に情報を提供するとともに、ご自身で検索が

可能な方には、タブレットの貸出もさせていただいています。  

 

次に、文化財の振興関連でありますが、歴史資料館の施設整備に

ついては、財源の確保や構想について検討を加え、保有する文化財

について、誰でも、いつでも、どこからでもアクセスできるように

データベース化し、デジタルアーカイブの構築を進めたいと考えて

おり、広陵町文化財ガイドの皆さんによる各種の案内を本町へお越

しになる皆さんにより多く活用していただくようにいたします。 

特別史跡巣山古墳の整備事業は、平成３０年度においても、引き

続き墳丘や外堤の護岸整備と発掘調査を進めてまいります。 

  

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、調理を民間業者に業務委託し、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

ランスを考慮しつつ、食物アレルギーに対応した給食を提供してい

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、改善を加

えて、安全・安心な給食の提供に努めてまいります。 

いずれにおきましても、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
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う、「食育」に繋げているところであります。 

 

最後に、「子どもは宝」と申します。 

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、豊かな心、そして社会を生きる抜く力を身に付けることは、

家庭・学校・地域が三位一体となって推進することが重要でありま

す。 

 

 これまでの教員生活と教育行政に携わってきた経験を糧にして、

今後も子どもたちの健全な育成に向けて、「子どもたちのために何

ができるのか」を常に念頭に置いて、住民、保護者の皆さんの多様

なニーズに真摯に対応するとともに、それぞれの充実と発展に全力

をあげて取組む所存でありますので、重ねて何とぞよろしくお願い

申し上げます。 

 

以上、教育関係の主要な事業と施策でございます。 

 


