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町長施政方針 

 

█ はじめに 

本日ここに、令和２年度当初予算をはじめ、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

な施策の概要を申し上げ、議員各位ならびに町民の皆さまのご理解

ご協力を賜りたいと存じます。 

平成から令和へと新しい時代となり、いよいよ夏には東京２０２

０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。 

３月１２日にギリシャで採火されるオリンピック聖火は、東日本

大震災で被災した岩手、宮城、福島の３県で「復興の火」として展

示され、その後全国４７の都道府県を１２１日間かけて巡ります。 

東京２０２０オリンピック聖火リレーのコンセプトは、「Hope 

Lights Our Way/希望の道を、つなごう」です。支え合い、認め合い、

高め合う心でつなぐ聖火の火が、新しい時代の日の出となり、人々

に希望の道を照らしだされることが期待されます。 

そのオリンピック聖火が広陵町にやってきます。４月１３日、馬

見丘陵公園集いの丘をスタートした聖火リレーが、巣山古墳西の交

差点から町道上田部奥鳥井線を西に進み、馬見北９丁目から町道大

谷奥鳥井線を南に向かって進みます。 

町民の方や町にゆかりのある方々が繋ぐ聖火リレーを、ぜひ皆さ
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んと一緒に盛り上げてまいりたいと存じます。 

さて、いま日本では、これまで経験したことのない人口減少が社

会問題となっております。この問題の本質は、１５歳から６４歳ま

での生産年齢人口の減少と、６５歳以上の高齢者人口の増加が急激

なスピードで進むという、人口構造の変化の問題であるといわれて

おります。 

広陵町では、今も子育て世代の転入が続いており、人口は３万５

千人を維持しております。しかしその一方で、少子高齢化は確実に

進行しており、現在、人口に占める６５歳以上の高齢者の割合は、

２５．５％となっております。 

人口構造の急激な変化を迎える時代にあって、ＳＤＧｓの目標で

ある、「将来に向かって持続可能なまち」であり続けるために、広陵

町のまちづくりに何が必要なのか、もう一度原点に立ち返って考え

る必要がございます。持続可能なまちづくり推進のためにも、３つ

の重点項目「豊かな町」、「安全な町」、「元気な町」を、より一層推

進してまいる所存です。 

 

█ 予算編成の概要 

それでは、令和２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、１３２億３千万円で、前年度から２０億
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２千２２４万円、対前年度比で１８.０％増となりました。 

歳入では、町税を前年度から８千９２０万円、対前年度比で２.

２％増の４１億６千２８５万円、消費税率が１０％に引き上げられ

たことに伴い、地方消費税交付金を前年度から１億１千１４６万円、

対前年比で２０.９％増の６億４千４４８万円、地域間の税源の偏在

性を是正し、財政力格差の縮小を図るため新設された法人事業税交

付金を、１千５５万円、国からの普通交付税を前年度から１億７千

万円、対前年度比で７.９％減の１９億８千万円、臨時財政対策債を

除く町債を前年度から８億４千２６０万円、対前年度比で３７３.

０％増の１０億６千８５０万円を見込んでおります。 

一方、歳出では、会計年度任用職員制度への移行に伴い、人件費

を前年度から３億４千３７５万円、対前年度比で１８.４％増の２２

億７４３万円、介護給付費などの扶助費を、前年度から１億１千８

４３万円、対前年度比で４.７％増の２６億４千９０１万円、普通建

設事業は、西校区認定こども園整備事業、広陵西小学校増築事業や

平成緊急内水対策事業などにより、前年度から１１億３千７０万円、

対前年度比で１９７.７％増の１７億２６３万円を計上いたしまし

た。 

また、土地開発公社へは、基金から７億円の貸し付けを予定して

おります。 

令和２年度の予算編成に当たりましては、財政構造の弾力性を示
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す指標である経常収支比率が、平成３０年度決算において９３.８％

と、前年度より０.８ポイント増加しており、財政構造の硬直化が進

む中、経常経費については前年度予算額を上限とし、各部署の予算

配分枠を設定した緊縮予算としておりますが、投資的事業に充てる

ための財源４億２千１７２万円につきましては、財政調整基金を取

り崩し編成しております。 

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６７億４千７１０万円、前年度から３億８千９５０万円、対

前年度比で６.１％の増となっております。 

国民健康保険特別会計では、県単位化が図られ、県が示す納付金

額を保険税に求めることとなり、令和６年度の保険税統一に向けて

段階的な改正が必要となります。今年度は、医療・介護納付金の負

担割合の調整を図ります。なお、財政調整基金の約３千１００万円

を取り崩しての編成となっております。 

後期高齢者医療特別会計では、奈良県後期高齢者医療広域連合と

連携を密にしながら事務処理を行うとともに、健康づくり事業や介

護予防事業への参加促進を図ってまいります。 

介護保険特別会計では、医療と介護の連携、認知症対策等、総合

事業の充実を図りながら、地域包括ケアシステムのさらなる深化推

進を目指した第７期介護保険事業計画に基づき、介護給付費総額を

計上しております。また、サービス利用の動向を見据えながら、次
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期計画の策定についても進めてまいります。 

墓地事業特別会計では、町営石塚霊園において、現在までに１千

１９４区画の一般墓地を整備してまいりましたが、近年は将来にお

ける墓地の管理、承継に不安を抱く方が増えていることから、１千

５００体の焼骨を埋蔵できる合葬墓の整備を行いました。今後も、

多様化する町民ニーズに応えてまいりたいと考えます。 

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、水道

事業につきましては、収益的収入が９億１７５万円で、対前年度比

１.７％の減、収益的支出が９億５千８１１万円で、対前年度比５.

２％の増となっております。引き続き、災害時に重要拠点となる避

難所での飲料水確保のため、避難所までの管路である重要給水管を

中心に耐震管への更新を進めてまいります。 

下水道事業につきましては、収益的収入が１１億８千１７２万円

で、対前年度比６.１％の減、収益的支出が１０億７千３０７万円で、

対前年度比１.３％の減となっております。下水道の普及率は９８.

４％で、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９３％であり、引き続き接続の推進に努めてまいります。 

なお、下水道使用料につきましては、一般会計からの基準外繰入

れの縮減を図る必要があることから、上下水道事業経営審議会によ

る答申を受け、料金改定を視野に入れた検討を行ってまいりたいと

考えております。 
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█ 基本方針と主な施策の概要 

さて、本年１月に政府が閣議決定した「令和２年度の経済見通し

と経済財政運営の基本的態度」によれば、令和２年度の経済見通し

について「雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が進展する

中で、内需を中心とした景気回復が見込まれる。」とされています。   

しかし、「先行きのリスクとして、通商問題を巡る動向、中国経済

の先行き、英国のＥＵ離脱、中東地域を巡る情勢等の海外経済の動

向や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」とされ、さ

らに新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響なども、先

行きの不安材料としてみられるところです。 

昨年、広陵町は「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。中長期

を見通した持続可能なまちづくりのため、地域内経済の好循環、拡

大に向け、更なるまちの活力向上を推進してまいる所存です。 

令和の時代を町民の皆さまと共に歩んでいくにあたり、本町の魅

力をより高めるための施策を一層推進するとともに、情報発進力の

強化にも努めてまいります。 

令和２年度の重点施策につきましては、私が本町のまちづくりと

して掲げております３つの重点項目に沿って、その概要を申し述べ

てまいります。 
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重点項目の１つ目は、『豊かな町』の実現です。 

昨年１２月議会におきまして、「広陵町の公民館建替及び文化芸

術の振興のあり方検討委員会設置条例」を可決いただきました。学

識経験者や各種団体からの推薦者ならびに公募委員による検討委員

会におきまして、中央公民館の建替えと本町の文化芸術の振興につ

いて議論いただき、今後の方針を固めてまいりたいと存じます。 

自治基本条例は、令和３年４月からの施行に向けて、これまで８

回の審議会と３回の住民ワークショップを開催してまいりました。

本年６月には条例案をお示しするとともに、住民説明会やパブリッ

クコメントを踏まえ、１２月議会への上程を予定しております。 

３月２日に、一般社団法人広陵町産業総合振興機構「なりわい」

が立ち上がります。地方創生推進交付金を活用して、静岡県富士市

などが先進事例となっている産業支援センター「Ｂｉｚ」を取り入

れ、町内事業者や新規起業の支援を中心に、農業も含めた産業全体

をサポートする体制を整えてまいります。 

中小企業・小規模事業者の人手不足が深刻化しています。今後、

外国人労働者の受け入れやインバウンドへの対応など、本町に滞

在・訪問する外国人が増加することも予測されます。公共施設やパ

ンフレット等における多言語表記など、外国人を対象にした行政情

報の提供に努めてまいります。 

 地域活性化のため、企業立地についても積極的に推進してまいり
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ます。箸尾準工業地域の工場用地造成事業につきましては、土地開

発公社による用地取得等を遅滞なく進めてまいります。 

 県との「竹取公園周辺地区におけるまちづくり」に係る取組とい

たしましては、子どもに人気のある竹取公園と季節の花で集客力の

高い馬見丘陵公園の特徴を活かした、連携による賑わいづくりを進

めてまいります。年間１００万人が訪れる馬見丘陵公園の来園者を、

竹取公園及び周辺地域に呼び込むことが重要であり、「竹取公園周辺

地区まちづくり基本計画」を策定し、具体的な事業内容をとりまと

めてまいります。 

指定管理者制度を導入したはしお元気村では、朝市を充実させる

べく、地方創生拠点整備交付金を活用して、レストラン跡を地域の

賑わい拠点として常設店舗型のマルシェを整備してまいります。 

 本町を含む１０市町村の広域化によるごみ処理施設につきまして

は、２０２３年度の稼働に向けて着実に進められています。広域化

に伴う中継施設の整備につきましては、広陵町ごみ処理町民会議に

おいて、提言をとりまとめていただき、その方針に沿って安堵町、

河合町と共同して事業化を進めてまいります。 

また、本町の貴重な自主財源のひとつである「広陵町みどりのふ

るさと応援寄附金」（ふるさと納税）は、全国各地の皆様から多くの

ご厚志をいただいております。令和２年度からは、広陵町産業総合

振興機構「なりわい」に事業委託し、寄附に伴う「広陵ブランド」
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の発信を進めてまいるとともに、寄附金をさまざまな施策に活用さ

せていただく所存です。 

 

重点項目の２つ目は、『安全な町』の実現です。 

近年の気候変動の影響で、大雨・洪水などの水害は頻度が増し、

激甚化しております。昨年の台風１９号では、広範囲に渡って大雨

が降り、内水氾濫や決壊した堤防から溢れた水は、多くの地域で浸

水被害や土砂災害を引き起こしました。風水害や地震による被害を

最小限にするためには、日頃からの備えが大切であります。 

町では、町民の皆様のご協力のもと、防災士の養成に力を入れて

おり、現在、広陵町防災士ネットワークには、１６３人の防災士の

方が登録されています。これら地域の防災士や自主防災組織の方々

とともに、校区ごとの防災訓練を実施するなど、地域の防災力をよ

り一層高める取り組みを進め、災害に強いまちづくりを目指してま

いります。 

また、地震による強い揺れを感知して電気をストップし、地震の

後に発生する通電火災を防止する感震ブレーカーの取り付けを、引

き続き促進してまいります。昨年度は、赤部地区で説明会を実施し、

地震火災対策の必要性を呼びかけました。令和２年度におきまして

も、広報などによる周知を展開するなど、感震ブレーカーについて

の認知度や普及率を上げる取組を行ってまいります。 
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防犯につきましては、地域住民及び訪問者が安全で安心して過ご

せる環境づくりを目指すとともに、地域を見守る目のひとつとして、

防犯カメラや公用車へのドライブレコーダーの設置を進めてまいり

ます。 

平成３０年９月から実施しております高齢運転者の運転免許自主

返納者支援事業につきましては、現在までに１１３件の実績となっ

ております。引き続き、高齢運転者の運転免許証の自主返納をサポ

ートしてまいります。 

コミュニティバス「広陵元気号」につきましては、昨年１０月に

ダイヤ、ルート改正などを行いました。定時定路線化やパターンダ

イヤの導入、運行方法や運賃の見直し等による住民ニーズや継続性

を意識した見直しなどが評価され、先日、実施主体である広陵町地

域公共交通活性化協議会が「近畿運輸局地域公共交通優良団体表彰」

を受賞いたしました。今後も限られた予算を有効に活用しながら、

さらに利便性の向上を目指してまいります。 

 

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

ります。町民一人ひとりが健康意識を高める取組を、着実に推進し

てまいらなければなりません。少子高齢化が進んでいく中で、町民
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の皆さまが健康で長生きすることが「元気な町」の実現につながる

ものと考えております。 

町の地域福祉計画と社会福祉協議会の地域福祉活動計画が策定さ

れ２年目となります。この２つの計画を連携させながら、地域住民、

関係団体及び行政が一体となって、地域福祉を推進してまいります。 

介護予防におきましては、昨年１１月に「広陵ささえ愛」（協議体）

が各小学校区で発足いたしました。今後は、地域住民の皆さまが主

体となっていただき、住民力・地域力を上げる取組を町として支援

してまいります。 

継続事業といたしましては、地域の輪の広がりを見せている地域

巡回型健康教室「広陵元気塾」や地元畿央大学の協力による広陵町

介護予防リーダーの養成に引き続き取り組んでまいります。 

子育て関連では、西校区におけるこども園の整備につきまして、

令和５年４月の開園を目指して事業を開始してまいります。また、

広陵西小学校の教室等の増築につきましては、令和４年の供用開始

を目指してまいります。 

 

█ むすびに 

以上を、令和２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、当初予算及び関連諸議案につきま

しては、予算書及び関係資料をもとに、それぞれ担当職員が説明い
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たしますので、よろしくご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い

申し上げます。 

私は、本年の言葉を「業」と決めました。「業」には、しごと、つ

とめ、なりわいなどの意味がございます。すべての暮らしが生業
なりわい

の

上に成り立っております。産業支援センター「Ｂｉｚ」による町内

企業の支援と活性化、企業誘致など商工業の推進とともに、豊かな

農地を生かした農業振興にも力を入れてまいります。 

引き続き、２期目の公約実現や第４次広陵町総合計画に掲げる政

策目標を達成するための筋道をつけ、町の将来を見据えて人材育成

に取り組んでまいる所存であります。 

 議員各位ならびに町民の皆さまのご理解ご協力を心からお願い申

し上げ、令和２年度の町政に臨む、私の施政方針といたします。 
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教育長施政方針 

  

  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。私は、常々、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

えています。その「いい人」づくりを進めるため３つの合い言葉、

「Challenge」「Creation」、「Bond」を掲げ、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

であります。「Challenge」は、教育委員会がワンチームとなって、

だれもが元気で明るく、笑顔あふれる町になるよう、さまざまな教

育施策に取り組んでいこう。「Creation」は、さまざまな課題の解決

に向けた短期的な取組と、将来を見据えた中長期的なビジョンをも

って、子どもたちが将来に直面するであろうあらゆる困難に対して

生き抜く力を身に付けるとともに、学びの在り方や人材育成に向け

て創造（create）していこう。「Bond」は、絆・つながりという意味

で、学校教育をはじめ、就学前教育、社会教育など地域との絆・つ

ながりを大切に学校・園と保護者、地域の方々、教育委員会が互い

に協働・連携し、つながっていこう。 

という想いで施策を進めてまいります。 

 それでは、教育行政における教育委員会所管の令和２年度の取組

について、教育総務・学校教育関係から、順次申し上げます。 
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これまでの全国学力・学習状況調査の結果から、誤答や無解答で

ある問題の間違いを把握し、それらの分析を基にして授業改善を心

がけるとともに、特に低位にある子どもたちの個々の状況に沿った

授業としてフィードバックができるよう取り組んでまいりました。 

今年度では、町独自の学力学習状況調査を小学校５年生と中学校

２年生において実施し、子どもたちにとって「 わかる できる授業 」

を目指してまいります。また、基礎学力の定着及び学習意欲の向上

を図るための学習支援体制の整備として、「広陵放課後塾」を拡充し、

今年度は、昨年モデル校として発足した広陵東小学校に加えて、広

陵北小学校、真美ヶ丘第一小学校の３校で実施いたします。 

さらには、特別支援教育及び通級指導教室の推進と充実のために、

町独自に加配する支援スタッフを継続して配置し、子どもに寄り添

い、その特性に応じた支援に努めてまいります。 

保育園・幼稚園・こども園におきましては、預かり保育の充実を

はじめとして、より連携を深め、引き続き子ども子育て支援に努め

てまいります。加えて、学校と地域が繋がり、地域全体が子どもを

育てる当事者として互いに力を発揮できるよう、準備が整った学校

から順次「コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」を本格導入

し、学校支援ボランティアだけでなく、誰もが子どもたちのために

という思いを持った人たちの積極的な参画を得て学校運営を充実さ

せ、子どもたちの豊かな未来を創造してまいりたいと考えます。 
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 次に、学校施設整備に関しましては、まず、昨年度から継続して

行っております学校トイレ洋式化・乾式化（ドライ化）の事業でご

ざいます。本年度は、真美ヶ丘第二小学校と真美ヶ丘中学校で実施

いたします。広陵西小学校の教室の増築と給食室の改修につきまし

ては、令和２年度及び令和３年度の二年間での工事費用を計上いた

しております。これらの事業費の財源につきましては、国庫補助金・

交付金の確保に努めるとともに、令和４年４月の使用開始を目指し

てまいります。続いて、教職員の働き方改革に伴う意識改革の必要

性や、昨今の部活動のあり方に関しての外部指導員の適正配置など

についても、鋭意取り組みたいと考えるものであります。 

 

学習環境面につきましては、新たな時代を担う子どもたちにとっ

て、教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的な活用が求

められており、全国一律の ICT環境整備が急務といわれています。 

本町におきましても、令和元年度の国の補正予算を活用し、各小

中学校で高速大容量の通信ネットワーク環境の整備及び、児童生徒

一人１台のパソコン端末整備の第１期分として、まず小学校５年生

から６年生、中学校１年生を対象として導入を図ってまいります。 

次年度以降につきましては、国が示す児童生徒一人１台のパソコ

ン端末整備の完了を目指し、順次整備を行う計画であります。 
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次に、生涯学習の分野におきましては、生きがいのある心豊かな

町民生活や活力あるまちづくりの構築のため、中央公民館等を拠点

として、幅広い年齢層を対象としたさまざまな講座・教室を開催し

ています。中央公民館につきましては、昨年来より建築基準に適合

した是正改修に向けて協議を進めているところですので、ご理解を

賜りたいと考えるものであります。加えて、広陵町の公民館建替及

び文化芸術の振興のあり方について検討していただくために、この

設置条例を令和元年第４回広陵町議会定例会に上程し、ご可決をい

ただきました。今後は、当委員会におきまして、本町の文化芸術の

振興について、財政状況などを踏まえ、多角的な視野に基づくこれ

からの公民館のあり方を検証していただくこととなります。 

 併せて特色ある講座・教室の指導者や関係団体の育成など、町民

主体の学習活動を一層促進する環境づくりを進めてまいります。 

 

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、これまでにも増

して青少年犯罪の未然防止に努めていきたいと考えます。 

 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、

美浜町の子どもたちと交流を深めることができる活動メニューを積
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極的に取り入れ、より充実を図ってまいりたいと考えます。 

また、「世代間交流事業」につきましては、異世代が地域でふれあ

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

世代でチームを構成して競技を楽しむ「ふれあいパークゴルフ大会」

の開催があり、この取り組みも定着しています。 

いずれの事業も、昨年開催されました「 第６１回 全国社会教育

研究大会 兵庫大会 」において、広陵町の取り組みが発表され、全

国の参加者からすばらしい取り組みだと大好評をいただきました。 

今後も継続して進めてまいりたいと考えます。 

 続いて人権教育ですが、力を傾注しなければならない分野である

ことから、奈良県や北葛城郡の人権教育推進協議会と連携しながら、

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、社会体育については、ご存じのとおり本年は２０２０年の

夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーが県内で

２日間開催され、２日目の４月１３日（月）には広陵町で聖火ラン

ナーが走行する運びとなりました。スポーツの祭典であるオリンピ

ックの気運の高揚を図るとともに、身近に感じられるまたとない機

会でもあることから、サポート体制の充実に努めます。 

町関連事業においては、本町体育協会が展開する事業に加え、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
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テーションプラス１クラブ」について、施設利用に関する支援をさ

らに発展することができるよう、会員増加に向けた魅力あるプログ

ラムの開発について支援を行い、住民の幅広い健康づくりのための

取り組みとなるよう配慮してまいります。また、２度目の勝利をつ

かむことができました「チャレンジデー」は、５回にわたる参加に

よって、日常的にスポーツに親しみ、楽しみ、支える活動に参加す

る機会の一助となり得たと考えております。 

この経験から、「チャレンジデー」への挑戦は昨年で終了とさせて

いただくものの、近年のスポーツを取り巻く環境の変化を踏まえて、

すべての住民がそれぞれの年齢や体力、目的に応じて主体的にスポ

ーツ活動を行い、日々の暮らしの中に定着させることができる新た

な環境づくりに努めたいと考えます。 

 

続いて、町内の体育施設の維持管理体制については、通常の管理

もさることながら、防災拠点としての環境整備の充実を図るため、

新たに中央体育館格技場の大幅改修事業を予定しております。 

 

次に図書館でございますが、ご存じいただいている「天使のいる

図書館」の愛称で、継続して多くの方々にご利用いただいています。 

 時代の流れでもあります、電子図書館を始めとする電子情報での

提供を行う一方、「本を読む」ことを大切に、読書マラソン・福袋・
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読書通帳等の活動によって、さらに利用者の読書推進を図ります。 

読書は学力の基礎基本でありますので、保育園・幼稚園へのお話

会や本の貸出体験の実施、小・中学校への学校図書館司書の派遣、

図書館資料の長期貸出等、他の教育機関とも連携しながら、幼少期

から高齢の方まですべての世代を対象として読書の推進に努めてま

いります。また、従来の貸出中心の利用のみならず、雑誌や新聞の

閲覧、個人学習や余暇の憩いの場として、カフェスペースの整備、

町内 4か所へのブックポストの設置、視聴覚室 AV設備の更新等を実

施させていただき、より利用者にとって快適な環境づくりに努めて

いる状況であります。引き続き町の書斎としての機能を果たすこと

はもちろん、住民の皆さまの憩いの場として、町の魅力発信の場と

して、新しい環境づくりに努めてまいります。 

 

次に文化財の振興関連でありますが、所蔵する埴輪等の３次元画

像を作成し、３Ｄモデルを公開するウェブサイトにアップロードす

ることによって、誰でも、いつでも、どこからでもアクセスできる

よう、デジタルミュージアムの構築を進めてまいります。 

広陵古文化会は、本年５８年の歴史を迎えられることとなり、多

くの会員によって町の貴重な文化財を守っていただいております。 

広陵町文化財ガイドの皆様におかれましては、研修を重ねられ、

本町の文化財をより多くの方々にご案内していただいています。 
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今後も引き続いて支援してまいります。 

また、文化庁の文化遺産総合活用推進事業として、大字所有の「だ

んじり」の修理、祭礼の記録保存や継承についても促進いたします。 

特別史跡巣山古墳の整備事業は、本年度においても、墳丘・外堤

の護岸整備及び発掘調査を進めてまいります。加えて、巣山古墳や

讃岐神社などの町内の有名な文化財を観光資源と考え、関係部局と

ともに新たな施策を検討していきたいと考えています。 

 

最後に、学校給食でございます。 

小学校、中学校ともに、引き続き発育盛りの児童生徒に栄養バラ

ンスとおいしさを考慮した安全・安心な給食を提供するとともに、

多様化する食物アレルギーには、保護者、学校、関係機関と連携を

密にして事故防止に努めてまいります。学校給食は食育における「生

きた教材」であると考えており、食べる意欲を高めるため、児童生

徒自身が複数のデザートメニューの中から選択できる「セレクト給

食」の実施や「食」について考え、関心を持ってもらうために「リ

クエスト献立」等の検討を行っています。献立は地域の食文化や産

業、自然の恩恵に対する理解を育むことを目的とした「ならの日」

や「ふるさと給食」の日を設定し、地産地消の促進として地場産品

や郷土料理を積極的に取り入れてまいります。中学校給食では、令

和元年度に行ったアンケート調査結果を可能な限り反映した献立編
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成や調理改善を行い、より美味しい給食の提供に努めてまいります。 

社会問題となっている食品ロスという事象にも「もったいない」

という気持ちを持って喫食するなど、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、栄養教諭を中心とし学校全体で「食育」を進めてまい

ります。 

 

結びに、「子どもは地域の宝」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、たくましい心身の育成、そして社会を生き抜く

力を身に付けることは、家庭・学校（園）・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３８年間の教員経験と教育行政、町行政に携わってき

た経験を糧にして、今後も子どもたちや町民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」、｢町民のために何ができるの

か｣を常に念頭に置きながら、保護者や町民の皆さんからの多様なニ

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

げて取り組む所存でありますので、何とぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
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以上、教育関係の主要な事業と施策でございます。議員の皆様、

町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よろし

くお願い申し上げ、私の本年度の施政方針といたします。 
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