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NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音+28:3628:37K28:39質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

7 2806 10 奥本隆一 1 あ 空き家対策
増加する空き家その対
策は

平成27年5月26日制定「空き家対策特別措置法」はど
のように運用してきたのか

3軒の解体・複数の空き家で植栽の剪定を行っ
ていただいた。28年度は町内全域調査、29年
度は対策計画の策定、協議会を設置する。

広陵町空き家等対策計画

58 2809 3 山田美津代 1 あ 空き家対策
倒壊の恐れのある空き家
対策の検討は？

所有者に資力のない場合には町が固定資産税や不足
の費用を持つ自治体がある。

県や北葛城郡3町とで今後の対策について検
討しており広域連携や基準策定も検討してい

広陵町空き家等対策計画

103 2903 3 山田美津代 1 あ 空き家対策
町内の空き家を町営住
宅に活用を

空き家を町が住めるように手当てして格安で住んでい
ただけるように検討を。

空き家を町営住宅にすると点在して管理しにく
くなるので下に店舗を入れた町営住宅を考え

公営住宅法、広陵町営住宅管理条例

47 2809 4 吉村眞弓美 2 い 育児＋介護 ダブルケアについて

幼子を見ながら親を介護すると肉体的・経済的な負担
がのしかかる。実態調査・政策への位置づけ・子育て
支援や生活困窮者自立支援・介護保険などの制度の
横断的な制度としていくための取り組みはどうか

理念として総合計画に位置付ける。相互の分
野を学ぶ研修の実施。

第４次広陵町総合計画
広陵町地域福祉計画（策定中）

101 2903 13 八尾春雄 3 え LGBT
性的マイノリティー者
（LGBT)の性別標記につ
いて

各種申請書で性別表記は何種類を求めているのか。
第4次総合計画でもLGBTへの対応を認めながら何もし
ていない。

町では125種類の申請書があるが見直しをは
かり廃止できるものから順次廃止する。

広陵町男女共同参画行動計画
（保険証）厚生労働省保険局国民健康
保険課長通知（平成２４年９月２１日付
け保国発０９２１第号）

128 2906 13 八尾春雄 3 え LGBT
町への申請書類で必要
のない男女別表記を取り
やめることについて

前回の質問からどこまで進捗したのか。同性パート
ナーが町営住宅に住むことは可能か。

32種類で不要な男女別表記を廃止する予定
だ。養子縁組の場合同性と町営住宅に住むこ
とは可能。

広陵町男女共同参画行動計画
（保険証）厚生労働省保険局国民健康
保険課長通知（平成２４年９月２１日付
け保国発０９２１第号）

221 3003 4 吉村眞弓美 29 え SDGs
SDGｓの取り組みについ
て

１）町の進め方２）子ども食堂３）フードバンク４）協働の
町づくりの前進

１）地方創生の観点から各種計画にはこの視
点が必要になる２）すぐにはできない３）研究を
進める４）人材の確保と組織の立ち上げを支援
する仕組みづくりに取り組む。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

22 2806 11 谷　禎一 4 か 過去の質問
2年間放置されている議
会との約束について問う

経常収支比率99.6％、保育園違法建築問題から町内
の全建物を洗い出すことを約束した。

新規事業は財政状況や住民の意見による。建
物調査は継続中。

公共施設等総合管理計画

24 2806 11 谷　禎一 4 か 過去の質問
議会・委員会で未回答・
報告のない事項を問う

広陵北西保育園増築工事に関する12名議員の意見、
設計書の積算、副町長の単独判断など

既に議会で説明した通り。県土木とも職員が何
回も協議している。

－

94 2903 6 坂野佳宏 4 か 過去の質問
過去の質問からの回答
の進捗を問う

おやす池と町営住宅、指定区域、町道認定、家庭用防
犯カメラ補助

長寿命化修繕計画、指導要綱改正作業中、町
道認定条件の整理、個人への補助困難

町営住宅管理条例・町営住宅等長寿
命化計画

208 3003 10 奥本隆一 4 か 過去の質問
あの提言はどうなってい
るの。その後の進捗状況
を問う。

１）パークゴルフの増設２）グリーンドームの利用率向上
３）老人福祉センターに高座椅子高座膳の導入を

１）工事費を抑制する方法を研究する２）公共
施設の利用についての議論と一緒に検討する
３）平成30年度から順次導入していく

高齢者福祉計画

291 3012 11 谷　禎一 4 か 過去の質問
町は住民にとって適切な
判断が出来ているのか

いろいろな事業計画を立案する場合の最終責任者は
誰か

過去の未整理の件で問題発生が心配。部課
長に決裁権を委任しているが最終責任は町長

30 2806 3 山田美津代 5 か
買い物難民対
策

買い物難民対策進捗状
況は？

移動販売車案は進んでいるのか。
エバーグリーンやコープ南郷の開店が近い。
起業フレームの中で取り上げたい。

地域福祉計画（策定中）
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

61 2812 10 奥本隆一 6 か 観光
「特別史跡巣山古墳」外
堤を遊歩道に

ウォーキングルートとして整備し観光案内図に載せて
はどうか。

平成31年度から34年度までの期間に園路整
備する計画

巣山古墳整備基本計画

88 2903 10 奥本隆一 6 か 観光
讃岐神社・鳥居から拝殿
の間を「竹林の小道」に

讃岐神社の参道を京都嵯峨野「竹林の道」のような風
情のある観光スポットにできないか。

奈良県と広陵町の町づくりに関する包括協定
での竹取公園と一体となった、周辺町づくりの
整備の中で検討する。

－

278 3009 14 青木義勝 6 か 観光
観光など相乗効果の出
る事業は広域で

観光協会の設置やDMO（観光庁が推進する広域機
構）は研究しているのか

広陵町産業総合振興機構を設置して新しい雇
用の流れをつくる。DMOは研究する。

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

279 3009 1 濱野直美 6 か 観光
かつらぎの道の有効活
用を

かつらぎの道で集客が期待できる
イベントスペースの確保が難しいがメモリアル
広場の小規模のイベントは可能性がある。
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108 2903 11 谷　禎一 7 か 会議録
考えられない！町の大
事な行為決定は口頭で
行われていた

重要事業の会議や行政間の約束など他市町では会議
録の作成が常識。

何が必要なのか考えて会議録が保管されるよ
う努力する。

広陵町文書管理規程

120 2906 6 坂野佳宏 8 か 環境 南郷池の虫害と悪臭対
策の考察

南郷池の水が腐った原因・サンプルの解析・調整池と
用水池の併用が原因か・役場の対応はどこまでか。

管理者の南郷区で排水と池干しを実行しても
らった。池の造成で水量が減ったことや周辺か
らの生活排水の影響も考えられる。

環境保全条例

133 2906 4 吉村眞弓美 8 か 環境
電力の自由化への取り
組みについて

ガスの自由化、高圧受電施設・低圧受電施設の現状と
実績はどうか

町の高圧受電施設は新電力会社エネットから
の供給で年間4400万円の削減となっている。

電気事業法
広陵町会計規則

176 2912 6 坂野佳宏 8 か 環境
南郷池重油流入につい
て

南郷池で油流出があり原因者が特定されているが根本
的解決をはかってほしい

重油タンクの埋設管が経年劣化したことが判
明した。本町の生活環境課を窓口に関係機関
と協議する。

悪臭防止法

211 3003 13 八尾春雄 8 か 環境
真美ケ丘池（馬見北3丁
目）の整備について

県の管理するところだが不足なら町の責任で対応して
ほしい。

県の適正な管理を求めていく。 環境保全条例

222 3003 5 山村美咲子 8 か 環境
使用済小型家電で金メ
ダルを作ろう

小型家電リサイクルの趣旨を生かし有用な金属回収し
金メダル製作はどうか

循環型社会の構築に資する取り組みである。 小型家電リサイクル法

181 2912 4 吉村眞弓美 67 か 介護保険
地域包括ケアシステムの
構築

24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護・訪問
看護サービスが必須である。

訪問看護ステーションを受けてくれる事業者を
確保したい。

介護保険法
第７期介護保険計画及び高齢者福祉
計画

187 2912 3 山田美津代 67 か 介護保険
介護保険生活援助サー
ビス削減について

厚生労働省は生活援助サービスの多数回利用を問題
視している。

利用者の状態に応じてサービス利用の適正化
を進める。

介護保険法
第７期介護保険計画及び高齢者福祉
計画

3 2806 8 坂口友良 11 が 学力テスト 中学の学力調査で弱点
の理科教育の向上策を

国語・数学はよいが理科は5ポイントも差をつけられ残
念だ。これをTOPに引き上げるのが教育長の使命だ。

子どもの関心を引き付ける取り組みも考え、小
学校低学年対象に努力する。

全国学力・学習状況調査に関する実施
要領

68 2812 8 坂口友良 11 が 学力テスト
今年の学力テストの結果
をどう見るかを問う

全国トップを狙ってほしい。小中一貫校制の検討ス
タートも必要ではないのか。

小・中学生とも県平均全国平均を上回ってい
る。小中一貫校制は人口減少を念頭に議論し
なければならない。

全国学力・学習状況調査に関する実施
要領

145 2909 8 坂口友良 11 が 学力テスト
今回の全国学力テストの
結果本町の実力はどう
だったか

クーラーの設置も終え教育環境は整った。今回の学力
テストの結果はどうであったか。

中学校国語B以外は県・全国平均を上回って
いる。

全国学力・学習状況調査に関する実施
要領

203 3003 8 坂口友良 11 が 学力テスト
中学校の学力低下をどう
回復するのかを問う

かつて全国平均よりはるかに高い値であったがここ3年
間低下している。

各校独自の学力向上プランの策定と実践の取
り組みを指示している。

全国学力・学習状況調査に関する実施
要領

233 3006 8 坂口友良 11 が 学力テスト
4月の学力調査の出来
栄えは期待できるのか

公教育の学力は地域の総合力の結果だが教育長の学
力向上対策は。

学力向上と共に魅力ある学校のために教員研
修を実施している。

全国学力・学習状況調査に関する実施
要領

262 3009 8 坂口友良 11 が 学力テスト
中学の学力調査　回復
の兆しは

過去3年間学力が落ち危機感をもっている。放課後学
習室も考えるべきではないか。

学校間格差が拡大したこと、校外学習も全くし
ないか3時間以上に2極化している。

267 3009 13 八尾春雄 11 が 学力テスト
全国学力学習状況調査
について

学力調査で配慮することは何か、教員の増員にも目を
向けるべきだ

試験結果により序列化や過度の競争を生じな
いようにとの配慮を求められている。教員増や
授業力向上に取り組む。

292 3012 8 坂口友良 11 が 学力テスト
公教育の学力向上対策
は順調に進んでいるか

学力調査で長期低下傾向がみられるが教育委員会は
重要事項として対応できているのか。

来年度モデル校を指定し小学3年生に毎週水
曜日放課後1時間のプリント学習を行う計画で
ある。

5 2806 7 吉村裕之 9 き 教育
放課後空き教室を利用
した無償補充学習の実
施について

学校支援ボランティアによる無償の補充学習支援が必
要だ。

残る児童の下校時安全確保が問題であり保護
者・学校と十分協議する。

広陵町学力向上支援事業実施要綱
（作成中）

33 2809 8 坂口友良 9 き 教育
真美中体育館の２Fクー
ラー設置はまだなのか。

40℃の中でのクラブ活動は熱中症のおそれがある。
換気扇やクーラーを設置する為の検討を進め
ている。

学校環境衛生基準

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

127 2906 13 八尾春雄 9 き 教育
道徳の教科書閲覧に関
連して懸念していること

杉原千畝氏のことが道徳の教科書に登場するがどのよ
うに取り上げるのか。

命令に従うのか、命を救うのかの心の葛藤を通
して児童に考えさせる。

学習指導要領

172 2912 10 奥本隆一 9 き 教育
2020年度から増える小
学校の授業のコマ数確
保対策は

2020年度から年間35時間増加する。どのように取り組
むのか。

コマ数増や一部振替、夏休み短縮など検討し
ている。

学習指導要領
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200 3003 7 吉村裕之 9 き 教育
主権者教育への取り組
みについて

主権者教育は政治意識を高めその成果は地域に還
る。政治教育と政治的中立の関係はどうか。

教え込みでなく子どもたちが一つのテーマに
いろんなことを考えていくことが政治的中立を

学習指導要領

206 3003 3 山田美津代 9 き 教育
ランドセルやカバンなど
重く負担

教科書や副読本など大型化し子どもの体重の10％を
超えている。

正しい姿勢でランドセルを背負うと背筋が鍛え
られる。置き勉は考えていない（置き勉＝勉強
道具を学校に置いて下校すること）

－

223 3003 5 山村美咲子 9 き 教育
いじめ・自殺・相談体制
の構築を

インターネットの有害環境から子ども守る対策やSNS活
用の相談事業はできないか

学校と家庭で学習に取り組む。SNSに活用はこ
れからの段階である。

広陵町いじめ防止対策推進条例

230 3006 10 奥本隆一 9 き 教育
「書き損じはがき」で途上
国の子どもたちに教育支
援を

ユネスコの発展途上国教育支援を町や学校で取り組
んではどうか

回収ポストを仮設して状況を確認したい。 －

248 3006 5 山村美咲子 9 き 教育
大人たちが一体となって
取り組む特別支援体制
について

学校内の支援体制、教育と福祉の連携、発達障害を早
期に発見するための健診体制について

本年度特別支援学級には132名で全体の
4.3％に相当する。平成31年度真美二小に通
級指導教室を設置する予定、福祉と教育の担
当者が定期的に協議する、乳幼児健康診断マ
ニュアルを実施している。

学校教育法
学校教育法施行規則
公立義務教育諸学校の学級編成及び
教職員定数の標準に関する法律

254 3006 1 濱野直美 9 き 教育 特別支援教育について
特別支援学級に在籍する生徒・担任・支援スタッフの
人数は。

近隣自治体に比較して支援スタッフを複数配
置している。特別支援児童生徒が増加してい
る下で体制を強化していく。

－

255 3006 1 濱野直美 9 き 教育
中学校の部活動につい
て

スポーツ庁が3月に運動部活動のありかたに関する総
合的なガイドラインを策定した。

外部指導員について真美中卓球部・広陵中水
泳部コーラス部に配置されている。

広陵町運動部部活動の在り方に関する
方針

290 3012 11 谷　禎一 9 き 教育
春の運動会は、中学校
給食時間を延長しては

自然災害を避けるために春の運動会を検討してほし
い。中学校の給食時間は20分と短いのではないか。

来年度は10月5日を予定。実食時間は確認す
る。

70 2812 9 堀川季延 10 き 企業誘致
寺戸地区への商業施設
誘致の現況について

カインズホームのその後の進捗状況はどうか。田畑の
耕作の見込み・周辺道路整備・雇用の促進・税収の拡
大など図られるように支援いただきたい。

地権者との交渉が続いているが進展している
ので出店をお願いしている。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

236 3006 6 坂野佳宏 19 き 西小学校
西小学校の建て替え計
画の中間報告を

校区の小学校・こども園・学童保育など計画の中間報
告をお願いする。

西小学校の耐力調査を実施して対応する。他
の施設も将来の社会情勢も配慮して調整す

－

246 3006 3 山田美津代 19 き 西小学校
西小地域の開発による
待機児童について

西小学校校区で100軒以上の開発が予定されている。
待機児童の解消を計画しておく必要がある。

今後多くの開発が予定されており施設の整備
や受け入れ児童要件など見直しの検討をして

－

271 3009 3 山田美津代 19 き 西小学校
西小学校の教室増設は
木造で

プレハブでなく奈良県産材の教室を、子どもたちには
白いポロシャツで通えるようにしてほしい。

奈良県産材使用も検討する、制服は学校長の
裁量である。

159 2909 5 山村美咲子 68 き
協働のまちづく
り

協働のまちづくりを推進
するために

住民活動を束ねるセンター設置の考えはないか
相談窓口や企画提案募集制度の導入を考え
たい

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

277 3009 5 山村美咲子 68 き 協働のまちづくり
協働のまちづくりを推進
するために

協働のまちづくり活動提案事業補助金制度の進捗はど
うか、ボランティア活動上の保険制度はあるのか。

この補助金制度は来年度から導入に向け準備
している、自己の責任によるけがの補償はない
ので検討する。

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

161 2909 14 青木義勝 69 き 近鉄田原本線
箸尾駅から乗車の町民
に王寺田原本間の運賃
の助成を

乗客の増加をはかり広陵元気号と連携させてはどうか
運賃助成の件は町だけの判断ではできないの
で公共交通活性化協議会で議論をお願いす
る。

広陵町地域公共交通網形成計画

190 2912 14 青木義勝 69 き 近鉄田原本線
箸尾駅開業100周年記
念イベントを

箸尾駅の活性化・元気村での市・だんじり展示など相
乗効果を期待する。

7月28・29日に開催予定。イベント企画中であ
る。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

217 3003 1 濱野直美 69 き 近鉄田原本線 広陵元気号について
大和鉄道100周年・文化祭に対応した元気号の使い方
はどうなるのか

元気号をシャトルバスとしては使用できないが
増便は可能。

広陵町地域公共交通網形成計画

219 3003 14 青木義勝 69 き 近鉄田原本線
大和鉄道100周年記念、
近鉄と各町の合同イベン
トは

「人が集い」「企業が来て」「鉄道も増便」そのための地
域住民が主体で行う祭りを成功させよう

一過性でなく町おこしにつなげていきたい。近
鉄、リーベル王寺でのイベントなど計画してい
る。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画
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212 3003 6 坂野佳宏 10 き 企業誘致 企業立地条例に魂を 限られた業種しか参入できないのではないか
第4次総合計画では地場産業以外の企業で
あっても立地しやすくしている。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

228 3006 7 吉村裕之 10 き 企業誘致
コミュニテイビジネスによ
る地域の活性化につい

コミュニテイビジネスについての考えを問う
その主体となる組織や中間支援組織を支援す
る仕組みを構築する。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

250 3006 14 青木義勝 10 き 企業誘致
来たれ、創業者、女性起
業者

企業誘致の視点に女性起業者を迎える視点を持つ施
策が必要だ。

女性起業者を呼びこむ環境整備につとめる。
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画
広陵町男女共同参画行動計画

258 3009 11 谷　禎一 10 き 企業誘致
竹取公園近くに道の駅・
レストランを

来場者を竹取公園側へ誘導し物産販売して地域活性
化を

県とも協議する。同施設も含め馬見グルメスト
リートや佐味田川水辺の活用いちご摘み北三
丁目の調整池の多目的利用を計画する

307 3012 6 坂野佳宏 10 き 企業誘致
カインズ出店の今後のス
ケジュールは

開店の日程や地区計画策定にあたり周辺整備はどうす
るのか。

カインズから定期的に経過報告を受けており
近く結果が出る。地区計画や周辺のインフラ整
備について出店計画が出た時点で検討する。

40 2809 6 坂野佳宏 12 ぎ 業者育成
町内工事業者の減少に
ついて

町内業者の育成方針は何か
町内・県内を優先した指名競争入札を実施し
ている

中小企業・小規模企業振興計画（策定
中）

73 2812 4 吉村眞弓美 13 け 健康
広陵町の胃がん対策に
ついて

胃がん検診にピロリ菌検査を早急に実施し、陽性者に
は保険適用となったピロリ菌除菌を行うべきだ。

平成29年度から胃内視鏡検査の導入を開始
する計画だ。

健康増進法

147 2909 10 奥本隆一 13 け 健康
乳がんが判別しにくい
「高濃度乳房」あなたは
大丈夫

日本人では乳腺密度の濃い高濃度乳房が多くマンモ
グラフィだけでは不十分だ

高濃度乳房と表記するだけでは受診者が不利
益の場合もあるので県や医療機関と調整す
る。

健康増進法

299 3012 12 笹井由明 13 け 健康 認知症予防対策
2025年には65歳以上の5分の1が認知症になると試算
されているが早期発見のために対策はどのように考え
ているのか。

早期発見・早期診断が重要で畿央大学との連
携を準備している。費用についても関係医療
機関と協議する。

9 2806 12 奥本隆一 14 げ 元気号
運転免許返納者の元気
号利用運賃を割引

65歳以上の運転免許返納者に対して元気号の運賃を
半額に

元気号をたくさんの人に利用いただくためには
様々な料金体系を研究したい。

広陵町地域公共交通網形成計画

43 2809 1 濱野直美 14 げ 元気号 広陵元気号について
通学通勤時間帯の運行、近隣市町村の相互乗り入
れ、五位堂駅や田原本駅への乗り入れはどうか

本格運行後も毎年見直しをはかる、五位堂駅
までは奈良交通バスとの接続を、田原本駅は
国保中央病院構成の川西・三宅・田原本・広
陵の自治体間で検討する。

広陵町地域公共交通網形成計画

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

71 2812 1 濱野直美 14 げ 元気号 広陵元気号について
10月1日以降の利用者は増えているか。次のダイヤ見
直しはいつか。

有償化の影響で全体で11％減少している。ま
だPRが足らない。平成30年度には住民アン
ケート、31年度から継続運行の検討、デマンド
交通についても引き続き検討していく。

広陵町地域公共交通網形成計画

102 2903 3 山田美津代 14 げ 元気号
元気号運賃の改善とデ
マンド導入

デマンドの導入で高齢者支援を強める施策が必要
元気号の必要な改善を行うがデマンドは検討
しない。

広陵町地域公共交通網形成計画

124 2906 1 濱野直美 14 げ 元気号 広陵元気号について
前回からの利用者数はどうか。利用促進のPRと効果は
どうか。

利用者数は全線で増加している。各種の企画
との連携で利用促進事業を行っている。

広陵町地域公共交通網形成計画

194 2912 1 濱野直美 14 げ 元気号 広陵元気号について 平成30年予定の住民アンケートの要領はどうか。
7・8月ごろに公共交通全般に関する調査を実
施する。利用客はすべての路線で増加傾向。

広陵町地域公共交通網形成計画

227 3006 7 吉村裕之 14 げ 元気号
地域公共交通の役割と
通勤通学バスの運行に
ついて

元気号の活用で移住・定住に有益、住民と行政の協働
が必要、しかし年間6000万円に経費は大きい。

元気号の運行には改善の余地があるが現在の
負担額の中で利用者増加をめざす。

広陵町地域公共交通網形成計画

272 3009 3 山田美津代 14 げ 元気号 元気号の改善を アンケートはいつ実施するのか 年度内でアンケートを実施して精査する

283 3012 13 八尾春雄 14 げ 元気号
元気号の運行改定に当
たって

馬見北の方から、従来1本で行けた国保中央病院が、
ルート改定で乗り換えが必要となり不便になったと苦情
が入っている。

免許証返納世帯が増大することも見込み利便
性を高めたい。財政も検討する。
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301 3012 1 濱野直美 14 げ 元気号 広陵元気号について
住民アンケートの結果や住民ワークショップの予定を教
えてほしい。

本年度中にワークショップを開催し利用者の声
やアンケート結果をもとに議論したい。

10 2806 9 堀川季延 14 こ 元気号
広陵元気号のルート拡
大に伴う成果について

平成28年4月から元気号の運行ルートが2路線から3路
線に改正され利便性が拡大された。どのような成果が

利用者は26％アップした。利用者アンケートも
参考にして10月からの本格運行にむけて調整

広陵町地域公共交通網形成計画

8 2806 11 奥本隆一 15 こ 公園
遊具・歓声消えない公園
大型小型遊具で外遊び
充実

子どもと大人が遊んでコミュニケーションを深める公園
がほしい

28年度は竹取公園でターザンロープ、ピエロ
公園で複合遊具を設置した。

広陵町都市公園条例
都市公園法

13 2806 1 濱野直美 15 こ 公園
公園及び観光名所の整
備について

百済字公園の雑草がひどく子どもを遊ばせることができ
ない。年3回の除草では不足ではないか。

本町の都市公園すべての維持管理作業はシ
ルバー人材センターと年４千万円で契約して
いる。公園管理には地域のご協力が必要でよ
く議論していきたい。

広陵町都市公園条例
都市公園法
都市公園法施行令

17 2806 4 吉村眞弓美 15 こ 公園
犬と一緒に公園を散歩
できないか

犬が家族の一員となっている。愛犬と公園散歩はどう
か。

出来れば町内1カ所くらいドッグランを考えた
い。

広陵町都市公園条例、都市公園法

19 2806 4 吉村眞弓美 15 こ 公園
ピエロ公園をきれいにし
てほしい

ゴミは持ち帰るよう対策を徹底してほしい。
団体利用者には貸し出しの際にごみ持ち帰り
の啓発文書を配布する。

広陵町都市公園条例、都市公園法

28 2806 3 山田美津代 15 こ 公園 古寺交通公園存続を！ 近隣に類のない交通公園の存続を
建築後36年を経過し老朽化している、人口減
少して利用増が見込めない

広陵町都市公園条例、都市公園法

125 2906 1 濱野直美 15 こ 公園
竹取公園の整備につい
て

県と町の町づくり包括協定が締結され、竹取公園を中
心とした町づくりを検討している。

仮設駐車場を含めたエリアでカフェや地場産
品の物販店などの機能を備えた収益性のある
拠点施設を検討している。

広陵町都市公園条例､都市公園法
奈良県と広陵町とのまちづくりに関する
包括協定

150 2909 1 濱野直美 15 こ 公園
竹取公園周辺のまちづく
りについて

移住定住カフェ・公園のイベント・農業版コワーキング
施設とは何か

「すむ・奈良・ほっかつ！移住プロジェクト」で
効果があったものを町で行う計画

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

180 2912 4 吉村眞弓美 15 こ 公園
ちびっ子ゲレンデのソリ
の修繕について

人気があり摩耗が激しいので台数を増やしてほしい。
点検の頻度を上げて交換が遅れないようにす
る。

広陵町都市公園条例
都市公園法
都市公園法施行令
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

182 2912 5 山村美咲子 15 こ 公園
公園整備事業の進捗状
況は

西谷公園の再整備方針の進捗状況について
住民参加のワークショップを本年２月頃に開催
予定

広陵町都市公園条例
都市公園法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

193 2912 1 濱野直美 15 こ 公園
竹取公園周辺のまちづく
りについて

地方創生推進交付金申請の結果、及びかぐやカフェ
の収益評判はどうか

採択されたので移住定住コンシェルジュを中
心にイベントを実施する。カフェはSNSで反応

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

218 3003 1 濱野直美 15 こ 公園 竹取公園周辺のまちづく 図書館の移住定住サロンかぐやカフェの対策はどうか 色々な取り組みを通じカフェの利用拡大を図 広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

266 3009 13 八尾春雄 15 こ 公園
横峯公園の今後の維持
管理について

今後の方針はどうか
過密樹木とメタセコイアの伐採を行い将来の植
栽も計画的に実施する

11 2806 10 堀川季延 16 こ 交通安全
平尾バス停前交差点に
信号機設置を

本年は86名の児童がここを渡るが信号機設置実現に
向け支援いただきたい。

平成26年10月7日広陵西小学校長名で教育
長に信号機設置要望が出ている。香芝警察と
連携する。

道路交通法
道路法
河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

14 2806 1 濱野直美 16 こ 交通安全
県道112号線の歩道整
備

奥坪橋から役場に向かう道路は自転車走行が多くあり
段差や交通量からいって危険ではないか。

奥坪橋から土庫川東まで南北の歩道を施行す
る計画。非常に危険な道路なので対策を検討
したい。

道路交通法
道路法
河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

38 2809 7 吉村裕之 16 こ 交通安全
小学児童らの通学路と
安全対策

通学路の見直し、ゾーン30、歩道橋の設置とあわせ高
齢者・障がい者・妊婦等の利便性を考慮した道路環境
整備はどうか。

都市整備課・危機管理課に要望と協議を行う。
地域の要望をふまえ計画的に対応していく。

道路交通法
道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

57 2809 3 山田美津代 16 こ 交通安全
百済から松塚への道の
拡幅を！

百済地区の方が松塚駅に出るのに自歩道の整備を希
望されている

道路を拡幅することは可能なので、区や土地
所有者大和高田市の協力が得られれば実施
を検討したい。

道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

81 2812 13 八尾春雄 16 こ 交通安全
西保育園周辺の交通安
全対策について

送迎・付近五差路停止線消滅・近隣に大型商業施設
等で周辺の交通事情が悪化している。

この五差路は変則的交差点で香芝警察と協議
している。道路管理者の町が可能な対策を取
りたい。

道路交通法
道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
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106 2903 4 吉村眞弓美 16 こ 交通安全
中学生の自転車通学の
交通安全対策について

労禱保育園前で立哨をしていると中学生が自転車走
行で危険な場面に出会う。対策はどうするのか。

学校での取り組みを含め指導強化する。 道路交通法

121 2906 6 坂野佳宏 16 こ 交通安全
通学路の緑線表示の設
置について

この緑線は非常に分かりやすいので未整備地域を早
期に整備してはどうか。

地元・学校・役場関係課で現地を確認し、警察
との協議を経て対策可能な通学路は順次設置
していく。

第４次広陵町総合計画 後期基本計画

130 2906 3 山田美津代 16 こ 交通安全
平尾の信号機設置、町
も働きかけを！

80人もの児童生徒が登下校する牛乳店前の横断歩道
への信号機設置は一体いつになるのか。

学校からの要望も受け重要事項として香芝警
察に要望している。地元や地権者との間で協
議が必要だが早期設置に向けて対処する。

道路交通法
道路法
河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

162 2909 14 青木義勝 16 こ 交通安全
寺戸地区の県道東側沿
いに進入路を

大型量販店計画もあり安全対策上進めてほしい
県に予算要望したが不採択であった。平成30
年度町道として整備したいので採択要望して
いる。

道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

175 2912 9 堀川季延 16 こ 交通安全
平尾バス停の信号機設
置の進み具合を問う

大字にも学校PTAにも情報が皆無だ。町は予算措置を
講ずる努力をするのか。

年度内に歩道橋の設計委託や横断歩道移設
計画を確定させる

道路交通法
道路法
河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

178 2912 2 吉田信弘 16 こ 交通安全
守ってますか交通ルー
ル

スーパーエバグリーンの開店で人の流れが増加し大き
く変化している。安全対策が必要だ。

歩行者優先、横断歩道での横断者優先の確
保のため指導員の活動を強化したい。

道路交通法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

215 3003 2 吉田信弘 16 こ 交通安全
広陵町から交通事故を
減らすには

住宅地の中を太い幹線道路が走り速度超過が発生し
やすい。速度制限するにはどうしたらよいのか。

周辺自治会の意見も集めている。警察には巡
視の拡充をお願いしている。

道路交通法

231 3006 10 奥本隆一 16 こ 交通安全
幹線道路の植栽見通し
が悪く交通の妨げ

交差点で見通しが悪くなっている。
安全確保を優先し既に実行しているが追加し
て取り組む。

道路法
広陵町町道の構造の技術を定める条
例　広陵町町道の構造の技術を定める
条例施行規則

238 3006 13 八尾春雄 16 こ 交通安全
広陵北小・西側の生活・
通学道路の安全確保に
ついて

小学生の通学路であり近所の方の生活道路が封鎖さ
れているが廃屋の瓦落下の危険がある。

この物件は解体予定で8月13日より通行可能
になる。

広陵町空き家等対策計画（H３０．３策
定）

240 3006 2 吉田信弘 16 こ 交通安全
登下校時の子どもの安
全対策は

登下校時の児童の被害が続いているが広陵町の対策
はどうか。

地域見守りボランティア事業に39名の登録をい
ただいている。今年度より防犯カメラ設置補助
事業を設けている。

広陵町防犯カメラ設置補助金交付要綱

249 3006 5 山村美咲子 16 こ 交通安全 通学路を安全に 「おんどり橋」の通行安全対策を
学校が中心になって通学路の安全対策を行
う。

道路交通法

34 2809 10 奥本隆一 17 こ 子育て
治療を受けさせてやりた
い　子どもの歯の矯正に
公的支援を

歯の矯正が保険の対象にならに
歯科の矯正は増加傾向にあるので町内の歯
科医師会のご意見も聞いて支援の在り方を研
究する。

－

76 2812 5 山村美咲子 17 こ 子育て
イベント等に「移動式赤
ちゃん駅」の設置を

赤ちゃんと一緒に外出して、おむつ替えや授乳の際立
ち寄り利用できる「赤ちゃんの駅事業」を取り入れてほ
しい。

役場・さわやかホール・中央公民館・図書館・
竹取公園の公共施設には多目的トイレが設置
されている。かぐや姫祭りや運動会での対応。

－

83 2812 3 山田美津代 17 こ 子育て
就学援助制度を入学前
に支給を！

支給が6月では入学準備に間に合わない。国からの通
達に従って必要な時期に支給してほしい。

支給時期変更は近隣自治体の状況を踏まえ
て判断する。国からの通達は聞いていない。

要保護児童生徒援助費補助金交付要
綱

104 2903 3 山田美津代 17 こ 子育て
就学援助の入学準備金
は3月支給を！

王寺町・河合町・上牧町では3月支給を始めており郡内
では広陵町だけが6月支給では通らない。

平成30年は3月支給するため29年11月の就学
時健康診断において周知のチラシを保護者に
配布する。

要保護児童生徒援助費補助金交付要
綱

107 2903 5 山村美咲子 17 こ 子育て
子育てするなら広陵町
で！更なる支援の充実
を！

子ども医療費窓口無料化、不妊治療援助、広陵町版
ネウボラ、祖父母手帳、チャイルドビジョン（幼児視界体
験メガネ）の普及などの実現を

現物給付変更に賛成、不妊治療助成の準備
をする、平成29年度は専任の助産師を起用す
る、祖父母手帳の検討、チャイルドビジョンは
教材の一つ。

奈良県福祉医療制度
広陵町子ども医療費助成条例
母子保健法
特定不妊治療助成事業

112 2906 7 吉村裕之 17 こ 子育て
子ども子育て支援施策
の積極的推進について

乳幼児や小学生等の時代に、援助を必要とする者と援
助を提供できる者との間でファミリーサポートセンター
事業の実施はどうか。

少子化の中で子どもたちを社会全体で見守る
ことを前提とした設計を考える。

子ども・子育て支援新制度
子育て援助活動支援事業（ファミリーサ
ポートセンター事業）
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135 2906 5 山村美咲子 17 こ 子育て 子育てするなら広陵町で
ネウボラの進捗状況、上牧町のペガサス教室の影響、
北幼稚園での「療育教室」は来年度からどこで？

妊娠から子育て期までの支援体制を構築して
いく。県費負担教職員が真美二小を拠点校と
して配置される。療育教室は全面的に見直し
運営方法を変更して幼児のニーズに基づいた
親子サポートに調整する。

母子保健法
児童福祉法（児童発達支援）

140 2909 7 吉村裕之 17 こ 子育て
子育て世帯における任
意予防接種の費用助成
について

おたふくかぜ・ロタウィルスなど任意予防接種費用の助
成で子育て世帯の経済的負担の軽減を

国の対応や財政当局との協議を含め助成につ
いて前向きに検討する。

予防接種法

154 2909 3 山田美津代 17 こ 子育て 6歳児健診の実施を
3歳児検診で判明しない軽度の障がい発見のために実
施すべきではないか。

今後の取り組みとして研究する。 母子保健法

155 2909 3 山田美津代 17 こ 子育て
子ども貧困状況を把握し
て対策を

町内の貧困状況を把握しているのか。
児童扶養手当は261人でがひとり親家庭は把
握していない。

児童扶養手当法

165 2909 11 谷　禎一 17 こ 子育て
地域社会全体で、子ども
を育てる仕組みを

通学路の安全確保について危険個所点検報告の活用
を

継続して取り組むが大事な項目は文書報告す
る

－

189 2912 3 山田美津代 17 こ 子育て 虐待防止月間について 虐待防止には通報が一番との啓発が重要です。
児童虐待相談は平成26年33人、27年度22人、
28年30人となっている。

児童虐待防止法
広陵町要保護児童対策地域協議会設
置要綱

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

261 3009 10 奥本隆一 17 こ 子育て
「弱視」に逃さない視力
UPへの3歳健診カギ

3歳児健診で見逃さないようにするのが大事だ
平成26年度から全員に特殊な機器で目の検
査を実行している。

287 3012 7 吉村裕之 17 こ 子育て
任意予防接種の費用助
成について

平成29年第3回議会で同趣旨の質問をしたがその後の
検討は進んだか。

健康被害・費用対効果・接種年齢の制定・ワク
チンの相違など予防接種管理ににスムーズに
移行できるかどうか不安がある。

295 3012 3 山田美津代 17 こ 子育て
4月から開始した妊婦加
算に補助してはどうか

今年4月から妊婦の場合初診で225円、再診で114円の
負担が妊婦側に求められる。国の制度だが町で支援で
きないか。

新設された制度だが国は見直しを検討中であ
り町の支援は困難である。

304 3012 4 吉村眞弓美 17 こ 子育て 風疹対策について
全国的な風疹患者の状況はどうか、風疹排除のための
予防接種の助成を検討してほしい。

平成25年の大流行時点で接種費用の助成を
行った。今回新たに厚生労働省が無料接種の
発表をしており相談する。

59 2809 3 山田美津代 18 こ 公共施設 公共施設の縮減は慎重に
住民に周知しないで公共施設の縮減を行うべきでな
い。

総務大臣からの要請があり策定した。必要性・
有効性・効率性から検討し、必要なサービスを
維持する。

広陵町公共施設等総合管理計画

111 2906 7 吉村裕之 18 こ 公共施設
公共施設の適正管理に
ついて

公共施設の建設や更新費用に関し、世代間で不公平
な負担にならなうために求められるものは何か。

地域特性に見合った施設整備とリノベーション
が必要になる場合もある。新築時の工夫が必
要

広陵町公共施設等総合管理計画

122 2906 9 堀川季延 18 こ 公共施設
西小学校改築計画と周
辺土地利用計画策定に
ついて

西小学校・西幼稚園と西第二幼稚園を合わせた認定こ
ども園・放課後児童育成教室など一体的な整備を期待
する。

西小学校周辺は北側に池・町営住宅、南側に
未開発地があり有効活用が必要となっており、
29年度に航空レーザー測量で詳細な地形図
を作成する。南北につなぐ道路の概略設計を

道路法

174 2912 9 堀川季延 18 こ 公共施設
公共施設の管理運営計
画について

グリーンパレス・はしお元気村は経費抑制策が図られ
ており民間委託はなじまない。

全ての施設ごとに評価を行い公民連携の可能
性も検討を進める。

広陵町公共施設等総合管理計画
公共施設等再編基本計画（公共施設
等あり方検討委員会検討中）

192 2912 14 青木義勝 18 こ 公共施設
北幼稚園の跡地の活用
はどうするの

今後この土地を公共施設に使用するのは不適なので、
よく検討して売却も活用の手段ではないか。

多面的な検討を行う。 広陵町公共施設等総合管理計画

197 2912 11 谷　禎一 18 こ 公共施設
公共施設利用のあり方
の早期結論を

保育園問題を契機に施設利用のありかたを考えると答
弁しているが実態はどうか

町内すべての公共施設のありかたを検討して
いる。

広陵町公共施設等総合管理計画

224 3003 11 谷　禎一 18 こ 公共施設
公共施設の運営に民間
活力ノウハウを

町は公共施設の統廃合を急ぎ国の施策を利用する準
備を

市場調査や管理方法の研究を行う。 広陵町公共施設等総合管理計画

225 3003 11 谷　禎一 18 こ 公共施設
公共施設の民間開放で
施設の有効利用を

公共施設削減を進めないと経費が持たない。学校施設
の一部も他の目的に利活用してはどうか

学校施設は安全面で開放していない。 広陵町公共施設等総合管理計画

259 3009 11 谷　禎一 18 こ 公共施設
歴史資料館・中央公民
館のその後について

その後の進捗状況はどうか
資料館は複合施設や馬見丘陵公園館の利用
など考えられる、中央公民館は当面維持改善
に努める

288 3012 7 吉村裕之 18 こ 公共施設
公共工事の施工時期平
準化について

補助金事業の多い本町では、年度始めに工事が組め
ない事態があるが価格の抑制や品質の向上のため年
度初めの工事ができるように平準化を検討してほしい。

国庫事業でも4月から契約できるように努めた
い。現場監理について町内事業者のステップ
アップを図る。
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80 2812 13 八尾春雄 20 こ 国保税
65歳から74歳までの国
保税減免について

65歳から74歳までののみの世帯で国保加入者には減
免制度があるが申請者はどれくらいか。未申請者には
個別連絡してはどうか。

1353世帯中平成28年度は13世帯から申請が
出ている。さらに65歳以上の方が2428世帯に
おられ、こちらも減免の対象になる場合がある
が個別連絡は行わない。

広陵町国民健康保険税減免に関する
規則第４条

131 2906 3 山田美津代 20 こ 国保税
国保税一世帯1万円の
引き下げを！

国の負担がどんどん減り国保税は高騰しています。4人
家族192万円所得の場合35万円の負担で大変重い税
金です。一般会計からの繰り入れも継続すべきです。

国保の県単位化は一般会計からの繰り入れは
基本認められず県全体で助け合いましょうとい
う制度です。

持続可能な社会保障制度の確立を図
るための改革の推進に関する法律

151 2909 13 八尾春雄 20 こ 国民健康保険
国保の県単一化につい
て

一般会計からの繰り入れや町独自の減免制度はどうな
るのか

一般会計からの繰り入れは町独自制度は継続
する。子ども医療費窓口払いの撤廃は要望す

奈良県国民健康保険運営方針

237 3006 13 八尾春雄 20 こ 国民健康保険
国保と後期高齢者保険
の健康診査格差を是正
してほしい

75歳になっても集団健診や特定保健指導を受けられる
ようにしてほしい。

指摘はもっともなことで加入保険の違いで差が
生じないようにしたい。

健康増進法・高齢者の医療の確保に関
する法律
奈良県後期高齢者医療広域連合後期
高齢者医療に関する条例

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

297 3012 3 山田美津代 20 こ 国民健康保険
平等割を廃止して国保
税の軽減を図れ

平等割を廃止してきょうかい健保並みの掛け金にして
ほしい。

平等割を廃止すると不足分を多人数への負担
増につながるのではないか懸念する。

265 3009 13 八尾春雄 20 こ 国民健康保険
75歳以上の住民の健康
診断について

75歳になったとたん集団健診から排除するのは不当だ
かかりつけ医のいる場合はその医師に、来年5
月に健診センター開設される予定なので改善

93 2903 9 堀川季延 21 こ
コミュニテイカル
テ

コミュニテイカルテの整
理状況は

地域担当職員制度の成果は地域政策作りに生かされ
ているのか

地域担当職員の活動は重要でありコミュニティ
の活性化に向けた取り組みを行う。

広陵町まち・ひと・しごと生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

289 3012 11 谷　禎一 21 こ コミュニテイカルテ
住み慣れた地域で住み
続けられるために

小学校区単位のタウンミーティングが実施されコミュニ
ティカルテが作成されている。地域福祉計画までの流
れを説明してほしい。

住民の意見集約に努め福祉計画は今年度中
に一気に策定する。条例には住民の役割も明
記する予定。

293 3012 8 坂口友良 21 こ コミュニテイカルテ
地域福祉計画・地域福
祉活動計画の進展状況
は

地域福祉計画に関するワークショップやフォーラムに参
加したが進捗はどうか。社協はどのように関与するの
か。

社協では専門職が退職したので新規採用や、
別途専門職が在籍している事業所に派遣委託
するなど対策する。

118 2906 10 奥本隆一 22 こ 高齢者
参加したくなる「老人福
祉センター」利用日に

和室では高座椅子・高座禅の活用、高齢者向けのレク
リエーション「ボッチャー」を紹介する。

利用者の意見も聞き対応する。
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
高齢者支援の充実

305 3012 5 山村美咲子 22 こ 高齢者
高齢者が安心して暮ら
せるまちづくり

地域包括支援センターの周知や人員体制について、
認知症の取り組みについて明らかにしてほしい。

地域包括支援センターを重視する。支援チー
ムを設置しており早期発見につなげる。

241 3006 12 笹井由明 44 こ 道路新設 道路整備の進捗は
県道田原本広陵線＆南郷8号線の拡張整備工事の進
捗はどうか。

歩道のバリアフリー工事を進め57％までの計
画、道路拡張は39％まで到達。平成34年度完
成を目指している。

平成３０年度主要事業
道路法

63 2812 7 吉村裕之 64 こ 国民文化祭
子どもたちの心を育てる
文化活動の普及につい

来年奈良県で開催される国民文化祭等でどのような目
標を持つのか

文化・芸術・礼儀作法などを知り体験していくこ
とで、文化等に親しみ深めていくきっかけとし

実施済み

119 2906 10 奥本隆一 66 こ 広報こうりょう
「広報こうりょう」掲載幅を
広く

中央公民館育成クラブではないが広報こうりょうに掲載
を希望されているグループにも対応願いたい。

来年度をめどに調整したい。 第4次広陵町総合計画後期基本計画

60 2812 10 奥本隆一 63 ご ゴミ
どうする！新ごみ処理施
設の広域化に伴う「ごみ
中継施設」

ゴミ中継施設の目的達成の方策についてどう考えてい
るのか。

ごみ処理町民会議において新設と現施設利
用のコスト比較など検討している。財政負担も
総合的に考えて議会と協議する。

広陵町ごみ処理町民会議設置規程

72 2812 1 濱野直美 63 ご ゴミ
クリーンセンターのダイオ
キシン問題について

周辺の土壌調査の理由は何故か。野焼きや大とんどで
もダイオキシンは発生している可能性がある。

地元説明会や公害監視委員会の皆様からの
心配の声が出て、安心いただける一助となれ
ばと思い実施した。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
新清掃施設の操業に関する公害防止
協定書
広陵町新清掃施設公害監視委員会規

87 2812 11 谷　禎一 63 ご ゴミ
受入制限効果なく基準
値を超えたダイオキシン
発生

靴下等廃材の受け入れを停止したが基準値超のダイ
オキシンが発生。原因の究明は？飛散被害はあったの
か？全町民対象の説明会の予定は？

メーカーコンサル他で原因を調査中、現状で
県等による指摘はない、地元や町民対象の説
明会の開催を予定している。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
新清掃施設の操業に関する公害防止
協定書
広陵町新清掃施設公害監視委員会規
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98 2903 14 青木義勝 63 ご ゴミ
ダイオキシン濃度超過の
現状と対策

平成28年9月15日以降の処理物は、原因、再発防止、
経費と負担割合、町民全体への説明会の予定は？

三重県の民間企業で無害化処理、残りは長野
県。原因は調査中。総経費は現時点で2100万
円、負担割合は協議中、関係4か大字には説
明済。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
新清掃施設の操業に関する公害防止
協定書
広陵町新清掃施設公害監視委員会規
則

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

164 2909 11 谷　禎一 63 ご ゴミ
クリーンセンター広陵、
問題の経過は！

昨年9月にダイオキシン濃度超過があり、要した費用を
町の金で支出すべきでない。さらに赤煙についてはど
うか。

栗本鉄工の負担にしている。赤煙の件は地元
に説明しているので議会には後日報告する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
新清掃施設の操業に関する公害防止
協定書
広陵町新清掃施設公害監視委員会規
則

177 2912 6 坂野佳宏 63 ご ゴミ
外国人就労者の情報公
開

外国人就労者と思われる人物がゴミ出しルールを守ら
ず困っている。

雇用主からの指導、ごみカレンダーの外国語
版の作成を通じて町も教育に協力する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
広陵町廃棄物の処理及び再利用に関
する条例
広陵町廃棄物の処理及び再利用に関
する条例施行規則

196 2912 11 谷　禎一 63 ご ゴミ
クリーンセンター広陵か
ら赤煙対処は

ダイオキシン基準値を超えた灰の処理費が高額だが
（トンあたり通常8400円が77,000円）誰が負担するのか

栗本鉄工の負担である。事故について議会に
報告する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
新清掃施設の操業に関する公害防止
協定書
広陵町新清掃施設公害監視委員会規
則

273 3009 12 笹井由明 63 ご ゴミ
新ごみ処理施設整備に
関して

新施設移行までの空白期間の対応、中継施設、安堵
町からの提案にどうこたえるのか

空白期間は民間事業者に委託する、中継施
設や安堵町の提案はゴミ町民会議で議論して

284 3012 13 八尾春雄 63 ご ゴミ おむつの処理について

新生児なら毎日15Lのおむつを出すといわれ、年間の
ゴミ袋費用は5千円を超える。紙おむつと言っているが
実態はプラスティックでありリサイクルの研究をしてほし
い。

無償化について実施している自治体もあり研
究したい。リサイクル事業も調査する。

143 2909 8 坂口友良 23 さ 財政
公共施設建設の優先順
位をどう立てていくかを
問う

建て替えや修繕の必要がある施設が面積で4割に達し
ているが予算の優先順位はどうするのか

ゴミ中継施設・跡地利用・幼保一体化・西小学
校の改築などが急がれる。

広陵町公共施設等総合管理計画

56 2809 12 八尾春雄 65 さ 斎場・墓地
墓地を持たない（持てな
い）住民の斎場利用につ
いて

お世話する方が減り不安な高齢者も少なくない。
町内で関連施設が持てないかどうか検討して
きたので是非結論をまとめたい

墓地・埋葬等に関する法律

96 2903 2 吉田信弘 65 さ 斎場・墓
広陵町町営斎場待合棟
運営について

平成26・27・28年度の利用者、及び広報はどのように
なっているのか。

26年度18件・27年度16軒・28年度17件。町の
HP及び暮らしのガイドに掲載している。家族葬
が好まれる傾向になりつつあるので火葬場の
運営とあわせ家族葬が行いやすいように調査
研究を行っている。

広陵町火葬場条例
広陵町火葬場条例施行規則

152 2909 13 八尾春雄 65 さ 斎場・墓
町内に納骨堂設置と定
期的な追悼式実施を

町内に納骨堂を設けてほしい。
平成30年度に合葬墓の整備を行うが追悼式は
考えていない。

広陵町霊園条例
広陵町霊園条例施行規則

157 2909 4 吉村眞弓美 65 さ 斎場・墓 お墓の問題について
町として町営の納骨堂や合葬式墳墓の建設をすべき
だ

視察研究している。利用者の安心が得られるよ
うにしたい。

広陵町霊園条例
広陵町霊園条例施行規則

282 3012 10 奥本隆一 65 さ 斎場・墓
葬儀事業における「残骨
灰」の取り扱いは

地域によって習慣も異なるが本町での残骨灰はどのよ
うに処理されているのか

専門の処理業者に異物の除去と最終埋葬を
委託している。残骨灰の売却はいかがなもの

296 3012 3 山田美津代 65 さ 斎場・墓
別府市のお悔やみコー
ナーを参考にしてはどう
か

たくさんの手続きが求められるので担当課を1か所にで
きないか。役場側にもメリットがあるはずだ。

1階の正面住民課を総合窓口と位置付けてい
る。来訪者を動かすのでなく職員が動くことを
共有したい。

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱
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37 2809 7 吉村裕之 23 ざ 財政
行財政改革への取り組
みは

行財政改革推進委員会、財政分析、公共施設への指
定管理者制度やPFIやリース、「仮称　住民協働まちづ
くり推進条例」制定の進捗

第4次大綱を平成29年度中に作成する。類似
団体と比較し財政状況指数は低い、情報公開
と住民の参画と協働を推進する。

広陵町行政改革推進員会設置条例
広陵町行政改革推進本部設置要綱
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第６章の５自立した自治体経営の推進
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

1 2806 8 坂口友良 23 ざ 財政
町財政運営は質素倹
約・質実剛健体制が必
要だが考えを問う

法人税が伸びない限り町民税は減ってくると予想され
る。町財政運営の見通しを聞きたい。

15歳から64歳までの生産年齢人口は減少する
一方行政需要は増加を続けるので経常経費
の10％削減を目標に進めてきた。

地方財政計画
広陵町中期財政計画

51 2809 11 谷　禎一 23 ざ 財政
期限・数値目標を提示し
町の財政建直しを！

経常収支比率は何％が適当か、期限数値目標を決め
財政再建に向けた取り組みができるのか。

広陵町は90％が適当。期限は指標を総合的に
考える。

第４次広陵町総合計画 後期基本計画
広陵町中期財政計画

66 2812 8 坂口友良 23 ざ 財政
職員給与ラスパイレス郡
内一だがサービスと効率
化の進み具合はどうか

広陵町は98.4と郡内一高い。2040年には28678名人口
の予想だが予算計画はどうなっているのか。

優秀な人材確保につながっている。類似団体
と比較しても約40人少ない少数精鋭の体制で
臨む。

.

91 2903 7 吉村裕之 23 ざ 財政
地方財政計画と予算の
整合性及び財政課題に
ついて

平成29年度地方財政計画における重点項目と予算編
成について問う。

広陵北かぐやこども園・施設評価と住民意見集
約・子育て世代の移住施策・公共交通等

地方財政計画
広陵町新年度予算編成方針

166 2912 7 吉村裕之 23 ざ 財政
新公会計制度の導入と
行財政改革について

新公会計制度の導入で何が良くなるのか、従来の財務
諸表額との差異について

財政の見える化と職員のコスト意識が高まる。
固定資産額と純資産額が大きく変更する。

統一的な基準による地方公会計マニュ
アル

170 2912 8 坂口友良 23 ざ 財政
新年度予算要求はかた
まりつつあるかを問う

地方創生関係の予算確保はできるのか。
交付金活用を前提に進めるので議会からの政
策提案をお願いしたい。

広陵町地方創生総合戦略
広陵町新年度予算編成方針

198 2912 11 谷　禎一 23 ざ 財政
地域にあったボランティ
アポイント制度を

町財政が痛まず人材の活用になる
国民年金だけで入居できる施設づくりを町とし
て考えていく。

－

264 3009 8 坂口友良 23 ざ 財政
町民税収入と将来経営
をどうとらえるかを問う

一人当たりの住民税がジワリ減ってきている。法人誘致
や支出の再検討はどうか

生産年齢人口の減少もあるが箸尾準工業地区
の活用も検討している

286 3012 7 吉村裕之 23 ざ 財政
社会課題解決への取り
組み手法について

官民連携の仕組みとしてSIB(social impact bonds)があ
る。本町でも研究してはどうか。

行政では対応できないリスクを民間の投資家
に委ねるため社会実験が可能となる。

298 3012 12 笹井由明 23 ざ 財政 2019年度予算編成方針
諸数値では財政の健全な状態がうかがえるというもの
の、町民要望や町長の公約などどのように実現していく

経常支出の抑制を徹底し将来負担比率の適
正水準を確保しながら大型事業への展開を図

39 2809 6 坂野佳宏 24 し 職員研修
職員研修の実態につい
て

これまでどのような目的の研修を行ってきたのか的確な
説明とアドバイスを出きるスキルを磨く必要がある。

新規採用職員研修・接遇マナー・各専門分野
の研修を積極的に受講している。また今年度
から人事評価制度を本格的に開始している。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

116 2906 8 坂口友良 24 し 職員研修
町事業部の設計技術力
の向上策はどうしていく
のかを問う

町職員に地盤調査の必要性は認識しなかったのか。
技術力の向上対策はどうするのか。

地盤調査は審査の対象外であるので推定で
行った。研修や資格取得を奨励して技術力の
更なる向上を図る。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

123 2906 14 青木義勝 24 し 職員育成
山村町長初登庁の訓示
について

職員力アップを縦と横のチーム力で町民ニーズに応え
る職員育成が急務ではないか。

20代30代の若手職員が増加した今こそ職員力
を高める取り組みを全庁あげて実践していく。
県・国からの人材受け入れ助力を受けている。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

138 2906 11 谷　禎一 24 し 職員育成
重要施策:地域担当職員
3年間の実績は？

町内41地区の内、3年間で活動実績ゼロが15地区、1
度だけは7地区で失策である。

目標結果を明確にして取り組む。活性化委員
会を立ち上げ区長自治会長にもさんかしてもら
う。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

146 2909 10 奥本隆一 24 し 職員育成
職員採用試験で語学資
格者に加点を

本町の上級一般事務職試験で、英語・中国語・韓国語
の資格を持つ受験者に加点枠の導入を。

本町を訪問する外国人への対応では受験者
の能力を正確に見極めたい。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

210 3003 13 八尾春雄 24 し 職員育成
教員の長時間労働につ
いて

職員のみならず教員の長時間労働も大きな課題だ。ど
のように改善するのか。

学校長の管理が、職務膨大で不徹底なところ
があるので適正化していきたい。

労働基準法教員
給与特別措置法

234 3006 8 坂口友良 24 し 職員育成
ミニマムまちづくりの推進
策は

役場組織の硬直化を防ぐために一人でニ役三役を機
動的に果たしてほしい。

人口減少高齢化の中で組織の横断的な連携
をはかる。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

239 3006 13 八尾春雄 24 し 職員育成
教員の長時間労働につ
いて

残業時間を学校長が管理しているという答弁は事実に
反する。放置状態ではないか。

学校長の対応を見直すとともに公務支援シス
テムを来年度導入する。

－
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252 3006 11 谷　禎一 24 し 職員育成
町政説明会には適正な
報告を

5月29日の町政説明会で報告した数値が間違ってい
る。

決算審査前であるため予算数値で報告したが
広報こうりょう7月号で訂正した。

広陵町人材育成基本方針
第4次広陵町総合計画後期基本計画

44 2809 1 濱野直美 25 し 小学校給食 小学校給食にお箸を
小学校の先割れスプーン使用は30％程度であり幼稚
園・保育園では橋の指導が行われている

箸は食育の観点からは望ましいが衛生的に管
理する消毒保管庫が不足している、保護者の
意見も伺う。

－

85 2812 11 谷　禎一 25 し 小学校給食
またも異物混入！ゆらぐ
学校給食の安全性

東小の給食のメンチカツに金属製の異物混入。原因と
再発防止策は？委託業者は安全でないのか、代替食

保健所も協力して検査したが原因特定でき
ず。業者は研修を行い徹底した衛生管理を

食品衛生法
学校給食法

84 2812 3 山田美津代 26 し 奨学金 奨学金制度の拡大で学
生の応援を

町独自の奨学金の枠や金額の拡大、一時金など検討
してほしい

例年2月ごろから中学校長の推薦をいただき10
名程度を決定している。今後の研究課題とした
い。

広陵町奨学資金支給条例

110 2903 11 谷　禎一 26 し 施政方針
町長の施政方針につい
て

町長がめざすのはどのような町の姿なのか。

「対話」「協働」「前進」をキーワードとし愛着を
持っていただける町。町民アンケートで住み続
けたいとの回答が70％を超えていることは今で
も「いい町」と認識している。

第4次広陵町総合計画後期基本計画

202 3003 8 坂口友良 26 し 施政方針
地域福祉計画をどう作り
上げていくかを問う

地域福祉計画が遅れたがしっかり作ってもらいたい。策
定委員を充て職でなくふさわしい人を。

趣旨を明確にして設置条例を上程した。
社会福祉法
地域福祉計画

226 3003 11 谷　禎一 26 し 施政方針
地域住民主体の行政に
転換すべき

地域福祉計画がようやく提案された。行政と住民が一
体となって支え合う計画が必要。

本音度に福祉計画を策定予定だ。
社会福祉法
地域福祉計画

247 3006 4 吉村眞弓美 26 し 施政方針
SDGｓの取り組みについ
て　安全・安心住み続け
たくなるまちづくり

１）町運営の基本にSDGｓを位置付けてほしい２）資金
調達方法としてPFIの研究を３）ビブス・液体ミルク・蛇腹
式哺乳瓶の提案

１）広陵町の進むべき方向に合致している２）
民間活用は一つの柱になる可能性３）避難所
を運営するには必要なものである。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

253 3006 11 谷　禎一 26 し 施政方針
町の人口推移による問
題点とその対策は

人口減少と少子化高齢化の対策の早期実施が必要。
調整区域の住宅開発で計画的な人口調整が図れな
い。

文化遺産や住環境を生かしつつ優良企業や
商業施設の誘致で人口増をはかる。

広陵町人口ビジョン
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

132 2906 4 吉村眞弓美 26 し 施政方針 行政評価について
地方自治法では「住民の福祉の増進に努めるとともに
最小の経費で最大の効果を挙げる」ことが定められて

来年の予算編成には実行している事業を評価
できるようにしたい。資料のつくり方も考える。

第4次広陵町総合計画後期基本計画

136 2906 5 山村美咲子 26 し 施政方針
地域町づくり懇談会の設
置について

地域担当職員制度を将来の協働型行政運営を担う職
員力アップと住民が町づくりに参加できる体制づくりを
希望する。

世代や地域を超えた人たちが自由に参加でき
る住民ワークショップ形式の懇談会を設置した
い。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

113 2906 7 吉村裕之 27 し 障がい者
障がい児の通学・通所を
支援するサービスについ
て

通年かつ長期の養護学校や事業所への通学通所につ
いて支援はあるのか。

現時点で対応するサービスはないが、障がい
児福祉計画策定に当たりニーズ調査を実施す
る。

障害者総合支援法
移動支援事業実施要綱

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

141 2909 7 吉村裕之 27 し 障がい者
障がい者に対する合理
的配慮について

「障害者差別解消法」の運用にあたり全庁的に取り組
む方針と共に指定管理になっているパークゴルフ場で
の対応はどうか

年度内に対応要領を作成し、指定管理として
いるパークゴルフ場では不利益を与えぬよう指
示している。

障害者差別解消法
職員対応要領

167 2912 7 吉村裕之 27 し 障がい者
障がい者福祉施策の充
実について

住民相互の支え合いや施設から積極的に物品購入す
るなど支援策はあるのか。

新たな支援体制を調査研究するとともに、事業
所で取り扱う商品の冊子をつくり購入を促す。

障害者優先調達推進法

171 2912 10 奥本隆一 27 し 障がい者
障がい者スポーツ仕様
補装具費用の助成を

町内居住者の補装具費用の一部助成を提案する。
競技仕様補装具は町内該当者があるのかどう
か調査して対応する。

障害者総合支援法

183 2912 5 山村美咲子 27 し 障がい者
改正発達障害者支援法
について・・切れ目のな
い支援を

発達障害者支援法が改正され本町の取り組みはどう
か、該当児童数、連携体制、早期発見、療育教室等。

今後子育て世代包括支援センターを立ち上げ
て対応したい。

母子保健法

199 3003 7 吉村裕之 27 し 障がい者
身体障がい者等に対す
る軽自動車税の減免制
度について

精神障がい者が減免対象外となっているが対象にして
もらいたい。

精神障がい者本人運転については今後申請
があれば受け付け減免する。

広陵町税条例

270 3009 3 山田美津代 27 し 障がい者
町第3期障がい者計画か
ら2点問う

高齢の障がい者の一人暮らし対策、発達障がい児対
策として周囲の理解は得られるか

家事援助やグループホーム入居など対応して
いる、

11 ページ



276 3009 5 山村美咲子 27 し 障がい者
家庭と教育と福祉の連携
充実のために

大東市の家庭教育支援チームに学び、障がいのある
子どもたちへの切れ目のない連携が不可欠。学校と福
祉は特に重要。

地域との連携を深めるためコミュニティスクール
の準備を行う。校長会・教頭会で福祉制度の
説明を行う。

280 3009 1 濱野直美 27 し 障がい者
大人のひきこもり問題に
ついて

担税力の低下や少子化を引き起こすが町の考えはどう
か。

これは社会的な問題だが外部からの介入が難
しい。8050問題は長期化させないようにする細
やかな対応が必要。

115 2906 8 坂口友良 28 し
社会福祉協議
会

広陵町社会福祉協議会
に資金支援が必要なの
では

平成29年度末には赤字転落になるのではと危惧してい
る。

問題点を分析したうえで青い鳥の存続の是非
も含め経営形態の改善方針を示したい。

社会福祉協議会改善計画

144 2909 8 坂口友良 28 し 社会福祉協議会
広陵町社会福祉協議会
の平成29年度予算は粉
飾では

751万円の黒字予算としているが3777万円の黒字取り
崩しではないか

議会への資料を精査すること、仕事のありかた
についてしっかり議論していく。

社会福祉協議会改善計画

169 2912 8 坂口友良 28 し 社会福祉協議会
町長の社協会長としての
責任範囲を明確にした
い

理事全員に経営責任があるという自覚があるのか 承知している。今後議会にも詳細を報告する。 社会福祉協議会改善計画

201 3003 8 坂口友良 28 し 社会福祉協議会
どうする広陵町社会福祉
協議会の大改革

町社協はここ3年間で4千万円近い赤字を出している。
大改革が必要ではないか。

議会決議も受理しており平成30年度方針を決
めたい。社協の介護保険部門の赤字を町は補
てんしない。

社会福祉協議会改善計画

229 3006 10 奥本隆一 28 し 社会福祉協議会
独居高齢者「かぎ預か
り」孤独防止の切り札に

独居高齢者の安否確認を鍵を通して実行してはどうか
公的システムでなく社協の地域福祉活動にお
いて議論していただく

第７期介護保険計画及び高齢者福祉
計画（地域関係機関等の連携）

232 3006 8 坂口友良 28 し 社会福祉協議会 急げ町社協の大改革
5月末で青い鳥事業所閉鎖したが職員に意識改革が
必要ではないか

事業の洗い出し・事業の必要性・見直しを行っ
ている。職員の意識改革にも取り組む。

社会福祉協議会改善計画

263 3009 8 坂口友良 28 し 社会福祉協議会
町社協、責任あるコー
ディネーターの任命を

社協の生活支援コーディネーターが担い手の要請や
サービス開発の仕事ができるかにかかっている。

コーディネーターにふさわしい職員の採用も検
討するように指導している

134 2906 4 吉村眞弓美 30 し 消防
広陵町の防火対策につ
いて

広陵町の防火対策の取り組みについてお聞きする。
消火栓は807ヵ所・防火水槽は176ヵ所。町内
全域をカバーしている。

消防法
水道法
消防水利の基準

257 3009 11 谷　禎一 30 し 消防
狭隘道路における消防
対策等について

緊急車両が進入できない道路を町は把握しているのか
奈良県広域消防とも連携して図面の作成に努
める

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

16 2806 14 青木義勝 31 じ 準工業地域
箸尾A地区の準工業地
域の活用を

本町の数少ない準工業地域の活用は「まち・ひと・しご
と」の創生総合戦略ではないか

平成24年6月土地利用のアンケートを実施した
ので検討委員会を設置し早急に取り組む。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり
第５章さらなる発展への基盤づくり

78 2812 14 青木義勝 31 じ 準工業地域
箸尾A地区の準工業地
域の取り組みは

地権者との協議はいつか 平成29年1月に懇談会を開催する予定。

広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり
第６章さらなる発展への基盤づくり

294 3012 8 坂口友良 31 じ 準工業地域
箸尾地区工業団地計画
はまだまだ議論が必要
であると感じるがどうか

購入する企業がみつかるかどうかや外国人労働者のこ
とも考えなければならないが進めるべき課題だ。

経済波及効果や中小企業振興条例に基づく
振興計画の策定、効率的な事業を検討する造
成完成は2024年度としたい。

309 3012 14 青木義勝 31 じ 準工業地域
箸尾準工業地位の開発
を町づくりの起爆源に

準工業地帯の開発で優良企業を誘致し地域振興を図
るべきだ。

約500社にアンケートを送付し希望企業を確保
して事業実施を決定したい。地権者に拒否は
なく80％は協力が得られることを確認してい

67 2812 8 坂口友良 32 じ 自治体間連携
香芝市との相互連携協
定の拡大を進めていく考
えは

香芝市は2040年になっても県下唯一人口が増加する
ので国レベルで合併の話も出てくる。連携はどうか。

両市町で共通する課題に積極的に取り組む。
香芝市公共交通への乗り継ぎなども検討して
いる。

広陵町と香芝市との相互連携に関する
協定書
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79 2812 13 八尾春雄 32 じ 自治体間連携
香芝市からの30年1億円
の土地使用料回収につ
いて

中学校給食センターの土地使用料は香芝市との連携
協定で回収することに変更したのか

連携協定とは関係がない。給食センターは香
芝市との合同で設置することに意味があるので
土地使用料を無償とした。

－

148 2909 6 坂野佳宏 32 じ 自治体間連携
まず隣接市町と広域連
携協定を

隣接自治体との境界近くに暮らしている住民はインフラ
整備や土地利用が後回しになっている。

近隣との連携は推進する。
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略
第4次広陵町総合計画後期基本計画

186 2912 13 八尾春雄 32 じ 自治体間連携
近鉄五位堂駅の安全確
保のために

凸凹のスロープやバスエリアへの一般車両の進入で混
雑がひどい。

スロープの改修工事は近く実施する。香芝市と
協議する。

－

191 2912 14 青木義勝 32 じ 自治体間連携
広陵町香芝市相互連携
の現況と今後の事業

終了の事業から将来の課題まで整理を。
香芝市駐輪場の広陵町民の利用で300万円の
影響が出ている。

広陵町と香芝市との相互連携に関する
協定書

209 3003 13 八尾春雄 32 じ 自治体間連携
近鉄五位堂駅を安全で
利用しやすい駅にする
ために

マイカー停止エリアの拡張はできないか、利用者の意
見集約もしてほしい

マイカー乗り入れでバス運行に支障がでてい
る。マイカーをどのようにとめるのか、また乗り
入れ自粛の啓発に協力したい。

－

245 3006 3 山田美津代 32 じ 自治体間連携 公共交通の充実を
香芝市と連携してデマンドタクシーを乗り入れることを
検討すべきだ。

元気号は28年度と比較して6307人利用者が増
えている。香芝市との相互連携の中で公共交
通も検討する。

広陵町と香芝市との相互連携に関する
協定書
広陵町地域公共交通網形成計画

256 3009 7 吉村裕之 32 じ 自治体間連携
圏域連携と本町の課題
について

国は自治体の合併から圏域に行政単位の重点を移そ
うと考えているが町の受け止めはどうか、このことに関
連して何を研究しているのか

市町村合併の進まなかった奈良県では県と市
町村の連携による奈良モデルを推進しており、
圏域について示された場合は積極的に検討を

269 3009 6 坂野佳宏 32 じ 自治体間連携 南郷池周辺を広陵町に
南郷池周辺は、大和高田市の上下水道と入り組んで
おり、高田領でありながら公害対策も広陵町が対応して
いる。

現実的には自治体間の利害が絡むので境界
変更は難しいが十分に協議して対応する。

158 2909 4 吉村眞弓美 71 じ 自殺対策
広陵町の自殺対策につ
いて

自殺対策を様々の課題で包括的に解決したい
自殺対策はバラバラにならぬよう人材の育成も
含め計画策定を行いたい。

自殺対策計画

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

105 2903 4 吉村眞弓美 33 す 水道
安定的な水の供給を確
保するために

水道事業の中長期的な更新需要と財政収支の見通し
はどうか。水道の電力確保はどうか。

平成28年度から7年間で幹線水道管の入れ替
えは終わる予定。平成34年度までは現行料金
だが以降は改定が必要となる。県営水道や香
芝市高架水槽などを活用し電気を使用しない
で送水できないか研究する。

水道法
広陵町水道事業及び下水道事業の設
置等に関する条例

213 3003 6 坂野佳宏 33 す 水道
舗装修繕計画書を区長
自治会長に配布を

事前に計画が伝われば合意を得られやすい。
国庫補助を得て5か年計画で進めている者で
あり判断基準に照らして実施している。

水道法
広陵町水道事業及び下水道事業の設
置等に関する条例

243 3006 12 笹井由明 33 す 水道
水道局解体撤去工事と
周辺環境整備は

水道局解体撤去工事と周辺環境整備の進捗を問う。
既存建物除却は今年度下半期以降の見込
み。

水道法
広陵町水道事業及び下水道事業の設
置等に関する条例

48 2809 4 吉村眞弓美 34 せ 選挙
19歳選挙権と公平・公正
な選挙運動について

本年6月19日から18歳選挙権が実施される。主権者教
育の取り組み、公共物等に貼られたポスターを発見し
た場合の取り締まりについて

主権者教育は学校のみでは成り立たない。住
民から連絡があれば選管が現場を確認し掲示
責任者に外すように連絡する。

公職選挙法

62 2812 10 奥本隆一 34 せ 選挙 山村町長２選出馬は 来年６月に任期満了となるが２期目はどうしますか 再度立候補の予定でご理解を

185 2912 13 八尾春雄 34 せ 選挙
総選挙開票事務等での
失態について

開票数が鑑と実数が一致しない失態があり許されな
い。個人演説会会場への臨検も行きすぎだ。

点検ミス以外には考えられない。 公職選挙法

54 2809 12 八尾春雄 35 せ 戦没者追悼式 戦没者追悼式について 空襲や栄養失調で亡くなった方も対象に加えること
応召によらない民間人も追悼の対象に加え恒
久平和を願う行事として開催している。

－

285 3012 13 八尾春雄 56 せ 生活保護
生活保護制度利用世帯
の大学進学について

大学授業料備蓄しても収入認定され保護費が減額さ
れる。生活保護利用者は大学に行くなということか。

指摘の通りだ。入学金は手続きすれば収入認
定されず保護費の減額はなされない場合があ
る。

6 2806 7 吉村裕之 36 た ため池
ため池の安全性及び周
辺土地を含む有効活用
について

疋相区西法寺池の漏水・地震時の決壊など心配、ため
池の安全性確保と有効活用はどうか。

34カ所の点検や二次災害が予測される4か所
も点検済みで、利水目的消滅の場合は土地利
用にあった済美事業計画を管理者・地域と協

大和川流域における総合治水に関す
る条例、奈良県ため池の保全に関する
条例
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65 2812 7 吉村裕之 36 た ため池
利水の目的が消滅した
ため池の有効活用につ

疋相区廟谷池周辺の有効活用はどうか。
ため池を埋め立て有効活用されるまでの間地
元水利組合と協議する。

大和川流域における総合治水に関す
る条例、奈良県ため池の保全に関する

308 3012 6 坂野佳宏 36 た ため池
遊水地の設置の現状報
告を

設置個所や施工年度を明らかにしてほしい。
大場地区で1か所中地区で2か所県の適地認
定を受けたので事業説明と用地交渉を始めて
いる。

74 2812 4 吉村眞弓美 37 だ 男女共同参画
女性が活躍できる社会
に

男女共同参画社会づくりのための広陵町の取り組みと
現状を聞かせて下さい。テレワークなどの環境をととの
えるべきではないか。

8月に委員会と作業部会を立ち上げる。広陵町
の審議会・協議会は全体で39あるが、女性の
構成が50％以上のものは4つだけであるので

広陵町男女共同参画行動計画

32 2809 8 坂口友良 23 ち 財政
町財政の改革に向かっ
ての当局の努力をかい
たい

経常収支比率は99.6から93.2に改善された。
新たな滞納を生まない体制をつくりつつある。
また十分な資力がありながら納めない場合に
は差押え処分を実施している。

地方財政計画
広陵町新年度予算編成方針

204 3003 3 山田美津代 38 ち 中学校給食 学校給食無償化に
憲法26条では「義務教育はこれを無償とする」と謳われ
ている。

無償化を実施自治体は人口減少対策として行
われており、広陵で実施するには町民全体の
相互理解が必要だ。

学校給食費徴収条例

205 3003 3 山田美津代 38 ち 中学校給食
給食センターの献立に
もっと工夫を

魚嫌いの子どもを魚好きにするには工夫がいる。
過度な味付けをせず本来の味を知ってもらう
工夫をしている。

中学校献立編成部会

220 3003 4 吉村眞弓美 38 ち 中学校給食
学校給食の無償化を求
めて

町の見解はどうか。 財源を捻出するのは困難である。 学校給食費徴収条例

244 3006 3 山田美津代 38 ち 中学校給食
給食無償化を多子世帯
支援から

全国の無償化自治体は少子化対策だけでなく子育て
支援や給食を教育の一環として進めている。

低所得者には就学援助をしている。消費税増
税に備え値上げも検討している。

学校給食費徴収条例

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

15 2806 14 青木義勝 38 ち 中学校給食
中学校給食センターの
運営形態を問う

協議会方式は不備が生ずるので権利義務も明確にな
る一部事務組合方式に移行すべきである。

国流れは協議会の共同設置を勧めているが議
会の権能が明確な一部事務組合方式とする方
向で協議する。

広陵町・香芝市共同中学校給食セン
ター規約

21 2806 5 山村美咲子 38 ち 中学校給食
中学校給食の運営につ
いて

給食物資選定委員会・給食物資購入業者選定員会・
献立作成委員会・食育推進委員会等の設置予定は？

平成27年12月にアレルギー対応部会、平成28
年1月に運用準備部会の専門部会を設立し、6
月1日に献立編集部会、物資納入者選定部会
を設立した。

中学校給食アレルギー対応マニュアル

23 2806 11 谷　禎一 38 ち 中学校給食
中学校給食センターの
運営形態を問う3億5900
万円は消えたのか

設計者㈱長大は当初予算で行けると確約があったの
に工事費の追加予算は不必要ではなかったか

補正予算は議会でも可決された。安全な給食
提供と建物工事費問題は別。

－

52 2809 11 谷　禎一 38 ち 中学校給食
中学校給食センターでま
たも「法令違反」か！

書類を精査すると県の許可内容と相違している。県各
課へ提出書類内容と植樹も少ない、法令違反ではない

工事中に変更し県とも協議したうえで検査済証
を得ているが確認して対処する。

－

55 2809 12 八尾春雄 38 ち 中学校給食
香芝市から土地使用料1
億円をどのように回収す
るのか

香芝市の土地使用料を無償とする議会決議を行った
が町はこれからどうするのか。

香芝市との総括連携協定の内容が大事であ
る。

－

82 2812 3 山田美津代 38 ち 中学校給食 中学校給食を美味しい給食に
子ども達からは美味しくない、老人食みたいと不評の給
食。美味しい給食になるように時間と経費を使って検討
を。

3学期には生徒及び保護者にアンケート調査
の実施を予定している。センターには弱点とメ
リットがある。

－

99 2903 13 八尾春雄 38 ち 中学校給食
各学校に専任の栄養教
員配置を

学校単位に栄養教員を配置し、食育を強め地産地消
を進めおいしい給食にしてほしい

各学校に専任では位置するために年間864万
円必要になるので現状4名でやりくりしたい。

－

129 2906 3 山田美津代 38 ち 中学校給食 給食を美味しく安全に
アンケートには肝心の子どもたちの意見を聞いていな
い。出来合いが多い、冷凍のフライがそのままという現
状をどのように解決するのか。

センターでの調理は基本的に手作り。加工食
品は独自の規格を設定したものを使用してい
る。

－

153 2909 13 八尾春雄 38 ち 中学校給食
中学校給食アンケートか
ら何を読み取るのか

保護者アンケートでは歓迎が559人で不満改善要望が
795人に及ぶ。朝食抜きの生徒が14％に及ぶ

美味しい給食になるように最大限の努力をした
い

－
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275 3009 4 吉村眞弓美 38 ち 中学校給食
学校給食費の多子世帯
への無償化を求めて

多子世帯への負担援助は一理あるとのことだったがど
うするのか

香芝市に協議を申し入れている。

89 2903 10 奥本隆一 39 ち 町営住宅
「町営住宅」入居補欠者
を待機登録制に

抽選に外れた者を入居待機登録者として入居順位を
決めておくようにしてはどうか。

町営住宅管理条例では、入居は困窮の度合
いの高い者からとなっている。

公営住宅法
広陵町営住宅管理条例

149 2909 6 坂野佳宏 39 ち 町営住宅
町営住宅整備・基本計
画書の内容は

平成28年度で町営住宅整備計画を予算計上してい
る。どのような計画か。

建築後60年を経て老朽化著しい大塚・平尾・
疋相は入居停止とし、今後建て替えや借り上
げなど検討する。

公営住宅法
広陵町営住宅管理条例
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

303 3012 4 吉村眞弓美 39 ち 町営住宅
町営住宅入居手続きの
連帯保証人について

町営住宅の入居要件について、町内2名の連帯保証を
求めているが根拠は？むしろ国内に広げてはどうか。

地域要件や人数変更は難しいが、時代の要請
を考慮し他市町の事例を踏まえ検討する。

114 2906 8 坂口友良 40 ち 町長退職金等
町長退職金削減を2期目
も続けるべきと思うがどう

以前の町長は3期で5千万円の退職金を手にしたが、
緊縮財政の折り退職金減額を継続してほしい。

2期目も変わらず減額し、4年で1690万円を
1350万円に減額する。

特別職の職員で常勤のものの給与及
び旅費に関する条例

168 2912 8 坂口友良 40 ち 町長退職金等
町長・理事職は賠償責
任保険に入るべきでは

2500万円の賠償金を支払ったことを契機に、賠償責任
保険に入る時期に来たと思う。

地方自治法改定の趣旨も踏まえて研究する。 地方自治法

2 2806 8 坂口友良 41 と 図書館
町民税は町民のための
サービスに使うべきだが
考えを問う

町立図書館の貸し出し数年48万冊のうち22万冊は町
外だ。職員は町内サービスに専念させたい。

隣接する竹取公園・馬見丘陵公園とともに広
陵町の広報・宣伝に大きな役割を果たしてい
る。

広陵町立図書館管理運営規則第９条

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

97 2903 14 青木義勝 41 と 図書館
映画「天使のいる図書
館」で町のPRを

映画をきっかけに来館者も増加中で映画の感想文も掲
示があった。製作費・観客数・映画の活用方法はどうす
るのか。

製作費は5千万円、観客数は集計中で評判は
よい、ロケ地巡りや各地での上映会グッズ販売
など行われている。アイデアを提案してほし
い。

第４次広陵町総合計画 後期基本計画

35 2809 10 奥本隆一 42 と トイレ改修
改修望む健民運動場東
側トイレ

設置されてから43年経過したが、洋式トイレとして全面
改修が必要ではないか。

隣接する広陵運動公園との関係も加味しなが
らトイレの改修もすすめていきたい

広陵町都市公園条例
都市公園法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

95 2903 6 坂野佳宏 43 と 都市計画 具体的な都市計画方針
を聞きたい

住民の財産である土地の資産価値を守っていただきた
い。

本来的に特区でなく用途地域の拡大で対応す
べきもの。町の魅力を高め移住の促進に努め

第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第５章さらなる発展への基盤づくり

46 2809 14 青木義勝 44 ど 道路新設
寺戸地区の県道東側沿
いに進入路を

この要望は10年以上前から行っているが実現していな
い。大型量販店の出店計画もある。

高田土木事務所に平成29年度実施に向け要
望している。

道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

64 2812 7 吉村裕之 44 ど 道路整備
柳板・大谷線道路維持
管理について

馬見南１丁目から疋相区に入ったあたりから路面の凸
凹が激しい。どのように対処するのか。

広陵西小学校への水道管を耐震管に布設替
えの影響である。平成２９年度に全面的な復旧
工事を行う。

道路法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

42 2809 9 堀川季延 45 に 認定こども園
認定こども園・幼稚園・保
育園の職員支援スタッフ
の配置について

職員の配置構成の考え方、正規・支援スタッフのバラン
ス、幼保の職員のありかたはどうか。

正副園長・担任教諭・フリーの保育教諭・看護
師に加え預かり保育・一時預かり子育て支援ス
タッフなど48名を考えている。クラス担任は正
職を、欠員対応は子ども支援課に人員を配置
する。

児童福祉法
児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準
広陵町認定こども園条例

75 2812 5 山村美咲子 45 に 認定こども園 認定こども園について 認定こども園の職員配置・運営の進捗状況を聞く

「認定こども園準備室」「園長・副園長会」「カリ
キュラム編成委員会」で役割分担して決定して
いる。広報での周知や保護者会で不安を解消
していく。

奈良県認定こども園の認定の要件に関
する条例

86 2812 11 谷　禎一 45 に 認定こども園
園児は安全か！建設予
定の「広陵北こども園」を
問う

こども園は安心して使える施設なのかどうか、事業費は
いくらか、危険なプレハブは現状で補強してはどうか。

概算11億2900万円で園舎を新設し現在の敷
地は園庭とする。従来の園舎は移設して子ども
育成教室に使用する。

広陵町認定こども園条例

139 2906 11 谷　禎一 46 に 入札
続く高落札！適正な競
争入札を

かぐやこども園は99.9％小中の空調は98・3％と町内入
札平均85％を大きく上回る。

基準を定めて公告する。価格だけではなく総
合的に判断して決定している。

地方自治法
公共工事品質確保促進法
公共工事入札契約適正化法

268 3009 2 吉田信弘 46 に 入札
1社だけの入札　町民の
みなさんは納得できます

給食センター・小中学校空調工事・北かぐやこども園な
どで1社だけの入札が続き、持ち点の具合で公平公正

事業を進めるのは町民のためではなく町民の
ためである。
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25 2806 13 八尾春雄 47 の 農業
農業用水の実態把握に
ついて

水利をめぐって認識の相違が生じぬようにしてほしい。
２つの大字・実行組合の共同管理を前提に事
業を進めたが司法の場で争う結果になって残
念だ。

河川法慣行水利権

41 2809 9 堀川季延 47 の 農業 農業政策について

学校給食に地元の食材を提供できるシステムを行政・
JA指導で立ち上げできないか、遊休農地の歯止め対
策、高価な農機具購入への補助、10年後の広陵町の
農業についてどのように考えるか。

地産地消の促進をはかる、国の補助事業：経
営体育成支援事業で最大3割の農機具購入
補助が受けられる、地区内の農地を地域ぐる
みの組織にしているところがあるので支援を考
える。

広陵町農業振興地域整備計画
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり
広陵町食育推進計画

195 2912 1 濱野直美 47 の 農業 広陵町の農業について 農業塾・健楽農業について。
農業塾は販売農家としての自立、健楽農業は
遊休農地の活用としてスタートしている。

広陵町農業振興地域整備計画
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり

214 3003 9 堀川季延 47 の 農業
町内遊休農地の対策状
況について

遊休農地の規模、農地中間管理機構との関係、農業
委員会の取り組みなど

町内606haの内6.9haが耕作していない。休耕
している農業者の半分以上は農地中間管理機
構を希望している。

広陵町農業振興地域整備計画
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

216 3003 1 濱野直美 47 の 農業 広陵町の農業について 農業塾・健楽農業・既存農家の対策を問う
農業塾は1847㎡の水田と90㎡の苺ハウス、塾
生は5名、健楽農業は2041㎡、17名、既存農
業は宇陀の大規模農場を見学した。

広陵町農業振興地域整備計画
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第４章活力あふれる産業づくり

235 3006 6 坂野佳宏 47 の 農業
大塚区の農用地除外の
要望のその後

1年経過したが何のアクションもない
申し訳ない。農業振興と企業誘致の担当部局
が連携して対応する。

広陵町農業振興計画
第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第３章目指す将来像と計画体系等

302 3012 1 濱野直美 47 の 農業 広陵町の農業について
スマート農業加速化実証プロジェクトが全国各地で実
施されるが町内ではどのように取り組みますか。

寺戸のイチゴ、百済のナスなど特定農業振興
ゾーンとして設定し、県・町・農家で協定し取り

45 2809 14 青木義勝 48 は 箸尾駅前
箸尾駅前周辺にカンフ
ル注射を

民活と協働で駅前開発を。道路の拡幅、線路北側は特
区で住宅開発を、かぐやちゃん、レンタサイクル、沿線
住民への協働で乗客増を

道路が狭隘であるため拡幅を検討中、かぐや
ちゃん、貸自転車、北側の開発の必要性も認
識している。

第４次広陵町総合計画 後期基本計画
第５章さらなる発展への基盤づくり
広陵町都市計画マスタープラン
広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略

251 3006 14 青木義勝 49 は はしお元気村
カンフル注射をはしお元
気村とグリーンパレスに

両施設も専門業者の提案を受け多角的に検討すべき
だ。その際先行投資の意味もあるので賃借料は安価と
し、出世払いを考えてほしい。

両施設とも指定管理者制度の導入を検討して
いる。職員力の向上と有識者の活用も検討す
る。

地方自治法第２４４条２第３項から第１１
項
広陵町公共施設等総合管理計画

77 2812 14 青木義勝 49 は はしお元気村
もったいない・・・はしお
元気村

費用対効果では不合格。立地を生かして有効活用をし
てはどうか。

公共施設等総合管理計画で民活の指定管理
者制度も検討中。施設の用途変更も視野にい
れている。

地方自治法第２４４条２第３項から第１１
項
広陵町公共施設等総合管理計画

90 2903 10 奥本隆一 50 ぱ パークゴルフ
広陵パークゴルフコース
増設の見通しを問う

田原本町との協力でコース増設は出来ないか。
廃川敷地は国有地であるため関係機関と協議
する。

パークゴルフ場条例
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

4 2806 7 吉村裕之 51 ふ ふるさと納税
ふるさと納税制度に対す
る本町の取り組みについ
て

平成28年度速報値でふるさと納税制度では2千万円以
上の減収となる。

リニューアルを行い特産物の開拓と地場産業
の活性化につなげたい。

広陵町みどりのふるさと応援寄付条例
広陵町みどりのふるさと公園寄付条例
施行規則

92 2903 7 吉村裕之 51 ふ ふるさと納税
ふるさと納税による政策
財源の確保と本町の将
来像について

ふるさと納税は貴重な財源であり有効活用を検討して
ほしい。

一千万円の予算を計上し長期計画の中で考
えながら進める。

地方税法
広陵町税条例

274 3009 4 吉村眞弓美 51 ふ ふるさと納税
ふるさと納税・地域の課
題解決に工夫を

ふるさと納税委に対する考えは、返礼品や寄付金の使
い方などで工夫がいる。

10月に検討委員会を作り2月に一定の報告を
行いたい

31 2809 8 坂口友良 52 ふ 不祥事
町の失態であけた800万
円の穴埋めは誰がする
のか

単純ミスの連続で800万円の穴をあけてしまった。どう
するのか。

住民の皆さんに多大のご迷惑をおかけした。
町長は30％、副町長は20％の給料カットを3か
月行う。

放課後児童健全育成事業
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69 2812 6 坂野佳宏 52 ふ 不祥事
田原本町の不祥事を受
けて

他張から学ぶ姿勢で、同様の補助金支給について問
題点を精査してほしい。

広陵町補助金交付規則に基づいて厳正に運
用しているがさらに努力する。

広陵町補助金交付規則

137 2906 11 谷　禎一 53 ふ 副町長辞職
副町長辞職勧告を2カ月
半延期した理由は

4月14日の辞職勧告から6月30日辞職までについて、
辞職延期の理由、期間延長の費用は

町長が慰留した。2か月半延長で給与・賞与・
退職金合計で525万円の費用が発生した。

－

18 2806 4 吉村眞弓美 54 ほ
放課後育成クラ
ブ

学童保育の保育時間を
延長してほしい

学童保育の開所時間が保育所に比べて短い。
平成29年4月1日をめざして開所時間変更の協
議を始めている。

子ども・子育て支援法
広陵町放課後子ども育成教室条例

29 2806 3 山田美津代 54 ほ 放課後育成クラブ 放課後育成クラブ
急に児童数が増えた東小かしのきクラブや夏休み対策
で指導員の確保を

ルール内の面積は満たしているがさらに工夫
する。指導員の募集は苦慮している。

児童福祉法
児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準

53 2809 11 谷　禎一 55 ほ 保育園
問題の放置、隠ぺい体
質は変わらず。

保育園の基礎が危険と昨年11月の地盤調査で明らか
になった。12名の議員の意見を無視した結果だ。副町
長は県と協議した内容を明らかにせよ。

不同沈下の可能性が高い地盤とのことで、平
成30年計画のこども園に合わせて移設する。
相手は退職しており信義に基づき言えない。

－

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

109 2903 11 谷　禎一 55 ほ 保育園
園児の安全よりも新設園
舎を優先

認定こども園より先に北保育園プレハブ園舎補強を求
める。

建物の安全性を判断したうえで経過観察し、
支障が出たとき使用禁止にする。調査結果は
県土木に報告している。

－

12 2806 6 坂野佳宏 58 ぼ 防災 広域防災協定について
六道山区では避難を考えると隣接する大和高田のコー
プ店舗になる。コープとの防災協定は締結してあるの
か。

平成25年1月22日付でならコープと「災害時に
おける物資供給等に関する協定」を締結して
いる。

災害対策基本法
広陵町地域防災計画

49 2809 5 山村美咲子 58 ぼ 防災
被災者台帳「被災者支
援システム」の導入につ
いて

住民基本台帳のデータをベースに被災者の援護を総
合的・効果的に実施するため市町村長が作成すること
が法律で定められた。

地方公共団体システム機構が行う操作説明会
を開催していただき早期に実施できるように取
り組む。

災害対策基本法
広陵町地域防災計画

50 2809 5 山村美咲子 58 ぼ 防災
防災力を高める取り組み
について

避難所運営の体験型訓練HUG訓練、防災教育強化、
ジュニア防災士育成、自治会のない地域の対応

避難所開設運営マニュアルを真美二小校区で
作成いただいた。自分の命は自分で守るため
にコミュニティづくりに取り組む。

広陵町地域防災計画
広陵町避難基本計画

117 2906 10 奥本隆一 58 ぼ 防災
「防災協力農地登録制
度」を提案する。

大規模災害発生に備え避難・仮設住宅・復旧用資材
置き場等に活用する農地の登録はどうか。

本町では7カ所のグランドに４80室程度の計画
だが、不足するので指摘の制度も検討したい。

広陵町地域防災計画

126 2906 13 八尾春雄 58 ぼ 防災
コーシンコーポレーショ
ン作業場（広瀬田中）に
ついて

敷地周辺に擁壁を設けることなく大型コンクリートで代
用しているため、土圧で用水路が一部損壊していたり、
地震発生時には押しつぶされるとの声が出ている。

早速現地を確認した。資材置き場のため法的
規制は困難だが、周辺の関係者と円満な関係
を築くように継続的に指導したい。

広陵町開発指導要綱

156 2909 3 山田美津代 58 ぼ 防災 町内の危険個所対策を
平尾・阿部新田・県道高田河合線などこれまでしてきて
来た危険個所の対応はどうなっているのか

道路は両側に歩道を備え町のシンボルロード
にしたい。

道路法
道路交通法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

160 2909 5 山村美咲子 58 ぼ 防災
防災力強化で安心・安
全なまちづくりを

被災者支援システムの進捗状況はどうか
来年度の導入に向けて予算化する予定。防災
倉庫は避難所設置のため土木事務所と協議
する。

広陵町地域防災計画

163 2909 14 青木義勝 58 ぼ 防災
広瀬川改修工事の進捗
状況について

曽我川に放流されているが現況と今後の計画を問う
樋門の場所変更で着手が遅れたが31年計画
であり関係者への事前説明を要求する。

河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

173 2912 10 奥本隆一 58 ぼ 防災
どうする聞き取りにくい防
災通信システム

聞き取りにくいと不評の防災通信だが今後どうするの
か。

スマホの活用、個別受診システム、有線放送な
ど研究する。

災害対策基本法
広陵町地域防災計画

179 2912 4 吉村眞弓美 58 ぼ 防災
広陵町の安心安全の町
づくりについて

災害発生時の避難所体制、避難所外避難者、備品、
運営方針、訓練、被災者支援システム等について

地域の公民館や集会所を避難所として運用す
る（以下略）

広陵町地域防災計画
広陵町避難所　基本計画

184 2912 13 八尾春雄 58 ぼ 防災
大きな被害が出た台風
21号から何を学ぶのか

3000㎡以上の開発には遊水機能を持った池の設置を
義務付けているのに、土地を分割してこの義務を免れ
ようとする脱法行為が行われている。

開発には大字や水利組合などの同意書が必
要となっている

都市計画法
奈良県開発許可要綱
広陵町開発指導要綱
大和川流域小規模開発雨水流出抑制
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188 2912 3 山田美津代 58 ぼ 防災
防災無線の放送は機能
しているか

「防災無線は聞こえないので使用しなかった」では何の
ための防災無線か

電話・個別受診システム・有線放送など研究す
る。

災害対策基本法、広陵町地域防災計
画

207 3003 10 奥本隆一 58 ぼ 防災
被災地・宮城県東松島
市と防災に関する連携を
深めては

議員視察に訪問した東松島市との平常時の交流を深
めてはどうか

どのような連携が望ましいのか研究する。 －

242 3006 12 笹井由明 58 ぼ 防災
河川（土庫川）の護岸工
事の進捗は

設計と工事着手の時期はいつか。
県の護岸工事が平成30年度設計で実行され
る。

河川法
第４次広陵町総合計画 後期基本計画

260 3009 10 奥本隆一 58 ぼ 防災
大丈夫か　わが町の主
要河川と災害時の対策

町内の3つの主要河川が氾濫した場合の対策はどう
か、中央公民館東の堤が低くなっており心配の声があ
る。

広陵町地域防災活動推進条例に沿って取り組
む。指摘の堤防は改修工事が終わっており地
元に報告したい。

281 3012 10 奥本隆一 58 ぼ 防災
大規模被災地支援条例
の制定を

大規模な災害発生の場合に災害応急対策や復旧に関
する支援条例を提案する。

現在策定中の業務継続計画策定後図上訓練
を大なうが、その訓練を通して支援計画を検討
する。支援条例の制定自治体はまだ少ない。

NO 議会日程議席番号氏名 分類 50音質問分野 タイトル 質問 答弁
根拠となる法令や町条例、町が定めた
計画・要綱

300 3012 2 吉田信弘 58 ぼ 防災
主要一級河川川床土砂
撤去を

高田土木事務所・桜井土木事務所に対して土砂の撤
去に向けた協議を行ってほしい。

極めて重要な課題であり、毎年県に要望して
いるが、特に堆積の多い高田川と尾張川の合
流地点については定期的な土砂取りを要望し
ている。

306 3012 5 山村美咲子 58 ぼ 防災 防災機能強化のために
被災者支援システムの導入、指定避難所の空調やバリ
アフリーはどうか。

被災者に寄り添った避難所の設営と運営仮設
住宅の建設計画の早期策定に努める。

36 2809 10 奥本隆一 65 ぼ 斎場・墓
整備が待たれる百済奥
坪共同墓地駐車場

墓地北側を町がクリーンセンター建設に伴う周辺整備
事業で買収したが現状は雑種地のままである。

百済区との協議がととのい工事に着手する。平
成29年2月には完成予定。

-

142 2909 9 堀川季延 67 ぼ 防犯
安全なまちづくりに向け
ての取り組みについて

子どもの見守りに限らず女性・高齢者を地域で守れる
防犯計画はあるのか

警察・各種団体が連携して犯罪抑止に一定の
効果を上げているので体制強化をはかりたい。

広陵町安全で住みよいまちづくりに関
する条例
広陵町生活安全推進協議会規則

26 2806 13 八尾春雄 60 ま マイナンバー
マイナンバー個人カード
の運用について

町民の7％しか取得していないのに５千万円もの費用を
かけるのか。かけるなら国保税の引き下げに使った方
がよい。

費用対効果の考え方はとらない。
行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律

100 2903 13 八尾春雄 60 ま マイナンバー
マイナンバーの管理運
用について

記入を求められた場合に記入しないと本人と役場に制
裁はあるのか。職員の負担になっているのではない
か。

記入は義務でも実態は任意であり制裁はな
い。情報管理のため仕事が増えているのはそ
の通り。

広陵町個人情報保護条例
広陵町行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利用及び特

27 2806 13 八尾春雄 61 り
臨時福祉給付
金

臨時福祉給付金につい
て

生活困窮者には安定的な対策が必須ではないか。さら
に振込不能を申請取り下げとみなすと記載があり福祉
を語る者の言葉か。

生活保護受給者は対象外としている。
民法
臨時福祉給付金支給事業実施要綱
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