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▲王寺幼稚園での英語体験保育

▲10ヶ月検診

泉の広場公民館の耐震化
への方針も含め、社会教育
施設の利用状況等を調査し
ながら、効率的で住民のみな
さんのニーズに合った効率的
な施設へと再編するための計
画を策定します。

社会教育施設
　　 再編に向けて

社会教育施設再編計画
策定業務委託
300万円

異年齢交流の場とし
て児童に親しまれ、王寺
南小学校のシンボル的
存在となっている通称プ
リン山を含め、中庭人工
芝を一新します。

学習指導要領により小学５年
生から実施されている外国語（英
語）授業にスムーズに移行できる
よう、幼稚園英語体験保育を充
実するとともに、小学１年生から
小学４年生までの外国語（英語）
授業を開設し、英語に慣れ親し
む機会を確保します。

国際社会に適応した
　　　子どもを育てる

学校環境を整備

英語力強化事業
102万9千円

王寺南小学校中庭
人工芝張替工事
477万9千円

全国的に流行が続いてい
る風しんの予防対策として、
妊娠を予定している１９歳以
上の女性（１６歳以上で結婚
している女性を含む）・妊婦
の夫・妊婦の同居の家族を
対象に、予防接種費用の一
部を助成します。

【助成額】
◆麻しん風しん混合ワクチン
　　………………上限６千円
◆風しん単独ワクチン
　　………………上限４千円

小学校入学から中学校卒
業までの就学児への医療費
助成について、１０月診療分
から「入院」に加え「通院」
にも適用範囲を拡大します。

子どもの
　　　健康を守る

妊婦を
　  風しんから守る

子ども医療費の適用範囲拡大
955万7千円

風しんワクチン予防接種費用助成
300万円
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王寺町の将来あるべき姿

とその道筋を描き、住民の
みなさんと行政が協働で
まちづくりに取り組んでい
くための基本構想と総合計
画を策定します。

住民と行政　　　　
協働のまちづくりへ

総合計画策定業務委託
500万円

透明性と信頼性を高める
ため、４月に支出基準を見直
しました。
（基準及び執行状況を町ホー
ムページに掲載しています）

町長交際費の見直し

町長交際費の
支出基準の見直し
△（マイナス）140万円

　特別職報酬等審議会の答
申に基づき月額、
町　長（△３万円）、
副町長（△２万円）、
教育長（△１万円）の給料等
を減額します。

町３役の
給料等の見直し

特別職の給料等の見直し
△（マイナス）104万円
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※「入院」「通院」とも一部負担金を徴収。
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地震発生時に災害対策本
部として機能する、役場庁舎
の耐震化に向け、耐震診断
及び実施設計を実施します。

町立の小学校及び中学校
の耐震化について、校舎や
体育館の耐震工事が完了し、
次は窓ガラス等の非構造部
材の耐震化に取り組んでい
きます。まずは、建築年次
の古い王寺小学校及び王寺
中学校における非構造部材
の耐震化調査及び設計を実
施します。

ＪＲ畠田駅は、駅前の狭さ
など利用者にとって大変不便
な状況にあり、安全で利用し
やすい駅前広場となるよう、
整備に向けての調査を実施
します。

より災害に強いまちをめざ
すため、住民のみなさんの
生命・身体及び財産の保護
をはじめ、万全な防災体制の
確立を目的とした「王寺町地
域防災計画」の改訂に向け
た基礎調査を実施します。

自治会や消防団、役場や
西和消防署など住民のみな
さんと行政が一体となって、
地震や水害といった災害発
生時の避難誘導など実践的
な防災訓練をモデル実施し
ます。

▲現在の畠田駅前は狭くて、車でＵターンするのも一苦労

安全な畠田駅前
広場へ

災害時の要となる
役場庁舎を耐震化

～王寺町を「くらし満足度」県内トップにするために～

災害発生時の
実践的な訓練を防災体制を万全に

子どもたちの安全を
より確かなものに

畠田駅前広場整備計画
検討調査業務委託

防災訓練費
100万円

550万円

役場庁舎耐震診断及び
実施設計業務委託
2,000万円

王寺小学校
非構造部材耐震化調査
及び設計委託
500万円

王寺中学校
非構造部材耐震化調査
及び設計委託
500万円

防災基礎調査業務委託
300万円

　６月議会で承認されました、平井町長の公約実現に向けて計上された補正予算を、
４つの柱からなる「ふるさと王寺」のまちづくりビジョンに沿って紹介します。

「ふるさと王寺」の
まちづくりビジョン
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一般会計補正予算（第１号）の概要について
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王寺駅南駅前広場と畠田
駅前広場に植栽を施し、花
と緑があふれる、うるおい
のある美しい空間を創出し
ます。

駅周辺を　　　
花や緑で美しく

駅前広場植栽費
50万円

街路や公園、河川などに
花や緑を植栽し、四季が感
じられる住環境づくりをめ
ざす王寺町植栽計画を策定
します。

緑豊かな　　
花いっぱいの王寺町

王寺町植栽計画策定
業務委託
200万円

王寺町社会福祉協議会に
専属の嘱託職員を配置し、
優先度の高い高齢者世帯を
訪問することで、認知症の
早期発見・早期対応をめざ
します。

認知症の早期発見
・早期対応

○社会福祉協議会運営費補助
（片岡の家・文化福祉センター
  管理委託含む）
565万5千円

財団法人自治総合セン
ターからの補助金を活用し
て、向ヶ丘自治会及び舟戸自
治会のコミュニティ活動を支
援します。

コミュニティ
　　　 活動を支援

南元町の宅地開発による
収集範囲の拡大、カラス等
によるごみの散乱防止、臭
気予防などの環境衛生面へ
の配慮から、午前中に収集
を完了させるため収集体制
を充実します。

環境衛生のため　　
ごみ収集体制を充実

ごみ収集業務委託
681万1千円

今後、特別養護老人ホー
ムなどの拠点施設の設置や、
２４時間の在宅サービスなど
高齢者にやさしく、王寺町に
ふさわしい福祉施策のあり方
について研究します。

高齢者にやさしい
まちづくりを研究

高齢者ハートフルビジョン研究事業
60万円

文化福祉センター北側の
町有地を多目的の広場とし
て活用できるよう、整備し
ます。

人々が集える
広場を整備

文化福祉センター北側町有地
整備工事
500万円

▲介護予防事業「ちゃれんじ健康教室」の様子

▲王寺町を花で彩る「花いっぱい運動」

コミュニティ補助
100万円
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▲さらなるにぎわいをめざす王寺駅前

「ふるさと王寺」のまちづくりビジョン

町において、町公認キャ
ラクターの雪丸を広くＰＲす
るための活動を実施します。
（６ページに紹介記事があり
ます）

「雪丸」をみんなに　
知ってもらいたい

雪丸啓発推進事業
100万円▲王寺町公認キャラクター「雪丸」

▲イメージアップ工事が予定されている久度大橋

町公認キャラクターの雪丸
を広くＰＲするため、着ぐる
みの作成やキャラクターグッ
ズの製作等の企画、イベント
実施など実行委員会の幅広
い活動を支援します。

「雪丸」プロジェクト
着々と進行中

雪丸実行委員会補助金
300万円

交通の要所として「おも
てなし」の空間を整備する
ため、王寺駅と直結してい
る久度大橋をリニューアルし
てイメージアップを図ります。
町公認キャラクターの雪丸
を活用したイメージアップの
手法を検討し、改修工事を
実施します。

久度大橋に　
彩りと輝きを

久度大橋再生検討業務委託
200万円

久度大橋イメージアップ工事
3,600万円

大峯バス停設置に伴う歩
道改良工事を実施します。

大峯地区に
バス停を設置

大峯バス停設置工事
860万円

奈良県立大学や商工会等
と連携して、王寺駅南北周
辺のにぎわいづくり及び町
の活性化をめざす研究会を
発足します。

王寺駅周辺を　　　　
もっと賑やかに！

王寺駅周辺活性化
研究事業
100万円

音楽のあるまちづくりの
一環として、ジュニアハンド
ベル用のハンドチャイム（３
オクターブ１セット）を購入し
ます。

音楽のあるまちづくり
         さらなる充実を

ジュニアハンドベル用
ハンドチャイム購入
49万3千円
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