
ひらこう、 奈良の未来
子 ど も の 笑 顔 が あ ふ れ る ま ち 。
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私は、 5 歳、 3 歳、 0 歳の子どもを育てる

子育て世代です。 子育て世代 ・ 孫育て

世代の皆さんの思いを直接聞き、 それを

県政に生かしていきたい。 「子どもたちが

　　　　　　　　安心して暮らせる奈良」、

　　　　　　　　「子どもを育てたいと思える奈良」

　　　　　　　になれば、 「みんなにとって暮らし

　　　　　　　　やすい奈良」 になると考えます。

　　　　　　　　 子どもたちの環境をより良くするための施策を充実し、 みんなに

　　　　　　　　　　とって暮らしやすい奈良の実現を目指します。

子どもたち に を！投資

奈良マラソン 2022



みんなが住みよい奈良のまちを！

中山間地域を守り、
私たちの 「水」 を守る！

子どもたちの笑顔を第一に！！

デジタル化による行政改革を！

命と暮らしを守る道路の
充実と公共交通の維持

奈良市東部山間地域を
南部 ・ 東部振興条例 の適用地域へ

*

全市町村で同じ行政サービスをスマホ、
でワンストップに利用できる行政を

縦割り打破につながる業務改革と
行政のデジタル化を

ライフライン
の維持

①奈良名張線、山添村内の歩道において、境界
　 板修繕と安全確保について、現地視察を終え、
 　令和4年度内に修繕実施予定です。
②山添村波多野地区道路整備と歩車分離を明確に
　 して安全を確保することを要望しました。
③奈良名張線（山添村）、国道369号（柳生、
　 忍辱山）など沿線の枝木伐採による安全確保
　 を要望。県により伐採が行われました。

詳しくは HP をご覧ください

上記条例制定において、奈良市東部山間地域を他の南部・東部地域と
同じように、産業・福祉・防災などの協働支援を受けることができる
よう、本会議、委員会で要望しました。

奈良デジタル戦略が策定されたことを受け、国、市町村と連携
できるように、早期に取り組むことを知事に要望しました。

県庁の
デジタル化

県庁の業務を見直すことためのデジタル化となるように要望。
デジタル担当部局が縦割りを越えて活動できるような組織体制にする
よう要望しました。

ひきだ進一　1 期目 1 年間の主な取り組み

行政の
デジタル化

* 奈良県美しい南部・東部地域を県と市町村が協働して振興を図る条例

災害対策 ・
産業活性化

ドローンの活用による、 迅速な災害対応
及び商工業、 林業、 農業の活性化

▲ドローンを活用した農薬散布

①県は各分野の測量や農薬散布等、ドローンの
　活用に対して前向きに取り組み始めました。
②デジタル化の一環として、担当部局ごとに
　進めるのではなく、縦割りを越えて効率的な
　ドローン事業の推進を要望しました。

高齢者の
活躍と

介護支援

高齢者が元気に活躍できる機会の創出と
在宅介護における現役世代の負担軽減

新規就農
取引の安全

新規就農促進はじめ、
土地取引の安全を守る地籍調査の促進

障がい
福祉

障がい者の就労支援 ・ 自立への
環境整備と発達支援センターの充実

まちの
賑わいづくり

近鉄奈良駅西口整備 ・ 奈良らしい
街並みを守り、 街を活性化

①令和4年度予算で奈良公園水環境改善事業が行われることになりました。
②近鉄奈良駅西口整備の早期完成及び周辺地域の活性化と地域の関係者
　との丁寧な合意形成を知事に要望しました。

こども食堂、 放課後児童クラブなど
子どもたちの地域での居場所の充実

地域と
子ども

令和4年度予算で、こども食堂の開設支援・継続支援の充実と認証制度が
始まり、設置数は令和3年度87カ所から令和4年度104カ所に増えました。

ひとり親家庭が必要とする支援を
享受するシステムの構築

ひとり親
家庭の支援

子どもたちが安心して学べる就学前教育推進
および保育士の確保と県内保育所への定着促進

就学前教育

すべての子どもたちが、 どこでも
何度でも学べるデジタル化の推進

教育の
デジタル化

不登校の子どもたちが不安を解消できるように、中学校進学時の生徒に
対して苦手分野の動画を作成し配信中です。さらにその動画をすべての
児童・生徒が見れるよう、要望しました。

子どもたちと教員がもっと向き合える
ための、 教員の業務負担の軽減

教員の
働き方改革

①県内小中学校のスクールサポートスタッフ導入は令和3年の 146校
　 から、令和4年は 149校となりました。
②令和5年度より教員OB再任用による教員支援が行われる予定です。

企業誘致 企業誘致に関する条件の見直しと
県内企業の育成支援に向けた制度整備

子どもたちが安心して
歩ける通学路の整備促進

安心安全な
まちづくり

JR京終駅近くの通学路にて横断歩道設置・歩道整備
事業が開始され、令和4年度内に完成予定です。

学園中2丁目、3丁目の危険道路にて通学路指定
に向けて要望。令和4年 5月に点検実施。奈良市
通学路推進協議会で対策案の決定と確認を行い、
令和5年度よりグリーンベルト設置予定です。

▲JR京終駅近く（済美地区）
上：工事中、下：歩道整備後

特別支援学校を優先し、冷暖房設置予定。学校
関係の国の予算だけでなく防災関係の国の予算
も利用し、関係部局が連携して早急に進めるよ
う要望しました。

子どもたちや地域の安全確保と避難所
の改善に向けた体育館
への冷暖房設置拡充

安心安全な
まちづくり

▲先進事例である王寺北義務教育
　学校体育館への視察

安心安全な
まちづくり

京奈和自動車道大和北
道路及び東西道路の
整備促進

▲京奈和自動車道：NEXCO西日本の
　事業箇所への現場視察

▲薬師寺交差点右折レーン
　設置予定場所

▲国道369号沿線の伐採事業後

▲大柳生地区阪原町にて

①JR新駅と西ノ京を繋ぐ東西路線の県道122
　号線にある薬師寺東口交差点の改良に向け、
　事業進捗しました。
②第二阪奈道路と京奈和自動車道、名阪国道を
　繋ぐ東西路線の構想が国に要望されました。
③京奈和自動車道の早期完成を知事へ要望し
　ました。

中山間地域
の活性化


