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づくりの一環として︑総合案内

町民の皆さまにやさしい役場

生交流プログラム﹂を実施する

協力により﹁日本とメキシコ学

との交流を通じ友好を深めると

ことができました︒学生の皆さ

旧御宿高校を活用されている

ともに︑将来の日本︑メキシコ

窓口を設け︑サービスの向上に

中央国際高校のスクーリングが

両国間の︑さらには御宿町との

んは︑小中学生や町民の皆さま

始まり︑自然体験を通じた教育

架け橋となる夢が育まれました︒

努めました︒

昨年を振り返りますに防災対

振興が図られているほか︑産業

今後とも優れた文化を広く振興

据 え ︑連 携 しつつ地 域の活 力 を

策につきましては︑各区自主防

面においても︑６月・ 月に３

どを積極的に進め︑町消防団︑

締結の促進︑防災備品の拡充︑

ビル指定や各団体との防災協定

定期的な避難訓練の実施︑避難

ポーツ・産業など相互の発展を

携協定を結び︑教育・文化・ス

また︑千葉工業大学と包括連

域経済の活性に寄与しました︒

程で民宿等に宿泊するなど︑地

００名近い生徒が３泊４日の行

る﹁農地中間管理事業﹂を導入

力をいただきながら国・県によ

善は︑地権者の皆さま方のご協

重ねます︒駅裏休耕地の環境改

ター設置についてさらに努力を

子育てと教育対策として︑子

天然記念物のミヤコタナゴの保

本年は︑御宿駅へのエレベー

して参ります︒

関係機関とともに安心・安全な

期すこととなりました︒

また︑町民の皆さまのお出か

供の医療費について０歳から中

存について対策を進めます︒

し整備を図りたいと考えます︒

けを支援し︑生活の足となる乗

学３年生まで無料化を継続して
介護予防に係る新規事業とし

完了し︑現在︑布施小学校の耐

て御宿中学校グラウンド整備が

り掛かりたいと思います︒

メキシコ公園駐車場の整備に取

観光施設充実の一環として︑
ましては︑各地区を巡回し︑疾

震工事を実施しています︒保育

計画を引き続き推進し︑中山間

実施し︑教育施設の充実につい

病予防︑栄養に関する講話や体

所の建設事業につきましては︑

地域総合整備事業の早期完成を

月１日より開始しました︒

操など﹁ほのぼの健康教室﹂を

建設場所が御宿台地区に決定し︑

水産業振興のため︑漁礁設置
実施し︑また︑高齢者の皆さま

目指すとともに︑イノシシ対策

奨学 金制度の創設につきまし

年度

用地測量等を進め︑平成

文化の振興につきまして︑昨

ては︑先の 月議会におきまして

の拡充を図ります︒
齢者見守りネットワーク事業や

年メキシコ合衆国政府のご支援

の完成を目指します︒
認知症サポーター養成事業など

をはじめ︑多くの皆さま方のご

送れる環境を確保するため︑高

がより一層安全で安心な生活を

を︑

合運行﹁エビアミー号﹂の運行

各地区における避難路の整備な

町づくりを進めました︒

喚起していきます︒

災組織の皆さまのご協力のもと︑

す︒国︑県の動向をしっかりと見

元気あふれ︑
笑顔輝くまちを目指して

新年明けましておめでとうご
ざいます︒
町民の皆さまには︑ご家族お
そろいで輝かしい新春をお迎え
のこととお慶び申し上げます︒
平素︑皆さまには町政への温
かいご理解とご支援を賜り深く
月には国政にお

感謝申し上げます︒
さて︑昨 年

義廣

石田

いて 衆 議 院 議 員 選 挙 が 行 わ れ ︑
安 倍 政 権 に よ る 経 済 政 策 ︑外
交・安全保障など︑とりわけ﹁ア
ベノミクス﹂をさらに進め︑経済
の好循環の流れを全国に波及さ
せることの信 任を得たものと認
識しています ︒新 政 権の進める
デフレ脱 却 ︑経 済 再 生と財政再

を手掛けました︒

貸付及び給付に関する条例が可
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建への取 組みに期 待したいと思
います︒地方創生の課題は︑国勢
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御宿町長
回 復への柱となる重要な政 策で
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夢が膨らむまち﹂を目指します︒

結びに皆さまの益々のご健勝︑

ご多幸を心から祈念申し上げま

め︑町民の皆さまとの協働の

主要施策の実施について町民

して︑新年のごあいさつとさせ

決され︑本年度から実施します︒

の皆さまをはじめ︑町議会︑関

ていただきます︒

まちづくりをより一層推進し︑
様々な分野において︑町民の皆

係団体の皆さまのご理解とご協

年３月に町
さまはもちろん︑ボランティア

力をいただき強く進めて参りた

御宿町は︑平成
を記念した式典を今年３月に実
団体やＮＰＯ団体等多くの方々

いと考えますので︑よろしくお

村合併 周年を迎えます︒これ
施するとともに︑８月にかけて
と連携を図りながら︑お一人お

御宿町長

石田

平成二十七年一月吉日

の記念事業を計画しています︒

願いを申し上げます︒

義廣

ひとりに元気があふれ﹁笑顔と

周年を迎え︑また町議

会議員選挙が行われる節目の

して
支援や社会保障制度の充実と地

年です︒

これまで︑町発展のためご尽

方や家計レベルで効果が実感で
きる経済政策が期待されるとこ

を表し︑感謝を申し上げますと

膨らむまち﹂づくりを進めてい

また︑現在国︑地方ともに人

ともに︑先人たちが築き上げ

力いただいた方々に改めて敬意

ましても︑議会の果たすべき役

口減少・超高齢化という大きな

た文化や歴史を未来へつなげ︑

ろです︒

割と責任の重さを自覚し︑皆さ

課題に直面しております︒

らず︑昨年暮れには︑消費税率

果を実感できるまでに至ってお

地方経済や個人消費は︑その効

善傾向と言われておりましたが︑

善など︑経済は緩やかながら改

長戦略﹂により︑雇用情勢の改

国においては︑積極的な﹁成

したまちづくりを進めていかなけ

より一層の自主制を高め︑自立

速︑的確に対応をするためには︑

こうした国の新たな方針に︑迅

は大きな転換期を迎えています︒

げており︑地方行政︑地方政治

政策として︑﹁地方創生﹂を掲

像に向けた道筋づくりのための

更なる波及と国の望ましい未来

そのため︑政府は経済政策の

のご挨拶とさせていただきます︒

からお祈りいたしまして︑新春

結びに皆さま方のご多幸を心

げます︒

撻を頂けますようお願い申し上

ますので︑引続きご理解︑ご鞭

一層の努力をいたす所存であり

り﹂実現のために︑議員一同︑

かったと思う特色あるまちづく

﹁町民が希望を持ち︑住んでよ

ざいます︒
輝かしい新春を町民の皆さま
とともに迎えられましたことを︑
心よりお慶び申し上げます︒
また︑平素から町政運営並び

あります︒

に︑議会運営に対する温かいご

の引き上げ延期やアベノミクス

新年あけましておめでとうご

理解と絶大なるご協力を賜り︑

岩和田地区︑旧布施村上布施地

が行われました︒
今後消費税率引き上げ延期に

区・実谷地区・七本地区が合併

御宿町議会議長

中村 俊六郎

平成二十七年一月吉日

ればならないと考えております︒

議会を代表し深く感謝を申し上
げます︒
さて︑町では第４次御宿町総

伴う財政への影響が懸念されま

今年は︑旧御宿町︑旧浪花村

の継続の是非を問う衆議院選挙

町の発展を進めてまいる所存で

まの声を町政に反映し︑着実に

るところです︒町議会といたし

次代へつなぐ新たな第一歩
俊六郎

中村

すが︑国の施策としての子育て

御宿町に元気を呼び起こすた
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合計画に基づき︑﹁笑顔と夢が
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タウンカレンダー
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○健康運動教室 ○成人式
14:00〜15:00
10:30〜
（公民）
（B&G）

11

12 成人の日 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

○消防団出初式
10:00〜
（公民）

○サンデー
オープン
9:00〜12:00
○町民清掃

○乳児相談
13:30〜15:00
（保健）

○鶴亀くらぶ（B&G）
14:00〜15:30
○海と山の子交流会
（〜1月30日）

○健康運動教室
14:00〜15:00
（B&G）

○健康運動教室
14:00〜15:00
（B&G）

○健康運動教室（B&G）
14:00〜15:00
○子育て相談（御児）
10:00〜11:30

（保健）⇒保健センター （公民）⇒公民館 （B&G)⇒町B&G海洋センター （御児）⇒御宿児童館

1月12日（月・祝）まで
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