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育て支援に取り組みました。「（仮
称）おんじゅく認定こども園」の建

高齢者福祉対策として「元気いき
いき教室」「鶴亀教室」「鶴亀学
校」などを継続して実施しました。
また、児童福祉において新たに病
児保育事業を開始し、安心できる子

か、自主防災会との協働により、緊
急避難路の整備を行いました。

議員選挙が執行され、新たな議会構
成による町づくりがスタートしまし

「教育文化の振興」と広範にわたり
事業を実施しました。また、町議会

ポンプ自動車を更新します。
福祉対策として、「（仮称）おん

ど、要配慮者用備蓄品を購入して災
害に備えます。また、第４分団消防

に取り組みます。
防災対策として多言語津波ハザー
ドマップを作成し、高齢者や幼児な

昨年は国・地方とも創生の気運が
高まる中「御宿町・まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を策定し、創生
に向けスタートを切りました。
本年は総合戦略に挙げた次の事業

の交流も広く行われました。

実施され、メキシコ国との友好をさ
らに深めるとともに、小中学生の国
際感覚も醸成され、町民の皆さまと

教育文化の振興について、第２回
日本メキシコ学生交流プログラムが

た、地元産品のＰＲに広くつながっ
ています。

れ、観光振興に寄与しています。
ふるさと納税のリニューアルによ
り、多くの寄附金が寄せられ、ま

また、商工会青年部の皆さんの努
力により「御宿の湯」が企画開発さ

御宿の宝であるアワビの増殖事業
について、大型漁礁設置事業を実施
し、中山間地域総合整備事業も完成
を目指し進捗しています。

用事業により安全で快適なビーチの

膨らみます。
観光振興について、御宿海岸利活

皆さんのガイダンス事業も徐々に実
施となり、若者の集う町に向け夢が

の活性化に大きく寄与することが期
待されます。同時に、包括連携協定
を結んでいる千葉工業大学の学生の

能性を追求します。
また、６月、 月に実施される、
中央国際高校による宿泊を伴うス
クーリング事業は、生徒２，
０００
名となることが想定され、地域経済

流を継続実施し、種苗供給体制の可

場及び法面安全対策の整備を進めま
す。
アワビ増殖事業について、稚貝放

メキシコ記念公園整備事業につい
て、整備計画に基づき大型バス駐車

について、測量基本調査に入りたい
と考えます。

んの元気づくりの場と併せ雇用の創
出を図ります。
御宿駅へのエレベーター設置事業

ＣＣＲＣ構想を策定し、医療介護施
策を進めるとともに、高齢者の皆さ

ついて、３月に実施設計を完了し
て、造成・本体工事に着手し、来年
２月末の完成を目指します。
高齢化社会が進展する中、御宿版

おんじゅく創生に邁進します

産業振興について、中央国際高校
によるスクーリングが、農業・漁業
体験など、宿泊を伴って行われ、町

じゅく認定こども園」の建設事業に

新年明けましておめでとうござい

践的避難訓練を実施しました。施設
整備として、消防ポンプ自動車の更
新、防災井戸へ発電機を設置するほ

各区自主防災組織の協力のもと、実

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感謝を申
し上げます。
さて、昨年は安倍政権により経
済、安全保障、外交と力強く政策が
遂行され、デフレ脱却へと向かいつ
つ、抑止力の強化、地球を俯瞰する
外交へと諸政策が実践され、国力回
復への道を進めました。
昨年を振り返りますに、合併 周
年を迎え、「笑顔と夢が膨らむ町」
に向け町民総意により第４次総合計

設事業について、基本設計を完了し
実施設計業務を進めています。

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

義
た。
防災対策について、地域における
防災教育や懇談会が多く開催され、

に活力を与えてくれました。

石田

画を推進することとし、「防災」
「福祉」「子育て」「産業振興」
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明日につづく 今
達夫

等があり、心痛める状況は収まりま
せん。

フ

ラ

ッ

グ

証となる「ＢＬＵＥ ＦＬＡＧ」の
認証取得を目指しつつ、観光施設の

ー

ます。
御宿町の高齢化率は千葉県で一番

改善に取り組みます。
農業対策として有害鳥獣対策を拡

ル

高く、年々増加していますが、介護
保険料は５番目に低い額です。これ

充します。
環境保全対策について、ミヤコタ
ナゴ保護増殖事業や全町公園化事業

ブ

は、町内のご年配の方が元気で、か
つ現役で活躍されているということ
でもあります。高齢化社会が進展す

など、関係団体の協力をいただきな

がら進めていきたいと考えます。
ボランティアの皆さんが、いつで
も誰でもまちづくりに参加できる仕

その中において、日本はまだまだ
十分に治安は維持され、地方におい

た生活を享受でき、安心して老後を
送れる環境を整備することが、様々

組みづくりを進めます。
東京オリンピック・パラリンピッ

る今、御宿町の豊かな自然と温暖な
気候の中で、年配の方が更に充実し

な雇用を生み出し、町を支える産業
になり得るとも考えられます。

ク開催に伴うキャンプ誘致につい
て、在日メキシコ大使館等関係機関
に働きかけをします。

ての恩恵の実感は乏しいとはいうも
のの、深刻な経済の低迷からは脱し
つつあります。そのことに感謝し、

いずれにいたしましても御宿町は
小規模な町です。住民の皆さまとの
協働のまちづくりが大前提となりま

力をいただきながら、一丸となって
進めて参りたいと考えますのでよろ

近未来において想定される人口減少

す。議員一同、更に町行政と共に考
え、共に汗をかく覚悟を持って努力
する所存です。引き続き皆さま方の
ご理解とご鞭撻を頂きますようお願
い申し上げます。
結びに皆さま方のご多幸を心から

しくお願いを申し上げます。
結びに、皆さまの益々のご健勝ご
多幸を心からお祈り申し上げまし

新年あけましておめでとうござい

ることが多いのですが、少子化と高
齢化という２つの問題の解決には、
異なる目線で課題を見つめ、全く別
の対応をとることが必要です。
出生率を上げるためには、多くの
課題を解決していかなくてはなりま
せん。本年は、（仮称）おんじゅく

祈念いたしまして、新春のご挨拶と
いたします。

て、新年のご挨拶とさせていただき
ます。
らしい施設となることでしょう。ま
た、その子育て環境の良さに引か
れ、若い方達が御宿への移住を決心

御宿町長

平成二十八年一月吉日

石田

義

め、町議会、ボランティア団体やＮ
ＰＯ団体など皆さまのご理解とご協

地方創生の時を迎え、主要施策の
実施について町民の皆さまをはじ

認定こども園の新設工事がスタート
します。ご家族が安心してお子さん

平成二十八年一月吉日
御宿町議会議長 大地 達夫

ます。
皆さま方には、ご家族おそろいで
穏やかな新春をお迎えのこととお慶
びを申し上げます。
さて、御宿町議会は昨秋の改選に
伴い、新たに３名の議員を得て新議
会がスタートしたばかりですが、議
長として更に円滑な議会運営と改革
に向けて努力する所存です。皆さま
方の平素からの町政及び議会運営に
対する暖かいご理解とご協力に感謝
しますと共に、旧に倍しましてのお
力添えをいただきますよう心からお
願い申し上げます。
国外では、世界各地で起きている
難民問題、平和な日常を一瞬にして

するきっかけとなる可能性すら覚え

を預けることができ、気兼ねなくお
仕事にいそしむことのできる、素晴

に端を発す諸問題には、確かな対策
を立てて行かなくてはなりません。
「少子高齢化」と一括りで表され

大地

覆すテロ事件の発生、アジアにおい
てさえ高まりつつある軍事的な緊張
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27

28

○消防団出初式
10:00～
（公民）

○スペイン友好
コンサート
14:00～
（公民）
○サンデーオープン
9:00～12:00
○町民清掃
24 31
25

（保健）⇒保健センター

○乳児相談
13:30～15:00
（保健）

26

○鶴亀くらぶ
14:00～15:30
（B&G）
○海と山の子交流会
（～２９日）

（公民）⇒公民館

金
1 元日

2

8

9

15

16

22

23

29

30

土

○健康運動教室 ○成人式
10:30～
14:00～
（公民）
（B&G）

○健康運動教室
14:00～
（B&G）

○健康運動教室
14:00～
（B&G）

○子育て相談
○第４回イセエビ
10:00～11:30
CUPおんじゅく
（御児）
オーシャント
レイル
○健康運動教室
14:00～
（B&G）

（B&G)⇒町B&G海洋センター

（御児）⇒御宿児童館

広報紙掲載広告の募集
町では自主的な収入の確保に努めるため、広報紙等へ広告欄を設けております。
お店のPRやキャンペーン告知、求人募集など幅広くご利用いただければと思います。
○広報御宿（月に１回発行する広報紙：町内への全戸配布及び電子版のホームページ掲載）
○大きさ：1枠 縦4.5㎝×横8.5㎝（縦2枠、横2枠も可能）
○料

金：1枠月額

町内業者7,500円、

町外業者9,000円

※6ヶ月分を申し込み頂くと1回当たり500円を減額します｡
※町外利用者で12回以上継続して利用する場合または利用回数が18回を超える場合に
ついては、町内の掲載料金へ減額します。
【申込・問い合わせ】企画財政課

☎

0470-68-2512

発

行：御宿町

住

所：〒299－5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522／ホームページ：http://www.town.onjuku.chiba.jp/

平成28年1月4日
（月）／発行責任者：御宿町長

石田

義廣／編集：企画財政課／電話：0470−68−2511（代）
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