「 第４次 かつらぎ町長期総合計画
後期基本計画の策定にあたって」
本町は、平成25年度から平成34年度を計画期間とする
「第４次かつらぎ町長期総合計画」に基づき、『住んでみ
て

ここがイチバン

かつらぎ町』を将来像に掲げ、総合

的かつ計画的にまちづくりを進めてまいりました。
この計画では、「基本計画」を前期・後期それぞれ５年
間としており、この度、前期５か年が終了することに伴い、
前期の成果等について検証を行うとともに、国の動向や社会経済情勢の変化等を踏まえ、後
期５か年を計画期間とした「後期基本計画」を策定いたしました。
計画期間の前期５年の間には、目標人口達成に向けた３つの柱として、「産業振興による
雇用の確保・充実」と「地域経済・地域活力につながる交流人口の拡大」を目指し、道の駅
かつらぎ西や道の駅くしがきの里、はなぞの温泉花圃の里、観光トイレなどの基盤整備を進
めて来ました。また、「安全・安心な定住環境づくり」のため、ソフト面では健康寿命日本
一を目指した各種健診事業の充実や高齢者サロン事業の実施、こども医療費助成の拡充、中
学校給食の実施、こども園の整備による延長保育、体調不良児型保育など保育内容の充実に
取り組むとともに、ハード面では四郷、天野及び新城地域交流センターの整備や橋梁の長寿
命化、妙寺団地の第２期建替え工事、妙寺公民館本館改修など、各種施策を積極的に推進し
てまいりました。
この「後期基本計画」は、第４次長期総合計画の基本構想のもと、時代の変化を捉えなが
ら事業の緊急性を検討し、新たな課題に対応していくための方策を定めるとともに、多くの
町民の皆様のご意見を本計画に反映するよう心がけ策定しております。
引き続き『住んでみて

ここがイチバン

かつらぎ町』の実現を目指すとともに、本町の

持続的な発展の基礎を築き、継承していくため、計画に掲げた施策の着実な推進に全力を傾
注してまいる所存ですので、町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
終わりに、本計画の策定にあたりまして、策定審議会委員の皆さまをはじめ、町議会、関
係各位の多大なご指導、ご鞭燵を賜りましたことに感謝するとともに心から御礼申し上げま
す。
平成３０年６月

かつらぎ町長
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