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　新年明けましておめでとうございます。

　皆さまには、すがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。

　昨年は「町制」を施行し50年という節目を迎えた年でした。町はもと

より行政区や各種団体におきまして趣向を凝らしたさまざまな記念事業

を開催していただいています。わが町の伸展の礎には、先人・先輩をは

じめ郷土を愛する多くの皆さまの英知と努力があることに感謝するとと

もに、町の変遷の足跡を振り返っていただく契機となったのではなかろ

うかと思います。

　“ふるさと三好”のさらなる伸展を目指し「市制」の施行に向けた準備

を進めております。市制施行の日は、議会あるいは区長会などで平成

22年 1月4日との方針を表明させていただいたところであり、今年は、

市としての新たな歴史の創造に向けた具体的な取り組みを行う年となり

ます。各施策は将来に向けたまちづくりの指針となる、総合計画に基づ

き推し進めていきます。昨年まで「第6次三好町総合計画」として策定作

業を進めてまいりましたが、市制施行を間近に控え、名称を「新総合計画」

と改め、本年中に策定いたします。また策定に当たりましては、パブリ

ックコメントにより皆さまのご意見を拝聴しながら進めてまいります。

　今年は2期目の町政を担わせていただくに当たり皆さまにお約束した

「マニフェスト」の仕上げの年でもあります。掲げた33の政策は、既に

達成した政策を含め、すべて着実に進行しております。景気低迷の中、

財政事情は極めて厳しい状況にありますが、33政策の実現はもちろん

のこと、皆さまの暮らしに直結する緊急度・重要度の高い政策につきま

しては堅実に推し進めてまいります。

　皆さまとの「協働」により“夢と緑と活力あるまち”づくりに全力を傾

注してまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

　平成21年の皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。
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　新年明けましておめでとうございます。

　皆さまには、お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げ

ます。

　また昨年中は、三好町議会に対して温かいご理解を賜り、誠に

ありがとうございました。議会を代表して心から感謝を申し上げ

ます。

　本年は、本町のさらなるステップアップとなる「市制施行」に向

けて、本格的な準備を行う年となります。また役場新庁舎や町民

の皆さまから要望の多い、図書館を含む複合施設の建設に向けて、

検討が本格段階へ進展するなど、大型事業が進められてまいりま

す。

　しかしながら、右肩上がりの業績を続けてきた自動車産業も減

速傾向が見られるなど、本町を取り巻く環境は一層厳しさを増す

ことが予想されます。そうした状況下においても、社会全体の変

化に対応しつつ、子育て支援や小中学校教育の充実、緑と水辺の

保全と活用、防犯・防災対策の推進など多くの課題の解決が求め

られています。

　わたしたち町議会も町民の皆さまや行政としっかり手を取り合

って、住んで良かったと実感できるまちづくりの実現に全力を尽

くします。そして昨年10月に施行されました「三好町自治基本

条例」に基づき「議会の役割と責務」を強く自覚し、町民の主体的

なまちづくりが推し進められるよう、さらなる議会の活性化を図

ってまいります。

　平成21年が皆さまにとって素晴らしい年となりますことを祈

念いたしますとともに、本年も三好町議会に対して一層のご支援

を賜りますようお願いを申し上げ、年頭のごあいさつといたしま

す。
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年末特別警戒出陣式、
わらべうたで遊ぼう、
防犯講習会　ほか

P22「みんなのひろば」

P24「まちの話題」　

裏表紙
から 「お知らせ」　　

安
やすだ

田　育
いくみ

未さん（新
あらや

屋）

鈴
すずき

木　菜
な つ み

都美さん（福田）

瞳を輝かせて / 
三好演劇塾公演「宮沢賢治のぜん
たいポラーノ広場」出演

人　口　５７，４７５人　 (＋５１人)
　男　　２９，８６８人　 (＋２９人)
　女　　２７，６０７人 　(＋２２人)
世帯数　２１，３４５世帯 (＋１３世帯)

三好の人口

※（　）は前月比

（平成20年12月1日現在）
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　町内の各保育園で、お正
月の伝統行事「もちつき」
が行われました。わかば保
育園では12月11日、年長
園児がもちつきに挑戦。年小・年中園児の「よいしょー、よいしょ
ー」という掛け声を受けて元気につきました。つきたてのおもち
は、きな粉もちなどにして全園児160人がおいしくいただきまし
た。熱々で軟らかいおもちの味は格別。「おかわり」とお皿を差し
出す子どもたちの手は、途切れることがありませんでした。

※各種相談については終了時間が異なり
ますので、広報毎月15日号の「お知らせ」
のコーナーで確認してください。

１月カレンダー
16 金
17 土 おはなし会（10:30～中央図書館）
18 日 家庭の日
19 月 消費生活相談

（9:00～ 役場西館1階相談室）
女性相談（12:00～ ☎（32）9539）

20 火 心配ごと相談
　　　  （9:00～ 福祉センター）
司法書士・行政書士・土地家屋調
査士合同相談
（13:00～ 役場西館1階相談室）

21 水 年金相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）

22 木 NPO・協働の相談
（13:30～役場町民活動支援課）

23 金
24 土 おはなし会（10:30～中央図書館）
25 日 新春三好町マラソン駅伝大会

（8：40～ 三好公園ほか）
三好演劇塾公演「宮沢賢治のぜん
たいポラーノ広場」

（15:00～ サンアート）
26 月 消費生活相談

（9:00～ 役場西館1階相談室）
女性相談（12:00～ ☎（32）9539）
人権・行政合同相談（13:00～ 役
場東館3階住民相談室）

27 火 障害者福祉相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）

28 水 年金相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）

29 木 NPO・協働の相談
（13:30～役場町民活動支援課）

30 金
31 土 おはなし会（10:30～中央図書館）

2008三好町10大ニュース

第3回愛知駅伝

 1 木 元日
 2 金
3 土
 4 日
 5 月 官公庁仕事始め

消費生活相談
（9:00～ 役場西館1階相談室)
心配ごと相談
　　　  （9:00～ 福祉センター）
新年町民交礼会（10：30～ サン
アートレセプションホール）
女性相談（12:00～ ☎（32）9539）

 6 火 町長ホットライン（8：00～ラジオ・
ラブィート78.6MHz）

 7 水 年金相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）

8 木 NPO・協働の相談
（13:30～役場町民活動支援課）

9 金 法律相談（13:30～ 役場東館3階
住民相談室）

10 土 三好町消防団出初観閲式
（9：00～南部コミュニティ広場）
おはなしカルタ会（10：30～中央図書館）

11 日 三好町成人式
（10:00～ サンアート）

12 月 成人の日
13 火 消費生活相談

（9:00～ 役場西館1階相談室)
人権相談（13:00～ 役場東館3階
住民相談室）

14 水 年金相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）

15 木 こどもの相談
（10:00～ 役場西館1階相談室）
行政相談（13:00～ 役場東館3階
住民相談室）
NPO・協働の相談
（13:30～役場町民活動支援課）
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