も︑度重なる台風の襲来に

東北地方や北海道において

宅での生活を余儀なくされ

などにより︑今尚︑仮設住

犠牲となられ︑家屋の倒壊

地震により︑多くの方々が

の熊本県を中心に発生した

十四日から十六日にかけて

した︒中でも︑昨年四月

の長年の悲願でありました

しても︑地域住民の皆様方

八月末から九月にかけては︑ 江川の復旧・改修につきま

ております︒又︑昨年の

が︑この度︑事業採択を受

することができました︒又︑

の災害復旧はほとんど終了

協力のお陰で︑日高川流域

地区の皆様方の絶大なるご

被害を受けましたが︑関係

をはじめ︑農地等に甚大な

江川が氾濫し︑家屋の浸水

七月にも台風十一号により︑

齢者生活支援︑更には県

め細やかな子育て支援︑高

少子高齢化対策としてのき

振興をはじめ︑若者定住と

林商工を中心とした産業の

き続き公約実現のため︑農

なってまいりましたが︑引

は︑残り任期はわずかと

いもので︑私にとりまして

月日の経つのは本当に早

ります︒

を目指して取り組んでまい

て暮らしていける町づくり

すので︑ご支援︑ご協力を

けて邁進する所存でありま

員共々︑諸施策の推進に向

そうした中で︑本年も職

います︒

と考えているところでござ

施策を展開してまいりたい

本町の実情に沿った形で諸

総合戦略﹂に基づきまして︑

町まち・ひと・しごと創生

月に策定しました﹁日高川

ましても︑平成二十七年十

ところであり︑当町におき

いう施策が提唱されている

年頭 のご挨 拶

より︑これまた甚大な被害
けたところであります︒
道・町道・林道等の道路網
よろしくお願い申し上げま

日高川町長

二〇一七年の輝かしい新
を受けました︒被災された
そうした状況の中で︑近
の整備や︑治山・治水・砂
す︒

雄

年を迎え︑町民の皆様方に
それぞれの地域の一日も早
く起こるであろうと言われ
防事業による防災・減災対

木 久

おかれましては︑ご家族で
い復旧と復興を︑心から願
ております﹁南海トラフ巨

市

すがすがしいお正月をお迎
うものでございます︒

回目のお正月︑新春にあた

私も︑町長に就任以来四
五年余り前には︑台風十二

た訳でありますが︑今から

昨年は大きな災害もなかっ

在取り組んでいるところで

ンター﹂を建設すべく︑現

の拠点施設となる﹁防災セ

に備えた防災・減災のため

幸い当町におきましては︑ 大地震﹂や︑豪雨災害など

いと考えております︒

着実に取り組んでまいりた

予算の中ではありますが︑

の推進に向けて︑限られた

策︑教育の振興や文化活動

申し上げまして︑年頭のご

なりますよう心よりお祈り

て幸せ多い平成二十九年と

もご健勝で︑ご家族そろっ

町民の皆様方には︑本年

うございます︒

新年明けましておめでと

えになられたことと存じま

り決意を新たにしていると
号の豪雨により︑日高川流
ございますが︑引き続き町

す︒

ころでございます︒
域において大変な被害を受
民の皆様が︑安全で安心し

国策として﹁地方創生﹂と

平成二十八年

おもな出来事
丹生神社初詣初笑い
︵ 日まで︶
消防出初式
成人式
町駅伝大会
第 回農業祭
婚活交流イベント 春よ恋
日高川町
県市町村対抗ジュニア駅伝競
走大会
日高川交流センターまつり
日高川町スポーツ賞・スポーツ
奨励賞 表彰式
桜・舞・道成寺
美 山 産 品 販 売 所﹁ 道のほっと
ステーションみやまの里﹂開所
熊本地震

月日

in

月日

ホタル観賞の夕べ
︵玄子︶

おもな出来事

日高川町のおもな出来事

挨拶といたします︒

さて︑昨年も悲喜こもご
けました︒又︑一昨年前の

り申し上げ︑新年のご挨拶

又︑近年におきましては︑

も︑様々な出来事がありま

ず︑少しでも組合経営が好

予定していた防災セン

説明を受けながら実施した

日高川町議会議長

察を行いました︒議会とし
ターもいよいよ建設に入り︑

転することを祈っておりま

てはこれらの視察を最大限
町の防災拠点が使い勝手の

ところであります︒また県

田 安

に活かし︑これからの町政
良い施設となり︑無事完成

廣

龍

に反映されるべく町に対し

することを望むものであり

す︒

て提言していく所存であり
ます︒

外視察においても同等の視

ます︒

が︑いつどの時期で解散さ

国政においては︑衆議院

まで同様の町民の皆様方の

れるか分からない状況が今

私たちの議会活動にこれ

うございます︒町議会を代
ご理解とご指導︑ご鞭撻を

年も続くと思われます︒

新年明けましておめでと
表いたしまして︑新年のご
賜りますよう︑よろしくお

わが町においては五月に

挨拶を申し上げます︒
願い申し上げる次第であり

しでも長所を活かし︑合併

といたします︒

ふじまつり
︵ 月 日まで︶

寒川ワンダフルナイト
参議院議員通常選挙執行
日高川町夏まつり
敬老会
日 高 川 町 校による小 学 校
合同運動会
日高川町マラソン大会

9

町民の皆様におかれまし

ととなっていますが︑私た

は町長選挙が執行されるこ

昨年十一月一日︑町内に

ち議会といたしましても重

ます︒

を清々しくお迎えになられ

ある三森林組合と印南町の

ては︑平成二十九年の新春
たことと︑心よりお慶び申

せん︒いずれにしても明る

視していかなければなりま

県下で二番目となる︑﹁紀

く健全な町政を望むもので

森林組合が合併し︑面積は

平素は議会に対しまして

中森林組合﹂としてスター

し上げます︒
ご理解とご協力を賜り︑誠

あります︒
結びに︑皆様の益々のご

トしました︒全国的にも林
業を取り巻く状況が厳しく︑

にありがとうございます︒
昨年はこれといった大き
が経過したと思っています︒

して良かったと言える日が

健勝とご多幸を心よりお祈

町議会といたしましては

一日も早く訪れることを希

道成寺会式

日高川町学びの日
紀中森林組合設立
中津文化芸能祭
川辺文化祭
︵ 日まで︶
日高川町文化表彰式

6

1

日 高 川ふれあいまつり・美 山
文化協会文化展
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低迷が続いていますが︑少

二つの委員会において所管

望するところでございます︒

5

な災害もなく大過なく一年

する町内視察を行いました︒

町議会といたしましても町
と一体となり協力を惜しま

町内で現在進行中である工
事現場等々を担当課と共に︑
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