
　串本町では、少子高齢化や行政ニーズの多様化など

町を取り巻く情勢が大きく変化している中、町民の皆様

が安心して暮らせるよう、協働のまちづくりを進めると

ともに、魅力と活力に満ちたまちの実現を目指して様々

な取組を行っています。

　この｢串本町暮らしの便利帳｣は、こうした取組を町

民の皆様に知っていただくとともに、役場の窓口や必要

な手続きなどを広くお知らせするために発刊しました。

　また、この冊子では、串本町の様々な魅力についても

紹介していますので、改めて知っていただくことにより、

郷土に対する愛着や誇りを高めていただくきっかけに

なることを願っております。

　町民の皆様には、ご家庭などの身近な所に保管して

いただき、暮らしに役立つ一冊として活用していただけ

れば幸いです。

　今回の発刊にあたり、ご協力いただきました多くの団

体･事業所の皆様には、心から厚く御礼申し上げます。

串本町長

田嶋　勝正
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