
串本町は紀伊山地を背に潮岬が雄大な太平洋に突き出た本州最南端の町です。吉野熊野国立

公園などに指定される美しい自然景観や新鮮な魚介類など、豊かな地域資源を活かした町づくり

を進めておりますが、現在、「すさみ串本道路」の整備、国内初の民間ロケット射場の建設など

数多くの施設整備が進んでおり、町を取り巻く環境が大きく変化しようとしています。

　この「串本町暮らしの便利帳」は、町の行政サービスや各種手続き、公共施設の利用案内など

暮らしに役立つ様々な情報を町民の皆様にお伝えするために発刊しているもので、特産品や観光

情報など町の魅力についても数多く紹介しております。

　本町での生活を便利で快適にお過ごしいただくために、ぜひご家庭などでお手元に置いてご活

用いただくとともに、本誌が皆様の当地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。

結びに、今回の発刊にあたりご協力いただきました多くの団体・事業所の皆様に心から御礼申し

上げます。

串本町長からの

ごあいさつ
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町の鳥
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串本町長 田嶋 勝正
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