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ごあいさつ

　本町は、平成１６年度に松伏町第４次総合振興計画を策定し、ここに定める松伏町の将来
像「笑顔と夢が花咲く、緑あふれるみんなのまち！」を実現するため、この５年間の施策を
展開してまいりました。
　しかし、情報通信ネットワークが広がるにつれて経済情勢などは世界規模となり、昨日の
小が今日の大に、明日の一がさらには万を超えるような、社会は急激な変化を繰り返してお
ります。これは、私たちの町も例外ではなく、全国の自治体それぞれが、今という時代をしっ
かりと見据え、未来へと進むべき道を明らかにしなければなりません。
　このような時代背景のもとで、地方自治体への分権が進み、市町村の自主性を主眼とした
役割が大きく見直されておりますが、なによりも、住民の皆様の生活に最も近いところで行
政サービスの構築を担えることへの喜びと責任を強く感じているところです。
　最近では、松伏町の豊かな自然環境が育んだ多くの才能が、各界へと飛び立って、めざま
しいご活躍をされていると聞いております。このように、新たな才能や個性が十分に発揮さ
れるような土壌を整えていくことも行政の使命であると考えております。
　平成２１年度から平成２５年度までの計画を策定するにあたりましては、本町の行政運営
をより多くの方にご理解いただくため、運営方針や目標値を明確に設定しております。また、
本計画の構成にあたりましても、どなたにもわかりやすく読んでいただくための工夫を凝ら
したものとなっております。
　今後は、近隣の自治体との協力体制によるスケールメリットの活用や、無駄のない行政改
革の徹底など、効率的な経営感覚が求められるようになります。そのうえで、町民の皆様の
多種多様な意向を十分にふまえたサービスの創造に全力を尽くしてまいりたいと考えており
ます。
　本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました町民の皆様、また多大な
るご尽力をいただきました審議会委員の皆様、さらには関係各位に心からの感謝とお礼を申
し上げます。

　平成２１年２月
松伏町長　　　田　重　雄
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