
発行にあたって

　本町の行政の推進につきましては、平素から格別のご理
解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、本町では、「第2次香美町総合計画」におきまして、
まちの将来像を「こどもたちに夢と未来をつなぐまち～美
しい山・川・海　人が躍動する　交流と共生のまちをめざ
して～」と定め、実現に向け、町長就任以来、①産業・観光の
振興、②町内の活性化、③新分野への取組み、④医療・福祉
の充実、⑤防災の強化、⑥交通の確保、⑦教育の充実の７つ
の重点施策を掲げ、町民の皆様との協働により、全力で取
り組んでおります。　
　このたび、町民の皆様の暮らしに役立つよう、本町と株
式会社サイネックスとの官民協働事業として「香美町　暮
らしの便利帳」を共同発行し、各世帯に配布させていただ
きました。
　この便利帳には、毎日の生活に欠かすことのできない行
政情報だけでなく、イベントや特産品などの地域再発見の
ための地域情報、医療機関マップ・リストなどの生活情報
を掲載しております。
　発行にあたり、発行費用は、地域の事業者の皆様の広告
掲載費用により賄っております。趣旨にご賛同いただき、
広告掲載にご協力いただきました事業者の皆様、多くの関
係者の皆様に深く感謝申し上げます。
　本年5月に新元号「令和」がスタートし、新しい時代が幕
を開けました。これからも、まちの将来像の実現のため、引
き続き、町民の皆様との協働により、各施策の着実なる実
践を図ってまいりますので、より一層のご理解、ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

香美町長　浜上  勇人

にあたって
　香美町の「カ」「ミ」を図案化
し、自然豊かな山々と町内を南
北に流れる矢田川が日本海へ注
ぎ込む風景をデザインしていま
す。下部の穏やかに曲がった3本
の線で住民がいきいきと躍動
し、交流・共生する姿をイメージ
しています。

（平成17年7月5日制定）

　香美町は、ソメイヨシノを
はじめ、兵庫県に自生するサク
ラ（ヤマザクラ、カスミザクラ、
キンキマメザクラ、エドヒガン、
オオヤマザクラ）のすべてが存在
する県内でも大変珍しいまちです。また、矢田川桜つつ
み街道事業など、随所でサクラの植樹が行われ、町民に
も馴染みが深い花です。

（平成18年10月1日制定）

　岡見公園から相谷にかけての
海岸沿いに多く自生していま
す。７月頃、夕暮れ時に可憐な花
が一斉に咲き始めることから、

「日本の夕陽百選」に選ばれた香住
海岸を有する香美町の代表的な花
です。また、今子浦公園を中心に、

町民運動の一環で多くのユウスゲが植栽され、町民から
も広く親しまれています。

　標高500ｍ以上の町内全
域の山地に自生しています。豊
かな自然を創り出す中心的な樹
種で、水源かん養林として治山・
治水などで重要な役目を果たし、
「山・川・海」の連携の象徴的な樹種です。

（平成18年10月1日制定）

　海岸沿いに多く自生し、5月下
旬には黄白色の花が山一面をお
おいつくします。魚つき保安林と
して水産資源の保護といった重
要な役目を果たしており、町の基
幹産業でもある水産業とも深く結
びついています。
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