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Sakaso

「ともにさかそう 笑顔とお互いさまのまち 阪南」～ 自分を取り巻く人や自然などの環境と繋がり、互いに慈しみ、思いやり、感謝し、
自らができる役割を担いながら【お互いさま】、市民や各種団体、事業者、市役所が協働して【ともに】、市内に花を咲き誇らせ、緑を
大切にして自然を守る【花を咲かせる】、産業や地域資源を活かしてまちを発展させる【まちを栄かせる】、人（人財）を大切にする
【人を咲かせる】ことにより、市民みんなから笑顔がこぼれる【笑顔を咲かせる】まちにしていこう ～ 「さかそう通信」お届けします。
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早 いも ので私 が去 年の 十月 に補 欠選挙 で

いう面積、山と海に恵まれた環境、地

阪南市の理想を考えると、３６㎢と

動できるのが自治会です。近い将来必

一の時は瞬発力と機動力をもって活

地域の安全・安心を最も身近に、万
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域性、歴史、現況、交通など総合的に
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しています。今回の 「さかそう通信」は

判断すると阪南市人口７万人という
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防災と減災の為、自治会が不可欠です。

数字が浮かび上がります。
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現在、阪南市には六十一の自治会が

の 阪南 市に対 する 思い 、こ れか ら取り 組
むべき方向、姿勢についてお話しします。

成１５年には一度６万人に達してい

（２） 全市民の自治会・自主防災会加入

（１） 阪南市人口７万人を目指す。
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現状です。平成２４年の市の総合計画
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ました。その平成１５年を基準にして、 あり、平成２４年度で加入率は６６％。

（３） 地域で取り組む教育強化。

桜ヶ丘の空き家・空き地対策に力を入

設定されています。

【私の７つの思い】

（４） 産業の活性化。

れ４千人、阪南市５つの駅近郊に３千

を目指す。

（５） 阪南市の魅力を伸ばす。
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人口７万人を目指します。
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ポジティブ （前向き）な政治。
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ら った もので 、今 も変 わら ず心 の大き な

るような環境づくりに取り組まなけ
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以上 の７つ です 。後 ろの ２項 目は、 私
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いただきます。
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ネット」が組織されています。（
「さかそ

「地域教育協議会」いわゆる 「すこやか

です。現在、阪南市では各中学校単位で、

３ 番目 、地 域で 取り 組む教 育に つい て

阪南市の潜在能力はこんなもんじゃ

いけません。商工業、漁業、農業など

大事です。尾崎駅周辺も今のままでは

思えば、産業が活性化することが一番

まちが元気を、活気を取り戻そうと

取り組むという事が大切です。

きちんと声に出して、意識をもって日頃

つ で 、 内 容 は 当 た り 前 な事 な の で す が 、
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う 通信 第４号 」に 詳細 を書 かせ ていた だ

ない筈です。もっと行政としても、力

産業の活性化

いております）

を入れ、産業観光も含めて活性化して

楽しい生き甲斐のある毎日を。

まとめとして

以上、今回は私の政治に対する思い

し上げさせていただいております。「阪

議会でも、ことある度に声を大にして申

いて、阪南市の未来について皆様と一

様の声を行政に届けること。行政につ

議員として出来ることとは、市民の皆

を述べさせていただきました。市議会

南市の魅力」についてです。

私のこの 「さかそう通信」やブログ、

子ども達に明るい未来を、お年寄りに

◆鳥取中学校 校区

いかなくてはなりません。

◆貝掛中学校 校区
・・・街角ふれあい協議会
ＯＺＡＫＩ （ウェーブ

◆尾崎中学校 校区
・ ・・ ＷＡＶ Ｅ
オザキ）協議会
◆鳥取東中学校 校区

観光、国際交流、地域交流、ボランティ

後どうなるのかを確かな情報として

て阪南市は今どうなっているのか、今

緒に考え、提案、実行すること。そし

◆飯の峯中学校 校区

アなどなど、たくさんある魅力をみんな

文化、スポーツ、伝統、歴史、芸術 、

・・・りんくる桃の木台
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て、ありが とうござ いました。

最 後 ま でお 付 き 合 い いた だ き ま し

組んで参ります。

これからも誠実に精いっぱい取り

皆様の元へお伝えすること。

以 上、 ５つの 協議 会が あり 、そ れぞれ 地
域 の特 色を生 かし た活 動に 取り 組んで く
れています。この 「中学校区」という単
位 、実 はもっ と可 能性 を秘 めて いるの で
す 。と いうの も地 域の 特性 を理 解し、 子
ろ ん、 市民活 動全 ての 要と して 最も適 し

す。皆さんと一緒に阪南市の未来につ

この三つが、私の政治信条でありま

しくお 願 いします。

市議 会議 員 上 甲 誠を今後 とも よ ろ

ブ ログ ・上 甲誠後援会も含め て、阪南

これ からも 一生懸命頑張ります。
た 規模 なので す。 まず は地 域で 子ども 達

いて、日本の未来について考え、取り

ポジティブ（
前向き）

を 育て る、こ の意 識を 高め る取 り組み を

組んで参りたいと思います。

阪南市議会議員 上 甲 誠

始めなければなりません。

ど も達 の性質 も理 解し 、教 育、 躾はも ち

クリーン（
清 潔）

で伸ばしていきましょう。

・・・さわやか鳥東ネット

魅力を伸ばす

・・・はーとりネットワーク

地域と教育
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いたします！
右記までお問い合わせ
お願いします。
阪南市のお得情報、イベント、
こんなこと知りたかった、満載！！

市政相談・お問い合わせ
お気軽に 上甲誠市政相談所へ
ご希望の方には

