第２次愛南町総合計画
後期基本計画

ともにあゆみ育て創造するまち
～第２章～

町の花

アケボノツツジ

町の木

ウバメガシ

ツツジとしては非常に大型で高さ５ｍ、幹の直径が 30ｃｍに

強い萌芽力を持つ海岸性の常緑樹で、愛南町全域に群生し、備

も及びます。
標高 1,000ｍ以上の山地の崖地に自生し、鮮やか

長炭の原料としても重用される木です。急斜面で保水力が低く

で美しい桃色の花を咲かせます。
豊かな自然の象徴であり、ア

大変厳しい場所でも自生し、ひたすら強い潮風にも耐え根を張

ケボノという語句からも
「愛南町の躍進」
をイメージできます。

る姿は、
「愛南町の力強さ」
をイメージできます。

町

章

愛南町の愛（ａｉ）の文字を組み合わせて図案化したものです。
宇和海の波と新生・愛南町の未来に飛躍するエネルギーを表し、
主役である町民の活力と和（輪）の広がりを表現しています。

町の魚

カツオ

町の鳥

メジロ

春から夏にかけて黒潮に乗って北上し、秋から冬になると南下す

体は全体的に黄緑色をしており、その名のとおり、目のまわ

る回遊魚です。県下唯一のカツオの水揚げ基地である深浦港は

りが白く縁取られています。愛南町全域に生息し、木の花の

全国的にも有名で、美しく勇壮な姿と活きにこだわるおいしさ

蜜が大好きで、よく私たちの目の前にも現れ、そのさえずり

は、
「愛南町の活力」
をイメージできます。

と姿は愛らしく、
「愛南町の優しさ」をイメージできます。

第２次愛南町総合計画後期基本計画の策定に寄せて

本町は、平成 26（2014）年３月に第２次愛南町総合計画を
策定し、町の将来像を「ともにあゆみ育て創造するまち～第２
章～」と掲げ、総合的かつ計画的な町政運営を進めてまいりま
した。
この間、「人口減少・超高齢化」という構造的課題への取り
組みとして、国は、平成 26（2014）年 11 月に「まち・ひと・
しごと創生法」を公布・施行し、これを受け、本町においても平成 28（2016）年３月に「愛
南町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少の抑制・人口減少社会への
対策を進めているところです。
このような中、第２次愛南町総合計画で掲げる基本構想を踏襲し、前期基本計画との
継続性と整合性、さらには社会情勢の変化と複雑多様化する行政需要や新たな行政課題
への的確な対応を念頭に置き、平成 33（2021）年度を目標年度とする後期基本計画を策
定いたしました。
町の最高規範である愛南町自治基本条例に謳われる本計画により、町民、事業者及び
行政が力を合わせて着実に歩みを進め、持続可能な地域社会の実現を目指してまいりま
すので、町民の皆様をはじめ、関係各位のより一層のご理解とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

平成 30 年３月
愛南町長 清

水

雅
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