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　本町は、江戸時代後期から180余年続く毛筆製造の技術を礎に「筆の

都」として栄えてまいりました。この毛筆製造は、時代の流れとともに大

きく変化をいたしましたが、その技術・技法は、画筆・化粧筆の製作に生

かされ、毛筆とともに国内一の生産量を誇っております。

　また、県内で最も長い歴史を持つ「まち」として、大正７年の町制施行

から100年以上もの時を刻んでいます。 

　本町では、平成23年３月に第５次熊野町総合計画を策定し、目指す将

来像「ひと まち 育む 筆の都 熊野」の実現に向け、「こころもからだも健やかな『ひと』を育む熊野」及び「暮

らしやすく、元気な『まち』を育む熊野」を基本目標としてまちづくりを推進してまいりましたが、少子高齢

化や人口減少の急速な進行による地域経済の縮小、高度情報化社会の進展など本町を取り巻く環境は大

きく変化しております。さらに平成30年７月豪雨による災害の経験や、新型コロナウイルス感染症の町民

の日常生活への影響などによって、自然災害や未知の感染症などの様々なリスクに対する町民意識は高

まっております。

　このため、今後10年間の指針となる第６次熊野町総合計画を策定し、令和３年度からの新たなまちづく

りの方向と将来の目標を町全体で共有するとともに、持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。 

　また、人口減少対策や地方創生に取り組むため、第２期熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略を、総合

計画の「重点戦略」として位置付け一体的に策定することで、「まち」「ひと」「しごと」の好循環の実現に向け

て必要な施策を推進してまいります。 

　まちの将来像は長期的な視点で考える必要があることから、新たな総合計画においても第５次総合計画

の将来像を継承し、「ひと まち 育む 筆の都 熊野」に定めました。加えて「なんかいい ちょうどいい そう想え

るまちを目指して」を新たな視点とし、町民の皆様との共生による信頼と連携を基本に持続的なまちづくり

を進めることで、「なんかいいことが多いまち」、「私たちの暮らしにちょうどいいまち」の実現を目指してま

いります。 

　また、各基本施策と持続可能な開発目標「ＳＤＧs」との関連を明確にして施策に取り組むことで、本町も

国際社会の一員として「ＳＤＧs」の推進に努めるとともに、大規模自然災害等から「生命と暮らし」を守るた

め、「強靱なまちづくり」への取り組みを計画的に実施してまいります。 

　さらに、筆文化や産業など本町独自の地域資源を最大限に生かし発展させることで、町の活性化を図る

など、熊野の「まち」への愛着や誇りを持つことができる満足度の高い魅力的な「まち」づくりに取り組んで

まいります。 

　結びに、この計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの町民の皆様、また、長

期間にわたり慎重なご審議を賜りました熊野町総合計画審議会、町議会の皆様に対しまして心から感謝申

し上げます。 

令和３年３月  

ひと まち 育む 筆の都 熊野 
はぐく

～  なんかいい  ちょうどいい   そう想えるまちを目指して  ～

熊野町長
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