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若フェス 10.9 SUN

in 縄文ロマンパーク

実行委員　吉田 延昭さん （横渡）
「若フェス」は、2019年より田辺実行委員長と阪野真人さん（気山）と一緒に
立ち上げ「地元を盛り上げたい！」との思いで取り組んできました。今年も多く
の方に支えられながら「少しは皆さんに喜んでもらえたかな？元気づけられたか
な？」と思っています。

また今年はわかさ東商工会青年部のメンバーも実行委員会に入り、五湖レンジャーを中心に若フェ
ス全体にも関わってもらい、遊び心やワクワク感満載の運営を心がけました。
次々出て来る意見を肯定しながら積み上げていく会議は、スリ

リングでもあり楽しかったです。当日は雨が降る中での開催とな
りましたが、子どもたちの笑顔や楽しかったとの声を聞くにつけ、
このパワーは十分伝わったのではないかと自負しています。この
盛り上がりが今後も続くよう、反省もふまえ来年の開催に向け早
めにスタートしていきたいと思います、ありがとうございました。

わかさ東商工会青年部  若手後継者育成委員会委員長　
上野 貴浩さん （鳥浜）

若フェスに誘われ一番に思ったのは、コロナ禍の中で発表の場を無くしてい
た五湖レンジャーのことでした。子どもたちに笑顔を届けたいという田辺実行委
員長の思いに私たちにできることはこれしかないと思いました。

8月末から取りかかり、9月中旬くらいからは毎日夜遅くまで商
工会館で練習しました。4年振りということで、衣装や道具の手
配からほとんどイチからの立ち上げで大変苦労しました。しか
し、メンバーは最後まで真剣に取り組んでくれました。
迎えた当日は、雨の中にもかかわらず子どもたちを中心にた

くさんの人に来ていただき「楽しかった！」「カッコよかった！」「ク
オリティの高いパフォーマンスだった！」とか「あれから我が家

の3歳の息子は家の中で
五湖レンジャーの話で持
ちきりです！」などの反響
を聞かせてもらい、私たち
メンバーも苦労が吹き飛ぶ思いがしています。今後も続けていけ
るよう、みんなで考えていきたいと思っています。

4年振りの五湖レンジャーショー

岡本 清次さん（脇袋）

若フェス会議に参加させていただき、
地元の有志が熱い思いを共有し運営
されていること に心打たれ共鳴し、リ

レーマラソン担当として参加させていただきました。
マラソンイベントが若フェスと同時開催ということで限られた
フィールド内で、若フェスを楽しみに集まる方に迷惑をかけないよう、安全かつスムーズに運営する点で
工夫を重ねました。参加していただいた皆様には、楽しい時間と、参加して満足していただけるよう、お
菓子まきや、参加賞などのおもてなしも考えさせていただきました。あいにく天候はスタート直後から雨が
降り続けましたが、参加された全員が時間いっぱい楽しんでいただけたかと思います。
私は大阪から４年前に若狭町に移住して、その後、苦労が続きましたが、この様な形で若フェスに携わ

り、イベントが開催できたことに大変、喜びを感じております。
今後はリレーのバトンが次の走者につながっていくように、定期的
に縄文ロマンパークや、嶺南地域の様々な場所で、その地域の中に
とけこみ、イベントに参加する人たちの顔が見渡せる範囲で、持続可
能なイベント活動を行いたいと考えています。
その目的は、同じ場所に集まり活動することによって、必然と生ま
れる親しみや、その場所に愛情を抱くことが重要だと思うからです。
イベントを通じて、人と人とが交流を深め、新しい事にチャレンジを
続けながら、次世代にバトンを繋げ、今後発展していく若狭町の小さ
な一つの歯車として活動していきたいです。

縄文まつり、若祭と続いていた町主催の秋まつりが2018年
に終了し、その後コロナ禍により若狭町全体が元気がなくなっ
ている中、2019年より田辺寛之さん（鳥浜）が中心となり実行
委員会を立ち上げて「住民に喜んでもらおう！笑顔になってもら
おう！」と毎年続けています。
今年は恒例となった音楽とレーザー光線とがコラボした打ち
上げ花火や、4年振りの五湖レンジャーショー、また初企画のリ
レーマラソンなど盛りだくさんで開催されました。あいにくの雨
にもかかわらず、会場は多くの人で最後まで賑わっていました。

会議風景

練習風景

三方地域  初のリレーマラソン

2 広報わかさ　2022年 12月号



若フェス 10.9 SUN

in 縄文ロマンパーク

実行委員　吉田 延昭さん （横渡）
「若フェス」は、2019年より田辺実行委員長と阪野真人さん（気山）と一緒に
立ち上げ「地元を盛り上げたい！」との思いで取り組んできました。今年も多く
の方に支えられながら「少しは皆さんに喜んでもらえたかな？元気づけられたか
な？」と思っています。

また今年はわかさ東商工会青年部のメンバーも実行委員会に入り、五湖レンジャーを中心に若フェ
ス全体にも関わってもらい、遊び心やワクワク感満載の運営を心がけました。
次々出て来る意見を肯定しながら積み上げていく会議は、スリ

リングでもあり楽しかったです。当日は雨が降る中での開催とな
りましたが、子どもたちの笑顔や楽しかったとの声を聞くにつけ、
このパワーは十分伝わったのではないかと自負しています。この
盛り上がりが今後も続くよう、反省もふまえ来年の開催に向け早
めにスタートしていきたいと思います、ありがとうございました。

わかさ東商工会青年部  若手後継者育成委員会委員長　
上野 貴浩さん （鳥浜）

若フェスに誘われ一番に思ったのは、コロナ禍の中で発表の場を無くしてい
た五湖レンジャーのことでした。子どもたちに笑顔を届けたいという田辺実行委
員長の思いに私たちにできることはこれしかないと思いました。

8月末から取りかかり、9月中旬くらいからは毎日夜遅くまで商
工会館で練習しました。4年振りということで、衣装や道具の手
配からほとんどイチからの立ち上げで大変苦労しました。しか
し、メンバーは最後まで真剣に取り組んでくれました。
迎えた当日は、雨の中にもかかわらず子どもたちを中心にた

くさんの人に来ていただき「楽しかった！」「カッコよかった！」「ク
オリティの高いパフォーマンスだった！」とか「あれから我が家

の3歳の息子は家の中で
五湖レンジャーの話で持
ちきりです！」などの反響
を聞かせてもらい、私たち
メンバーも苦労が吹き飛ぶ思いがしています。今後も続けていけ
るよう、みんなで考えていきたいと思っています。

4年振りの五湖レンジャーショー

岡本 清次さん（脇袋）

若フェス会議に参加させていただき、
地元の有志が熱い思いを共有し運営
されていること に心打たれ共鳴し、リ

レーマラソン担当として参加させていただきました。
マラソンイベントが若フェスと同時開催ということで限られた
フィールド内で、若フェスを楽しみに集まる方に迷惑をかけないよう、安全かつスムーズに運営する点で
工夫を重ねました。参加していただいた皆様には、楽しい時間と、参加して満足していただけるよう、お
菓子まきや、参加賞などのおもてなしも考えさせていただきました。あいにく天候はスタート直後から雨が
降り続けましたが、参加された全員が時間いっぱい楽しんでいただけたかと思います。
私は大阪から４年前に若狭町に移住して、その後、苦労が続きましたが、この様な形で若フェスに携わ

り、イベントが開催できたことに大変、喜びを感じております。
今後はリレーのバトンが次の走者につながっていくように、定期的
に縄文ロマンパークや、嶺南地域の様々な場所で、その地域の中に
とけこみ、イベントに参加する人たちの顔が見渡せる範囲で、持続可
能なイベント活動を行いたいと考えています。
その目的は、同じ場所に集まり活動することによって、必然と生ま
れる親しみや、その場所に愛情を抱くことが重要だと思うからです。
イベントを通じて、人と人とが交流を深め、新しい事にチャレンジを
続けながら、次世代にバトンを繋げ、今後発展していく若狭町の小さ
な一つの歯車として活動していきたいです。

縄文まつり、若祭と続いていた町主催の秋まつりが2018年
に終了し、その後コロナ禍により若狭町全体が元気がなくなっ
ている中、2019年より田辺寛之さん（鳥浜）が中心となり実行
委員会を立ち上げて「住民に喜んでもらおう！笑顔になってもら
おう！」と毎年続けています。
今年は恒例となった音楽とレーザー光線とがコラボした打ち
上げ花火や、4年振りの五湖レンジャーショー、また初企画のリ
レーマラソンなど盛りだくさんで開催されました。あいにくの雨
にもかかわらず、会場は多くの人で最後まで賑わっていました。

会議風景

練習風景

三方地域  初のリレーマラソン

3広報わかさ　2022年 12月号



掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。

情報局

海に抜ける北川水系には、脇袋、天徳寺、日笠を
中心に大きな前方後円墳や円墳が所在します。
この北側に鳥羽谷があり、谷の両側にも古墳が
存在します。下タ中、山内の丘陵上には南方に
開口する石室を有する円墳の大谷古墳と、長
江、大鳥羽の丘陵に位置するこの谷唯一の前方
後円墳である全長約６３ｍの城山古墳が所在し
ます。三生野集落の水田からは、朝鮮半島の新
羅からもたらされたと考えられる須恵器も発見
されています。海士坂の峠を越えれば若狭の
海。城山古墳を筆頭にして、北川水系とともに鳥
羽谷も大切な古墳の宝庫なのです。

■乗っているだけで全身の筋肉と脂肪のバラン
スを測定。さらに、左右のバランスや部位別測
定も判定！測定後はミズノトレーナーがお客様
に丁寧に説明いたします。またお客様の目的に
あった運動プログラム作成に向けてご相談も
受け付けております。ぜひご参加ください!

就職を軸に、当事者がたどった波乱万丈の道の
りをマンガ化。さらに、発達障害の就労支援で
は草分けともいえる石井京子さんが、詳しい情
報と分析を寄稿。
「自分に合う仕事はどうやって見つける?」「発
達障害のさまざまな
特性に、どう対処す
る?」
そんな疑問がみるみ
る氷解する、実体験を
つづったコミックエッ
セイです。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

図書館からのオススメ本
『発達障害で問題児 
　　 でも働けるのは理由がある！ 』
かなしろにゃんこ。／著

にじいろのおはなし会

12月24日（土）開催日／
時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

パレア若狭ボランティア
スタッフ（パボス）募集
■パレア若狭で開催される催物の準備・運
営などのお手伝いをしていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。中学生以
上ならどなたでも結構です。楽しく元気な
パレアをみんなで創りましょう!

活動内容／
音楽ホール（来場者の接客など）
ギャラリー（展示物の設置など）
図書館（読み聞かせや本の整理など）
※パボス登録票にご記入の上、パレア文
化課窓口にご提出ください。

フィットネス パレア若狭

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■図書館リブラ館
こどもひろばにて、
毎月第４土曜日14
時に紙芝居をしま
す。参加無料で、
赤ちゃんから参加
できます。

12月15日（木）~21日（水）
開催日／

歴史文化課（縄文博物館内）　Tel:0770-45-2270

12月3日（土）~18日（日）
開催日／

時間／ 9:00～ 20:00
会場／パレア若狭ギャラリー

創楽堂　Tel:0770-52-1313

12月25日（日）開催日／
開演／ 10：00　開場／ 9：30
場所／パレア若狭 音楽ホール
料金／入場無料

■中学生以下のピアノを学ぶ方々を対象に、
学習と研鑽、ピアニスト育成の場としてコン
クールを開催します。

ヤマハジュニア
ピアノコンクール

パレア若狭内の趣味の部屋を、３人以上の
サークル・団体で、利用される場合、団体登
録すれば、年間３０,０００円で週２回を限度に
１年間利用できます。音楽スタジオをカラオ
ケ利用しない場合（楽器の練習等）年間１８,
０００円で利用できます。合唱やカラオケ、
陶芸など定期的に使用する場合はたいへん
お得です。仲間と楽しく充実した時間を過
ごしましょう!
「音楽スタジオ」「創作スタジオ」「リハーサル室」

年間使用登録団体募集中!
…受付〆切１２月２3日（金）

利用期間／
令和5年４月1日（土）～令和6年３月３１日（日）
※希望日時が重複する場合は、
　代表者による全体打合せ会で調整します。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

想い出のレコード鑑賞会
■レコードはあるけどプレイヤーがない!たまに
は誰かとレコードの良さを実感したい!
いろいろな方に聞いてほしい！そんな皆さん、レ
コードを持ち寄り、楽しく鑑賞しましょう。
もちろん鑑賞のみもオーケイ、レコードは持っ
ていないけど昔懐かしいレコードの音を楽しみ
たいという方も大歓迎です。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 9：00～16：00
　　　※ご都合のよい時間にお越しください。
場所／パレア若狭 研修室
参加無料・事前申し込み不要
●レコード展示あり
旧上中町時代の有線放送使用レコード
約6００枚を展示します。
展示の中から好きなレコードを聴くことがで
きます。

主催／若狭町わくわーく文化振興協会
共催／若狭町パレア文化課

12月3日（土）開催日／

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.26

城山古墳（町指定史跡）

伝統文化保存協会
写真パネル展示
■若狭町伝統文化保存協会では、指定文化財
を紹介する写真展示を開催いたします。
コロナ禍で伝統文化の継承が危ぶまれる中、
是非この機会に国、県、町の文化財について知
る良い機会となりましたら幸いです。

フィットネス パレア若狭　Tel:0770-62-2507

会員様無料／ビジター様
　　　　　　一般900円・シニア700円

【測定項目】
・体脂肪率　・筋肉量　・腹部肥満分析
・体水分量　・骨量

1週間限定で登場！
高性能体組成計ボカX1
イベント実施！

音楽ホール

音楽ホール

新春寄席　春風亭一之輔

優秀映画鑑賞推進事業  パレア若狭 映画の日

君も出世ができるエノケンの頑張り戦術

大当り三色娘ニッポン無責任時代

■人気・実力ともに最高の若手が共演する豪華な落語会です。聞きごたえ、見ごたえ十分の生の落語をお楽しみください!

時間／開場１３：３０　　開演１４：００
チケット販売／一般３,０００円　学生１,０００円（高校生以下）
 全席指定・未就学児入場不可
出演者／春風亭一之輔、林家つる子、林家あずみ、春風亭寛いち

令和5年1月22日（日）開催日／

■軽やかなリズムと華やかな色彩
にのせて、歌と笑いと夢にあふれ
た昭和の音楽・歌謡映画の決定版
を4本上映します。

主催／
若狭町・国立映画アーカイブ
料金／
１作品５００円（１日券は２作品８００円）
チケット 発売日／
１１月２６日（土）９：００～

10：30～　
エノケンの頑張り戦術
（1939年・中川信夫・東宝・74分）
出演／榎本健一ほか
13：00～　
君も出世ができる
（1964年・須川栄三・東宝・100分）
出演／フランキー堺ほか

令和5年2月17日（金）
開催日／

10：30～　
ニッポン無責任時代
（1962年・古澤憲吾・東宝・86分）
出演／植木等ほか
13：00～　
大当り三色娘
（1957年・杉江敏男・東宝・94分）
出演／美空ひばりほか

令和5年2月18日（土）
開催日／

※作品の詳細はパレア若狭ホーム
ページをご覧ください。

春風亭一之輔

林家あずみ林家つる子

チケット
好評発売中
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受け付けております。ぜひご参加ください!

就職を軸に、当事者がたどった波乱万丈の道の
りをマンガ化。さらに、発達障害の就労支援で
は草分けともいえる石井京子さんが、詳しい情
報と分析を寄稿。
「自分に合う仕事はどうやって見つける?」「発
達障害のさまざまな
特性に、どう対処す
る?」
そんな疑問がみるみ
る氷解する、実体験を
つづったコミックエッ
セイです。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

図書館からのオススメ本
『発達障害で問題児 
　　 でも働けるのは理由がある！ 』
かなしろにゃんこ。／著

にじいろのおはなし会

12月24日（土）開催日／
時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

パレア若狭ボランティア
スタッフ（パボス）募集
■パレア若狭で開催される催物の準備・運
営などのお手伝いをしていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。中学生以
上ならどなたでも結構です。楽しく元気な
パレアをみんなで創りましょう!

活動内容／
音楽ホール（来場者の接客など）
ギャラリー（展示物の設置など）
図書館（読み聞かせや本の整理など）
※パボス登録票にご記入の上、パレア文
化課窓口にご提出ください。

フィットネス パレア若狭

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■図書館リブラ館
こどもひろばにて、
毎月第４土曜日14
時に紙芝居をしま
す。参加無料で、
赤ちゃんから参加
できます。

12月15日（木）~21日（水）
開催日／

歴史文化課（縄文博物館内）　Tel:0770-45-2270

12月3日（土）~18日（日）
開催日／

時間／ 9:00～ 20:00
会場／パレア若狭ギャラリー

創楽堂　Tel:0770-52-1313

12月25日（日）開催日／
開演／ 10：00　開場／ 9：30
場所／パレア若狭 音楽ホール
料金／入場無料

■中学生以下のピアノを学ぶ方々を対象に、
学習と研鑽、ピアニスト育成の場としてコン
クールを開催します。

ヤマハジュニア
ピアノコンクール

パレア若狭内の趣味の部屋を、３人以上の
サークル・団体で、利用される場合、団体登
録すれば、年間３０,０００円で週２回を限度に
１年間利用できます。音楽スタジオをカラオ
ケ利用しない場合（楽器の練習等）年間１８,
０００円で利用できます。合唱やカラオケ、
陶芸など定期的に使用する場合はたいへん
お得です。仲間と楽しく充実した時間を過
ごしましょう!
「音楽スタジオ」「創作スタジオ」「リハーサル室」

年間使用登録団体募集中!
…受付〆切１２月２3日（金）

利用期間／
令和5年４月1日（土）～令和6年３月３１日（日）
※希望日時が重複する場合は、
　代表者による全体打合せ会で調整します。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

想い出のレコード鑑賞会
■レコードはあるけどプレイヤーがない!たまに
は誰かとレコードの良さを実感したい!
いろいろな方に聞いてほしい！そんな皆さん、レ
コードを持ち寄り、楽しく鑑賞しましょう。
もちろん鑑賞のみもオーケイ、レコードは持っ
ていないけど昔懐かしいレコードの音を楽しみ
たいという方も大歓迎です。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 9：00～16：00
　　　※ご都合のよい時間にお越しください。
場所／パレア若狭 研修室
参加無料・事前申し込み不要
●レコード展示あり
旧上中町時代の有線放送使用レコード
約6００枚を展示します。
展示の中から好きなレコードを聴くことがで
きます。

主催／若狭町わくわーく文化振興協会
共催／若狭町パレア文化課

12月3日（土）開催日／

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.26

城山古墳（町指定史跡）

伝統文化保存協会
写真パネル展示
■若狭町伝統文化保存協会では、指定文化財
を紹介する写真展示を開催いたします。
コロナ禍で伝統文化の継承が危ぶまれる中、
是非この機会に国、県、町の文化財について知
る良い機会となりましたら幸いです。

フィットネス パレア若狭　Tel:0770-62-2507

会員様無料／ビジター様
　　　　　　一般900円・シニア700円

【測定項目】
・体脂肪率　・筋肉量　・腹部肥満分析
・体水分量　・骨量

1週間限定で登場！
高性能体組成計ボカX1
イベント実施！

音楽ホール

音楽ホール

新春寄席　春風亭一之輔

優秀映画鑑賞推進事業  パレア若狭 映画の日

君も出世ができるエノケンの頑張り戦術

大当り三色娘ニッポン無責任時代

■人気・実力ともに最高の若手が共演する豪華な落語会です。聞きごたえ、見ごたえ十分の生の落語をお楽しみください!

時間／開場１３：３０　　開演１４：００
チケット販売／一般３,０００円　学生１,０００円（高校生以下）
 全席指定・未就学児入場不可
出演者／春風亭一之輔、林家つる子、林家あずみ、春風亭寛いち

令和5年1月22日（日）開催日／

■軽やかなリズムと華やかな色彩
にのせて、歌と笑いと夢にあふれ
た昭和の音楽・歌謡映画の決定版
を4本上映します。

主催／
若狭町・国立映画アーカイブ
料金／
１作品５００円（１日券は２作品８００円）
チケット 発売日／
１１月２６日（土）９：００～

10：30～　
エノケンの頑張り戦術
（1939年・中川信夫・東宝・74分）
出演／榎本健一ほか
13：00～　
君も出世ができる
（1964年・須川栄三・東宝・100分）
出演／フランキー堺ほか

令和5年2月17日（金）
開催日／

10：30～　
ニッポン無責任時代
（1962年・古澤憲吾・東宝・86分）
出演／植木等ほか
13：00～　
大当り三色娘
（1957年・杉江敏男・東宝・94分）
出演／美空ひばりほか

令和5年2月18日（土）
開催日／

※作品の詳細はパレア若狭ホーム
ページをご覧ください。

春風亭一之輔

林家あずみ林家つる子

チケット
好評発売中
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■企業会計
水道事業

区　分 予算額 執行額
収
益
的

事業収益 4億415万円 1億4,047万円
事業費用 4億415万円 7,066万円

資
本
的

資本的収入 8億1,682万円 154万円
資本的支出 9億3,824万円 4,661万円

工業用水道事業  
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 2,630万円 420万円
事業費用 3,617万円 290万円

資
本
的

資本的収入 0万円 0万円
資本的支出 90万円 0万円

上中診療所事業
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 4億5,292万円 2億2,456万円
事業費用 5億2,393万円 2億2,265万円

資
本
的

資本的収入 0万円 0万円
資本的支出 3,111万円 1,552万円

歳　入 予算額 収入額 収入率
町　税 18億596万円 10億58万円 55.4％
地方譲与税 1億3,230万円 3,863万円 29.2％
利子割交付金 160万円 33万円 20.6％
配当割交付金 730万円 398万円 54.5％
株式等譲渡所得割交付金 870万円 0万円 0.0％
法人事業税交付金 2,480万円 1,949万円 78.6％
地方消費税交付金 3億1,900万円 1億8,233万円 57.2％
ゴルフ場利用税交付金 1,420万円 591万円 41.6％
環境性能割交付金 1,360万円 403万円 29.6％
地方特例交付金 50万円 1,006万円 100.0％
地方交付税 40億3,639万円 28億3,841万円 70.3％
交通安全対策特別交付金 150万円 56万円 37.3％
分担金及び負担金 5,754万円 2,150万円 37.4％
使用料及び手数料 8,939万円 3,623万円 40.5％
国庫支出金 10億7,841万円 9,161万円 8.5％
県支出金 12億234万円 2億1,493万円 17.9％
財産収入 9,395万円 5,787万円 61.6％
寄付金 4億18万円 3,122万円 7.8％
繰入金 7億815万円 0万円 0.0％
繰越金 9億3,349万円 9億3,349万円 100.0％
諸収入 2億9,195万円 4,812万円 16.5％
町　債 6億1,795万円 0万円 0.0％
合　計 118億3,924万円 55億3,936万円 46.8％

■一般会計� ※予算は 9月補正後の金額です。

歳　出 予算額 支出額 支出率
議会費 9,936万円 4,742万円 47.7％
総務費 27億8,112万円 5億69万円 18.0％
民生費 24億4,010万円 7億7,048万円 31.6％
衛生費 14億4,562万円 6億6,329万円 45.9％
労働費 1,983万円 1,983万円 100.0％
農林水産業費 8億4,983万円 2億3,756万円 28.0％
商工費 5億8,377万円 1億499万円 18.0％
土木費 9億5,125万円 7,987万円 8.4％
消防費 3億9,550万円 2億1,387万円 54.1％
教育費 10億554万円 3億1,804万円 31.6％
公債費 12億6,427万円 6億3,635万円 50.3％
予備費 300万円 0万円 0.0％
合　計 118億3,924万円 35億9,245万円 30.3％

■特別会計
会計名 予算額 収入額 支出額

国民健康保険 17億9,951万円 6億6,734万円 7億125万円
後期高齢者医療 2億4,167万円 7,713万円 5,273万円
直営診療所 9,251万円 3,424万円 3,724万円
介護保険 20億6,561万円 8億8,374万円 7億6,749万円
農業者労働災害共済事業 555万円 143万円 59万円
農業集落排水処理事業 4億6,228万円 9,881万円 1億6,630万円
漁業集落排水処理事業 5,247万円 5万円 1,419万円
公共下水道事業 6億2,374万円 9,032万円 2億4,366万円
町営住宅等 3,845万円 1,856万円 742万円
土地開発事業 1億905万円 2,558万円 2,016万円

■町の財産
財　産 所　有

土地 842,742㎡
建物 131,330㎡
車両 75台

■町債の現在高
　　会　計 現在高

一般会計 94億2,607万円

特
　
別
　
会
　
計

介護保険 1億5,288万円
農業集落排水処理事業 5億5,546万円
漁業集落排水処理事業 4,404万円
公共下水道事業 21億97万円
町営住宅等 2,880万円
土地開発事業 6,252万円

企 

業
水道事業 12億773万円
上中診療所事業 4億9,194万円

※広報では、万円単位で表示
しているため　端数が一致
しない場合があります。（各
会計とも万円未満切り捨て）

問い合わせ :
総務課　☎ 0770-45-9109

財政事情財政事情をを公表します公表します
若狭町では、毎年12月に「財政事情」を公表し
ています。令和4年 9月30日までの収支状況を
お知らせします。

令和4年度上半期
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■部門別人数
（令和 4 年 4 月 1 日現在）
部　門 人　数

議　会 3人
総　務 42人
税　務 6人
民　生 60人
衛　生 15人
農林水産 8人
商　工 10人
土　木 12人
教　育 31人
診療所 25人
水　道 5人
下水道 3人
その他 12人
合　計 232人

■人件費
令和 3 年度普通会計決算額（人口：令和 4 年 4 月 1 日）

区　分 数　値
住民基本台帳人口 13,980人
歳出額（A） 125億1,667万円
人件費（B） 17億3,897万円
人件費比率（B/A） 13.9%
普通会計とは、一般会計に農業者労働災害共済事業特別会計、
町営住宅等特別会計を加えたものです。

■職員数
（令和 4 年 4 月 1 日現在）
区　分 人　数

課長級 16人
課長補佐級 44人
主査級 59人
主事級 43人
技能労務級 15人
医療職 24人
保育士 31人
合　計 232人

■初任給
（一般行政職）
区　分 金　額

大学卒 171,700円
高校卒 150,600円

■退職手当
（令和 4 年度の支給割合）
区　分 勤続20年 勤続30年 最高限度額

自己都合 19.6695か月 34.7355か月 47.709か月
勧奨・定年 24.586875か月 40.80375か月 47.709か月

※公表金額は、税や各種保険料を引く前の金額で、いわゆる手取り額ではありません。

■職員給与
令和 4 年度普通会計当初予算額

区　分 予算額
給　料 7億2,521万円
職員手当 4億2,854万円 
合　計 11億5,375万円
・職員給与には特別職の報酬は含みません。
・職員手当には退職手当負担金および共済負担金は含みません。

■特別職
（令和 4 年 4 月 1 日現在の給料・報酬月額と
令和 3 年度の期末手当の支給割合）

給料・報酬月額 期末手当
町　長 680,000円

年間3.35か月副町長 670,000円
教育長 560,000円
議　長 300,000円

年間3.0か月副議長 245,000円
議　員 235,000円

■平均給料と年齢
（令和 4 年 4 月 1 日現在）

平均給料額 平均年齢
一般行政職 315,300円 44歳8か月
技能労務職員 281,000円 53歳8か月

■職員手当
（令和 4 年 4 月 1 日現在）

区　分 内　容

扶養手当
配偶者 6,500円
子 10,000円
親・兄弟等 6,500円

住居手当 家賃16,000円を超える借家の場合、
28,000円を限度に家賃に応じて支給

通勤手当

通勤距離2㎞以上で自家用車など使用の
場合、2,000円〜31,600円の範囲内で、
距離に応じて支給。交通機関等を利用の
場合、その運賃を支給

時間外
勤務手当

通常の勤務時間を超過して勤務したとき
に支給。令和3年度普通会計の支給総額
1,905万円、職員1人あたりの平均支給額
9万1,165円

問い合わせ : 総務課　☎ 0770-45-9109

職員給与職員給与をを公表します公表します

■経験年数・学歴別平均給料
（令和 4 年 4 月 1 日現在）

経験年数 大学卒 高校卒
10〜15年 247,000円 - 円
15〜20年 298,700円 - 円
20〜25年 328,200円 - 円

■期末・勤勉手当
（令和 3 年度の支給割合）

区　分 6月 12月
期末手当 1.275か月 1.275か月
勤勉手当 0.95か月 0.95か月
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