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●収集ごみは、今までどおり、各集落のごみステーションに出せます。
●ごみ減量化のため、生ごみの水切りにご協力ください。
●食品トレイ、ペットボトルなどは引き続き、資源ごみとしてリサイクル
にご協力ください。
●可燃ごみの持込開始時期、持込方法などについては、後日、お知らせ
いたします。

※料金改定により急激な変化が生じる場合
に、利用者の負担を軽減することを目的に、 
一定期間、段階的な暫定料金を設定し、
新しい料金に移行する措置のことです。

※別途、消費税がかかります。

問い合わせ 若狭広域行政事務組合　☎0770-62-2604　 環境安全課　☎0770-45-9126

ごみ処理方法の変更について

■持込料金
施設の広域化に伴い、可燃ごみの持込料金については、令和５年４月から４市町（若狭町、小浜市、

おおい町、高浜町）の統一料金体系に変わります。また、料金改定による利用者の負担軽減を目的
に家庭系については、激変緩和措置として段階的に料金が引き上げられます。

持込料金表（令和５年度）
燃やすごみ

１０キログラム毎に

１０キログラム毎に

激変緩和措置※

（家庭系のみ適用）

■ごみの分別
令和５年４月から本稼働する広域ごみ焼却施設では、生ごみ、

プラスチック類、ゴム製品、革製品などは、焼却処分されます。
これにより、三方地域と上中地域で分別方法と処理方法が異なっ

ておりましたが、下の図のとおり、若狭町として統一のごみ処理方法になります。
また、広域ごみ焼却施設の試験運転に伴い、三方地域については、令和５年１月から生ごみはバケツ

ではなく、水切りをして可燃ごみ袋で収集に出してください。

　ごみを減らすことで環境への負担を少なくし、限りある資源を有効的に
繰り返し使う循環型社会への取り組みが大切になります。

【例】
●マイバック、マイボトルを利
用する。

●長く使える製品を買う。

【例】
●リサイクルショップを利用する。
●使わなくなったものを必要
な人に譲る。

【例】
●資源として分別する。
●リサイクル製品を買う。

家庭系

事業系

２０円

 １００円

２０円 ３０円 ４０円 ５０円

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

ものを大切に使おう、ごみを減らそう

リデュース（Reduce）
繰り返し使おう

リユース（Reuse）
資源として再び利用しよう

リサイクル（Recycle）

ごみ処理過程で発生した熱を利用して発電した
電力を施設内で電力利用することで循環型社会
を目指します。

持込ごみを大型車に積替え、その日に広域ごみ
焼却施設へ運搬することで、車両台数の削減
と運搬による二酸化炭素の発生を抑制します。

国内トップクラスの
発電効率。

積替え運搬による
二酸化炭素の削減。

広域ごみ焼却施設（イメージ）  広域可燃ごみ中継施設（イメージ）

可燃ごみ

ゴム製品革製品

プラスチック類

生ごみ

燃やすごみの内、粗大ごみ

家庭系

事業系

家具類１個につき、上記料金に加算

畳・布団類１枚につき、上記料金に加算

１０キログラム毎に

１０キログラム毎に

２０円

 １００円

 ３００円

 ２００円

第２弾

※分別の詳細については、ごみカレンダーと併せて配布を予定している
　『ごみ分別冊子』、『ごみサポ!』アプリ でご確認ください。（２月頃予定）

※2月頃更新予定

可燃ごみ生ごみ

三方地域

ゴム製品革製品プラスチック類 可燃ごみ

上中地域

◀Google play ◀App Store
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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

書道・絵・写真・工芸品・
文芸作品などの 展示

11月4日（金）～6日（日）開催日／

時間／9：00～17：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内

生花展
11月5日（土）～6日（日）開催日／

ワークショップ※事前申し込み優先

時間／ 10：00～16：00（予定）
内容／レザークラフト教室、
　　　寄せ植え教室、囲碁教室

11月6日（日）開催日／

文化芸能・歌・演奏・バレエ・
ダンスなどのステージ発表

時間／ 9：00～16：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール

11月6日（日）開催日／

下記の日程で、
今年も文化祭を開催予定です。

若狭町文化祭

若狭町内で文化活動をしている団体・個人の作
品展示および舞台発表を行います。ご来場をお
待ちしております。

若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508

年縞博物館では、ナイトミュージアムならでは
のステンドグラス年縞をご覧いただけます。
来館者にはお菓子のプレゼント♪
縄文博物館では、きもだめしを開催!
動かないものが動くかも…
両館ともに仮装をしてご来館のお客様または
SNSフォローして下さったお客様にはオリジナ
ルグッズプレゼント!

cａｆe縞では、ハロウィンナイトcafeとして、か
ぼちゃのチーズケーキやかぼちゃのモンブラン
をご用意♪

縄文の森では、焚火カフェが特別OPEN！

娘にミシン修理を頼まれたことをきっかけに、
82歳でミシンを始めたG3(ジーサン）。病気で
ほぼ寝たきりだったのに、ミシンによって職人
魂がよみがえり物作りが生きがいに。材料費を
捻出するため、孫のア
イデアでＴｗｉｔｔｅｒにが
ま口バッグの写真を
アップしたら、思いがけ
ずバズって注文が殺
到。後期高齢者の男性
の、老後の日々を明る
く前向きに、有意義に
生きるための生き方の
コツを綴るエッセイ。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

若狭町歴史環境講座

図書館からのオススメ本
『８０代で見つけた 生きる幸せ』
～あちこちガタが来てるけど 心は元気!～
G3sewing ／著

にじいろのおはなし会

11月26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

■若狭町鳥浜貝塚は、「縄文のタ
イムカプセル」とよばれた遺跡で
す。日本を代表する低湿地性貝
塚で、国内最古のウルシノキも出
土しました。本講座では、縄文時
代の植物利用を中心に、人と植物の歴史の最
新情報についてお話をいただきます。

講演会

さらにわかった！
鳥浜貝塚人の植物利用

■パレア若狭のメンテナンスのため下記の
期間を臨時休館します。ご利用のみなさま
には大変ご迷惑をおか
けいたしますが、ご協
力いただきますようお
願いします。

パレア若狭
臨時休館のお知らせ

臨時休館日／
11月13日（日）・14日（月）
※15日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営してい
ます。

■お客様の目的に合った運動プログラムをミズノトレー
ナーがサポートいたします。ぜひご体験ください!

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

秋の運動応援キャンペーン実施中!

◇ストレス・運動不足を解消したい方
◇シェイプアップ（脂肪燃焼）したい方
◇膝・腰などの関節が痛い方
◇筋力をつけたい方…など 先着２０名様限定!　期間／１１月末まで

フィットネス パレア若狭　Tel:0770-62-2507

◇ミズノ応援グッズはデザインが異なる場合がございます。

◇上記キャンペーンは、６ 月継続して頂ける方に限ります。
◇事前にお電話もしくはホームページにてご予約下さい。

１ 月分の 
会費無料！ 
（１ 月目は日割） 

（２ 月目を無料） 

特典② 

10/10● 
▶11/30●

月 

水 

ペア入会で 

さらに半額！ 

特典③ 

（３ 月目を半額） 

ｂ 

ミズノ応援グッズ

プレゼント！

特典① 

一般 ／高校生以下＆シニア（60歳以上） 

 月会員（町内）4,300円／3,300円 

  （町外）4,500円／3,500円 

一回利用（ﾋﾞｼﾞﾀｰ）900円／700円 

※会員の方はその他にも半年・年会費とお選び頂けます。小学生以下は利用できません。

9,390円 
お得！ 

（町外一般の方が 

全特典対象の場合） 

■福井県年縞博物館と若狭三方縄文博物館に
て夜のナイトミュージアムを開催します！

ナイトミュージアム

若狭三方縄文博物館

10月29日（土）開催日／
時間／９：００～通常営業

１７：００～２０：００ナイトミュージアム
（１９：３０最終入館）

※ナイトミュージアムの時間帯は両館の入場料
が無料となります!

■年に1度だけの特別企画！縄文の森でのんび
りキャンプをしませんか？

JOMON CAMP（縄文キャンプ）

11月6日（日）開催日／
時間／１３：３０～１５：００
会場／若狭三方縄文博物館
　　  （福井県三方上中郡若狭町鳥浜１２２-１２-１）

講師／能城修一氏
　　  （明治大学 黒耀石研究センター 客員教授）
料金／入場無料
　　　予約制（定員／先着50名様）
※お電話・Ｅメールにて当課までご予約下さい。
主催／若狭町・若狭町歴史環境講座企画
　　　運営委員会
協賛／関西電力株式会社

つばな会油絵展

■若狭町を中心に活動する油絵の会「つば
な会」の作品展です。今回は全国公募展に
出品している大型作品を展示します。人
物、地元の風景、神社仏閣など親しみやす
い内容になっています。ぜひご覧ください。

11月20日(日)～27日(日)
時間／９：００～２０：００　入場無料
　　　※最終日は１５：００まで

※火曜日休館

展示期間／

つばな会　Tel:０90-4680-5774
若狭町歴史文化課　Tel:0770-45-2270
E-mail:jomon@town.fukui-wakasa.lg.jp

歴史文化課（縄文博物館内）
Tel:0770-45-2270 パレア文化課　Tel:0770-62-2508

のしろしゅういち

■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。

10月29日（土）開催日／
時間／ 13:00～翌日の午前中（日帰りも歓迎）
料金／ 2,000円：一般（中学生以上）
　　　 1,000円：子ども（3歳未満無料）
　　   （夕食付：スパイスカレー）

※詳細・申込はQRコードから
お願いします
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ま口バッグの写真を
アップしたら、思いがけ
ずバズって注文が殺
到。後期高齢者の男性
の、老後の日々を明る
く前向きに、有意義に
生きるための生き方の
コツを綴るエッセイ。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

若狭町歴史環境講座

図書館からのオススメ本
『８０代で見つけた 生きる幸せ』
～あちこちガタが来てるけど 心は元気!～
G3sewing ／著

にじいろのおはなし会

11月26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

■若狭町鳥浜貝塚は、「縄文のタ
イムカプセル」とよばれた遺跡で
す。日本を代表する低湿地性貝
塚で、国内最古のウルシノキも出
土しました。本講座では、縄文時
代の植物利用を中心に、人と植物の歴史の最
新情報についてお話をいただきます。

講演会

さらにわかった！
鳥浜貝塚人の植物利用

■パレア若狭のメンテナンスのため下記の
期間を臨時休館します。ご利用のみなさま
には大変ご迷惑をおか
けいたしますが、ご協
力いただきますようお
願いします。

パレア若狭
臨時休館のお知らせ

臨時休館日／
11月13日（日）・14日（月）
※15日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営してい
ます。

■お客様の目的に合った運動プログラムをミズノトレー
ナーがサポートいたします。ぜひご体験ください!

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

秋の運動応援キャンペーン実施中!

◇ストレス・運動不足を解消したい方
◇シェイプアップ（脂肪燃焼）したい方
◇膝・腰などの関節が痛い方
◇筋力をつけたい方…など 先着２０名様限定!　期間／１１月末まで

フィットネス パレア若狭　Tel:0770-62-2507

◇ミズノ応援グッズはデザインが異なる場合がございます。

◇上記キャンペーンは、６ 月継続して頂ける方に限ります。
◇事前にお電話もしくはホームページにてご予約下さい。

１ 月分の 
会費無料！ 
（１ 月目は日割） 

（２ 月目を無料） 

特典② 

10/10● 
▶11/30●

月 

水 

ペア入会で 

さらに半額！ 

特典③ 

（３ 月目を半額） 

ｂ 

ミズノ応援グッズ

プレゼント！

特典① 

一般 ／高校生以下＆シニア（60歳以上） 

 月会員（町内）4,300円／3,300円 

  （町外）4,500円／3,500円 

一回利用（ﾋﾞｼﾞﾀｰ）900円／700円 

※会員の方はその他にも半年・年会費とお選び頂けます。小学生以下は利用できません。

9,390円 
お得！ 

（町外一般の方が 

全特典対象の場合） 

■福井県年縞博物館と若狭三方縄文博物館に
て夜のナイトミュージアムを開催します！

ナイトミュージアム

若狭三方縄文博物館

10月29日（土）開催日／
時間／９：００～通常営業

１７：００～２０：００ナイトミュージアム
（１９：３０最終入館）

※ナイトミュージアムの時間帯は両館の入場料
が無料となります!

■年に1度だけの特別企画！縄文の森でのんび
りキャンプをしませんか？

JOMON CAMP（縄文キャンプ）

11月6日（日）開催日／
時間／１３：３０～１５：００
会場／若狭三方縄文博物館
　　  （福井県三方上中郡若狭町鳥浜１２２-１２-１）

講師／能城修一氏
　　  （明治大学 黒耀石研究センター 客員教授）
料金／入場無料
　　　予約制（定員／先着50名様）
※お電話・Ｅメールにて当課までご予約下さい。
主催／若狭町・若狭町歴史環境講座企画
　　　運営委員会
協賛／関西電力株式会社

つばな会油絵展

■若狭町を中心に活動する油絵の会「つば
な会」の作品展です。今回は全国公募展に
出品している大型作品を展示します。人
物、地元の風景、神社仏閣など親しみやす
い内容になっています。ぜひご覧ください。

11月20日(日)～27日(日)
時間／９：００～２０：００　入場無料
　　　※最終日は１５：００まで

※火曜日休館

展示期間／

つばな会　Tel:０90-4680-5774
若狭町歴史文化課　Tel:0770-45-2270
E-mail:jomon@town.fukui-wakasa.lg.jp

歴史文化課（縄文博物館内）
Tel:0770-45-2270 パレア文化課　Tel:0770-62-2508

のしろしゅういち

■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。

10月29日（土）開催日／
時間／ 13:00～翌日の午前中（日帰りも歓迎）
料金／ 2,000円：一般（中学生以上）
　　　 1,000円：子ども（3歳未満無料）
　　   （夕食付：スパイスカレー）

※詳細・申込はQRコードから
お願いします
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［数値について］※広報では、万円単位で表示している関係上、端数が一致しない場合があります。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口（13,980人）・世帯数（4,948世帯）で除算しています。

　歳入総額は、前年より約１億２千万円
減少しました。
　令和２年度決算と比べると、国庫支
出金が約８億８千万円、繰入金が約５億
４千万円減少し、寄付金・諸収入など
の、その他収入が約４億６千万円、地
方交付税が約３億４千万円の増加と
なっています。

134億7,342万円
自主財源＝30.4％

一般会計 歳入
町税（13.8％）
18億6,536万円

地方交付税（34.6％）
46億6,586万円

国庫支出金（14.4％）
19億3,477万円

県支出金（9.1％）
12億2,659万円

町債（7.1％）
9億4,963万円

譲与税・交付金（4.4％）
5億9,714万円

その他（8.5％）
11億4,843万円

繰越金（5.3％）
7億1,051万円

繰入金（2.2％）
2億9,787万円

分担金・負担金
（0.6％）
7,726万円

　歳出総額は、前年より約３億９千万円
減少しました。
　特に総務費では、新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴う国の緊急経済対策
として特別定額給付金事業等があった
前年度と比較し、約５億１千万円の減少
となっています。
　歳入から歳出と翌年度へ繰り越すべ
き財源を差し引いた実質収支額は、９
億３，３４９万円となりました。

124億9,417万円

一般会計 歳出

土木費

町道や河川の整備、維持管
理を行う経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

教育費

小中学校・公民館の運営やス
ポーツ振興の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

農林水産業費

農林水産業の振興や、土地
改良などの経費です

総務費（28.1％）
35億1,323万円

農林水産業費
（7.1％）
8億8,200万円

土木費（7.3％）
9億1,607万円

消防費（3.2％）
4億359万円

教育費（6.7％）
8億3,229万円

公債費（10.3％）
12億9,262万円

議会費（0.8％）
9,627万円

衛生費（10.9％）
13億5,662万円

民生費
（19.7％）
24億6,807万円

労働費（0.2％）
2,243万円

商工費（5.7％）
7億1,098万円

労働費

労働や失業対策などの経費
です

議会費

議会活動に要した経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

自主財源
30.4％

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

・地方創生臨時交付金充当事業
 「スクールバス購入、電子入札システ
ム導入、プレミアム付き飲食店応援お
食事券の発行・販売、宿泊キャンペー
ン補助、パレア若狭館内感染症対策、
給食センター空調設備増設、上中診
療所繰出金（空調設備改修）ほか」
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・低所得子育て世帯特別給付金
・新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業
・新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルス関連

決算報告若狭町

令和3年度
　令和3年度一般会計の歳出を見ると、124億9,417万円の支出となり、
住民一人あたり約89万円、1世帯あたり約253万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約89万円、世帯あたり約253万円
　令和３年度決算が確定しました。急激な物価高の発
生と、少子高齢化や経済格差が一段と進む中、財政状
況は非常に厳しいものとなっています。
　今後も引き続き、ウィズコロナ・アフターコロナを見
極めつつ、戦略的施策を計画的かつ効果的に実施しな
がら、財政の健全化につとめます。

災害等による断
水に緊急的に対
応するため、給
水用の専用車両
を導入し、危機
管理体制の強化
を図りました。

給水車購入 「いっぷく処かぶらちゃん」の整備補助
空き店舗を活用し、コミュニティビジネスを
行う拠点の整備を支援することにより、地域
の繋がり力
を強化し、
意欲ある集
落の活動を
更に促進し
ました。

公民連携推進補助
若狭町にＵターンした出身者に対し、奨学金の
返還を支援しました。

わかさで輝く奨学金返還支援
「恋人の聖地」に認定されているレインボー
ラインと連携し、町内で製造されている桂由
美のウエディン
グドレスを活用し
たドレスミュージ
アムの建設に対
する補助を行い
ました。

令和3年度の主な事業
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［数値について］※広報では、万円単位で表示している関係上、端数が一致しない場合があります。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口（13,980人）・世帯数（4,948世帯）で除算しています。

　歳入総額は、前年より約１億２千万円
減少しました。
　令和２年度決算と比べると、国庫支
出金が約８億８千万円、繰入金が約５億
４千万円減少し、寄付金・諸収入など
の、その他収入が約４億６千万円、地
方交付税が約３億４千万円の増加と
なっています。

134億7,342万円
自主財源＝30.4％

一般会計 歳入
町税（13.8％）
18億6,536万円

地方交付税（34.6％）
46億6,586万円

国庫支出金（14.4％）
19億3,477万円

県支出金（9.1％）
12億2,659万円

町債（7.1％）
9億4,963万円

譲与税・交付金（4.4％）
5億9,714万円

その他（8.5％）
11億4,843万円

繰越金（5.3％）
7億1,051万円

繰入金（2.2％）
2億9,787万円

分担金・負担金
（0.6％）
7,726万円

　歳出総額は、前年より約３億９千万円
減少しました。
　特に総務費では、新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴う国の緊急経済対策
として特別定額給付金事業等があった
前年度と比較し、約５億１千万円の減少
となっています。
　歳入から歳出と翌年度へ繰り越すべ
き財源を差し引いた実質収支額は、９
億３，３４９万円となりました。

124億9,417万円

一般会計 歳出

土木費

町道や河川の整備、維持管
理を行う経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

教育費

小中学校・公民館の運営やス
ポーツ振興の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

農林水産業費

農林水産業の振興や、土地
改良などの経費です

総務費（28.1％）
35億1,323万円

農林水産業費
（7.1％）
8億8,200万円

土木費（7.3％）
9億1,607万円

消防費（3.2％）
4億359万円

教育費（6.7％）
8億3,229万円

公債費（10.3％）
12億9,262万円

議会費（0.8％）
9,627万円

衛生費（10.9％）
13億5,662万円

民生費
（19.7％）
24億6,807万円

労働費（0.2％）
2,243万円

商工費（5.7％）
7億1,098万円

労働費

労働や失業対策などの経費
です

議会費

議会活動に要した経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

自主財源
30.4％

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

・地方創生臨時交付金充当事業
 「スクールバス購入、電子入札システ
ム導入、プレミアム付き飲食店応援お
食事券の発行・販売、宿泊キャンペー
ン補助、パレア若狭館内感染症対策、
給食センター空調設備増設、上中診
療所繰出金（空調設備改修）ほか」
・住民税非課税世帯等臨時特別給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・低所得子育て世帯特別給付金
・新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業
・新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルス関連

決算報告若狭町

令和3年度
　令和3年度一般会計の歳出を見ると、124億9,417万円の支出となり、
住民一人あたり約89万円、1世帯あたり約253万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約89万円、世帯あたり約253万円
　令和３年度決算が確定しました。急激な物価高の発
生と、少子高齢化や経済格差が一段と進む中、財政状
況は非常に厳しいものとなっています。
　今後も引き続き、ウィズコロナ・アフターコロナを見
極めつつ、戦略的施策を計画的かつ効果的に実施しな
がら、財政の健全化につとめます。

災害等による断
水に緊急的に対
応するため、給
水用の専用車両
を導入し、危機
管理体制の強化
を図りました。

給水車購入 「いっぷく処かぶらちゃん」の整備補助
空き店舗を活用し、コミュニティビジネスを
行う拠点の整備を支援することにより、地域
の繋がり力
を強化し、
意欲ある集
落の活動を
更に促進し
ました。

公民連携推進補助
若狭町にＵターンした出身者に対し、奨学金の
返還を支援しました。

わかさで輝く奨学金返還支援
「恋人の聖地」に認定されているレインボー
ラインと連携し、町内で製造されている桂由
美のウエディン
グドレスを活用し
たドレスミュージ
アムの建設に対
する補助を行い
ました。

令和3年度の主な事業
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