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三方地域のケーブルテレビ施設
更新工事についてお知らせします。
三方地域のテーブルテレビ施設はサービス開始後 19 年が経過しており、伝送路施設・機器
が老朽化しています。そのため、現在の光ファイバーと同軸ケーブルを利用したHFC方式から
加入者宅までをすべて光ファイバーを利用するFTTH方式での更新工事を行います。

色鮮やかで臨場感のあふれる４K 放送が開始されます

（令和 3 年度予定：4 K 対応 STB 設置が必要です）

速度が１ギガの高速インターネットサービスが開始されます

ここが新しく
なります！

インターネットの上り回線の速度が大幅に向上します

（上りも下りも 同じ速度になります）

落雷などの影響を受けにくくなります

■ 伝送路の整備イメージ
HFC方式

光ノード
アンプ

同軸
増幅器

■ 整備エリア図
■ 第１期工事エリア
タップオフ

■ 第２期工事エリア
加入者宅

ケーブル
テレビ局

電源供給器
保安器

光ファイバー
ケーブル
同軸ケーブル

FTTH方式

クロージャー
加入者宅

ケーブル
テレビ局

光ファイバーケーブル

ONU

光ノードアンプ：伝送されてきた信号を光から電気信号に変換する
同軸増幅器：同軸ケーブルから伝送された信号を増幅し伝送距離を延長する
タップオフ：伝送された信号を各戸へ引込むため、信号を分岐・分配する
電源供給器：同軸増幅器等へ電気を供給するための電源装置
クロージャ―：光ファイバーケーブルを接続し、光信号を分岐・分配する
ONU：光ファイバーケーブルで伝送された信号を、光から電気信号に変換する
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■ 設備更新のスケジュール
令和2年度

令和3年度

令和4年度

第1期工事エリア

第2期工事エリア
※工事の進捗によりスケジュールは変更となる可能性があります。

■ 切替工事イメージ
幹線工事

引込工事

宅内工事
加入者宅

同軸ケーブル、タップオフ

引込線
（同軸ケーブル）

光ケーブル、クロージャー

保安器

接続切替
引込線（光）

電源

同軸ケーブル

V-ONU
D-ONU

赤色 新設工事範囲

STB
音声告知端末
ケーブル
モデム

LANケーブル切替

青色 撤去工事範囲

TV

V-ONU
D-ONU

パソコン

電源

※ONUは既設の保安器付近に取り付け、ONU用電源供給機を設置します。
※電柱から加入者宅までの引込線工事・ONU取付工事につきましては、10月末ごろから順次実施の予定になります。
※工事は工事業者より事前に連絡を行い実施します。

お問い合わせ

工事担当課／若狭町総務課

TEL

0770‑45‑9109

0770‑32‑3400
0120‑19‑0225
（0770‑47‑5288）

サービス内容・料金について／美方ケーブルネットワーク

TEL

工事請負事業者／NECネッツエスアイ若狭町現場事務所

TEL
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ドキ! DOKI! 情報局
令和2年度 住民主体の文化創造支援事業

8人の響宴

音楽ホール
令和2年度 住民主体の文化創造支援事業

〜無限大∞のハーモニー〜 akiko×林正樹 Spectrum Concert
■新進気鋭の若手音楽

家による至高の室内楽を

お楽しみください。国内

では、
めったに演奏される

ことのない六重奏、八重

奏です。弦楽器の豊かな
響き、
「 無限大∞」の魅力

をご堪能ください。
開催日／

11月6日
（金）
開場／ 18：00

開演／ 18：30
料金／一般：2,000円
学生：1,500円

プログラム
・チャイコフスキー
弦楽六重奏曲
出演／ヴァイオリン：阿佐聖姫子、澤井杏、 「フィレンツェの思い出」
・メンデルスゾーン
藤村知史、堀江恵太
弦楽八重奏曲
ヴィオラ：梶原千聖、四家絵捺

スペクトラムコンサート

■ジャズシンガー akikoと

ピ ア ニ スト林 正 樹 による
Duoコンサート。日本の音
楽シーンをけん引する一流

の演奏をお楽しみください。
開催日／

１０月２４日（土）
開場／１９：００
開演／１９：３０

料金／一般３,５００円 学生／１,０００円 ※未就学児入場可 ※全席自由
主催／一社 Switch Switch

共催／若狭町

一社 Switch Switch：藤本 Tel:090‑9131‑4227
若狭町パレア文化課 Tel:0770‑62‑2506（チケットカウンター）

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ

第５回 嶺南教室 フラ・ホイケ
（発表会）
２０２０
■ 福井本部選抜チーム
と嶺南教室生徒の発表
会です。ハワイで活躍さ
れているウクレレ奏者 岡
田央さんの演奏と歌と共
にお楽しみください。そ
の他、先着１００名様に粗
品プレゼント、ステージ
終了後抽選会を開催。

チェロ：堀江牧生、谷口晃基

主催／ 8人の響宴実行委員会

共催／若狭町

後援／福井新聞社

8人の響宴実行委員会：井上 Tel:080‑1441‑0508
若狭町パレア文化課 Tel:0770‑62‑2506（チケットカウンター）

Fukui Art Baton

オーケストラ
コンサートin若狭

１１月２３日
（月・祝）

開催日／

開場／１２：３０ 開演／１３：００ 入場無料
主催／フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ 嶺南教室

の芸術文化イベント「Fukui Art Baton」
の音楽監督を務める福井県出身の指揮者

ランチタイムミニコンサート
in 若狭町役場

「小松長生」とセントラル愛知交響楽団に

よるオーケストラコンサートを開催します。
美方高等学校生

徒による合唱と

オー ケストラと

■若狭町初！役場のフロアで気軽なミニコンサートを開催。出演はセントラ

の共演もお見逃

ル愛知交響楽団コンサートマスター寺田史人を中心に結成された「寺田弦

しなく！

楽四重奏団」
、司会進行は Fukui Art Baton音楽監督に就任した福井が誇

11月8日
（日）

開場／ 14：00
開演／ 14：30
料金／ 500円

※未就学児入場
不可
※全席指定
チケット発売中

Fukui Art
Batonの
詳細はこちら

主催／福井県

美方高校合唱部

プログラム
・モーツァルト
アイネクライネナハトムジークより
第１楽章
・
「日本の歌メドレー」
（茶摘み、雪、故郷 他）
、
小松長生作曲「新福井県民歌」
・ディズニーメドレー 他

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
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後援／福井新聞社

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ 嶺南教室
（荒木）
Tel:０９０‑５６８７‑９９５４

■芸術文化をより身近に感じてもらうため

開催日／

後援／福井新聞社
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る指揮者「小松長生」
。贅沢なお昼休みのひとときを過ごしてみませんか？
開催日／

11月9日
（月）

開演／ 12：15（予定）

料金無料、申し込み不要

会場／若狭町役場三方庁舎１階

寺田弦楽四重奏団

プログラム
・リベルタンゴ
・スタジオジブリ／久石譲メドレー
・ディズニーメドレー 他

若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

松宮昂展 第Ⅱ期
嶺南ゆかりの美術作家展

白と黒の世界

■県内外で活躍している嶺南ゆかりの美術作
家５名による作品展です。

若狭町立図書館 リブラ館

■日展などに入選を重ね、福井県を代表する
洋画家として活躍。今年３月１９日に９５歳でそ
の生涯を閉じた松宮昂先生の作品展を開催し
ます。第Ⅱ期では１９９０年以降の作品を中心に
展示します。

0770-47-5363

にじいろのおはなし会

■ 図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４

土曜日１４：００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。

主催／松宮昂展実行委員会
共催／若狭町・つばな会

開催日／

11月28日（土）

時間／ 14：00 〜 料金／無料

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

図書館からのオススメ本

『維新の医療に捧げた医師家族
̶ 江戸の地から若狭小浜へ ̶』

長谷光城「箱体―不定形Ⅱ」

１１月４日(水)〜１５日(日)

展示期間／

火曜休館

時間／９：００〜２０：００（最終日は１７：００まで）
出品作家／神戸正行・柴田邦彦・長谷光城
野瀬成夫・山河 全(５０音順)
監修／長谷光城(熊川宿若狭美術館館長)
熊川宿若狭美術館にて連携展示を開催
主催／福井県

共催／若狭町

パレア文化課

Tel:0770‐62‐2508

若狭東高校書道部校外展

第9回「毛筆伝説」

■１〜３年生、計１２名の作品展です。古典の臨

書作品や創作作品など大小さまざまな作品を

清水 明幸/著

若狭町鳥浜の清水さんが、

海辺 1996

展示期間／

１１月２８日(土)〜１２月２７日(日)

時間／ 9：00 〜 17：30（最終日は15：００まで）

３代前の曽祖父が県外から若

狭地域へ移り住んだ理由を

追い求め、自宅に残っている
先祖の手紙などを手掛かりに
調査し、一冊の本として自費

松宮昂実行委員会事務局 三宅
Tel:０90-4323-5650

出版されました。

リブラ若狭 未来へつなぐ文化遺産フォーラム

〜 みんなで取り組もう若狭町の文化財の保存と活用！〜

■ 町では昨年度から２か年をかけて文化財保存活用地域計画を策
定しています。今回のフォーラムでは、策定委員会で協議している
計画の概要（案）をお伝えするとともに、計画に対するご意見やご
要望を広くお聞きする機会とさせていただきます。文化財を取り巻
く地域の課題などについてご意見をいただければ幸いです。

１１月１２日（木）

開催日／
時間／14：00 〜16：00
場所／リブラ若狭 講堂
入場無料

事前申し込み制
【第一部 説明】
（※新型コロナウイルス感染症防止のため）
若狭町文化財保存活用地域計画について
定員／先着５０名
（若狭町歴史文化課）
申し込み先／若狭町歴史文化課
【第二部 講演】
（若狭三方縄文博物館内）
演 題 「地域の文化遺産を守り活かすために」
申し込み方法／電話またはメールにて前日
講 師 國學院大學教授 西村幸夫氏
までにお申し込みください。
【第三部 リレートーク】
電 話：0770‑45‑2270
テーマ 「若狭町文化財保存活用地域計画に期待すること」 メール：rekibun@town.fukui-wakasa.lg.jp
進 行 國學院大學教授 西村幸夫氏
若狭町歴史文化課 Tel:０７７０-45-2270
発 言 地域計画策定委員会委員及び参加者

展示します。新たな仲間を迎え、学校再開後に
書き上げた作品です。ぜひご覧ください。

１１月２０日(金)〜２５日(水)

展示期間／

火曜休館
時間／９：００〜２０：００
場所／パレア若狭ギャラリー（入場無料）
若狭東高校

Tel:０７７０-56-0400

パレア若狭臨時休館のお知らせ

臨時休館日／ 11月16日
（月）
・18日（水）

※17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。

No.4

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
げん き

宇野玄機和尚を仰ぐ
安政 3 年（1856）に、若狭町三方の宇野儀左
衛門家の四男友吉は、曹洞宗の名刹臥龍院
の門前に生まれました。この友吉少年は優れ
た天性をもっており、仏縁深く僅か 7 歳にして
親の猛烈な反対を押し切って出家されました。
以来、玄機と名乗られます。その後、永平寺、
そして全国行脚のなか宗派を超えて京都の臨
済宗妙心寺、真言宗の東寺でも厳しい修行を
積まれました。そして、宮津の智源寺の住職
をされたり、大本山総持寺の後堂などの要職
につかれました。晩年は、三方石観音の参道
沿いに洗心園を建てて、地元の人々への教導

に当たられました。そして、死期を予期される
なか、昭和5年、76歳で遷化されました。その
ご生涯は名利を追わず高潔そのもので貫か
れ、洗心園跡には立派な碑が建てられており、
禅師のご遺徳を静かに物語っています。
参考文献 :

『宇野玄機和尚と

洗心園の語録』

（洗心園遺跡保存会
1974）

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。

青松緑竹老梅園
百鳥千魚養自高
今古井然初寿賀
仁風長久舞乾坤

パレア若狭のメンテナンスのため下記のと
おり臨時休館します。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。

写真でたどる

歴史文化館
館蔵品
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決算報告
若狭町

令和元年度決算が決定されました。景気の低迷など、
取り巻く社会情勢は厳しさを増し、新型コロナウイルス
感染症の流行も相まって、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、行財政改革プラ
ンを継続しつつ、これまでの事業や取り組みを見直し
ながら、財政の健全化に努めます。

令和元年度

譲与税・交付金（4.7％）
4億 9,958万円

一般会計

歳入

107億2,073 万円
自主財源＝35.5％

町債（4.3％）
4億6,775万円
県支出金（12.4％）
13億2,635万円
国庫支出金（6.2％）
6億6,449万円

町税（17.0％）
18億1,733万円

自主財源
35.5％

歳入総額は前年より約2億円減少し
ました。

地方交付税（36.9％）
39億5,631万円

平成30年度決算と比べると、町債が
約1億5千万円、繰入金が約1億1千万

分担金・負担金
（1.0％）
1億75万円

繰入金（4.8％）
5億1,938万円
繰越金（5.5％）
5億9,285万円
その他（7.2％）
7億7,590万円

円減少し、財産収入・寄付金などの、そ
の他歳入が約1億1千万円増加となって
います。

令和元年度の主な事業
レインボーライン山頂公園
リニューアルオープン

河内川ダム
周辺整備

三方五湖に浮かぶ天空テラスをコン
セプトに、付加価値を高める景観に特
化したおしゃれなテラスを５カ所整備
し、天候に左右されずに絶景を楽しめ
る山頂公園に生まれ変わりました。

河内川ダム周辺広場のうち、
渓流広場に四阿（あずまや）、
木製ベンチを設置し、川遊び
ができる憩いの場所として整
備しました。

音声告知
放送システム更新

わがまち健康プロジェクト

三方地域において、老朽化してい
た音声告知放送システムの更新を
行い、町からのお知らせや緊急放
送、防災情報を継続して告知する
ことが出来るようになりました。

町の健康課題である高血圧予防
に重点を置き、血圧や減塩に触
れる人を増やすための普及啓発
と、保健推進員や食生活改善推
進員による地域での健康づくり
活動の推進に取り組みました。

［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・世帯数で除算しています。
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支出は住民一人あたり約70万円、世帯あたり約203万円
令和元年度一般会計の歳出を見ると、101億3,969万円の支出となり、
住民一人当たり約70万円、1世帯あたり約203万円が使われたことになります。

一般会計

歳出

101億3,969 万円
歳出総額は前年より約1億8千万円
減少しました。
上中中学校改修事業、災害復旧事業

災害復旧費（0.1％）
260万円

議会費（0.9％）
9,113万円
公債費（12.3％）
12億4,919万円

教育費（8.2％）
8億3,162万円
消防費（4.1％）
4億2,064万円

民生費
（21.9％）
22億1,482万円

土木費（7.9％）
8億316万円

が完了したことから、教育費と災害復
旧費が特に減少しています。
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、
5億1,904万円となりました。

議会費

総務費（16.8％）
16億9,838万円

商工費（5.1％）
5億2,166万円

農林水産業費
（11.6％）
11億7,953万円

衛生費（10.9％）
11億448万円
労働費（0.2％）
2,243万円

総務費

民生費

衛生費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

高 齢 者・障 害 者・児 童 福 祉、
保育園運営費等の経費です

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

労働や失業対策などの経費
です

農林業の振興や、土地改良
などの経費です

商工業の振興や観光事業の
経費です

道路整備等の建設や管理の
経費です

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

小 中 学 校・公 民 館 の 運 営や
スポーツ振興の経費です

災害によって生じた被害の
復旧に要した経費です

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

議会活動に要した経費です

消防・防災対策の経費です
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財 政 の健 全 化に関 する
財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公
表します。令和元年度決算に係る指標は、いずれも基準を下回っています
が、将来の町の財政を圧迫しないよう、財政の健全化につとめていきます。

健全化判断比率

ことばの説明

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、令和元年度は黒字であり、
赤字がないため算定されません。
（ ）内はH30年度値
早期健全化基準
実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実 質 公 債 費 比 率
将 来 負 担 比 率

19.44％

ー（ー）
15.5%（15.3%）

350.0 ％

97.5％（113.1％）

将来負担比率
（

経営健全化基準

計

）内はH30年度値

ー（ー）

農業集落排水処理事業

ー（ー）

漁業集落排水処理事業
土 地 開 発 事 業
水

道

事

借入金や負担等の残高の程度を指標化し、将来町の
財政を圧迫する可能性の高さを示すもので、数値が低
いほど健全になります。

若狭町の比率

簡 易 水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業

借入金の返済額およびこれに準じる額の収入に占め
る割合を指標化したもので、数値が低いほど健全になり
ます。

ー（ー）

25.0 ％

資金不足比率
会

実質公債費率

若狭町の比率

14.44％

指標

ー（ー）
20.0％

業

工 業 用 水 道 事 業
国民健康保険上中診療所事業

資金不足比率

ー（ー）
ー（ー）

公営企業の資金不足額を、料金収入等の財政規模と
比較して指標化したもので、経営健全化基準以上となっ
た場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

ー（ー）
ー（ー）
ー（5.5％）

（令和2年3月31日の人口で除算:14,559人）

借金は住民一人あたり約73万円
町の借金（地方債残高）は、約7億円減少し、
約107.3億円（普通会計）となっています。
すべての会計（一般会計、11特別会計、3企業

100

万円

143.0 139.5

133.4 133.1 134.9 128.9

123.8 120.9 119.9
114.3 107.3

150

億円

億円
88.8 85.3
82.3 82.4 84.3 81.4 79.4 78.6 79.5
77.1 73.7

万円／人

50

会計）では、約167.8億円となっています。
0

H21
年度

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R1

貯金は住民一人あたり約12万円
町の貯金（基金残高）は、約1億円増加し、約
18.2億円となっています。
そのうち、目的基金を除いた自由に利用できる
基金は、約9.8億円です。

50

100

億円

万円

50

25.5 30.6 28.8 27.1 28.7 24.9 25.5 20.9 18.5 17.2 18.2
15.8 18.7 17.8 16.7 17.9 15.8 16.3 13.6 12.3 11.6 12.5

0

億円

万円／人

H21
年度

22

23

24

25

26

27

28

29

30

R1

財政力指数は0.34（3か年平均）
1.0

数値が大きいほど自主財源の割合が高く、自
主性の高い財政運営が可能になります。
若狭町は近年横ばいで推移しています。
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問い合わせ
総務課

☎0770ｰ45ｰ9109

若狭町には、一般会計のほかに11の特別会計、3つの企業会計があります。
◆特別会計…特定の事業について独立した予算で行う会計
◆企業会計…地方公営企業法の適用を受けるもので、特定の事業について独立採算制をとっている会計

国民健康保険特別会計

漁業集落排水処理事業特別会計

歳入／ 18億4,782万円
歳出／ 18億4,131万円

歳入／ 3,585万円
歳出／ 3,471万円

若狭町国民健康保険に加入している人の医療費給付な
どを行う会計です。

漁業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、常神、
神子、小川、世久見地区が対象です。

後期高齢者医療特別会計

公共下水道事業特別会計

歳入／ 1億9,305万円
歳出／ 1億9,303万円

歳入／ 5億4,637万円
歳出／ 5億4,544万円

75歳以上の高齢者の保険料を徴収するための会計で
す。支出の大部分は、福井県後期高齢者医療広域連合へ
支出する保険料です。

公共下水道処理施設の維持管理を行う会計で、三方、
海山、塩坂越、熊川、三宅地区が対象です。

直営診療所特別会計

町営住宅等特別会計

歳入／ 8,802万円
歳出／ 8,067万円

歳入／ 4,472万円
歳出／ 3,698万円

三方診療所の運営費は、診療収入と一般会計からの
繰入金でまかなわれ、巡回診療所については、診療収入
で運営しています。

町営・公営住宅の維持管理を行う会計です。主な収入
は、住宅入居者の家賃です。

介護保険特別会計

土地開発事業特別会計

歳入／ 19億4,110万円
歳出／ 19億1,896円

歳入／ 6,967万円
歳出／ 6,408万円

65歳（特定疾病のある人は40歳）以上で、介護認定を
受けた人の介護に必要な費用の給付や、介護サービスの
提供を行う会計です。

宅地造成・分譲を行う会計で、朝霧団地、若王子団地、
せせらぎ団地、上瀬団地、天徳寺団地を分譲中です。

簡易水道事業特別会計

水道事業会計

歳入／ 1億9,510万円
歳出／ 1億7,182万円

収益的収入／ 1億6,397万円
資本的収入／ 1億3,450万円

主に三方地域を給水区域とする簡易水道施設を維持管
理運営していくための会計です。

上中地域（一部を除く）の水道事業を経営するために
設けられた独立採算制の会計です。

農業者労働災害共済事業特別会計

支出／ 1億6,068万円
支出／ 1億9,639万円

工業用水道事業会計

歳入／ 195万円
歳出／ 128万円

収益的収入／ 2,546万円
資本的収入／ 2,360万円

農業労働による災害を受けた人を救済するために設け
られた独立採算制の会計です。

工業用水道事業を経営するための会計で、若狭中核工
業団地の7企業に工業用水を供給しています。

農業集落排水処理事業特別会計

支出／ 3,439万円
支出／ 2,360万円

国民健康保険上中診療所事業会計

歳入／ 4億7万円
歳出／ 3億9,969万円

収益的収入／ 5億764万円
資本的収入／ 0万円

支出／ 4億9,977万円
支出／ 1,889万円

農業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、三十
三地区や野木地区など9地区が対象です。

上中診療所を経営するための会計です。収入の大部分
は、わたしたちが受診して支払う診療費です。
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