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／三方五湖コース　２０・１０・５㎞
／福井県内の在住者のみ
／事前申込
※町民のみ当日申込も可能ですが、感染症対
策として事前申込を推奨。

／５月上旬～９月中旬（予定）
／町外：500円　町内：無料
／【事前】梅干し、グッジョブ（梅飲料水）、瓜割
名水、きららの湯３００円割引券

　【当日】瓜割名水、きららの湯３００円割引券

コ ー ス
参 加 者
申 　 込

申込期間
参 加 費
特 　 典

（ＮＰＯ法人 福井県ウオーキング協会会長）

若狭・三方五湖ツーデーマーチ副大会長

吉田　清さん（能登野）

会場 若狭さとうみパーク（予定）

特集

５月１５日（土）、１６日（日）に若狭さとうみパークで下記のとおり、予定しておりました「第３０回記念大会　若狭・三
方五湖ツーデーマーチ」は、参加者及び関係者の皆様の安全と健康を第一に考え、大変残念ではございますが、１年
延期とし、令和４年５月２１日（土）、２２日（日）に記念大会を開催させていただきます。ご参加を楽しみにされていた皆
様には大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、記念大会にむけて１０月９日（土）に県民限定でプレ大会（１日間）を予定しております。

※今後の新型コロナウイルス感染状況等により、やむを得ず
中止・内容の変更があることをご了承ください。

10/10/令和３年令和３年 99 土 ※１日間

～第３０回  若狭・三方五湖ツーデーマーチ  プレ大会～

これまでの
主な歩み

若狭・三方五湖ツーデーマーチ実行委員会事務局
（観光未来創造課内）　TEL:０７７０‒４５‒９１１８

1992年 9月 22日～23日

1995年 5月 20日～21日

1995年 11月 3日

1996年 5月 18日～19日

2001年 5月 19日～20日

2005年 5月 21日～22日

2011年 5月 21日～22日

2019年 5月 18日～19日

2020年 5月 16日～17日

2021年 10月 9日

2022 年 5月 21日～22日

第 1回若狭・日本海ビューティーマーチが全国大会としてスタート
（参加者 261名）

第 4回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 2,385 名）
・「若狭・三方五湖歩こう会」が発足し、大会運営に加わる

・開催日が 5月の第 3土、日曜日に定着

日本マーチングリーグ※(JML) の 12番目の公式大会に認定

※現在全国 18のウオーキング大会で構成され、ウオーカーの

　交流の場として、全国各地のウオーキング大会の振興をはか

　る日本で最も歴史あるウオーキング・リーグ。

第 5回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 5,854 名）
・JML公式第 1回大会

第 10回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 7,245 名）
・30度を越す猛暑の中、初めて 7,000 人台を突破した

第 14回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 5,568 名）
・合併により若狭町となり「さば街道・熊川宿」をコースに入れる

第 20回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 5,338 名）
・晴天と雨風の 20回記念大会

第 28回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　（参加者 4,093 名）
第 29回若狭・三方五湖ツーデーマーチ　中止
若狭・三方五湖１day ウォーク～第 30回プレ大会～
第 30回若狭・三方五湖ツーデーマーチ

１年延期

今年予定していた「第30回記念大会  若狭・三方五湖ツーデーマーチ」が、コロナ禍のため1年延期
になったことは誠に残念です。しかし、来年こそコロナに打ち克ち、乗り越えた大会として開催でき
ることを願っております。
振り返りますと30年前、私は仲間達と一緒に旧三方町に全国ウォーキング大会を誘致し「全国の

ウォーカーを町へ呼び込みたい」との一心でスタートさせました。その後1995年には、地元の「若狭・
三方五湖歩こう会」が組織され運営に加わったり、念願であった日本マーチングリーグ公式大会にも
認定され、30回の歴史を築こうとしています。
風光明媚なコースや、宿泊された民宿の食の魅力もあり、我が町を全国へ発信できたのではないで

しょうか。また、最初の頃の小学生のメッセージ交換を通した参加者との交流や、今も続いているコー
ス途中の心のこもったおもてなしも大会を盛り上げていただけたと思います。
ウォーキングは年齢に関係なく誰でもいつでもどこでも気軽にできるスポーツです。昨今は家でパ

ソコンばかりをして、体力の無い子どもも増えていると聞いています。子どもさんと一緒に、2世代、
3世代で参加されてはいかがですか。ツーデーマーチをきっかけにして、ウォーキングに親しんでくだ
さい。そして今後も長くツーデーマーチが続き、健康で笑顔溢れる若狭町になるよう願っています。

ツーデーマーチへの思い
お問い合わせ か
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若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

音楽ホール

7月3日（土）開催日／
開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／テノール：秋川 雅史、指揮：鈴木織衛、
　　　管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
料金／一般：2,500円
　　　ペア：4,000円
　　　高校生以下：1,000円
　　　※全席指定　未就学児入場不可
チケット発売開始／４月２４日（土）
主催／若狭町
後援／福井新聞社

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。

音楽ホール 若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

令和3年5月22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

■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。

０歳からのゆっくりゆったりコンサート

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.10

若狭町小川の道路工事で見つかった江戸時代
の道しるべが、若狭三方縄文博物館に収蔵さ
れています。「天保十　亥六月　ひだり　みこ
　西本」と刻まれた高さ６８㎝、幅３２㎝の自然
石です。年号は１８４０年にあたりますが、船だ
けでなく、丹後街道から陸路で神子・常神方
面に足を運ぶ旅人や商人も多かったことがう
かがわれます。

写真右は文字を赤線でなぞっています。

開催日時／

時間／ 9：00～ 20：00
　　　※最終日のみ１６：００まで
会場／パレア若狭 ギャラリー
主催／ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会

5月19日(水)～5月30日(日)

■あらゆるジャンルの表現を垣根なく展示して
多くの人に楽しんでいただきたいと思います。
展示品目：写真、油絵、造形、アクセサリーなど

ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ

■テノール歌手 秋川雅史とオーケストラ・アン
サンブル金沢が、ＮＨＫ朝ドラで話題の国民的作
曲家古関裕而の名曲をお届けします。
心弾む応援歌で、元気な明日を!

あなたにエール！
古関裕而名曲集

PCやスマホでいつでも
チケット予約・購入が可
能になりました!ぜひご
活用ください!

■パレア若狭では、チラシやプログラム等
の作成者を公募します。
対象は、若狭町内在住もしくは若狭町出身
の方です。
より身近に感じられるパレア若狭となるよう
に、デザインの好きなあなたの力を発揮い
ただきたいと考えています。
くわしくは、お問合せください。

パレア若狭
印刷物作成候補者募集！

■従来どおり、お電話でのご予約や窓口
（サービスカウンター）での発券も可能です。

※詳細はパレア若狭ＨＰ内の案内をご覧く
ださい。
※購入できる公演はＨＰ上で随時更新致し
ます。

小川の道しるべ

問い合わせ
パレア文化課　TEL:０７７０‒６２‒２５０８
mail：ｐａｒｅａ＠ｔｏｗｎ．ｆｕｋｕｉ‒ｗａｋａｓａ．ｌｇ．ｊｐＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会　Tel:0770-52-7171（政道）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

『朗読喫茶 噺の籠 ～あらすじで聴く文学全集～ 』
図書館からのオススメ
明治から昭和初期にかけて発表された、誰も
が知る日本文学の名作を、今をときめく人気
男性声優の朗読で楽しんでみませんか？
朝ドラ「エール」のナレーションで話題となっ
た津田健次郎が、恐ろしくも美しい世界を幻
想的に紡ぐ「桜の森の満開の下（坂口安吾）」
をはじめ、全６巻の「朗読喫茶」シリーズでは、
森川智之、杉田智和、石田彰、下野紘ら、総勢
１８名の声の職人
による圧倒的な表
現力が、傑作を新
たな形で彩りま
す。このＣＤでぜひ
その魅力を堪能し
てみてください。

■「あらしのよるに」などで有名な絵本作家あべ弘士さんの、動物を中心とした
絵本のシルクスクリーン展です。あべ弘士さんのギャラリートークも開催します。

宝くじの助成金で実施します

あべ弘士展

■あべ弘士さんと一緒にダンボールなど身近な材料を使ってキリンを作りま
す。完成した作品はあべ弘士展の期間中にパレアのギャラリーで展示します。

ワークショップ
あべ弘士さんとキリンをつくろう!

チケット
好評発売中

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■おおたか静流さん（ＮＨＫＥテレにほんごであそぼ出演）とあべ弘士さ
ん（絵本作家）のスペシャル共演による、パレア若狭オリジナルコンサー
ト!生命と自然と子どもたちを大きく包み込む、おおらかな・おおらかな
ステージをお楽しみください。

おおたか静流講演会
～うたたび～
■生涯を通じて歌と共に世界を旅するおおたか静流さん。国境やジャ
ンル、年齢、ジェンダー、様々な垣根を取り払った活動理念をじっくり
とお話しします。

5月8日（土）日時／ 入場無料　未就学児入場可（要申込）
開演／ 19：00   開場／ 18：30 場所／パレア若狭音楽ホール

開催日時／
時間／ 9：00～ 20：00　会場／パレア若狭 ギャラリー

4月29日(木・祝)～5月16日(月) 火曜休館

【チケット予約】

インターネット
（パレアＨＰ）

電話・窓口

ご予約

ファミリーマート

クレジットカード

現金

現金

ファミリーマート

ファミリーマート

電子チケット（スマホ）

窓口（チケットカウンター）

窓口（チケットカウンター）

窓口（チケットカウンター）

決済（支払い方法） 発　券

☆パレア若狭ＨＰのトップページから「チ
ケットを買う」をクリック

☆ネット予約、購入については、利用登録
が必要です。

・オリンピックマーチ
・栄冠は君に輝く
・阪神タイガースの歌（六甲おろし）
・イヨマンテの夜
※プログラムは、予告なく変更になる場合が
ございます。

プログラム

5月9日（日）日時／
料金／一般1,000円　小学生以下500円
　　　※全席指定　未就学児入場可
場所／パレア若狭音楽ホール

開演／ 14：00   開場／ 13：30

あべ弘士

おおたか静流

ギャラリートーク／ 5月8日(土) 17:30から ※要申込先着順

ⓒ小沢芳彦

定員／２０名　準備物／ハサミ、カッターナイフ

14：00～15：30 ※要申込先着順5月8日（土）開催日／
会場／パレア若狭研修室　参加費／おひとり ５００円　  
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若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

音楽ホール

7月3日（土）開催日／
開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／テノール：秋川 雅史、指揮：鈴木織衛、
　　　管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢
料金／一般：2,500円
　　　ペア：4,000円
　　　高校生以下：1,000円
　　　※全席指定　未就学児入場不可
チケット発売開始／４月２４日（土）
主催／若狭町
後援／福井新聞社

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。

音楽ホール 若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

令和3年5月22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

■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。

０歳からのゆっくりゆったりコンサート

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.10

若狭町小川の道路工事で見つかった江戸時代
の道しるべが、若狭三方縄文博物館に収蔵さ
れています。「天保十　亥六月　ひだり　みこ
　西本」と刻まれた高さ６８㎝、幅３２㎝の自然
石です。年号は１８４０年にあたりますが、船だ
けでなく、丹後街道から陸路で神子・常神方
面に足を運ぶ旅人や商人も多かったことがう
かがわれます。

写真右は文字を赤線でなぞっています。

開催日時／

時間／ 9：00～ 20：00
　　　※最終日のみ１６：００まで
会場／パレア若狭 ギャラリー
主催／ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会

5月19日(水)～5月30日(日)

■あらゆるジャンルの表現を垣根なく展示して
多くの人に楽しんでいただきたいと思います。
展示品目：写真、油絵、造形、アクセサリーなど

ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ

■テノール歌手 秋川雅史とオーケストラ・アン
サンブル金沢が、ＮＨＫ朝ドラで話題の国民的作
曲家古関裕而の名曲をお届けします。
心弾む応援歌で、元気な明日を!

あなたにエール！
古関裕而名曲集

PCやスマホでいつでも
チケット予約・購入が可
能になりました!ぜひご
活用ください!

■パレア若狭では、チラシやプログラム等
の作成者を公募します。
対象は、若狭町内在住もしくは若狭町出身
の方です。
より身近に感じられるパレア若狭となるよう
に、デザインの好きなあなたの力を発揮い
ただきたいと考えています。
くわしくは、お問合せください。

パレア若狭
印刷物作成候補者募集！

■従来どおり、お電話でのご予約や窓口
（サービスカウンター）での発券も可能です。

※詳細はパレア若狭ＨＰ内の案内をご覧く
ださい。
※購入できる公演はＨＰ上で随時更新致し
ます。

小川の道しるべ

問い合わせ
パレア文化課　TEL:０７７０‒６２‒２５０８
mail：ｐａｒｅａ＠ｔｏｗｎ．ｆｕｋｕｉ‒ｗａｋａｓａ．ｌｇ．ｊｐＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会　Tel:0770-52-7171（政道）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

『朗読喫茶 噺の籠 ～あらすじで聴く文学全集～ 』
図書館からのオススメ
明治から昭和初期にかけて発表された、誰も
が知る日本文学の名作を、今をときめく人気
男性声優の朗読で楽しんでみませんか？
朝ドラ「エール」のナレーションで話題となっ
た津田健次郎が、恐ろしくも美しい世界を幻
想的に紡ぐ「桜の森の満開の下（坂口安吾）」
をはじめ、全６巻の「朗読喫茶」シリーズでは、
森川智之、杉田智和、石田彰、下野紘ら、総勢
１８名の声の職人
による圧倒的な表
現力が、傑作を新
たな形で彩りま
す。このＣＤでぜひ
その魅力を堪能し
てみてください。

■「あらしのよるに」などで有名な絵本作家あべ弘士さんの、動物を中心とした
絵本のシルクスクリーン展です。あべ弘士さんのギャラリートークも開催します。

宝くじの助成金で実施します

あべ弘士展

■あべ弘士さんと一緒にダンボールなど身近な材料を使ってキリンを作りま
す。完成した作品はあべ弘士展の期間中にパレアのギャラリーで展示します。

ワークショップ
あべ弘士さんとキリンをつくろう!

チケット
好評発売中

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■おおたか静流さん（ＮＨＫＥテレにほんごであそぼ出演）とあべ弘士さ
ん（絵本作家）のスペシャル共演による、パレア若狭オリジナルコンサー
ト!生命と自然と子どもたちを大きく包み込む、おおらかな・おおらかな
ステージをお楽しみください。

おおたか静流講演会
～うたたび～
■生涯を通じて歌と共に世界を旅するおおたか静流さん。国境やジャ
ンル、年齢、ジェンダー、様々な垣根を取り払った活動理念をじっくり
とお話しします。

5月8日（土）日時／ 入場無料　未就学児入場可（要申込）
開演／ 19：00   開場／ 18：30 場所／パレア若狭音楽ホール

開催日時／
時間／ 9：00～ 20：00　会場／パレア若狭 ギャラリー

4月29日(木・祝)～5月16日(月) 火曜休館

【チケット予約】

インターネット
（パレアＨＰ）

電話・窓口

ご予約

ファミリーマート

クレジットカード

現金

現金

ファミリーマート

ファミリーマート

電子チケット（スマホ）

窓口（チケットカウンター）

窓口（チケットカウンター）

窓口（チケットカウンター）

決済（支払い方法） 発　券

☆パレア若狭ＨＰのトップページから「チ
ケットを買う」をクリック

☆ネット予約、購入については、利用登録
が必要です。

・オリンピックマーチ
・栄冠は君に輝く
・阪神タイガースの歌（六甲おろし）
・イヨマンテの夜
※プログラムは、予告なく変更になる場合が
ございます。

プログラム

5月9日（日）日時／
料金／一般1,000円　小学生以下500円
　　　※全席指定　未就学児入場可
場所／パレア若狭音楽ホール

開演／ 14：00   開場／ 13：30

あべ弘士

おおたか静流

ギャラリートーク／ 5月8日(土) 17:30から ※要申込先着順

ⓒ小沢芳彦

定員／２０名　準備物／ハサミ、カッターナイフ

14：00～15：30 ※要申込先着順5月8日（土）開催日／
会場／パレア若狭研修室　参加費／おひとり ５００円　  
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令和3年度の当初予算が決まりました。
一般会計は92億5,429万円で、前年度に比べ
14.1％の減額となっています。
また、特別会計は55億4,575万円、企業会計は
8億8,186万円を計上しています。

物件費

旅費、需用費、委託
料、備品購入費など
の消費的性質をもつ
経費

維持補修費

道路や公共施設など
の維持補修のための
経費

扶助費

社会保障制度の一環
として、児童・高齢者・
障害者・生活困窮者な
どに対する支援に要す
る経費

補助費等

町から一部事務組合
や各種団体等に対して
交付するもので、負担
金、補助金、交付金な
どの経費

公債費

町の借金である地方
債の元金と利子を支
払う経費

積立金

財政運営を計画的に
するための基金の積
立に要する経費

貸付金

福祉増進や地域振興
のためのお金の貸付
を行うための経費

人件費

職員給与や議員・非
常勤報酬などの経費

普通建設事業費

道路、学校などの公共
施設の建設や、用地
取得等に要する経費

繰出金

一般会計から特別会
計、企業会計の間で、
相互に支出する経費

92億5,429万円
■性質別内訳

■行政分野別内訳一般会計

当初予算若狭町

令和3年度

55億4,575万円特別会計

人件費
18億6,155万円

補助費等
21億5,217万円

普通建設事業費
1億3,132万円

公債費
12億9,496万円

繰出金
11億637万円積立金

2億5,016万円

物件費
16億2,104万円

扶助費
7億3,690万円

維持補修費
8,288万円

貸付金
1,390万円

予備費　300万円

分　　　野
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費

予　算　額
９,８６９万円

１５億４,８９０万円
２３億１,６８２万円
１２億９,９４６万円

２,２４３万円
７億８,４９４万円
１億５,３７４万円
５億１,２９０万円
４億１,０６１万円
８億７８０万円

１２億９,４９６万円
３００万円

伸び率
６.７%

△３４.０%
０.２%
１２.３%
０.０%

△２０.２%
△７１.４%
△３０.１%
１.０%
△１０%
１.５%
０.０%

分　　　野
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
直 営 診 療 所 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
農業者労働災害共済事業特別会計
農業集落排水処理事業特別会計
漁業集落排水処理事業特別会計
公共下水道事業特別会計
町 営 住 宅 等 特 別 会 計
土地開発事業特別会計

予　算　額
１８億２,１２７万円
２億１,１１１万円
８,７２２万円

２０億５４３万円
２億８,６６２万円

１６１万円
４億３０２万円
４,４５５万円

５億６,３６７万円
３,３５７万円
８,７６３万円

伸び率
△２.６％
９.７％
△０.６％
０.７％
９.６％
０.０％
△４.０％
△３６.８％
△４.８％
△１.６％
７３.７％

分　　　野
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
上 中 診 療 所 事 業 会 計

予　算　額
３億７０万円
４,０１６万円

５億４,０９９万円

伸び率
４.４%
△２.６%
１.８%

ご紹介！　令和3年度当初予算の主な事業

国民健康保険事業や下水道事業のように、保険料や使
用料などの収入で運営していく事業について、その事
業にかかるお金の流れをわかりやすくするために設け
る、一般会計とは別の会計のことです。

特別会計

令和３年度予算については、４月に町長選挙を控えてい
たことから、当初予算を骨格予算として編成し、補正予
算で肉付け予算として政策的事業を追加する予定で
す。

歳出
政策的議論を要する経費を除き、維持管理的
経費、社会保障関係経費等、義務的に必要と
なる経費を主体として、必要最低限の年間経
費を計上する予算のことです。首長の改選直
前に編成されることが多くなっています。

「骨格予算」とは…
政策的議論を経た上で、必要な政策
的経費を骨格予算に追加する補正予
算のことです。

「肉付け予算」とは…

歳 出

町税
16億6,371万円

地方交付税　41億円

県支出金
10億3,386万円

国庫支出金
6億538万円

町債
3億2,170万円

分担金及び負担金
4,209万円

使用料及び手数料
9,882万円

財産収入
3,878万円
寄付金
2億18万円

繰越金　1億円

諸収入
2億7,917万円

繰入金
2億4,467万円

地方譲与税／地方消費税交付金 等
5億2,589万円

歳 入
8億8,186万円企業会計

［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。

ことばの説明

解説

公民連携推進事業

７１,０００千円
●行政サービスやまちづくり分野への
民間導入など、行政と民間の連携・
協働を推進します。　１,０００千円
●「若狭ウエディングドレスミュージア
ム（仮称）」の整備を支援し、交流人
口の拡大、結婚意識の醸成を図りま
す。
総事業費 ３.４億円
（㈱アルファブランカによる整備）
 町補助金７０,０００千円
（うち県補助金３５,０００千円）

新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業

４６,７２４千円
住民への円滑なワクチン接種を実現す
るために、必要な体制を確保します。

新型コロナウイルスワクチン
接種事業

７６,４６７千円
医療機関でのワクチン接種（個別接
種）及び医療機関以外の会場での接
種（集団接種）を行います。

財政用語解説！　歳出項目の性質別内訳について
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令和3年度の当初予算が決まりました。
一般会計は92億5,429万円で、前年度に比べ
14.1％の減額となっています。
また、特別会計は55億4,575万円、企業会計は
8億8,186万円を計上しています。

物件費

旅費、需用費、委託
料、備品購入費など
の消費的性質をもつ
経費

維持補修費

道路や公共施設など
の維持補修のための
経費

扶助費

社会保障制度の一環
として、児童・高齢者・
障害者・生活困窮者な
どに対する支援に要す
る経費

補助費等

町から一部事務組合
や各種団体等に対して
交付するもので、負担
金、補助金、交付金な
どの経費

公債費

町の借金である地方
債の元金と利子を支
払う経費

積立金

財政運営を計画的に
するための基金の積
立に要する経費

貸付金

福祉増進や地域振興
のためのお金の貸付
を行うための経費

人件費

職員給与や議員・非
常勤報酬などの経費

普通建設事業費

道路、学校などの公共
施設の建設や、用地
取得等に要する経費

繰出金

一般会計から特別会
計、企業会計の間で、
相互に支出する経費

92億5,429万円
■性質別内訳

■行政分野別内訳一般会計

当初予算若狭町

令和3年度

55億4,575万円特別会計

人件費
18億6,155万円

補助費等
21億5,217万円

普通建設事業費
1億3,132万円

公債費
12億9,496万円

繰出金
11億637万円積立金

2億5,016万円

物件費
16億2,104万円

扶助費
7億3,690万円

維持補修費
8,288万円

貸付金
1,390万円

予備費　300万円

分　　　野
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費

予　算　額
９,８６９万円

１５億４,８９０万円
２３億１,６８２万円
１２億９,９４６万円

２,２４３万円
７億８,４９４万円
１億５,３７４万円
５億１,２９０万円
４億１,０６１万円
８億７８０万円

１２億９,４９６万円
３００万円

伸び率
６.７%

△３４.０%
０.２%
１２.３%
０.０%

△２０.２%
△７１.４%
△３０.１%
１.０%
△１０%
１.５%
０.０%

分　　　野
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
直 営 診 療 所 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
農業者労働災害共済事業特別会計
農業集落排水処理事業特別会計
漁業集落排水処理事業特別会計
公共下水道事業特別会計
町 営 住 宅 等 特 別 会 計
土地開発事業特別会計

予　算　額
１８億２,１２７万円
２億１,１１１万円
８,７２２万円

２０億５４３万円
２億８,６６２万円

１６１万円
４億３０２万円
４,４５５万円

５億６,３６７万円
３,３５７万円
８,７６３万円

伸び率
△２.６％
９.７％
△０.６％
０.７％
９.６％
０.０％
△４.０％
△３６.８％
△４.８％
△１.６％
７３.７％

分　　　野
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
上 中 診 療 所 事 業 会 計

予　算　額
３億７０万円
４,０１６万円

５億４,０９９万円

伸び率
４.４%
△２.６%
１.８%

ご紹介！　令和3年度当初予算の主な事業

国民健康保険事業や下水道事業のように、保険料や使
用料などの収入で運営していく事業について、その事
業にかかるお金の流れをわかりやすくするために設け
る、一般会計とは別の会計のことです。

特別会計

令和３年度予算については、４月に町長選挙を控えてい
たことから、当初予算を骨格予算として編成し、補正予
算で肉付け予算として政策的事業を追加する予定で
す。

歳出
政策的議論を要する経費を除き、維持管理的
経費、社会保障関係経費等、義務的に必要と
なる経費を主体として、必要最低限の年間経
費を計上する予算のことです。首長の改選直
前に編成されることが多くなっています。

「骨格予算」とは…
政策的議論を経た上で、必要な政策
的経費を骨格予算に追加する補正予
算のことです。

「肉付け予算」とは…

歳 出

町税
16億6,371万円

地方交付税　41億円

県支出金
10億3,386万円

国庫支出金
6億538万円

町債
3億2,170万円

分担金及び負担金
4,209万円

使用料及び手数料
9,882万円

財産収入
3,878万円
寄付金
2億18万円

繰越金　1億円

諸収入
2億7,917万円

繰入金
2億4,467万円

地方譲与税／地方消費税交付金 等
5億2,589万円

歳 入
8億8,186万円企業会計

［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。

ことばの説明

解説

公民連携推進事業

７１,０００千円
●行政サービスやまちづくり分野への
民間導入など、行政と民間の連携・
協働を推進します。　１,０００千円
●「若狭ウエディングドレスミュージア
ム（仮称）」の整備を支援し、交流人
口の拡大、結婚意識の醸成を図りま
す。
総事業費 ３.４億円
（㈱アルファブランカによる整備）
 町補助金７０,０００千円
（うち県補助金３５,０００千円）

新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業

４６,７２４千円
住民への円滑なワクチン接種を実現す
るために、必要な体制を確保します。

新型コロナウイルスワクチン
接種事業

７６,４６７千円
医療機関でのワクチン接種（個別接
種）及び医療機関以外の会場での接
種（集団接種）を行います。

財政用語解説！　歳出項目の性質別内訳について
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