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今年4月末の任期満了となる森下町長が、私たち町民と歩んだ3期12年の間「み

んなで創るみんなのまち」「笑顔全開・地域力発信」をスローガンに、「連携・交流・

つなぐ」そして最後に「結ぶ」をテーマにまちづくりを進め、将来にわたって健康で、明る

く、元気で、笑顔いっぱいに暮らせる「新しい感動と笑顔が広がるまち」の実現に向けて

の歩みを町の主な出来事で振り返ります。

・住民のみなさん“YOU”と森下ゆたか“裕”と 
対話する「ゆうトーク」開始

　住民のみなさんの声を行政に反映できる 
まちづくりを目指して町長と直接対話する

・協働のまちづくり
　まちづくりシンポジウム他、まちづくり講座（5回）
・第一回若狭町まつり〜若祭〜
・若狭町まちづくりプラン策定
　（若狭町総合計画後期計画平成23年〜 28年）
・次世代定住促進協議会の設置
　（若者の定住とUIターンの推進）

・空き家情報バンクの開設
・子ども若者サポートセンター開所
・嶺南地域有害鳥獣処理施設竣工

・協働のまちづくりによる
　各学校区に地域づくり協議会発足 
・全国伝統的建造物保存地区協議会総会（熊川宿）
・神子トンネル開通
・小浜IC 〜敦賀JCT 舞鶴若狭自動車道全線開通
・町制10周年記念事業
　　上中体育館リニューアル記念 
　　　「サントリーサンバーズバレーボール教室」
　　若狭さとうみパーク竣工記念 
　　　ゲートボール・グラウンドゴルフ大会
　　出張！なんでも鑑定団 in 若狭町
　　記念式典 パネルディスカッション
　　勢関との住民交流会
・道の駅「三方五湖」オープン

神子トンネル開通

道の駅「三方五湖」オープン

第一回若狭町まつり〜若祭〜

小浜IC〜敦賀JCT 舞鶴若狭自動車道全線開通
IC・PA写真：NEXCO 中日本

1期 平成21（2009）年度〜平成24（2012）年度

2期 平成25（2013）年度〜平成28（2016）年度
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若狭瓜割エコビレッジ完成

福井しあわせ元気国体
オープンウォータースイミング

街道シェアオフィス＆スペース 菱屋オープン

三方五湖スマートインターチェンジ開通

・日本遺産認定「御食國わかさと鯖街道」
・デマンドタクシー開始
・発酵文化国際シンポジウム 
　「振り返れば未来の道・発酵街道」
・岬小学校・三方中岬分校休校式
・民営化による明倫保育園開園 
・中央公民館リフレッシュ工事完成（リブラ若狭）
・若狭瓜割エコビレッジ完成 分譲開始

・アイシン・エイ・ダブリュ工業進出を発表
・三方五湖スマートインターチェンジ開通
・若狭町行財政改革プラン策定
　第二次若狭町男女共同参画プラン策定
・街道シェアオフィス＆スペース 菱屋オープン
・みさきちオープン
・株式会社エイ・ダブリュ工業若狭 
　生産開始（若狭テクノバレー）
・福井県年縞博物館オープン
・福井しあわせ元気国体が開催されました。
　町内では以下の競技が行われました。
　　ゲートボール
　　オープンウォータースイミング
　　グラウンドゴルフ

日本遺産認定「御食國わかさと鯖街道」

みさきちオープン

河内川ダム

3期 平成29（2017）年度〜令和2（2020）年度

・上中中学校大規模改造竣工式
・三方五湖が日本農業遺産に認定
・河内川ダム竣工式 周辺整備を開始
・若狭町上下水道ビジョン策定 
・レインボーライン山頂公園リニューアル
・新型コロナウイルス感染症対策
・若狭トレイルの整備
・行財政改革の推進
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県外出身ですが若狭町とご縁があり、着任して3年が経ちました。若狭町そして

美浜町の皆様に改めて感謝申し上げます。

長年仕事柄休日のたびに家内と観光地や評判のお店など各地に出かけていま

すが、ここ若狭へ来てからも春から秋にかけては釣りやスノーケリングまた近県の日

帰り登山やトレッキング、冬はスキーなど楽しんでいます。私は今まで全国各地の

リゾート開発を出がけてきましたがこのエリアのポテンシャルの高さは全国でもトップク

ラスだと思っています。

さてレインボーラインですが、昨年度「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」が完

成し、いざスタートダッシュという時、コロナ禍により4月・5月と来場者は激減しました。

しかし6月より徐々に回復、8月以降は劇的に復活し現在に至っています。これは

コロナ禍での地元の皆様や嶺北からのお客様のご利用が増えたことが大きな要因

であり感謝の気持ちで一杯です。そしていよいよ次年度は老朽化した上下水道施

設に加え、トイレや売店・レストランなどの改修に取り掛かる予定になっております。

今後も、「郷土の誇りと思える観光施設」作りを目指し、従業員一同頑張って参る

所存でございます。

株式会社レインボーライン
代表取締役

石田靖彦さん

レインボーライン

若狭三方
縄文博物館

福井県
年縞博物館

三方五湖エリア
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　道の駅「若狭熊川宿」

　四季彩館

下ノ町駐車場

西口公園駐車場

至
高
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由
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都
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方
面
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前 川
河
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上ノ町
かみんちょ

約400m

303

303中ノ町
なかんちょ

卍

卍

下ノ町
しもんちょ

約300m

約300m

TEL 0770－62－9111　　36台

特産品販売、レストラン、
マンガで知る鯖街道ミュージアム

16台　大型バス駐車可

大型バス駐車可

41台　大型バス駐車可

至
小
浜・敦
賀
方
面

熊川宿体験交流施設与七

村田館

西山稲荷神社

孝子与七の碑

旧逸見勘兵衛家住宅

中条橋

義民館

熊川宿
若狭美術館

覚成寺

山車蔵

長
屋
道

御
蔵
道

まがり
白石神社

得法寺

倉見屋荻野家住宅宿場館

松木神社

バス停
若狭熊川

バス停
橘町

バス停
道の駅若狭熊川宿

権現神社

熊川番所

大岩（子守り岩）

バス停
下新町

　平成8年に伝統的建造物群保存地区に選定された後、熊川宿では平成10

年代に前川と街路の景観整備など多くの公共整備が行われ、住民の保存修理・

修景事業という地に足がついた歴史的町並み整備が進められました。派手さはな

いがとても大切な期間であったといえます。そのおかげもあり、熊川宿では平成31

年頃より民間事業者の出店が相次いでいます。今まさに歴史的町並みを

舞台に、民間活力を活かしたまちづくりが花開こうとしているように感じます。

　おおい町出身の私が今のように熊川宿で仕事ができているのもいろいろ

な方から「迷わず進めなさい！」と背中を押していただいたことが大きかったよ

うに思います。今後も、若狭町の豊かな歴史資源が多くの人を惹きつけら

れるよう公民が一体となった事業が進められることを願っ

ています。

株式会社デキタ
代表取締役

時岡壮太さん

熊川エリア

熊川宿 今後も民間活力を活かしながら、交流人口・関係人口の拡大を進めています。

「生活にいろどりを、こころにゆとりを。」を
コンセプトにした蔵を改造したカフェ。

irodori Labo.

日本忍者協議会から認められ
た忍者が指導にあたる、外国
人からも注目を集めるスポット。

忍者道場

シェアオフィス、食の体験事業スペー
ス、カフェからなる複合施設。宿泊施
設の受付も兼ねている。

街道シェアオフィス＆スペース 菱屋
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DOKI!情報局ドキ!

開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／オーケストラ・アンサンブル金沢/殺陣師
料金／一般：2,000円　高校生以下：1,000円
主催／若狭町
後援／福井新聞社

2月28日（日）開催日／

■殺陣と音楽。その通じると
ころは、相手と呼吸を合わせ、
集中し、互いに感じ合いなが
ら創り上げる空気感。弦楽器
が奏でる大河ドラマのテーマ
曲をともにお届けします。映
画音楽もお楽しみ下さい！

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

浦見川

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.7

三方五湖の水月湖と久々子湖をつなぐ人工の
運河が浦見川です。江戸時代の寛文2年
（1662年）に若狭地方を襲った地震によって
湖の排水路が失われて水害が発生したため、
水かさを減らすために同年から2か年かけて
開通しました。長さは約240ｍ、川幅は約6.4
ｍあり、頂上から川底まで約36ｍの高さを掘
りぬいてつくられています。

とばっ子保育園　Tel:0770-64-1100

■子どもたちの作品は新鮮で創造性に溢れ、
迫力と感動を与えてくれます。そして、誠実か
つ建設的な絵は、子供たちの確かな育ちを
語っています。絵の展示に加えて造形物の写
真なども展示しますのでご覧ください。

若狭町立保育所（園）
幼児画展

時間／９:００～２０:００　※初日は１３時～
場所／パレア若狭ギャラリー

■若狭町歴史文化課は、史跡西塚古墳の復元
整備に向けた発掘調査を10月５日(月) ～ 12
月上旬まで実施していました。発掘調査の目
的は、西塚古墳の史跡範囲を再指定するため
であり、復元整備に向けた大きな一歩目です。
本発掘調査からは、北陸地方最古級の人物埴
輪片をはじめ様々な埴輪や遺構を確認してい
ます。このような調査成果を皆様に幅広く周
知するために、この度の速報展を実施します。
是非、足を運んでいただき、水田面の下に残
る西塚古墳を知っていただければ幸いです。

若狭町歴史文化館

若狭町歴史文化課　Tel:0770-45-2270

若狭町歴史文化館　第３7回企画展

史跡西塚古墳発掘調査 速報展
～王家の谷に佇む西塚古墳の
　発掘調査成果について～

たたず

展示期間／

時間／ 9：00～ 17：00 ※最終入館は16：30まで
会場／若狭町歴史文化館　企画展示室
入館料／無料

2月1日（月）～4月10日（土）火曜休館

宝くじの社会貢献広報事業として、宝
くじの売上金を財源として実施している
『コミュニティ助成事業』を活用して、井
崎区が除雪機を購入しました。
このように、宝くじの売上金は、地域
のコミュニティ活
動に必要な施設
の整備や備品購
入などに活用さ
れています。

宝くじの助成金で整備しました

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

令和3年2月27日（土）開催日／

■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。

にじいろのおはなし会

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

『私の身に起きたこと　
 -とあるウイグル人女性の証言-』　
清水ともみ/著

図書館からのオススメ本

中国が支配する新疆ウイグル自治区。エジプ
トで結婚し、三つ子を授かったウイグル人女性
が実家に帰ると赤ん坊とともに拘束され、連
れて行かれた先には電気棒などの拷問が待っ
ていた。
ウイグル人女性の証言をもとに、中国による
ウイグル人への弾圧を告発するノンフィクショ
ン漫画。
一見、可愛らしい女性が
描かれた絵本のような装
丁だが、過酷な現状が綴
られている。表紙に使わ
れた美しい青は、ウイグ
ルの国旗の色。

展示期間／
第１部 幼児画展【０.１歳児～３歳児、４歳児全員】
１月２5日(月)～１月31日(日)
第２部 修了記念展【５歳児全員】
2月1日(月)～2月7日(日)
※火曜休館　期間中の土日は、
　当番で職員が常駐します。

オーケストラ・アンサンブル金沢
室内楽コンサート

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508（チケットカウンター）

殺陣と音楽のコラボレーション

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

託児所【有料】ご希望の方はご相談ください。
対象者／1歳～小学3年生まで
締切／オーケストラ・アンサンブル金沢室内楽コンサート
……………………………………………2月14日（日）
山田姉妹ソプラノデュオコンサート………2月28日（日）

チケット
好評発売中

山田姉妹
ソプラノデュオコンサート

開演／ 14：00　開場／ 13：30
出演／山田姉妹、内門卓也
料金／一般：2,000円　学生：1,000円
主催／若狭町　後援／福井新聞社

3月14日（日）開催日／■NHK「うたコン」などで
話題の双子ソプラノデュオ
「山田姉妹」が歌う懐かしい
メロディーやクラシックの名
曲の数々を、双子ならでは
の華麗なハーモニーでお楽
しみください。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

「音楽ホール練習プラン」を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プランおよび通常のホール使用料を半額にしています。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練習したい」「発表会の前に、
ちょっとホールでピアノを弾いてみたい」そんな声にお答えするために、
気軽に音楽ホールで練習できる「音楽ホール練習プラン」があります。

「音楽ホール練習プラン」とは？
　練習プランは１時間単位の料金設定なので、低価格でご利用いた
だけます。但し、予約は使用する日の１ヶ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） → 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） → 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。※割引期間は3月末までを予定しています。

ピアノ使用料

勤務時間／１時間～３時間程度／日（不定期）
時給／８９７円／時間（交通費あり）
応募方法／電話またはメールにてご応募くだ

さい
応募資格／２０歳以上の健康な方、

性別・経験等は問いません。
縄文が好き！ 展示案内をやってみ
たい！この地域の魅力をもっと伝え
たい…！ 
そんな意欲や、おもてなしの気持
ちのある方をお待ちしております。

その他／都合の合う時間帯でOK。
　　　　事前研修あり
ご興味のある方、まず
は、お気軽にお電話く
ださい！
お問合せ
若狭三方縄文博物館　
電話：0770-45-2270
メール：jomon@town.fukui-wakasa.lg.jp

■若狭三方縄文博物館の展示案内や体験補
助（勾玉づくり、火おこし等）をしていただく方
を募集しています。

展示説明員・体験補助員
募集

若狭三方縄文博物館

若狭町人権擁護委員 岡本　Tel:0770-64-1707

■“人権尊重”をテーマに描かれた若狭町内児
童及び県内の入賞・優秀作品の数々をどうぞ
ご覧ください。

第２４回福井県小学生
人権ポスターコンテスト
入賞作品展

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00 ※最終日は15：00まで
2月12日(金)～3月1日(月)

政策推進課　Tel:0770-45-9112 若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270

・弦楽四重奏＆殺陣
大河ドラマ「江」「麒麟がくる」 他

・ファゴットアンサンブルバッカス
「ニューシネマ・パラダイス」 他

プログラム

・２つでひとつ 
・見上げてごらん夜の星を
・浜辺の歌
・夜の女王アリア
 （モーツァルト 歌劇「魔笛」より）　他

プログラム
※曲目は
　変更となる
　場合が
　あります。

チケット
好評発売中
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開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／オーケストラ・アンサンブル金沢/殺陣師
料金／一般：2,000円　高校生以下：1,000円
主催／若狭町
後援／福井新聞社

2月28日（日）開催日／

■殺陣と音楽。その通じると
ころは、相手と呼吸を合わせ、
集中し、互いに感じ合いなが
ら創り上げる空気感。弦楽器
が奏でる大河ドラマのテーマ
曲をともにお届けします。映
画音楽もお楽しみ下さい！

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

浦見川

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.7

三方五湖の水月湖と久々子湖をつなぐ人工の
運河が浦見川です。江戸時代の寛文2年
（1662年）に若狭地方を襲った地震によって
湖の排水路が失われて水害が発生したため、
水かさを減らすために同年から2か年かけて
開通しました。長さは約240ｍ、川幅は約6.4
ｍあり、頂上から川底まで約36ｍの高さを掘
りぬいてつくられています。

とばっ子保育園　Tel:0770-64-1100

■子どもたちの作品は新鮮で創造性に溢れ、
迫力と感動を与えてくれます。そして、誠実か
つ建設的な絵は、子供たちの確かな育ちを
語っています。絵の展示に加えて造形物の写
真なども展示しますのでご覧ください。

若狭町立保育所（園）
幼児画展

時間／９:００～２０:００　※初日は１３時～
場所／パレア若狭ギャラリー

■若狭町歴史文化課は、史跡西塚古墳の復元
整備に向けた発掘調査を10月５日(月) ～ 12
月上旬まで実施していました。発掘調査の目
的は、西塚古墳の史跡範囲を再指定するため
であり、復元整備に向けた大きな一歩目です。
本発掘調査からは、北陸地方最古級の人物埴
輪片をはじめ様々な埴輪や遺構を確認してい
ます。このような調査成果を皆様に幅広く周
知するために、この度の速報展を実施します。
是非、足を運んでいただき、水田面の下に残
る西塚古墳を知っていただければ幸いです。

若狭町歴史文化館

若狭町歴史文化課　Tel:0770-45-2270

若狭町歴史文化館　第３7回企画展

史跡西塚古墳発掘調査 速報展
～王家の谷に佇む西塚古墳の
　発掘調査成果について～

たたず

展示期間／

時間／ 9：00～ 17：00 ※最終入館は16：30まで
会場／若狭町歴史文化館　企画展示室
入館料／無料

2月1日（月）～4月10日（土）火曜休館

宝くじの社会貢献広報事業として、宝
くじの売上金を財源として実施している
『コミュニティ助成事業』を活用して、井
崎区が除雪機を購入しました。
このように、宝くじの売上金は、地域
のコミュニティ活
動に必要な施設
の整備や備品購
入などに活用さ
れています。

宝くじの助成金で整備しました

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

令和3年2月27日（土）開催日／

■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。

にじいろのおはなし会

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

『私の身に起きたこと　
 -とあるウイグル人女性の証言-』　
清水ともみ/著

図書館からのオススメ本

中国が支配する新疆ウイグル自治区。エジプ
トで結婚し、三つ子を授かったウイグル人女性
が実家に帰ると赤ん坊とともに拘束され、連
れて行かれた先には電気棒などの拷問が待っ
ていた。
ウイグル人女性の証言をもとに、中国による
ウイグル人への弾圧を告発するノンフィクショ
ン漫画。
一見、可愛らしい女性が
描かれた絵本のような装
丁だが、過酷な現状が綴
られている。表紙に使わ
れた美しい青は、ウイグ
ルの国旗の色。

展示期間／
第１部 幼児画展【０.１歳児～３歳児、４歳児全員】
１月２5日(月)～１月31日(日)
第２部 修了記念展【５歳児全員】
2月1日(月)～2月7日(日)
※火曜休館　期間中の土日は、
　当番で職員が常駐します。

オーケストラ・アンサンブル金沢
室内楽コンサート

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508（チケットカウンター）

殺陣と音楽のコラボレーション

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

託児所【有料】ご希望の方はご相談ください。
対象者／1歳～小学3年生まで
締切／オーケストラ・アンサンブル金沢室内楽コンサート
……………………………………………2月14日（日）
山田姉妹ソプラノデュオコンサート………2月28日（日）

チケット
好評発売中

山田姉妹
ソプラノデュオコンサート

開演／ 14：00　開場／ 13：30
出演／山田姉妹、内門卓也
料金／一般：2,000円　学生：1,000円
主催／若狭町　後援／福井新聞社

3月14日（日）開催日／■NHK「うたコン」などで
話題の双子ソプラノデュオ
「山田姉妹」が歌う懐かしい
メロディーやクラシックの名
曲の数々を、双子ならでは
の華麗なハーモニーでお楽
しみください。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

「音楽ホール練習プラン」を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プランおよび通常のホール使用料を半額にしています。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練習したい」「発表会の前に、
ちょっとホールでピアノを弾いてみたい」そんな声にお答えするために、
気軽に音楽ホールで練習できる「音楽ホール練習プラン」があります。

「音楽ホール練習プラン」とは？
　練習プランは１時間単位の料金設定なので、低価格でご利用いた
だけます。但し、予約は使用する日の１ヶ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） → 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） → 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。※割引期間は3月末までを予定しています。

ピアノ使用料

勤務時間／１時間～３時間程度／日（不定期）
時給／８９７円／時間（交通費あり）
応募方法／電話またはメールにてご応募くだ

さい
応募資格／２０歳以上の健康な方、

性別・経験等は問いません。
縄文が好き！ 展示案内をやってみ
たい！この地域の魅力をもっと伝え
たい…！ 
そんな意欲や、おもてなしの気持
ちのある方をお待ちしております。

その他／都合の合う時間帯でOK。
　　　　事前研修あり
ご興味のある方、まず
は、お気軽にお電話く
ださい！
お問合せ
若狭三方縄文博物館　
電話：0770-45-2270
メール：jomon@town.fukui-wakasa.lg.jp

■若狭三方縄文博物館の展示案内や体験補
助（勾玉づくり、火おこし等）をしていただく方
を募集しています。

展示説明員・体験補助員
募集

若狭三方縄文博物館

若狭町人権擁護委員 岡本　Tel:0770-64-1707

■“人権尊重”をテーマに描かれた若狭町内児
童及び県内の入賞・優秀作品の数々をどうぞ
ご覧ください。

第２４回福井県小学生
人権ポスターコンテスト
入賞作品展

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00 ※最終日は15：00まで
2月12日(金)～3月1日(月)

政策推進課　Tel:0770-45-9112 若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270

・弦楽四重奏＆殺陣
大河ドラマ「江」「麒麟がくる」 他

・ファゴットアンサンブルバッカス
「ニューシネマ・パラダイス」 他

プログラム

・２つでひとつ 
・見上げてごらん夜の星を
・浜辺の歌
・夜の女王アリア
 （モーツァルト 歌劇「魔笛」より）　他

プログラム
※曲目は
　変更となる
　場合が
　あります。

チケット
好評発売中
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