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［ 特 集 ］02

地域防災力を高めよう！
！

［ 特 集 ］04

住民票と印鑑登録証明書の
コンビニ交付がはじまります！
06
08

ドキ! DOKI！情報局
情報BOX

災害から身を守り、生活を守る。

地域防災力を
若狭町で想定される災害は何が頭に浮かびますか？ 大きな地震、大雨による
河川や湖の氾濫、土砂崩れ。もしも、これらの災害が今襲ってきたら、あなたは
どれだけの備えが出来ていますか？

自助

非常持出袋

自らの身は自分で守る
●ハザードマップを見て
身の回りのリスクを確認する

●10月からみなさんの家庭に配布している非常持
出袋には懐中電灯、タオル・軍手セット、歯ブラ
シセットやマスクなどが入っていましたが、下

若狭町

記のチェックリストを参考に各家庭の実情に合

わせ、我が家の非常持出袋を完成させましょう。

✓チェックリスト
□
非常持出品
□ 食料品（水、缶詰、チョコレート等）
□ 防災用品（懐中電灯、ズック、ヘルメット等）
□ 救急用品（ばんそうこう、常備薬等）
□ 衛生用品（マスク、アルコール消毒液、生理用品等）
□ 貴重品（印鑑、現金、保険証等）
□ その他（着替えや携帯電話の予備バッテリー、
防犯ブザー、ホイッスル等）
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子どもがいる家庭の備え
□ ミルク
□ 哺乳瓶
□ おむつ
□ お尻ふき 等
高齢者がいる家庭の備え
□ 入れ歯用品、持病の薬
□ お薬手帳のコピー
□ 紙パンツ 等

高めよう！
！
共助

集落や地区での助け合い

●10月に集落単位で防災訓練を実施しました。
●平常時から要支援者を把握し、災害時には地域での声かけをお願いします。

段ボールベッドの確認

公助

消防ホースの確認

公的機関による援助

●10月にコロナ禍における避難所設営訓練を行いました。
●避難所の備蓄には限りがありますので、なるべく各家庭から必要な物資（食料、衣類、衛生用
品など）をお持ちください。

避難スペース設営
町においては、災害に備えるため、必要資機材や避
難所の充実に取り組んでおります。
しかしながら大規模災害時においては、道路の損壊
やライフラインの寸断により、町の災害対応に支障が
生じるものと考えられます。
こうした状況においては、町民の皆さま一人一人が

環境安全課

青木 勇磨 主査
（防災士）

「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯意識

検温・問診
誌に記載の非常持出袋の配布や防災訓練の実施のほ
か、水防訓練や講習会の開催、自主防災組織への支援
事業などを実施しております。
今後におきましても、災害に強い
町づくりを目指して各種施策を
実施してまいりますので、町の
防災行政に引続きご理解・

に基づき、自主的な防災活動に取り組んでいただくこ

ご協力くださいますよう

とが非常に重要です。

お願いします。

町としましても地域の防災力の向上を図るため、本

お問い合せ：環境安全課

☎0770‑45‑9126
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嶺南初 !
住民票と印鑑登録証明書の

コンビニ交付がはじまります！
若狭町では、令和3年2月からマイナンバーカードを

使って、全国約5万４千店舗のコンビニなどのマルチ
コピー機（キオスク端末）で住民票と印鑑登録証明書
の交付ができるようになります。

土日も平日も６：３０〜２３：００まで交付が可能！
この機会にマイナンバーカードを作ってみませんか？

マイナンバーカードを使っ
てコンビニのコピー機（キ
オスク端末）にて証明書の
発行依頼

土日や夜も
交付できると便利だね！

コンビニのコピー機
（キオスク端末）

証明書交付

若狭町役場

証明書情報依頼

証明書情報送信
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最大

5,000

円分

のポイントがもらえる！
マイナポイントってなに？
マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだ
キャッシュレス決済サービス でチャージやお買い物をする
と、そのサービスで、ご利用金額の25％分のポイントが

マイナンバーカードを
作るとお得ってことか！

もらえるのが「マイナポイント」のしくみです。
（お一人あた

り5,000円分が上限です）
※ＱＲコード決済（○○Pay）や電子マネー、クレジットカードなどのこと

マイナポイントをＧＥＴするためのステップ
マイナンバーカードを作ろう！
（既に持っている人は予約から！
！）

スマホやパソコンから
マイナポイントを予約しよう！

端末をお持ちでない方、
やり方がわからない方、
役場の窓口でサポートします！

好きな決済サービスを選び
申込みをしよう！

最後にポイントを
利用してお買い物！

チャージorお買い物で
ポイントをGET！
ご利用金額の25％分の
ポイント（最大2万円の
お買い物orチャージで
5,000円 分）が もらえ
ます。

●毎週日曜日（第３日曜日を除く）９時〜１２時まで役場両庁舎窓口でマイナンバーカー

ドの交付、申請受付・サポート窓口を開設中！
（日曜日は通常の窓口業務は行いません）

●令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
（一部医療機関のみ）

お問い合わせ 税務住民課 0770‑45‑9106

上中サービス室 0770‑62‑2700
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新春！上方落語会

音楽ホール

チケット
売中
好評発

■新春を慶ぶバラエティ豊かな内容の寄席公演をお届け

します！若手の精鋭から実力派の師匠まで、聴きごたえ満
点の落語。

奇想天外なパペット落語に、お正月を彩る華やかな太神
楽も加わって、生ならではの演芸の魅力を存分にご体感

ください！
開催日／

1月30日
（土）

開演／ 14：00

開場／ 13：30

出演／露の新治、笑福亭鶴笑、豊来家社中、桂華紋
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
左：ラッキー舞、
右：豊来家一輝

桂華紋

露の新治

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

笑福亭鶴笑

オーケストラ・アンサンブル金沢室内楽コンサート
殺陣と音楽のコラボレーション

チケット
売中
好評発

■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！
開催日／

2月28日
（日）

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
主催／若狭町

後援／福井新聞社

高校生以下：1,000円

プログラム
・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

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）
若狭町パレア文化課
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Tel:0770-62-2508（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）

若狭町歴史文化館
若狭町立保育所（園）
幼児画展

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
たたず

〜王家の谷に佇む西塚古墳の
発掘調査成果について〜

■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 ■若狭町歴史文化課は、史跡西塚古墳の復元
語っています。絵の展示に加えて造形物の写
整備に向けた発掘調査を10月５日(月) 〜 12
真なども展示しますのでご覧ください。
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。
展示期間／

2月1日
（月）
〜4月10日
（土）火曜休館

展示期間／
時間／ 9：00 〜 17：00 ※最終入館は16：30まで
第１部 幼児画展【０.１歳児〜３歳児、４歳児全員】 会場／若狭町歴史文化館 企画展示室
入館料／無料

若狭町立図書館 リブラ館
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。
開催日／

令和3年1月23日
（土）

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

図書館からのオススメ本

『翻訳できない世界のことば』
エラ・フランシス・サンダーズ/著
前田まゆみ/訳

ＦＯＲＥＬＳＫＥＴ(フォレルスケット)ノルウェー語･

･･語れないほど幸福な恋におちている。
ＪＡＹＵ

１月２5日(月)〜１月31日(日)

Ｓ
（ジャユス）インドネシア語…逆に笑うしかな

2月1日(月)〜2月7日(日)

ＴＳＵＡＲＰＯＫ（イクトゥアルポク）イヌイット語

第２部 修了記念展【５歳児全員】

いくらい、じつは笑えないひどいジョーク。
Ｉ
ＫＵ
…だれか来ているのではないかと期待して、

※火曜休館 期間中の土日は、
当番で職員が常駐します。

時間／９:００〜２０:００ ※初日は１３時〜
場所／パレア若狭ギャラリー

何度も何度も外に出て見てみること。

他の国の言葉ではそのニュアンスをうまく表
若狭町歴史文化課

現 で き な い「翻

Tel:0770-45-2270

訳できな いこと

とばっ子保育園 Tel:0770-64-1100

パレアのギャラリーで
作品展をしてみませんか？
■みなさまの文化芸術活動を支援するこ
とを目的にギャラリーの使用料を半額に
しています。この機会に個人、サークル
で作品展をしてみませんか？
基本料金
2,000円／日→1,000円／日
※割引期間は３月までを予定しています。

パレア文化課

Tel:0770-62-2508

ば」たちを紹介。

宝くじの助成金で整備しました
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、麻
生野区自治会が遊具を整備しました。
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。

日本語からは「木
漏れ日」など。

写真でたどる

No.6

若 狭 町 の 歴 史 遺 産

小川神社のカゴノキ

（県指定天然記念物）

小川神社社殿に向かう石段の右側に、樹高約
１３ｍ・幹回り５.３ｍの県下最大のカゴノキがあ
ります。白い樹皮の見た目が鹿の子（かのこ）
の模様に似ていることから名づけられました。
平成７、２７年に治療をしましたが、今は樹勢
が回復しています。

政策推進課

Tel:0770-45-9112

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。
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