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地域防災の担い手「防災士」

〜あなたも防災士になりませんか？〜
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地域防災の担い手「防災士」
〜あなたも防災士になりませんか？〜

防災士とは
「自助、共助、協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、
そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

❶ 自助
❷ 共助
❸ 協働

防災士の

３原則

自分の命は自分で守る。
地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ。
市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する。

若狭町防災士の会
はじめまして、
このたび若狭町防災士の会の会長に就任しました山口と申します。
近年、全国各地で大規模な災害が頻発し、多くの被害が生じています。
そうしたなかで、行政に全てを任せるのではなく、自分たちで町の防災のためにでき
ることはないかと考え、町内の有志の防
災士の皆さまと共に会を設立しました。
発足して間もない会ですが、会員同士
での勉強会や地域での活動などを企画・
実行していきたいと考えておりますので、

会長

山口 敬一さん（気山）

ご支援くださいますようお願いします。

西田公民館

地 域での
景
活動風
三十三公民館

副会長

杉本 明子さん（瓜生）

正しい知識を身に付けて、

会員の皆さんが「参加して

防災力・減災力を高めるため、

よかった。少しでも得るものが

若狭町防災士の会を通して勉

あった。」
と思えるような会にし

強しています。

ていきたいと考えております。

防災においては、避難所の

まだ 防 災 士 で な い 皆 さま

レイアウトや必要物資などに

も、ご家族や友人あるいは職

ついて、女性目線のご意見が
多数必要とされています。
女性の皆さまもぜひ資格を
取得し、会にご参加ください。

2

広報わかさ

2021年 9月号

三十三公民館

副会長

今川 政之さん（鳥浜）

場の同僚とお誘い合わせのう
え、防災士の資格を取得して
会に参加し、一緒に活動してい
きませんか。

防災士になる方法
▶防災士の資格を取得する必要があります。
▶資格取得の大まかな流れは、下記●
❶〜●
❹ のとおりです。
●
❶「防災士養成研修講座」を受講する

●
❷「防災士資格取得試験」を受験し合格する
●
❸「救急救命講習」を消防署等で修了する
●
❹「防災士認証登録申請」を日本防災士機構に行う
▶上記●
❹の登録申請後、「防災士認証状」と「防災士証（カード）」が交付されます。
▶上記●
❶●
❷については、「福井県防災士養成研修」にて行うことができます。
参考

今年度の「福井県防災士養成研修」の日程

開催回

開催日

第１回

９月１１日（土）〜１２日（日）

第２回

１０月２日（土）〜３日（日）

開催場所
福井県産業会館 本館展示場
（福井市下六条町１０３番地）
プラザ萬象 大ホール（敦賀市東洋町１−１）

※お問い合せや申し込みは、役場環境安全課あてにお願いします
※なお、感染症拡大防止対策により定員数が例年より少ないため、
定員に達して今年度の受付が既に終了している可能性がありますので
ご了承ください
※町ＨＰから詳細を確認できます

若狭町
防災士養成研修のお知らせ

台風シーズンを迎えるにあたって
コロナ禍の避難方法や避難先を再確認しましょう
（広報7月号参照）
災害情報を集めるのに便利なホームページやアプリをご紹介します

広報わかさ７月号

若狭町災害ハザードマップ【ＨＰ】

Ｙａｈｏｏ! 防災速報【アプリ】

福井県防災ネット【ＨＰ】

関西停電情報【アプリ】

浸水や土砂災害が発生する恐れが
高い区域を確認できます

県内の災害に関するあらゆる情報が
集約されています

全国の防災情報を
プッシュ通知でお知らせ

関西エリアの停電情報を
プッシュ通知でお知らせ
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音楽ホール

宝くじ文化公演 渡辺徹の音楽付き朗読会
〜 と星のＭｕｓ
ｉ
ｃＳｔｏｒ
ｉ
ｅｓ〜

■俳優としておなじみの渡辺徹によるやさしい語りと、実力派の劇団員による名作の朗読を、
チェロとピアノの生演奏に乗せてお届けします。朗読作品は宮沢賢治の代表作と、福井県出身
の作家・かこさとしさんの名作を予定しています。お楽しみに!
開催日／

12月5日
（日）

開場／ 14：30 開演／ 15：00
出演／渡辺徹、羽川真介、笈沼甲子 ほか
料金／一般：１,５００円 高校生以下：１,０００円 ペア：２,０００円
※全席指定 ５歳以上未就学児入場可
チケット発売日／町民先行販売：９月４日（土）
※電話受付は１３：００から
一般・WEB販売：９月５日（日）
主催／若狭町、福井県、
（一財）自治総合センター
後援／福井新聞社

宝くじの助成により、
特別料金となっています

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／ 11月21日（日）
パレア文化課

パレア文化課

Tel:0770-62-2506
（チケットカウンター）

若狭町文化祭
書道・絵・写真・花・工芸品・
下記の日程で、
今年も文化祭を開催予定です。 文芸作品などの 展示
コロナウイルスの収束が見えない状況ですが、
今年も対策を講じて文化祭を開催したく準備
をすすめています。町民の皆さまのご協力とご
支援をどうぞよろしくお願いいたします。
（文化協会役員一同）

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などの
ステージ発表
開催日／

10月31日
（日）

時間／ 10：00〜15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール

開催日／

10月29日（金）〜10月31日（日）

時間／ 9：00〜18：00

※最終日は16時まで（予定）

開催日／

9月12日
（日）入場無料

開場／ 13：00

開演／ 13：30

重田美幸音楽教室

Tel:０90-3290-9302

■パレア音楽ホールでウクレレ講座が始まりま
す。月２回木曜日の１９時〜（全１２回）
、ヤマハ
所属の講師が指導します。ウクレレの貸し出し
もありますので、お気軽にご参加ください。

ワークショップ
開催日／

10月31日
（日）

時間／ 9：00〜16：00（予定）

内容／マスク用アロマスプレー作り教室、

や申し込み方法等
は、9月配布の文化
祭チラシでご確認
ください。
若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508

2021年 9月号

■ｐ
ｆミュージックに通う生徒の発表会、卒業生
によるピアノ演奏など楽しい内容です。お気軽
にご来場ください。

子どもから大人まで
みんなで一緒に楽しもう♪
ウクレレサークル部員募集中

秋の寄せ植え教室、囲碁教室

広報わかさ

第５９回ｐｆ
（ピアノフォルテ）
ミュージックコンサート

会場／パレア若狭内

詳 細調整中。詳 細
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Tel:0770-62-2508

開催日／

9月16日
（木）

時間／ 19：00〜
（以後毎月２回、全１２回）
場所／パレア若狭音楽ホール
料金／月額１,０００円（高校生以下無料）
対象／小学生以上
定員／１０名（初心者）
※未就学のお子さまにはシェーカーなどの
小物打楽器をご用意しています。
お気軽にご参加ください。
※小学生、未就学児は保護者同伴で
ご参加ください。
主催／福井県・若狭町・
（公財）福井県文化振興事業団
パレア文化課

Tel:0770-62-2508

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

きらとも会 書作展

パレアのギャラリーで
作品展をしてみませんか？

■書道教室「きらとも会」に通う小学1年生か
ら大人までの書道作品展です。各自、自由題
材などを集中して仕上げました。ぜひご覧く
ださい。

■現在、コロナ禍での文化活動支援のた
め、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
※詳しくはパレア文化課までお問い合わ
せください。

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／

9月25日
（土）

時間／ 14：00 〜

展示期間／

場所／図書館リブラ館 こどもひろば

8月7日(土)〜8月29日(日)

内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居

※火曜休館

料金／無料

時間／ 9：00〜20：00
※最終日は１7：００まで

パレア文化課

きらとも会 Tel:０７７０-62-1651

Tel:0770-62-2508

若狭三方縄文博物館

荒木 健太郎／著

特別展「Varves in Maya―
マヤの年縞をめぐる冒険２０２１」

■古代マヤ文明の舞台、メキシコ、およびグア
テマラで発見された年縞を世界で初公開しま
す。９月１９日（日）
、２０日（月・祝）には、特別展
のガイドツアーも含む関連イベント「シマシマに
ドキドキ」を縄文ロマンパークで開催します。

【冒険編 メキシコ・グアテマラ探検記】
会場／若狭三方縄文博物館
主な展示／グアテマラの年縞ステンドグラス
／年縞穴掘りの道具たち／
年縞調査隊アドベンチャーフォトギャラリー

【お宝編 マヤ文明と気候変動】

会場／福井県年縞博物館
主な展示／メキシコの年縞ステンドグラス／
マヤ文明最大・最古の遺跡アグアダ・フェニックス
／人類と気候の1万年史

コロナ禍の今だからこそ、この本を片手に広
大な空を眺めてみたい。
雲、雨、雪、虹、台風、竜巻など空（気象）にま
つわる、おもしろくてためになる知識をやさし
く紹介。
積乱雲の自虐的ともいえる性質、虹は半円形
ではないこと、雨滴の
てっぺんはとがってい
ない…などなど、思わ
ず「そうなんだ！」と思っ
てしまうようなトピック
が 盛りだくさん。総 ル
ビ付きで、子どもも大
人も楽しく読むことが
できます。

写真でたどる

No.14

若 狭 町 の 歴 史 遺 産

開催期間／

8月4日(水)〜10月4日(月)

マヤの年縞調査隊

図書館からのオススメ

『空のふしぎがすべてわかる！
すごすぎる天気の図鑑』

※開期中の8月は無休
9・10月の休館日は毎週火曜日
開催場所／
福井県年縞博物館・若狭三方縄文博物館
（若狭町鳥浜１２２ １２ １）

歴史文化課（縄文博物館内） Ｔｅ
ｌ
：０７７０−４５−２２７０

藤井岡古墳群出土の家形埴輪

若狭町藤井に所在する古墳時代中期前半（５
世紀前半）の古墳群から出土した平地式寄棟
造の家形埴輪です。同古墳群から出土してい
る甲冑形埴輪と同様に、家形埴輪の造りから、
畿内の埴輪工人が製作したと考えられます。甲
冑形埴輪とともに、古墳時代において三方地
域も重要視されていたことを示す貴重な資料
です。家形埴輪は現在、若狭町歴史文化館で
展示しています。

縄文ロマンパークでいろいろ体験

【第４回】アンギン編みでコースター作り
開催日時／

9月25日(土)

定員／１５名
参加費／５００円／人
時間／ 10：00〜12：00
内容／縄文時代から続く編み方で、
開催場所／若狭三方縄文博物館講座室
手軽なコースターを作ります。
参加対象／誰でも
ＩＤＯＫ
Ｉ会 アンギン部会
（小学生以下は保護者同伴） 講師／博物館友の会ＤＯＫ
歴史文化課（縄文博物館内） Ｔｅ
ｌ
：０７７０−４５−２２７０

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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わかさで輝く奨学金返還支援制度
若狭町では、大学等に進学する際に奨学金を利用し、
卒業後町内に定住する等の要件を満たした若狭町出身者の奨学金返還を応援します!

補助金の交付を受けるまでの流れ

補助金の交付を受けるためには、
事前に 補助候補者の登録申請 をし、補助金交付申請 をする必要があります。

1 補助候補者の登録申請
▼現在在学中の方

※すべての要件を満たす方が登録できます。

▼令和２年度までに卒業されている方

【要件】

登録申請を行う年度に県内外の大学等※1を
卒業する見込み
若狭町出身者

【要件】

登録申請を行う年度の前年度末までに大学等※1を卒業し、
登録申請時点で町外から転入後１年以内

今年度は特例で、以下の方も対象となります。

（大学等※1に就学するまでに1年以上若狭町に住所を有していた）

若狭町に定住する意思がある
奨学金の返還を行う
登録の翌年度の4月1日で満30歳未満
正社員として事業所等に勤務する見込み※2
（自営業を含む）

大学等…学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、

※1

専修学校、高等学校（嶺南地域を除く）
※2

公務員は対象外です。ただし、町内の医療機関や介護事業所に勤務す

る医療職※3および介護職※4の公務員は対象とします

2 補助金交付申請

令和２年度に大学等※1を卒業し、
令和３年４月１日時点で満３０歳未満の方
令和元年度までに大学等※1を卒業後令和２年４月１日以降
に転入し、令和３年４月１日時点で満３０歳未満の方

若狭町出身者（大学等※1に就学するまでに1年以上若狭町に住所を有していた）
若狭町に定住する意思がある
奨学金の返還を行う、または行っている
登録の翌年度の4月1日で満30歳未満
正社員として事業所等に勤務する、または勤務する見込み※2
（自営業を含む）

※すべての要件を満たす方が申請できます（毎年度申請が必要です）。

【要件】

補助候補者に登録されている
奨学金を返還中であり、滞納していない
町内に住所を有している（住民基本台帳に記録されている）
正社員として事業所等に勤務している※2（自営業を含む）
町税を滞納していない

■対象となる奨学金
日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金および第二
種奨学金
福井県大学奨学金（修学奨学金）
福井県高校奨学金（修学奨学金および通学奨学金）

■補助対象費用

現在在学中の方…奨学金返還総額
令和２年度までに卒業されている方
…初回交付申請を行う年度の４月１日における奨学金の
返還残高
お問い合わせ
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奨学金の返還を支援する別の制度（福井県Ｕ・
Ｉターン
奨学金返還支援制度を除く）を利用していない
医療職…医師、歯科医師、助産師、看護師、保健師、診療放射線技師、

※3

臨床検査技師、理学療法士

その他これらに準ずる医療職

介護職…介護福祉士、ケアマネージャー、その他これらに準ずる介護職

※4

■補助金の額

※５年間に分けて交付します。

❶町内に居住する方
→補助対象費用の１/２（上限５０万円）
❷町内に居住し、
町内に所在する事業所等に勤務している方
→補助対象費用の１/２（上限額１００万円）

※例えば、県内に支店があり、若狭町内の支店に勤務することが自らの
意思で選べない事業所は加算対象となりません。

❸町内に居住し、町内に所在する医療機関または介護事
業所に医療職※3・介護職※4として勤務した方
→補助対象費用の１/２（上限額１３０万円）

政策推進課 ＴＥＬ：０７７０‑４５‑９１１2

MAIL：seisaku@town.fukui-wakasa.lg.jp

情

報

OX

暮らしに役立つ情報をお届けします
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“ 夏季食中毒予防注意報の発令について ”

発令期間：令和3年7月16日（金）〜令和3年9月30日（木）まで
夏のレジャーなどで、お肉を口にする機会が多くなる時期です。高温多湿の条件下では、細菌が増えやすく腸管出血性

大腸菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒が1年で1番多く発生しやすいときといわれています。食中毒の発生を
防止するために、以下のことを心がけてください。
食中毒予防の3原則
①細菌をつけない
加熱調理した食品と生で食べる食品は調理器具を使い分けて調理する工夫をしましょう。
調理の際には手洗いをしましょう。
②細菌を増やさない
食品を室温で長時間放置せず、冷蔵庫や冷凍庫で保存するようにしましょう。
③細菌をやっつける
一般的に食中毒を起こす細菌の多くは熱に弱いため、食品を75℃1分以上の加熱をすると死滅します。
そのほか、食器・布巾を煮沸したり、次亜塩素酸ナトリウム溶液に漬けること、手指を逆性石鹸で洗うことによる殺菌も
食中毒予防に効果的です。
腸管出血性大腸菌・カンピロバクター食中毒を予防するために
①食肉は十分に加熱しましょう。生食や、不十分な加熱は食中毒になる危険があります。
特に子どもは大人に比べ重症化しやすいため、注意が必要です。
②食肉を焼くときは専用の箸やトングを用意し、自分が食べる箸とは区別しましょう。
テイクアウトを利用するときのポイント
①購入後は長時間持ち歩かないようにしましょう。
②持ち帰ったらすぐに食べましょう。
③食べる前にはしっかり手洗いをしましょう。

問い合わせ

“ 2021年度自衛官等募集案内 ”
募集種目

資

格

自衛官候補生
防衛大学校学生
防衛医科大学校学生
医学科・看護学科

保健医療課 ☎0770-62-2721

受付期間
男女：年間を通じて

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）または高専3年次修了者（見込含）

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

防大の推薦・総合選抜は、9/5から
9/10、一般は7/1から10/27
防医大学生は7/1から10/13
看護学科学生は7/1から10/6
推薦は 11/1 から 12/3
一般は 11/1 から令和 4 年 1/14

※新型コロナウイルス感染症対策のため受付期間、試験期日を変更する場合があります。
変更があった場合は、福井地方協力本部のホームページでお知らせいたします。

問い合わせ

自衛隊敦賀地域事務所 ☎0770-23-2026
自衛隊福井地方協力本部ホームページ
https://www.mod.go.jp/pco/fukui/
自衛隊福井地方協力本部メールアドレス hq1-fukui@pco.mod.go.jp
広報わかさ
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