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渡辺新町長インタビュー

「若さ」
を活かし
新しい若狭町へ
渡辺英朗新若狭町長が5月6日初登庁し、
渡辺町政がスタートしました。
若狭町を取り巻く環境は、少子高齢化や行財政
改革が進められるなど、厳しさが増しています。
このような状況の中、新町長はどのように
まちづくりを展開していくのか、お考えをお聞きしました。

町長に就任された今のお気持ちは
住民の皆さんから私に寄せられた、新しいまちづくりへの期待の大きさを実感しています。

今、通信技術の発達やグローバル化により、急激に時代が変化しています。若狭町を取り巻
く状況を正確に把握し、スピード感をもった判断でより良いまちづくりを実現できるように
努力していきます。

この一年、延べ261回にわたり街頭に立たせていただき、住民の皆さんの通勤通学などの

日常を肌で感じ、穏やかで安心できる生活がいかに大切かを考えてきました。住民の皆さん
の視点を大切にしながら、先頭に立って町長としての職務に邁進します。

まちづくりの考えや取り組みは
観光面では、新型コロナウイルスの影響が続いていますが、終息後を見据え若狭ウェディ

ングドレスミュージアムやレインボーラインのレストラン整備、熊川宿の賑わいづくりを民
間や地域と連携しながら進めることにより、北陸新幹線敦賀開業にも繋がる観光振興を図り
ます。

また、福井県や国の力を借りて道路・トンネルの整備などを引き続き遅滞無く進めていく

ことが防災面はもとより、町の活性化につながると思っています。

教育面でも少子化は避けては通れませんが、素晴らしい地元の自然環境をしっかり活かし

た、のびのびとした教育や、国際化を視野にI T を取り入れた若狭町の未来に通じる人材を
育成していきたいと考えています。

さらに子育て・高齢者の福祉に不安の無いよう、人材育成も図りながらサービスの充実に

取り組んでいきたいと思っています。
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４月１２日 当選証付与式

５月６日 就任式

住民の皆さんへ

５月６日 初登庁

interview

私は、職員とともに地域に出向き、住民の皆さんのご意見を伺いながら、丁寧に調整運営

を図りたいと考えています。

喫緊の課題として、新型コロナウイルスのワクチン接種や経済対策で安心していただける

ように努め、素晴らしい若狭町の発展のために、全力で頑張ります。どうぞよろしくお願い
いたします。

プロフィール p r o f i l e
わた なべ

ひで あき

渡辺 英朗
1980年（昭和55年）9月20日生まれ／ 40歳
出身／成願寺

成願寺

みそみ小学校・三方中学校・美方高校・国学院大学卒業
2013年（平成25年）…若狭町議会議員（1期目）
2017年（平成29年）…若狭町議会議員（2期目）
2019〜2020年（令和元年〜2年）…若狭町議会副議長
家族／妻・子ども（1男2女）
・父・母・祖母
資格／防災士
座右の銘／至誠天に通ず
趣味／読書・料理
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議会議員紹介

若狭町議会議員の紹介
若狭町議会議員選挙で当選された14人の皆さんを紹介します。
（任期は令和3年5月1日から令和7年4月30日）
たに

がわ

のぶ

かず

谷川 暢一

かわ

53歳

井ノ口

しま

ふ

じ

お

川島 富士夫

63歳

上野

地域の様々な課題に、皆んなの知恵を活かし

安心、安全な町づくりを目指し町民の皆様が

ていきます。自己満足を押し付けるのでは無

納得する行政を議会で求めてまいります。ま

く、住民の「あぁして欲しい」や、
「こうやった
らエエのに」と言う、当事者の想い現場の声を
聴く事、行政に届ける事、発言の場をつくる事
が大事だと思っています。
『住 民 フ ァ ー ス ト』
『超・地 域 密 着』が、モ ッ
トーです。
また、子育て世代、介護世代、集落活動の中
心を担う世代それぞれの目線での、まちづくり
を考えていきたいです。
よろしくお願い致します。

た、町民の皆様が信頼できる議会を目指し、他
の議員の皆様と共に考え共に動き、公明党の特
色を出しながら働いてまいります。具体的には
町の取り組む事業が町民の皆様の民意を反映し
ているかどうかを判断しながら、住みよい町づ
くりのために努力してまいります。

にし

むら

つよし

くら

西村 毅

64歳

熊川

より良い若狭町にするため町の抱える多くの
課題をしっかりと勉強し、全力で取り組みます。
小学校の統廃合のあり方について。地域住民
の意見を取り入れる努力が不足していたと思
います。住民も行政も双方が納得できる形で
の結論が得られるよう、住民と行政のパイプ
役となって取り組みたい。
より良い若狭町のために。熊川地区には、熊
川宿、河内川ダム等の資源がありその活性化
を進める事で、町の発展に貢献できるよう取
り組みたい。
ます

い

ふみ

お

増井 文雄

倉見

あきら

倉谷 明

64歳

上野木

少子高齢化が避けられない中、
「まもり つ
ながる 宝」をモットーに人と人のつながりを
深め大切なふるさとに住み続けてもらえる町づ
くりをめざします。
①地域づくり協議会活動を支援
②若い担い手農家の育成環境を整備
③介護や福祉の充実と安心の子育て環境整備
④豊かな自然、伝統文化を次の世代への継承
⑤農業、漁業や野外活動体験型観光客誘致に取
り組みます

ふじ

64歳

たに

た

まさ

み

藤田 正美

69歳

日笠

若狭町には、世界に誇れる素晴らしい自然と
歴史があります。
私はこの大好きな若狭町で、地域と共に誰も

私は「三宅地区地域づくり協議会」で8年の
間、地区の皆様方のご意見をお聞かせいただき
ながら、この若狭町が安全、安心で過ごせる希

が住みよい魅力ある町づくりを目指してまいり
ます。
特に次の世代への体制づくりや環境を整備し、
若い人が住みよい「元気な若狭町」になるよう、
最大限のサポートをしたいと考えております。
『新風で魅力ある町に！』をスローガンに掲げ、
地域に精一杯の恩返しをさせて頂きますので、皆

望ある未来になるようにお力添えさせて頂けま
すようにとの想いで町議会議員にならせて頂き
ました。
これからは渡辺英朗町長のもと、若狭町が新
たに変わろうと大きな期待が持たれる大事な時
期です。
皆様方のご期待に応えられますよう、頑張っ
てまいりますのでどうぞ宜しくお願いします。

さん一緒に楽しい町づくりをしましょう。

おお

みなみ

えい

ぞう

大南 栄三

78歳

南前川

町民の皆様の声を聞くことにより、現状をよ
く知り、どの世代も安心、安全で豊かな暮らし
を享受できるような町への改革を進めます。
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くま

がい

かん

しま

しん

熊谷 勘信

69歳

づ

ひで

き

島津 秀樹

鳥浜

61歳

小原

①経験を活かし、行財政改革に取り組みます

地域内の行事や活動に若い世代が興味をもっ

②災害から生命財産を守り、安全安心なまちづ

て参加しやすい環境をつくり、地域コミュニ

くりに取り組みます
③次世代を担う子どもたちや青少年に夢と希望
を与えるまちづくりに取り組みます
④少子高齢化に対応する「福祉政策の向上」に
取り組みます
⑤地域の特性を活かした新しい観光と産業の振
興に取り組みます

議会を町民の皆さんに関心を持ってもらえる
よう、議会報告会など意見を聞ける場を多く
持ちたい。
上程される議案に対して、議員が十分な調査
研究を行える環境整備を行い、議会活動を活
性化させたい。

つじ

おか

まさ

ティを活性化させたい。

かず

辻岡 正和

さか

65歳

い

とみ

きた

72歳

68歳

海山

私、坂本豊は3期目の栄光を頂きました。
町民のために汗をかくのが仕事であり、町民
の身近な意見を耳に傾け、若狭町が少しでもよ
くなることに努力いたします。

お

今井 富雄

ゆたか

坂本 豊

上吉田

若狭町全体の立場に立って判断する議員とし
て、議会が持つ二つの使命である、
「具体的な政
策の最終決定」
「行財政運営の批判と監視」を完
全に達成できるよう、住民の方々と対話、調査
研究を進め、若狭町の為に最大限努力したい。
元気な若狭町創生と、夢の実現に向け、子育
て支援・医療介護の充実、災害に強い町づくり、
産業の育成、自然と文化を守るため努力したい。

いま

もと

はら

たけ

みち

北原 武道

佐古

76歳

下タ中

若狭町では、この度新しい町長が就任され期
待を込めた言葉で言いますと若狭町に新しい風
が吹くことになります。しかし、その風がそよ風

人類の歴史変化の原動力は「生産力（自然か
ら富を取り出す能力）の発展」です。
「生産力の
発展」は、本来、
「人間の自由」を拡大します。
『全

として町民の皆様に感じていただくまでにかな
りの時間が必要と考えます。その期間を短縮させ
るための条件として議会の協力が不可欠です。
私は是々非々の態度を貫き、結果として行
政、また町が良くなることを信念として活動し
てまいります。

ての人間が、自らの能力を自由に全面的に発展
させることができる社会』━このような社会に
向かって人類社会は進歩する。━これが、日本
共産党の社会観です。逆行とのせめぎ合いもあ
りますが、社会は必ず進歩します。
「人々が、よ
り自由に生きられる」よう、若狭町を進歩させ
ていきたい。

まつ

もと

たか

お

松本 孝雄

78歳

小川

昨年の節分にダイヤモンドプリンセス号が持ち帰った「新型コロナウイルス」
感染の恐怖が未だに国内を蹂躙しつつあります。50万人を超える人々が感染し
未だ終息の兆しが見えぬままに世紀の祭典が開催されようとしています。そん
な状況の中で思う事は、皆さんにお誓いしました事柄の一つ一つです。
1.高齢者の生活の安定と医療の充実
2.日常生活の移動と手段の確保
3.観光客や体験学習の誘客
4.特産農産物の市場拡大と高値誘導
5.漁業・農業後継者の育成
6.常神半島トンネルの早期全線開通
皆さんのご理解を頂きながら活動していきます。
じゅうりん

i n tr o d uc t io n
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パレア若狭で哲学カフェ始めます！

てつがくカフェ
「かんがえるじかん ｖｏｌ．
１」

研修室

提供：せんだいメディアテーク

話し合う「テーマ」を募集

■考えがうまくまとまらない。

みんなと一緒に考えたい「テーマ」がある方は、参加申し込み時にご

相手に遠慮して自分の本音が言えない。

提案ください。

しゃべり始めるとしどろもどろになる。

こんな話をするつもりじゃなかったのに…なんてことありませんか？
哲学カフェは「考える」練習場です。
「あれ？何だろう？」
と思うことを「テー

マ」にして、子どもから大人まで、みんなで一緒に考えていきます。
無理に話そうとしなくても大丈夫。聞いているだけでもＯＫです。

誰かと一緒に「考える」ことや日常のコミュニケーションがより楽しくな

るはずです！

若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

テーマの締め切り ６月１４日
（月）
参加者を募集
日時／

オリンピック直前企画！

荻野正二氏語る！
「夜の図書館」

■閉館後の静かな図書館で、ゆったり、じっくり、サントリーサンバーズアンバサ
ダーのお話を聞きませんか？
講師は、福井県PRランナーの荻野正二さん。
皆さんからの質問も交えながら、バルセロナや北京オリンピック出場選手としての
ご経験やトレーニングのコツなど、スポーツ界の最先端情報から裏話まで、たっぷり
お話しいただく予定です。
選手村での知られざるドラマ、試合前のコンディショニングなど、質問されたいこと
がある方は、参加お申し込み時にぜひ。
オリンピック・パラリンピック直前に、バレーボールやスポーツの話題で盛り上がりま
しょう。
開催日／

7月17日
（土）19：00〜21：00

会場／図書館パレア館
講師／荻野正二氏

進行／清水寛二氏（瓜生在住・荻野氏と同級生）
受付開始／

6月2日
（水）定員 20名
若狭町パレア文化課
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Tel:0770-62-2508

8月21日
（土）14：00〜16：30

進行／西村高宏氏（福井大学医学部准教授）
グラフィック／近田真美子氏（福井医療大学准教授）
参加費／ 500円（1ドリンク付き）
定員／ 15名（小学生からお年寄りまで、一緒になって場をつくり
ましょう）

若狭町立図書館 パレア館

若狭町立図書館 リブラ館

音楽ホール

0770-47-5363

にじいろのおはなし会
オールドコットンシューズ ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ
■あらゆるジャンルの表現を垣根なく展示して ■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
ライブコンサート
多くの人に楽しんでいただきたいと思います。 土曜日14：00に紙芝居をします。参加無料で、
展示品目：写真、油絵、造形、アクセサリーなど

■学生時代にアコー
ス テ ィック バ ンド
「シュバイツァー」と
して 結 成し、地 元Ｔ
Ｖ・ラジオでも活躍、
若狭を拠点に意欲的
にライブ活動を続け
ています。
入場無料です、ぜひ
お越しください!
開催日／

5月19日(水)〜5月30日(日)

※火曜休館
時間／ 9：00〜18：00
※最終日のみ15：００まで
会場／パレア若狭 ギャラリー
主催／ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会

ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ実行委員会 Tel:0770-52-7171（政道）

5月23日
（日）

開演／ 13：00 開場／ 12：30
出演／オールドコットンシューズ
料金／入場無料
オールドコットンシューズ 福井 Tel:090-2831-6130

■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を目
的として、未就学児から成人までの受講者全員
が、ソロや仲間とともに演奏します。エレクトー
ンを演奏する楽しさをぜひ体感してください。

6月13日
（日）入場無料

開演／ 13：00

開場／ 12：30

㈱創楽堂

Tel:０７７０-５２-１３１３

ライブ配信による
治部れんげ氏の講演!
■ふくいきらめきフェスティバルの記念講演等
を、福井県生活学習館からライブ配信します。
身 近 なドラマやＣＭに隠 れて いる問 題に気
づいていますか？コ
ロナ禍は、“変化” が
受 け 入 れられや す
い!このチャンスを
逃す手はない。自分
が 変われば 世 界 が
変 わりま す。さ あ、
今こそチェンジ!
開催日／

令和3年6月19日
（土）

時間／ 12：30開場
13：00〜15：20
（オープニング・式典・記念講演）
場所／パレア若狭音楽ホール
講師／治部れんげ氏
（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授）
対象／福井県民
受講料／無料
申込み締切／先着順（定員２００名に達するまで）
その他／講演後に、リアル講座あり
ふくいきらめきフェスティバル実行委員会
Tel:0776-41-4254

開催日／

令和3年6月26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
■若狭町の書道愛好会でつくる「膳湖書道会」 料金／無料
の第１６回書作展です。色紙サイズから、横二
尺、縦二尺の大きなものまで多様な作品が展
示されます。個性の光る書作展をぜひご鑑賞く
『フランクリンの空とぶ本やさん 』
ださい。

第１６回膳湖書道会書作品

図書館からのオススメ

（ジェン・キャンベル／著 ケイティ・ハーネット／絵
横山和江／訳）

ヤマハエレクトーン
フェスティバル
〜福井県嶺南地区予選〜

開催日／

赤ちゃんから参加できます。

開催日時／

開催日時／

6月2日(水)〜6月14日(月)

※火曜休館
時間／ 9：00〜20：00
※最終日は１６：００まで
膳湖書道会 井関

Tel:０７７０-６２-1198

若狭町歴史文化館
若狭町歴史文化館

本を読むのがだいすきで、誰かに本を読んで
あげるのもだーいすきなフランクリン。けれど
彼は大きな大きなドラゴンなので、町の人た
ちはフランクリンを怖がって近寄ろうとはしま
せん。
そんなある日、フランクリンはルナという女の
子に出会います。
ドラゴンを怖がらないルナ
は、フランクリンに負けず劣らず本がだいす
き。あっという間に仲良くなった二人はとある
計画を立てました。フランクリンとルナはたく
さんの友達の助けも
借りて、ステキなステ
キな本屋さんになる
のです !
幻想的なイラストも
魅力的な絵本です。

第３8回企画展

熊川御用日記

写真でたどる

No.11

〜古文書からわかる宿場町の本当のすがた〜 若 狭 町 の 歴 史 遺 産

■江戸時代の中頃から熊川宿の月番問屋に
よって書き継がれた３４冊に及ぶ御用日記。こ
の日記の記述から、当時の宿場町の様子、事 ＪＲ小浜線の日笠の踏切の傍らに「右 じゅんれ
件の数々、人々の暮らしなどを明らかにします。 いみち 左 北国ゑちぜん道」と刻まれた道し
るべの石柱が立てられており、文化十三年（１
８１６）の銘があります。ここは、古くより丹後
街道と若狭街道の分岐点で、往時は人馬の往
来も繁しかったことと思われます。この往来を

道しるべ（日笠）町指定文化財

まつのき

意識して近くには、若狭の義民松木庄左衛門
が磔刑に処せらたとされる町指定史跡が所在
しています。

開催日時／

令和3年6月16日(水)〜8月30日(月)

会場／若狭町歴史文化館 企画展示室
開館時間／９：００〜１７：００
休館日／火曜日
問合せ／若狭町歴史文化課 Tel:０７７０ ４５ ２２７０
若狭町歴史文化課 Tel: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。

広報わかさ
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