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9 月 18 日、第 7回若狭町ま

つり－若祭－が、縄文ロマン

パークで開催され、町内外か

らの多くの来場者で賑わいま

した。「第 3回若狭縄文丸木

舟競漕全国大会」も同時開催

され、鳥浜貝塚から出土した

丸木舟をイメージして作られ

たボートで速さを競い、一般、

女性、小学生の部に県内外か

ら 47 チームが出場し、はす

川のコースで熱戦を繰り広げ

ました。川沿いで見守る人々

からは、しきりに拍手や声援

が送られていました。同じく

はす川では、今回初となる水

上でボードに立ってパドルを

漕ぐ「SUP」体験も開催され

ました。「うまいもん屋台」

には、30 店以上が並び、福

井梅、熊川葛、うなぎなど、

町の特産品をはじめとする美

味しいものが来場者を魅了し

ました。

　ステージではダンスや恒例

の五湖レンジャーショーが会

場を盛り上げ、ステージ前は

来場者で埋め尽くされまし

た。フィナーレは、音楽とレー

ザー光線、花火で織りなす「若

祭ファンタジー」で華やかに

幕を閉じました。

初開催 SUP、年々盛り上がる丸木舟！「水の町」で自然と、人と触れ合う 1日
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　「Stand Up Paddle 

Boarding」は初心者でも気軽

にできるウォータースポーツ

で、通称「SUP( サップ )」 と

呼ばれています。はじめての

人は座った状態でボードに乗

り、パドルの操り方や水上の

感覚に慣れ、次に立ち上がっ

て漕いでみます。ボードは見

た目より浮力があり、パドル

の一漕ぎ一漕ぎが進行方向に

大きく影響するため、短時間

で進みたい方向に進めるよう

に。視界に入るのは水面の景

色だけで、まるで水上を歩い

ているよう！この爽快感に虜

になる人が多いのだとか。 

　そんな SUP 体験にこの日、

約 50 人が訪れました。体験

部会の常田和輝さんは、 「近

辺でも少しずつ注目されてい

ているスポーツなので、よい

タイミングで開催することが

できたと思います。SUP があ

るなら若祭へ行きます！との

お声も頂いたんですよ。これ

を機に少しでも町内、または

多くの人に広まれば」と話し

てくださいました。 

　「今年も多くのボランティ

アさんがお手伝いしてくださ

り、ありがたく思っています」

と、若祭運営部長の吉田さん。

「 前半はなんとかお天気がも

ち、お客さんも大勢来てださ

いました。スタッフも一生懸

命がんばってくれました」と

充実した笑顔。

　準備段階で特に大変だった

ことは「雨対策です」とのお

言葉どおり、降ったり止んだ

りと気まぐれな空模様に常に

注意を払う吉田さんはじめス

タッフのみなさん。本格的に

雨が降り出した時は、各部署、

特にはす川などの体験ブース

に、安全第一にと伝えて会場

中を走っておられたのが印象

的でした。

　吉田さんは、 「会場には特

産品などが並び、大勢の住民

の方の協力でつくられる若狭

町らしさであふれた『若祭』

が徐々に広がっていくのを感

じ、嬉しく思っています」と

話してくださいました。

突起を伝って壁を登る「リー

ドクライミング」も初開催、

子どもたちが果敢に挑戦して

いました。

　「縄文体験 DOKIDOKI 村」

の弓矢体験や縄文アクセサ

リー作りなどは、親子連れに

大人気でした。

　海士坂の保志公平さんが作

る「田からmono 米」が見事

1位に輝きました。おめでと

うございます！

　ブースに並んだ 5種類のお

米はどれも美味しく、試食し

たお客様は悩みながら投票し

ていました。　

漕 進行方
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　　 　I N F O R M
A T I O N

狩猟期間がはじまります 農耕車両をお持ちの方へ

堆肥さしあげます 年末調整説明会を開催します

11 月 1 日～ 3月 15 日までは狩猟期間です。
狩猟事故防止のため、次のことに注意してください。　

狩猟される方へ・・・
①わな（はこわな等）には標識を付け、
　見回りを励行して下さい。
②猟銃の発砲にあたっては、矢先の安全確認を
　徹底して下さい。
③遠方の薄暗い場所でも識別できるように
　橙色等の目立つ帽子・ベストを着用して下さい。
④無理のない心にゆとりのある狩猟を心掛け
　ましょう。

入山される方へ・・・
①できるだけ目立つ服装を心掛けて下さい。
②音の鳴るものを携帯し、自身の存在を周囲に
　知らせてください。
③檻やわな設置の標識がある場合には近づかないで
　ください。
④休日には狩猟者が大勢訪れますので、特に
　注意して下さい。

■とき：11 月 25 日（金）
　▼午前の部　10：00 ～ 12：00
　　対象：（敦賀市の法人・官公庁の方）
　▼午後の部　14：00 ～ 16：00
　　対象：若狭町の方
　　　　　（敦賀市の個人事業者の方、美浜町の方）
■ところ：プラザ萬象（敦賀市東洋町 1-1）
　※事前にお届けした資料をお持ちください。
　　同封の用紙が不足する場合には、用紙をコピー
　　するか、説明会会場・税務署・町役場税務住民
　　課でお受け取りください。
　　当日は時間の指定をさせていただいております
　　が、指定された時間で都合の悪い方は、都合の
　　良い時間にお越しください。

問い合わせ：敦賀税務署法人課税部門　
　　　TEL  0770-22-9268

【参考】小浜会場の開催日程
　■とき：11 月 25 日（金）
　　▼午前の部　10：00 ～ 12：00
　　▼午後の部　13：30 ～ 15：30
　■ところ：小浜市働く婦人の家（小浜市大手町4-1）

北川堤防の刈草で作成した堆肥をさしあげます。
北川堤防の刈草を資源として使って下さい。

■提供期間：11 月 6日（日） 10：00 ～ 15：00 
■提供場所：若狭町安賀里 74-1-1 かみなか農楽舎
　　　　　　（収穫祭会場内・雨天決行）
■注意事項：
1. 堆肥を入れる袋、スコップは各自でお持ちください。
2. 堆肥の袋詰め及び積込・運搬は、来場者にて行って
　ください。なお、安全には十分 配慮してください。
3. 提供後の返却には応じることが出来ません。
　持ち帰った堆肥は不法投棄せず、責任 を持って処理
　して下さい。
4. 堆肥は一定の臭気がありますので、持ち帰りの際は
　気を付けて下さい。
5. 積込・運搬時の事故等については、国土交通省は
　一切責任を持ちません。

問い合わせ：国土交通省 福井河川国道事務所 
         TEL  0776-35-2661（河川管理第一課） 

TEL  0770-56-1764（北川出張所） 

乗用装置のある農耕作業用のトラクター、コンバ
イン、田植機などは、軽自動車税の課税対象です。

・最高時速が時速 35㎞以下であるもの
・乗用装置があるもの  （公道を走行する、しないにかかわらず）

■現在使用していない車両でも、所有していれば
　課税されます。
■該当する車両を取得した人 ( 法人 )、または現在
　未申告の車両を所有している人 ( 法人 ) は、速やかに
　軽自動車税の申告手続きをして標識の交付を受けて
　ください。
■車両を買い替えた時、譲り受けられた時も、必ず
　手続きが必要です。

〇申請窓口
　若狭町役場　税務住民課または上中サービス室
〇ナンバー登録に必要なもの
　・印鑑（申告書に車名、車体番号等を記入して
　　いただきます）
〇廃車手続きに必要なもの
　・印鑑　・ナンバープレート

問い合わせ：税務住民課  TEL 0770-45-9101
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■募集内容 :
　現在耐震改修工事中の若狭町中央公民館・若狭町立三方図書館は、地域住民の交流や地域活動を促進するための
　拠点として、中央公民館、三方公民館、図書館、子育て支援センターで構成される複合施設となります。
　この度、地域住民をはじめ広く町民の皆様に親しまれ、利用される施設となるよう「愛称」を募集します。

■応募要件 :
　１　公民館及び図書館のイメージにふさわしい愛称であること。
　２　他の施設名称と類似しない愛称であること。
　３　幅広い年齢層の人が覚えやすく、親しみやすい愛称で、自作の未発表作品であること。

■賞：最優秀賞…１点（賞金３万円及び地元特産品）/  優秀賞…２点（賞金１万円及び地元特産品）

地域に愛される施設の愛称を募集します

■応募期間：
　平成 28 年 11 月 1日（火）～ 12 月 22 日（木）
　（当日消印有効）
■応募資格：
　町内に在住するか通勤または通学している方

■応募方法：
　次の事項を記入のうえ、はがき、FAX 等でご応募く
ださい。
　（応募に係る費用は、応募者の負担となります。）
　・施設の愛称 ( ふりがな )
　・愛称の意味、考えた理由
　・氏名 ( ふりがな ) 、年齢、 性別　
　・職業　( 学生の場合 ) 学校名・学年
　・郵便番号、 住所 、 電話番号

■問い合わせ：
　若狭町教育委員会事務局　TEL   0770-45-2222
                                                        FAX  0770-45-9116

■選考方法：
　選考委員会において審査し、入賞作品を決定します。
　なお、同一名称の場合は抽選とします。

■個人情報について：
　応募者の作品、住所、氏名、電話番号等の個人情報に
　ついては、本愛称選定に関わる事務以外には使用しません。
　なお、入賞者の作品、氏名については、公表します。

■その他：
　①入賞作品の著作権、商標権その他一切の権利は、
　　若狭町に帰属します。
　②必要事項が記入されていない場合は無効となる
　　場合があります。 
　③応募作品について著作権等に関わる問題が生じた
　　場合は、全て応募者の責任となります。 
　④応募作品は、返却しません。
　⑤作品の採用にあたって、やむを得ず修正する場合
　　があります。
　⑥ 1通につき、1点の応募とします。
　　ただし複数回の応募も可能とします。

完成予想図
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フィットネス器具が新しくなりました
～三方地域の皆さまへ～

音声告知放送電池交換のお知らせ

三方地域の音声告知端末には、
停電時などの非常用として乾電池を使用します。
乾電池が消耗している、または入っていない場合、

乾電池ランプが点滅します。

消耗した乾電池を入れたまま長時間放置すると、
乾電池の液漏れにより故障の原因にもなります
ので、必ず電池交換をお願い致します。

問い合わせ：若狭町総務課 　TEL  0770-45-9109
 美方ケーブルネットワーク　TEL  0770-32-3400

I NFORMAT ION

秋季火災予防運動・119番の日

　　 　

　　　　

■秋季火災予防運動の実施期間：
　11 月 9日（水）～ 11 月 15 日（火）
　

平成 28 年度全国統一防火標語
『消しましょう その火その時 その場所で』
火の取り扱い中は、目を離さないでください。

■ 11 月 9日は 119 番の日：
　消防車や救急車が必要になったら、119 番
　すると消防指令センターにつながります。
　場所や状況を落ち着いて話すことが、早い
　出動につながります。

通報は、あわてず、ゆっくり、正確に！
火事？それとも救急・救助？

住所や氏名、 場所、 名称や目標物そして状況は . . . ？ 

問い合わせ：
敦賀美方消防組合三方消防署 　  TEL  0770-45-0119
若狭消防組合 若狭消防署上中分署 　TEL  0770-62-0119

もしかして虐待？と思ったら、ためらわずにご連絡
ください。連絡した人の秘密は守られます。

[ 虐待をみつけるサイン ]
●子どものサイン
　・不自然なキズが多い
　・いつも不潔である
　・表情が乏しい
●保護者のサイン
　・面談や家庭訪問を拒む
　・被害者意識が強かったりイライラしている
　・夫婦喧嘩が絶えない
●親子関係のサイン
　・子どもへの態度が冷たい
　・子どもに関心がない
　・親が迎えに来ても帰りたがらない

≪連絡先≫
若狭町福祉課子育て支援室　TEL 0770-62-2704
　　　　　敦賀児童相談所　TEL 0770-22-0858
  児童相談 24 時間ダイヤル　TEL 0776-24-3654

11 月は児童虐待防止推進月間です

スポーツ振興くじ（toto）助成金を受けて、
「フィットネスパレア若狭」の運動器具

「アークトレーナー」２台を購入し、利用しています。
今回、老朽化に伴い、同器具の入れ替えとなります。

スポーツ振興くじの収益は、
日本のあらゆるスポーツに役立てられています。

問い合わせ：フィットネスパレア若狭　
　　　TEL  0770-62-2507
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【中学生の部】

最優秀　弟は半分こができない　でも３等分ならできる　だっておれ達三兄弟だから　だからおれ達３等分のプロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（竹中凜太郎 /上中中 1年）

優　秀　父は涙を拭い　母は堪え　私はうつむいている　弟が「お医者さんになってお婆ちゃん生き返らせてあげる！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（箕輪沙也佳 /茨城県龍ケ崎市　江戸川学園取手中 2年）

　　　　家までの道「おかえり」の声が聞こえてくる　僕にとっての花道です　　　　　　　　　　　　　　　（清水勇樹 /三方中 2年）

　　　　父は単身赴任　姉は大学寮生活　「おかん　近くの高校いったるわ」　　　　　　　　　　　　　　　　（林田幸造 /三方中 3年）

奨　励　「お父さん似やなあ」　言葉では「やめてよ」　心の中では「ありがとう」　　　　　　　　　　　　　　　（武藤凜 /三方中 1年）

　　　　初めてのクラス　緊張をやわらげたのは　目が合ったときの照れ笑い　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺周 /三方中 1年）

　　　　素直になれない私がいる　感謝が言えない私がいる　そんな私を支えてくれる家族　がんばるから見ててね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋優羽 /三方中 2年）

　　　　つらかった時　そばにいてくれた友達は　なにかいうわけじゃなく　なにがあったのか聞くわけでもなく　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ただそばにいてくれた　それがうれしかった（武長風花/三方中2年）

        母の日にプレゼントをあげると　「くれんでいいんやで　将来たくさんもらうから」と笑っていう　

                                                            　 じゃあそうさせてもらうわ　まっとって（松宮明日美/三方中3年）

　　　　その手のしわ　そのしわの分たくさんの人と手をにぎってきたんだね　私もそんなしわがほしいなあ（藤本古都葉 /上中中 1年）

　　　　あの道を右に曲がったら見えてくる　大きなイチョウの木　澄みきった前川　小さなバス停　続くまち並み　帰ってきたよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山下良平 /上中中 1年）

　　　　また怒られた　意見が合わず腹が立つときもあるけど　時間が経てば後悔する　なぜか正しい母の言い分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（辻本謙斗 /上中中 3年）

　　　　毎日一緒やから　ときどき嫌いになってます　ごめん　でも　ずっと毎日一緒がいいな　大好きな家族

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（檜鼻晏呂葉 /上中中 3年）

　　　　一人には　たくさんの愛が　つまっている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山田夏音 /上中中 3年）

【小学生の部】

最優秀　一言で心の温度がかわるんだ　まほうのようにかわるんだ（山本紗菜 /三宅小 5年）

優　秀　さんぽ中「手をつなごう」と言われてもはずかしくてできないけど　でもほんとうは　人目を気にせずつなぎたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　（渡辺芽生 /三方小 4年）

　　　　ごめんなさい　たった 6文字だけど　6文字だけで　笑ってくれるお母さん　　　　（大石心菜 /兵庫県三木市　緑が丘小 6年）

　　　　おばあちゃんとあそぶ　ずいずいずっころばし　たのしいじかん　おなじえがお　年のさ 75さい　　 　（鈴木杏 /野木小 2年）

奨　励　せん風機　一人で当たるとすずしいけど　首ふりにしてみんなであたると楽しいしうれしい　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笑顔もたくさん生まれるよ（伊東杏彩 /三宅小 4年）

　　　　ひとりぐらしを始めたお姉ちゃん　元気ですか？さみしくないですか？ぼくはさみしいです　ぼくはいつでも待っています

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三木創太 /三宅小 5年）

　　　　おとうさんとサッカー　おにいちゃんとフリスビー　おかあさんのごはんのてつだい　ぼくはみんなのにんきもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（武長咲孝 /梅の里小 1年）

        お姉ちゃんのたんじょう日　みんなで赤ちゃんの時のアルバムを見た　「かわいいなあ」っておばあちゃん　次はぼくの番やで

                                                                                                  （大下真央 /梅の里小 3年）

       　近所を歩くと「あめやろか木いちごやろか」とぼくのポケットはいっぱいになる　温かい気持ちでいっぱいになる

                                                                                                  （西村徹心 /梅の里小 4年）

      　夏祭り　今はこれしかたたけないけど　ホテ　サイト　ししゅぎり　名月…　全部覚えて　大きくなったら　

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　    たいこを教える人になりたいな　あと　ふえもふきたいな（高橋知暉 /みそみ小 6年）

　　　　お兄ちゃん　外では厳しい　中は優しい　どちらかとゆうと中のほうがいいな       （宮澤史朗/兵庫県三木市　緑が丘小6年）

　　　　「好きな人は？」ってよくきかれるけど　友達の名前ばっか言っちゃう　でも本当は　「お母さん　お父さん」だよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浅川梨央 /兵庫県三木市　緑が丘小 6年）

　　　　いもうとがうまれたひ　うれしくてなみだがでた　きょうはかみのけをひっぱられて　いたくてなみだがでた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松本月華 /鳥羽小 1年）

　　　　家族のまん中にわたしがいるよろこび                                                           （宇野心咲/鳥羽小4年）

平成 28年度 若狭町人と人とがつながる一行詩コンクール～愛をうたう～
入賞作品発表（一般の部・高校生の部は先月号に掲載しております）



平成 27 年度 　平成 27年度決算が認定されましたので、町民の皆様が
納めた税金や、国・県からの補助金がどのように使われ
たかを報告します。
　景気の低迷など、取り巻く社会情勢は厳しさを増して
いますが、健全な財政運営につとめていきます。決算報告若

狭
町

[ 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。
　　　　　　　 ※（　　）内の数値は前年度比です。
                               ※一人あたり、世帯あたりは 5月 1日の人口・世帯数で除算しています。

地方交付税　37.3%
42 億 206 万円

国庫支出金　7.3%
8 億 2,205 万円

県支出金　13.3%
14 億 9,193 万円

町債　6.6%
7 億 4,180 万円

譲与税・交付金等 4.4%
4 億 9,863 万円

町税　18.4%
20 億 7,594 万円

分担金・負担金　0.4%
4,617 万円
繰入金　4.1%
4 億 6,389 万円
繰越金　3.1%
3 億 4,429 万円

歳　入
112 億 7,228 万円
自主財源=31.2%

　歳入総額は前年より約 6千万
円増えました。自主財源につい
て、平成26年度決算と比べると、
町税が約 1億 9千万円増加しま
したが、分担金・負担金、繰入金、
繰越金あわせて約 7億円の減と
なっています。

一 般 会 計

　地域住民と連携して整
備に取り組んできた若狭
瓜割エコビレッジが完成
しました。環境負荷の軽
減と地域の魅力が融合し
た住宅団地です。

エコ住宅団地が整備されました デマンドタクシーの運行が始まりました

　電話 1本で自宅近くか
ら病院や買い物先などの
目的地まで運行する乗り
合いタクシーを開始しま
した。新しく便利な公共
交通です。

　地域の拠点となる地区
公民館として、三十三公
民館が新たに整備されま
した。地域の特性を活か
した生涯学習事業や体験
学習が行われます。

三十三公民館が新築されました 三方駅がリニューアルしました

　新たにコミュニティカ
フェが整備され生まれ変
わった三方駅。三方地域
の玄関口としてさらなる
賑わいが期待されます。

平成 27 年度の主な事業

その他 5.2%
5 億 8,548 万円

8  広報わかさ 2016 年 11月号　
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　平成 27 年度一般会計の歳出を見ると、108 億 5,168 万円の支出となり、住民一人当たり
約 69 万円、1世帯あたり約 214 万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約 69万円、世帯あたり約 214万円

農林水産業費　11.7%
12 億 6,577 万円

商工費　2.7%
2 億 9,087 万円

土木費　8.6%
9 億 2,981 万円

消防費　3.5%
3 億 7,743 万円

教育費　6.9%
7 億 5,377 万円

公債費　12.7%
13 億 8,189 万円

災害復旧費　0.5%
5,393 万円

議会費　0.9%
1 億 126 万円

総務費　20.0%
21 億 6,802 万円

民生費　21.2%
23 億 236 万円

衛生費　11.1%
11 億 9,963 万円

労働費　0.2%
2,690 万円

歳　出
108 億 5,168 万円

一 般 会 計

　歳出総額は前年より約 1 千万
円増えました。三十三公民館建設
や農業生産設備補助、農地集積事
業などがあったため、特に総務費
と農林水産費が増加しています。
　歳入から歳出と翌年度に繰越
すべき財源を差し引いた実質収
支は、4億 561 万円となりました。

議会活動に要した経費です

議会費 総務費 民生費 衛生費

労働費 農林水産業費 商工費

災害復旧費教育費消防費

土木費

公債費

全般的な管理・企画や徴
税、戸籍等の事務などの
経費です

高齢者・障がい者・児童
福祉、保育園運営等の経
費です

ごみ処理や環境対策・健康
づくりのための経費です

労働や失業対策などの経
費です

農林業の振興や、土地改
良などの経費です

道路設備等の建設や管理
の経費です

小中学校・公民館の運営や
スポーツ振興の経費です

消防・防災対策の経費です 災害によって生じた被害
の復旧に要した経費です

商工業の振興や観光事業の
経費です

借り入れた町債（借金）
の返済（元利償還金）の
経費です



■資金不足比率
会計 経営健全化基準 若狭町の比率
簡易水道事業

　　20.0%

－（－）
農業集落排水処理事業 －（－）
漁業集落排水処理事業 －（－）
公共下水道事業 －（－）
土地開発事業 －（－）
水道事業 －（－）
工業用水道事業 －（－）
国民健康保険上中病院事業 －（－）

　借入金の返済額およびこれに準じる額の収入
に占める割合を指標化したもので、数値が低い
ほど健全になります。

実質公債費比率

　借入金や負担等の残高の程度を指標化し、
将来町の財政を圧迫する可能性の高さを示す
もので、数値が低いほど健全になります。

将来負担比率

■健全化判断比率

早期健全化基準 若狭町の比率
実質赤字比率 　　14.30% －（－）
連結実質赤字比率 　　19.30% －（－）
実質公債費比率 　　25.0 % 14.9% （14.9%）
将来負担比率 　 350.0 % 140.4%（138.4%）

将

ほ

財政力指数は 0.35（3か年平均）

　数値が大きいほど自主財源の割合が高く、自主性
の高い財政運営が可能になります。
　若狭町は近年横ばいで推移しています。

借金は住民一人あたり約 79万円
　町の借金（地方債残高）は、約 5.1 億円減少し、
約 123.8 億円（普通会計）となっています。
　すべての会計（一般会計、11 特別会計、3企業
会計）では、約 202.9 億円となっています。

貯金は住民一人あたり約 16万円
　町の貯金（基金残高）は、約 0.5 億円増加し、約
25.5 億円となっています。
　そのうち、目的基金を除いた自由に利用できる基
金は、約 9.8 億円です。

1.0

0.5

0

0.36

H20
年度

21　22　23　24　25　26　27

0.3
0.40 0.40

0.37
40 0.4

00.337
40

0.3536 0.3 0.3535 0.3

　公営企業の資金不足額を、料金収入等の財
政規模と比較して指標化したもので、平成 27
年度では、資金不足が生じた公営企業はあり
ません。

資金不足比率

（平成 28 年 5月 1日の人口で除算）

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は、平成 27 年度は黒字であり、
赤字がないため算定されません

財 政 の 健 全 化 に 関 す る 指 標
　財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公表します。平成 27 年度決算に係る指標は、
いずれも基準を下回っていますが、将来の町の財政を圧迫しないよう、財政の健全化につとめていきます。
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16.1
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17.9
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16.3万
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25.5

123.8
億円

79.4



　問い合わせ　総務課　TEL 0770-45-9109

国民健康保険特別会計
　歳入 /21 億 3,362 万円
　歳出 /20 億 9,855 万円
　若狭町国民健康保険に加入している人の医療
費給付などを行う会計です。保険税の徴収率は
98.24％となっています。

後期高齢者医療特別会計
　歳入 /1 億 6,266 万円
　歳出 /1 億 6,263 万円
　75 歳以上の高齢者の保険料を徴収するための会
計です。支出の大部分は、福井県後期高齢者医療
広域連合へ支出する保険料です。

直営診療所特別会計
　歳入 /1 億 1,406 万円
　歳出 /1 億 352 万円
　三方診療所の運営費は、診療収入と一般会計か
らの繰入金でまかなわれ、巡回診療所については、
診療収入で運営しています。

介護保険特別会計
　歳入 /19 億 2,629 万円
　歳出 /18 億 5,711 万円
　65 歳 ( 特定疾病のある人は 40 歳 ) 以上で、介
護認定を受けた人の介　護に必要な費用の給付や、
介護サービスの提供を行う会計です。

簡易水道事業特別会計
　歳入 /1 億 7,492 万円
　歳出 /1 億 3,469 万円
　主に三方地域を給水区域とする簡易水道施設を
維持管理運営していくための会計です。

農業者労働災害共済事業特別会計
　歳入 /188 万円
　歳出 /132 万円
　農業労働による災害を受けた人を救済するため
に設けられた独立採算制の会計です。

農業集落排水処理事業特別会計
　歳入 /3 億 9,485 万円
　歳出 /3 億 9,229 万円
　農業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、
三十三地区や野木地区など 9地区が対象です。

漁業集落排水処理事業特別会計
　歳入 /3,371 万円
　歳出 /3,325 万円
　漁業集落排水処理施設の維持管理を行う会計で、
常神、神子、小川、世久見地区が対象です。

公共下水道事業特別会計
　歳入 /5 億 4,014 万円
　歳出 /5 億 3,537 万円
　公共下水道処理施設の維持管理を行う会計で、
三方、海山・　塩坂越、熊川、三宅地区が対象です。

町営住宅等特別会計
　歳入 /1 億 2,064 万円
　歳出 /1 億 1,653 万円
　町営 ･公営 ･集合住宅の維持管理を行う会計です。
主な収入は、住宅入居者の家賃です。

土地開発事業特別会計
　歳入 /1 億 7,405 万円
　歳出 /1 億 1,446 万円
　宅地造成・分譲を行う会計で、朝霧団地、若王子
団地、上瀬団地、天徳寺団地を分譲中です。

水道事業会計
収益的 収入 /1億6,314万円 支出 /1億4,527万円
資本的 収入 /4,141万円 支出 /1億1,019万円
　上中地域 ( 一部を除く ) の水道事業を経営するため
に設けられた独立採算制の会計です。

工業用水道事業会計
収益的 収入 /4,449万円 支出 /3,503万円
資本的 収入 /2,725万円 支出 /2,725万円
　工業用水道事業を経営するための会計で、若狭中
核工業団地の 7企業に工業用水を供給しています。

上中病院事業会計
収益的 収入 /5億8,159万円 支出 /6億8,949万円
資本的 収入 /1億6,000万円 支出 /2億7,615万円
　上中病院を経営するための会計です。収入の大部
分は、わたしたちが受診して支払う診療費です。
　平成 28年度からは上中診療所事業会計になります。

若狭町には、一般会計のほかに 11の特別会計、3つの企業会計があります。
◆特別会計…特定の事業について独立した予算で行う会計
◆企業会計…地方公営企業法の適用を受けるもので、特定の事業について独立採算制をとっている会計

11
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くらしのカレンダー問い合わせ

TAX　TAX　TAX　TAX　TAX　TAX
納付のお知らせ

POPULATION  POPULATION  POPULA
人 の う ご き

THANKS 　THANKS　THANKS　THANKS
あ り が と う

今月の表紙

           1     

 2       　3        4         

 5     6        7         

I NFORMAT ION

WEDDING 　WEDDING　WEDDING　WED
ご 結 婚
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赤 ち ゃ ん
BABY　BABY　BABY　BABY　BABY
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ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

さん
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くらしのカレンダー

1
2
3

4
5

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19
20

23

24

25

26
27
28

21

22

7
6

29

30

11月
■子育てのこと ■相談ごと ■健康のこと

※ストレス・心の相談は随時受付 ( お問い合わせは子ども若者サポートセンターまで )
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全校で力を合わせて稲刈りをしました

16  広報わかさ 2016 年 11月号

あま～い梨に育ちました！

大きくなった梨！おいしそ～

育ててきたお米、いよいよ収穫

　9月 16 日、町との食育連携事業として、5月
に三方小学校の児童が川魚の卵を入れ、田植え
をした「ゆりかご田」で刈り取りが行われました。
全児童 136 人が学年順に田んぼに入り、松村光
洋さん ( 鳥浜 ) から刈り方や稲の結わえ方、稲木
への掛け方を教わりながら刈り進めて行きまし
た。
　無農薬で除草剤を使わず、エコ肥料のみで育
てた稲は、今年は気温が高かったため、雑草に
栄養分を吸われ、株の育ちがあまり良くなかっ
たそうですが、全部で 100kg 程度の米になるそ
うです。児童たちは田んぼ一面に広がって、飛
び出すカエルなどに喜びながら稲刈りに励んで
いました。

種をまく生産者のみなさんと森下町長

ＴOＰＩＣ
Ｓ

　9月 13 日、産業課との食育連携事業として、
みそみ小学校 3年生 23 人が、高橋善正さん ( 岩
屋 ) の梨園で岩屋梨の収穫を体験しました。
　6月中旬に自分たちで小袋・大袋かけをした
梨は、袋を破るほどに大きくなり、枝を傷めな
いよう高橋さんから教わりながら、丁寧にひと
つずつ収穫していました。
　今年の夏は雨が少なく、例年より甘い梨になっ
たそうで、試食した子どもたちも「甘い！」と
大喜びでした。収穫した梨は、それぞれの家に
持ち帰って、家族で食べたそうです。
　また、9月 28 日には、瀬尾澄子さん ( 岩屋 )
から梨ジャム作りも教わりました。

山内かぶらが大臣表彰受賞！
　9月 7日、山内集落で長年にわたり栽培され
てきた「山内かぶら」が、特定農林水産物等 ( 日
本地理的表示GI) に登録され、農林水産大臣表
彰を受けました。これは地理的表示保護制度と
して平成 27 年 6月に始まった制度で、地域で
育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品
のうち、品質等の特性が産地と結びついており、
それを特定できる地理的名称が付いているもの
を国に登録できるものです。
　山内かぶらは伝統的な野菜であるだけでなく、
種取りから栽培出荷までが山内集落 1ヵ所で管
理されていることが評価されたそうです。
　9月 12 日は森下町長が種まきを体験し、また、
9月 27 日は鳥羽小学校 3年生の 18 人が種まき
を行いました。
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アーティストトークで作品について解説する余さん

モクズガニやうなぎを間近で観察！

三方湖の生き物とふれあおう

　9月 22 日、ハスプロジェクト主催の外来種駆
除体験ツアーが、鳥浜漁業協同組合の協力を得
て三方湖周辺で行われ、主に嶺北から 100 人を
超える参加者が集まりました。
　三方湖の伝統漁法柴漬け漁を見学したあと場
所を移動し、前日から湖に沈めてあった籠を引
き上げると、中にはモクズガニやうなぎの姿が
見え、参加者たちは大喜び。生き物を観察した
後は、若狭高校海洋科学科の生徒 3人が外来魚
のブルーギルについて研究した内容を説明し、
参加者は興味深げに聞き入っていました。
　また、縄文博物館の三方湖岸に生えているセ
イタカアワダチソウを全員で少しずつ抜き取り、
ブルーシートに山盛りの量を駆除することがで
きました。

水月花を出発し田井を走るライダーたち
With:Kazuhiro Tanda

　今年で 3回目を迎える「若狭熊川まちなみ芸術
祭」が 9月 17 日から 10 月 10 日まで開催され、
3会場で3人の芸術家による展示が行われました。
招致されたのは、菅原瑞希さん、萬

　よろず
未来子さん、

そして今回初となる海外の作家・彫刻家の余
ヨレンシュン
連春

さん ( 台湾 ) です。余さんは武蔵野美術大学、日
本大学芸術研究所を修了され、数々の個展を開い
ている人気作家。体験交流施設「与七」に魚をモ
チーフとした作品が展示されました。 
　初日には旧逸見勘兵衛家でアーティストトーク
が開かれ、作家自身による作品の製作の解説が行
われました。参加者は作品づくりの工程や素材に
ついて興味深く聞き入っていました。

若手アーティスト熊川に集う！

　自転車関連製品メーカー「ラファ」が主催す
るサイクリングトラベルの「グランドランドネ
ジャパン」が、東京から若狭町を通り京都を目
指す 8日間 800kmのコースで開催されました。
　6日目の 9月 23 日、世界各国から参加した
15 人のライダーがホテル水月花に到着。翌日、
ライダーたちは若狭町の自然を楽しみながら小
浜市を抜けゴールの京都市を目指しました。 
　今回のイベントで初めて来日されたバンクー
バー（カナダ）出身のシンシア・オアーさんは
「若狭町は景色がとても美しく、食べ物がおいし
くて感動しました」と話してくれました。

各国からのライダー若狭町満喫



　三方区の 3つの神社の例大祭に合わせた「みか
た祭り」が 9月 17 日に行われ、子どもたちによ
る太鼓囃子や曳き山が区内を巡行しました。各神
社の前では厳かな雰囲気の中、囃子が奉納されま
した。 
　この祭りは大正時代に始まったとされ、戦争や
災害を乗り越え受け継がれてきました。 
　三方区長の荒川亨さんは「祭りの開催にあたっ
て 20 代から 40 代の若者が中心となってがんばっ
てくれています。区のみんなが参加し祭りを盛り
上げ、楽しむことで、伝統の継承と地域のさらな
る活性化につながるよう願っています」と話して
くださいました。
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かけ声を合わせて区内を練ります

ＴOＰＩＣＳ

ゆるキャラと山車をひこう！

自分の金魚を応援！

　10 月 2日、今年も熊川宿を舞台に「第 17 回 
熊川いっぷく時代村」が開催され、晴天のもと
大勢の観光客でにぎわいました。 
　オープニングは若狭ウインドアンサンブルの
演奏で幕を開けました。前川では、恒例のブリ
キの金魚レース、ニジマスのつかみ取りが行わ
れ、子どもたちに人気でした。人力車や駕籠屋、
立命館大学サークルが演じる和太鼓やちんどん
屋が会場を練り歩き、お祭りムードを盛り上げ
たほか、熊川宿内をめぐるスタンプラリーや嶺
南地方のゆるキャラたちと観光客が一緒に山車
をひくイベントも盛況でした。 
　鳥羽小学校の子どもたちは収穫したばかりの

コウノトリ米の販売体験を元気な声で行いまし
た。また、熊川小学校の子どもたちはメインステー
ジで、学校の良いところや熊川のおすすめのお店
などを「子ども語り部」としてハキハキと発表し
ました。 
　街道沿いには特産の熊川葛の加工品などをはじ
めとするバザーが出店し、来場者は美味しいもの
を味わいながらイベントと町並み散策を楽しんで
いました。

地域が一体、受け継がれる祭

賑やかにタイムスリップ時代村

子ども語り部
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若狭町の保育、親子で体験♪

同窓会で授業参観、当時語らう

園の砂場で遊ぶ参加者たち

華やかなドレスを着こなしランウェイに登場した美方高校の生徒たち

　9月 25 日、桂由美ブライダルショーがパレア
若狭音楽ホールで開催されました。
　トークショーで桂さんは、「花嫁さんにはどん
どん町の中に出てもらい、子どもたちに夢を与
えてあげてほしい」と呼びかけました。 
　ブライダルファッションショーには、美方高
校生活情報科の生徒たちや、町内外からの一般
参加モデルが桂由美さんデザインのウェディン
グドレスを身にまといランウェイに登場。モデ
ルで参加した岡本京子さん ( 同校 3年 ) は「将来
ウエディングドレスを作る仕事に就きたいので、
先生が良い機会だと今回のモデルを勧めてくれ
た。緊張したが楽しく歩くことができた」と、
充実した笑顔で話してくれました。

　今年 75 歳を迎えた瓜生小学校昭和 28 年卒業
生たちが、同級会として瓜生小学校を訪問しま
した。今年の春、大阪に住む友人から「福井県
の小中学生の学力が高いのは何故？」と聞かれ
た同級会幹事の橋本幸雄さん ( 安賀里 )。学校の
ことを知ることはなかなかないと、敬老会で校
長先生に「同級会で授業参観できませんか？」
と問い合わせたことが開催のきっかけだったそ
うです。同級生 72 人のうち、県内外から 30 人
が今回の学校訪問に参加しました。
　授業参観の後は、校舎改築・落成式のビデオ
を観賞し、お昼は在校生と給食を食べて、当時
始まった給食の話や当時の思い出を話していま
した。この訪問は、小学生にとっても貴重な話
が聞ける体験となりました。

憧れのドレスでランウェイに

　9月 22 日、中央保育所で、若狭町が実施して
いる「若狭里っ子保育」を未入園児親子に体験し
てもらう体験会が開かれ、町内外から 7組の親子
が参加しました。
　保育園では、町内各保育園の所長・主任が、園
で使用している大型絵本や絵の具、ねんどなどを
準備して体験者を受け入れ、親子と一緒にふれあ
いながら時間を過ごしました。
　また屋外では、築山の赤土や砂場、木片などで
親子と一緒に遊びました。
　参加者は、対応した保育士と子育てや子どもの
成長について会話をしながら、若狭里っ子保育に
ついて理解を深めていました。

懐かしい顔ぶれがそろっての学校訪問
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