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日本海と三方五湖全ての湖を観ることが
できる唯一の展望台は、山頂で一番人気
の絶景ポイント

南の展望台

中央テラス
日本海側に位置し、越前岬から敦賀半島や
常神半島まで間近に望む雄大な景観が特徴

北の展望台

五湖テラス
三方五湖側に位置し、五湖や街並みを丸いソファーに
横たわって眺める一番おしゃれなテラス

レインボーライン
リニューアル

茶屋テラス
はるか京都府側の丹後半島～福井県側の越前
岬まで若狭湾が一望できる大パノラマが特徴

北西の展望台

　運営会社の株式会社レインボーライン石田靖彦社長は「景観に特化した山頂公園です。五つの
テラスより色んな方向から景色を楽しむことができます。嶺南エリアの核となる観光スポットとして、たく
さんのお客様をお迎えしていきたいです。町民の皆さんには地元割引もありますので、是非ご来場く
ださい」と晴れやかに話されていました。

美浜テラス東の展望台

若狭テラス
眼下に三方湖・水月湖・菅湖や、遠くは丹後半島と風光
明媚な若狭湾を望む迫力ある景観が特徴

西の展望台

天空の
足湯

President's voice

　昨年夏に着工したレインボーライン山頂公園の大規模
リニューアルがこのほど完成しました。3月30日には記
念セレモニーが開か
れ、福井県や若狭、美
浜両町など関係者約
50人が参加し完成を
祝いました。

大人（中学生以上） 900円▶400円 小人（小学生） 500円▶200円
※1名の身分証明書の提示により、5名まで適用。　※別途、三方五湖有料道路の通行料が必要です。

山頂公園入園料
町民割引 若狭町

美浜町( (
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「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」オープン！
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DOKI!情報局ドキ!

6月27日（土）開催日／
出演／ガラピコぷ～の仲間たち（チョロミー、ムームー、
　　　ガラピコ）、うたのおねえさん
観覧申込／入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
申込開始／ 5月1日（金）
対象／お子さまとその保護者を含むグループ（最大4人まで）
※お客様の年齢に制限はありません。
入場は最大4人まで・公演当日1歳以上のお子様から人数に含みます。
以下のNHK福井放送局のホームページからのお申込みになります。
◆ PC・スマホサイト  http://www.nhk.or.jp/fukui/
お問い合わせはNHK福井放送局まで。　　　　　　　　主催／NHK福井放送局、若狭町

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 若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

おはなしたまてばこ
■図書館パレア館おはなしコーナーにて、絵
本の読み聞かせと、工作遊びを行います。参
加無料で、赤ちゃんから参加できます。

5月9日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

5月23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に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。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～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

『しゃっくりがいこつ』
（マージェリー・カイラー／著　
  S.D. シンドラー／絵　黒宮 純子／訳）らんか社

図書館からのオススメ本

がいこつさんのしゃっくりは、ヒックヒックに合
わせて体中の骨がガタガタいうので何をする
にもそりゃもう大変！ でも、どうすればしゃっく
りって止まるんでしょう。
息を止めればしゃっくりも止まる？ がいこつで
すから息なんてもう最初から止まってます。水
をぐいっと飲んでみる？ 飲んでも骨の隙間か
らどんどんこぼれちゃう！ 
どれもうまくいかずに困ってしまったがいこつ
さんへ、仲良しのオバケくんがひらめいた最
高のアドバイスとは！

2020年度 公演スケジュール
おかあさんといっしょ宅配便
ガラピコぷ～小劇場
■NHK子供向け番組「おかあさんといっしょ」より”
ガラピコぷ～の仲間たち”と、うたのおねえさんが
繰り広げる、劇とダンスと歌の楽しいステージショー
です。

開館15周年

第2弾！

チケット発
売

6月予定8月23日（日）開催日／
開演／ 13：00予定
出演／大谷中学・高校吹奏楽部　美方高校吹奏楽部
入場料／一般 500円　高校生以下 100円

若狭ブラスフェスタ2020

自由席 4歳以上入場可能

■パレア若狭夏の定番「若狭ブラスフェスタ」！フレッ
シュでパワフルなサウンドをお楽しみ下さい！

8月8日（土）、9日（日）開催日／
定員／ 16人　　　内容／ 1人45分間のレッスン
受講料／一般 6,000円　大学生以下 3,000円
　　　　［聴講無料の公開レッスン］
応募要件／ソナチネアルバム相当の曲が演奏できる方

応募開始
6月予定

ピアノ講習会
今川裕代ピアノアカデミー
■ピアノを奏でる喜びを一人でも多くの方とわかちあうためにレッ
スンを開催します。

※上記の内容は、予告なく変更になる場合がございます。
※料金等公演の詳細は、今後随時公開します。

チケット発
売

12月予定3月14日（日）開催日／
開演／ 14：00予定
出演／山田姉妹 他

山田姉妹 ソプラノ
デュオコンサート
～クラシックの名曲から、
　日本の名曲まで～
■NHK「うたコン」、テレビ朝日「関ジャニ∞の 
The モーツァルト音楽王 No.1 決定戦」等、テ
レビやラジオにも数多く出演中の山田姉妹が
若狭町に登
場！双子ソプ
ラノデュオの
美しいハーモ
ニーをご堪
能下さい。 ■パレア若狭で行う、広く一般に公開される

コンサートやワークショップなど、若狭町の
芸術文化の振興や福祉・健康の増進などに
つながる活動を募集します。町が共催する事
業として選定することで、使用料が減免にな
るなど、イベントを町が後押しします。募集
する事業は次のとおりです。
※応募事業は、町が設置する「パレア若狭文化
事業企画委員会」が審査します。

●芸術鑑賞事業
優れた芸術性や創造性を有する出演者または出
展者（作品）を迎え、舞台芸術公演及び美術作
品の鑑賞の場を提供するもの。（募集：６事業）

●生涯学習事業
専門的知識、技能や技術を提供するもので、地
域住民や青少年にワークショップなどの体験的
な学びの機会を提供するもの。（募集：２４事業）

実施期間／
令和２年５月１日～令和３年３月３１日
※実施数に達するまで、随時受付を行いま
す。詳しくは、パレア文化課にお問合せくだ
さい。

住民によるイベント企画大募集！
住民主体の文化創造支援事業

「世界的に活躍する演奏家のコンサート
を実施したい」「若狭町の特産品を使った
料理講習会を実施したい」など

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／4月26日（日）～4月30日（木）
　　　　　※火曜休館
時間／ 9：00～ 17：00

若狭路フォトミッション2019
優秀作品写真展
■応募のあった若狭路の魅力あふれる写真の
中から、選ばれた優秀作品をご覧ください。改
めて若狭路の素晴らしさを再認識し、誇りを感
じていただければと企画しました。

バリューアップ　Tel:0776-25-2407

松宮昴展実行委員会（担当三宅）
Tel:０90-4323-5650

■日展などに入選を重ね、福井県を代表する
洋画家の一人である松宮昴氏の画業を振り返
る作品展を行います。風景をテーマにしながら
も、人物や猫・花などに生命感を感じさせる暖
かみある作品からは、松宮昴氏の人柄、そして
それを育む若狭という土地の暖かさまで連想
することができます。
今回は、１９５０年代～８０年代の作品を中心に展
示します。

■町民のみなさまの情報アクセスの利便
性向上を図るため、公衆無線LAN（Free
Spot)サービスを提供開始します。提供エ
リアでは、無料でインターネットを利用い
ただけます。
※ご利用になる場合は、無線LAN（Wi-Fi）
でネットワークに接続できるパソコン・タブ
レット・スマートフォン等が必要です。

FreeSpotとは：FreeSpot協議会により定
義された、無線LANアクセスポイントです。

松宮昴展

展示期間／

時間／9：00～ 17：00（最終日は15：００まで）
6月6日（土）～7月5日（日）

チケット発
売

9月予定12月5日（土）開催日／
開演／未定　　出演／森本レオ 他

宝くじ文化公演
森本レオ
朗読コンサート（仮称）
■機関車トーマスのナレーションでおなじみ森
本レオの優しい癒しの語りと、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。

1月下旬予定開催日／

上方落語会
■生の落語を楽しむのは格別。上方落語の
実力を存分にご堪能ください。

11月8日（日）開催日／
開演／ 14：30予定

チケット発
売

8月予定

■福井県出身の指揮者小松長生がお届けする
オーケストラコンサート！

オーケストラコンサートin若狭（仮称）

オーケストラ
アンサンブル金沢
コンサート
■有数の室内管弦楽団  オーケストラアン
サンブル金沢によるコンサート。

開催日／2月28日（日）
開演／ 15：00予定
宝くじの助成金で実施します

※「おかあさんといっしょ」に出
演しているうたのおねえさんで
はありません。また、番組の収
録はありません。

出演／小松長生（指揮）、
　　　セントラル愛知交響楽団（演奏）
主催／福井県

パレア若狭公衆無線LAN
サービスの提供

利用可能時間／ 8：30～ 22：00
提供エリア／図書館パレア館・研修室・カ
フェ・フィットネスパレア若狭等
SSID ／『parea』
認証方式／メールアドレスの登録
※詳しくはパレア文化課窓口へお尋ねく
ださい

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508
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事業企画委員会」が審査します。

●芸術鑑賞事業
優れた芸術性や創造性を有する出演者または出
展者（作品）を迎え、舞台芸術公演及び美術作
品の鑑賞の場を提供するもの。（募集：６事業）

●生涯学習事業
専門的知識、技能や技術を提供するもので、地
域住民や青少年にワークショップなどの体験的
な学びの機会を提供するもの。（募集：２４事業）

実施期間／
令和２年５月１日～令和３年３月３１日
※実施数に達するまで、随時受付を行いま
す。詳しくは、パレア文化課にお問合せくだ
さい。

住民によるイベント企画大募集！
住民主体の文化創造支援事業

「世界的に活躍する演奏家のコンサート
を実施したい」「若狭町の特産品を使った
料理講習会を実施したい」など

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／4月26日（日）～4月30日（木）
　　　　　※火曜休館
時間／ 9：00～ 17：00

若狭路フォトミッション2019
優秀作品写真展
■応募のあった若狭路の魅力あふれる写真の
中から、選ばれた優秀作品をご覧ください。改
めて若狭路の素晴らしさを再認識し、誇りを感
じていただければと企画しました。

バリューアップ　Tel:0776-25-2407

松宮昴展実行委員会（担当三宅）
Tel:０90-4323-5650

■日展などに入選を重ね、福井県を代表する
洋画家の一人である松宮昴氏の画業を振り返
る作品展を行います。風景をテーマにしながら
も、人物や猫・花などに生命感を感じさせる暖
かみある作品からは、松宮昴氏の人柄、そして
それを育む若狭という土地の暖かさまで連想
することができます。
今回は、１９５０年代～８０年代の作品を中心に展
示します。

■町民のみなさまの情報アクセスの利便
性向上を図るため、公衆無線LAN（Free
Spot)サービスを提供開始します。提供エ
リアでは、無料でインターネットを利用い
ただけます。
※ご利用になる場合は、無線LAN（Wi-Fi）
でネットワークに接続できるパソコン・タブ
レット・スマートフォン等が必要です。

FreeSpotとは：FreeSpot協議会により定
義された、無線LANアクセスポイントです。

松宮昴展

展示期間／

時間／9：00～ 17：00（最終日は15：００まで）
6月6日（土）～7月5日（日）

チケット発
売

9月予定12月5日（土）開催日／
開演／未定　　出演／森本レオ 他

宝くじ文化公演
森本レオ
朗読コンサート（仮称）
■機関車トーマスのナレーションでおなじみ森
本レオの優しい癒しの語りと、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。

1月下旬予定開催日／

上方落語会
■生の落語を楽しむのは格別。上方落語の
実力を存分にご堪能ください。

11月8日（日）開催日／
開演／ 14：30予定

チケット発
売

8月予定

■福井県出身の指揮者小松長生がお届けする
オーケストラコンサート！

オーケストラコンサートin若狭（仮称）

オーケストラ
アンサンブル金沢
コンサート
■有数の室内管弦楽団  オーケストラアン
サンブル金沢によるコンサート。

開催日／2月28日（日）
開演／ 15：00予定
宝くじの助成金で実施します

※「おかあさんといっしょ」に出
演しているうたのおねえさんで
はありません。また、番組の収
録はありません。

出演／小松長生（指揮）、
　　　セントラル愛知交響楽団（演奏）
主催／福井県

パレア若狭公衆無線LAN
サービスの提供

利用可能時間／ 8：30～ 22：00
提供エリア／図書館パレア館・研修室・カ
フェ・フィットネスパレア若狭等
SSID ／『parea』
認証方式／メールアドレスの登録
※詳しくはパレア文化課窓口へお尋ねく
ださい

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508
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令和2年度の当初予算が決まりました。
一般会計は107億6,847万円で、前年度に比べ
13.9％の増額となっています。
また、特別会計は55億7,200万円、企業会計は
8億6,079万円を計上しています。

物件費

旅費、需用費、委託
料、備品購入費など
の消費的性質をもつ
経費

維持補修費

道路や公共施設など
の維持補修のための
経費

扶助費

社会保障制度の一環
として、児童・高齢者・
障害者・生活困窮者な
どに対する支援に要す
る経費

補助費

町から一部事務組合
や各種団体等に対して
交付するもので、負担
金、補助金、交付金な
どの経費

公債費

町の借金である地方
債の元金と利子を支
払う経費

積立金

財政運営を計画的に
するための基金の積
立に要する経費

貸付金

福祉増進や地域振興
のためのお金の貸付
を行うための経費

人件費

職員給与や議員・非
常勤報酬などの経費

わがまち健康プロジェクト事業

3,770千円
町の健康課題である高血圧予防に重点を置き、
血圧測定や減塩、運動を推進し、地区単位での
健康づくり活動を推進します。また、事業所等
への血圧計購入費に対して助成を行います。

くだもの・やさい産地活性化事業

11,995千円
果樹・園芸の経営に係る初期投資や基
盤整備に対し支援することで、意欲的
に農業に取り組む経営体の育成、確保
を図ります。

海洋センター管理運営費

75,732千円
若狭三方B＆G海洋センター体育館に
ついては、開館から30年が経過し外
壁、屋根及び内部等の傷みが著しい状
況であることから修繕工事を行います。

普通建設事業費

道路、学校などの公共
施設の建設や、用地
取得等に要する経費

繰出金

一般会計から特別会
計、企業会計の間で、
相互に支出する経費

107億6,847万円
■性質別内訳

■行政分野別内訳一般会計

当初予算若狭町

令和2年度

55億7,200万円特別会計

人件費
17億3,472万円

補助費等
21億4,784万円

普通建設事業費
14億9,882万円

公債費
12億7,541万円

繰出金
11億2,378万円積立金

4億4,806万円

物件費
16億2,584万円

扶助費
8億328万円

維持補修費
9,377万円

貸付金
1,390万円

その他　300万円

分　　　野
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費

予　算　額
9,249万円

23億4,763万円
23億1,155万円
11億5,763万円

2,243万円
9億8,304万円
5億3,782万円
7億3,342万円
4億649万円
8億9,751万円
12億7,541万円

300万円

伸び率
4.3％
52.5％
1.0％
6.9％
0.0％

△8.5％
183.7％
△1.5％
△4.5％
20.7％
1.7％
0.0％

分　　　野
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
直 営 診 療 所 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
農業者労働災害共済事業特別会計
農業集落排水処理事業特別会計
漁業集落排水処理事業特別会計
公共下水道事業特別会計
町 営 住 宅 等 特 別 会 計
土地開発事業特別会計

予　算　額
18億7,020万円
1億9,239万円
8,773万円

19億9,182万円
2億6,144万円

161万円
4億1,987万円
7,046万円

5億9,187万円
3,411万円
5,045万円

伸び率
2.5％
0.9％

△7.0％
3.7％
64.2％
△1.9％
1.4％
84.0％
8.4％
1.1％

△8.7％

分　　　野
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
上 中 診 療 所 事 業 会 計

予　算　額
2億8,811万円
4,124万円

5億3,143万円

伸び率
△16.9％
△34.5％
△6.2％

ご紹介！　令和2年度の主な事業

国民健康保険事業や下水道事業のように、保険料や使
用料などの収入で運営していく事業について、その事
業にかかるお金の流れをわかりやすくするために設け
る、一般会計とは別の会計のことです。

特別会計

全体として13.9％の増額になっています。ケーブルテレ
ビネットワーク更新事業等により、総務費が52.5％の増
額、若狭アドベンチャーツーリズム拠点整備事業及び観
光振興基金積立金事業等により、商工費が183.7％の
増額となっています。

歳出
町税収入は0.7％の増額、地方交付税は2.1％の増額、消費
税増税に伴う地方消費税交付金が21.8％の増額、ケーブル
テレビネットワーク更新事業に係る国庫補助金等により国庫
支出金が82.1％の増額、ふるさと応援基金事業寄付金の
見込み増などにより寄付金が78.1％の増額となっています。

歳入
町税などの自主財源に乏しく、歳入の多くを
地方交付税や国県支出金に依存しています。
行財政改革プランを確実に実行しながら、
歳入に見合った歳出を念頭に、持続可能な
健全で安心できる財政運営を目指します。

総論

歳 出

町税
17億3,139万円

地方交付税
38億8,500万円

県支出金
10億5,847万円

国庫支出金
10億2,454万円

町債
8億1,760万円

分担金及び負担金
7,087万円

使用料及び手数料
1億1,403万円

財産収入
7,447万円
寄付金
2億518万円

繰越金　1億円1,500万円

諸収入
3億1,335万円

繰入金
8億5,205万円

地方譲与税／地方消費税交付金
4億4,909万円

その他　5,738万円

歳 入
8億6,079万円企業会計

［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。

ことばの説明

解説

ケーブルテレビネットワーク
更新事業

845,620千円
三方地域におけるCATV施設・機器等に
ついては、サービス開始から19年が経過
し、MMネットの伝送路施設が老朽化して
いることから、施設の更新を行います。

若狭アドベンチャーツーリズム
拠点整備事業

127,131千円
道の駅「若狭熊川宿」から若狭駒ヶ岳
までを若狭の基幹トレイルとして整備
し、大自然を身近に感じられる空間を
提供します。

北陸新幹線開業に向けた
受入環境支援事業
1,000千円

北陸新幹線敦賀開業に向けた観光地
の魅力アップを図るため、三方五湖周
辺において、近年増加傾向にあるサイ
クリングロードの整備を行います。

財政用語解説！　歳出項目の性質別内訳について
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令和2年度の当初予算が決まりました。
一般会計は107億6,847万円で、前年度に比べ
13.9％の増額となっています。
また、特別会計は55億7,200万円、企業会計は
8億6,079万円を計上しています。

物件費

旅費、需用費、委託
料、備品購入費など
の消費的性質をもつ
経費

維持補修費

道路や公共施設など
の維持補修のための
経費

扶助費

社会保障制度の一環
として、児童・高齢者・
障害者・生活困窮者な
どに対する支援に要す
る経費

補助費

町から一部事務組合
や各種団体等に対して
交付するもので、負担
金、補助金、交付金な
どの経費

公債費

町の借金である地方
債の元金と利子を支
払う経費

積立金

財政運営を計画的に
するための基金の積
立に要する経費

貸付金

福祉増進や地域振興
のためのお金の貸付
を行うための経費

人件費

職員給与や議員・非
常勤報酬などの経費

わがまち健康プロジェクト事業

3,770千円
町の健康課題である高血圧予防に重点を置き、
血圧測定や減塩、運動を推進し、地区単位での
健康づくり活動を推進します。また、事業所等
への血圧計購入費に対して助成を行います。

くだもの・やさい産地活性化事業

11,995千円
果樹・園芸の経営に係る初期投資や基
盤整備に対し支援することで、意欲的
に農業に取り組む経営体の育成、確保
を図ります。

海洋センター管理運営費

75,732千円
若狭三方B＆G海洋センター体育館に
ついては、開館から30年が経過し外
壁、屋根及び内部等の傷みが著しい状
況であることから修繕工事を行います。

普通建設事業費

道路、学校などの公共
施設の建設や、用地
取得等に要する経費

繰出金

一般会計から特別会
計、企業会計の間で、
相互に支出する経費

107億6,847万円
■性質別内訳

■行政分野別内訳一般会計

当初予算若狭町

令和2年度

55億7,200万円特別会計

人件費
17億3,472万円

補助費等
21億4,784万円

普通建設事業費
14億9,882万円

公債費
12億7,541万円

繰出金
11億2,378万円積立金

4億4,806万円

物件費
16億2,584万円

扶助費
8億328万円

維持補修費
9,377万円

貸付金
1,390万円

その他　300万円

分　　　野
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
予 備 費

予　算　額
9,249万円

23億4,763万円
23億1,155万円
11億5,763万円

2,243万円
9億8,304万円
5億3,782万円
7億3,342万円
4億649万円
8億9,751万円
12億7,541万円

300万円

伸び率
4.3％
52.5％
1.0％
6.9％
0.0％

△8.5％
183.7％
△1.5％
△4.5％
20.7％
1.7％
0.0％

分　　　野
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
直 営 診 療 所 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
簡易水道事業特別会計
農業者労働災害共済事業特別会計
農業集落排水処理事業特別会計
漁業集落排水処理事業特別会計
公共下水道事業特別会計
町 営 住 宅 等 特 別 会 計
土地開発事業特別会計

予　算　額
18億7,020万円
1億9,239万円
8,773万円

19億9,182万円
2億6,144万円

161万円
4億1,987万円
7,046万円

5億9,187万円
3,411万円
5,045万円

伸び率
2.5％
0.9％

△7.0％
3.7％
64.2％
△1.9％
1.4％
84.0％
8.4％
1.1％

△8.7％

分　　　野
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
上 中 診 療 所 事 業 会 計

予　算　額
2億8,811万円
4,124万円

5億3,143万円

伸び率
△16.9％
△34.5％
△6.2％

ご紹介！　令和2年度の主な事業

国民健康保険事業や下水道事業のように、保険料や使
用料などの収入で運営していく事業について、その事
業にかかるお金の流れをわかりやすくするために設け
る、一般会計とは別の会計のことです。

特別会計

全体として13.9％の増額になっています。ケーブルテレ
ビネットワーク更新事業等により、総務費が52.5％の増
額、若狭アドベンチャーツーリズム拠点整備事業及び観
光振興基金積立金事業等により、商工費が183.7％の
増額となっています。

歳出
町税収入は0.7％の増額、地方交付税は2.1％の増額、消費
税増税に伴う地方消費税交付金が21.8％の増額、ケーブル
テレビネットワーク更新事業に係る国庫補助金等により国庫
支出金が82.1％の増額、ふるさと応援基金事業寄付金の
見込み増などにより寄付金が78.1％の増額となっています。

歳入
町税などの自主財源に乏しく、歳入の多くを
地方交付税や国県支出金に依存しています。
行財政改革プランを確実に実行しながら、
歳入に見合った歳出を念頭に、持続可能な
健全で安心できる財政運営を目指します。

総論

歳 出

町税
17億3,139万円

地方交付税
38億8,500万円

県支出金
10億5,847万円

国庫支出金
10億2,454万円

町債
8億1,760万円

分担金及び負担金
7,087万円

使用料及び手数料
1億1,403万円

財産収入
7,447万円
寄付金
2億518万円

繰越金　1億円1,500万円

諸収入
3億1,335万円

繰入金
8億5,205万円

地方譲与税／地方消費税交付金
4億4,909万円

その他　5,738万円

歳 入
8億6,079万円企業会計

［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。

ことばの説明

解説

ケーブルテレビネットワーク
更新事業

845,620千円
三方地域におけるCATV施設・機器等に
ついては、サービス開始から19年が経過
し、MMネットの伝送路施設が老朽化して
いることから、施設の更新を行います。

若狭アドベンチャーツーリズム
拠点整備事業

127,131千円
道の駅「若狭熊川宿」から若狭駒ヶ岳
までを若狭の基幹トレイルとして整備
し、大自然を身近に感じられる空間を
提供します。

北陸新幹線開業に向けた
受入環境支援事業
1,000千円

北陸新幹線敦賀開業に向けた観光地
の魅力アップを図るため、三方五湖周
辺において、近年増加傾向にあるサイ
クリングロードの整備を行います。

財政用語解説！　歳出項目の性質別内訳について
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