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　若狭町の小学校では、少子化の進行
によって児童数・生徒数が急速に減少し
ており、平成１７年には１‚０７１人いた児童
数は、令和３年には７４９人となっています。
　町では、近年、少子化により教育環境
が変化する中で、子どもたちにとって望ま
しい教育環境を実現することを基本方針
にしています。子どもたちは、集団の中で、多様な考えに触れ切磋琢磨することで、一人ひとりの能力を伸ばし
ていきます。そのため、一定の集団規模が確保されることが重要であると考えています。
　現に複式学級があり、今後もその状態が続くと見込まれる小学校については、他の学校との統合を進めてい
くこととしています。また、今後も複式学級の常態化が見込まれる小学校についても、同じく統合を進めていく
こととしています。
　明倫小学校では、令和４年４月の三方小学校との統合に向けて準備を進めています。

三方小学校と明倫小学校の
統廃合について

代表者会（保護者・地域）

保護者、地域の２つの部会で統廃合に当たっての課題を抽出しました。

保護者代表者会
●Ｒ２.９.１７～Ｒ２.１０.２３（計３回開催）
●通学ルート、ＰＴＡ規約、児童交流等について、課題を抽出し、準備委員会に引き継ぎました。
地域代表者会
●Ｒ２.９.１９
●体育大会、お囃子会、学校ボランティア感謝の集い、敬老会、学習発表会、老人サロン交流会等について、
課題を抽出し、準備委員会に引き継ぎました。

準備委員会（ＰＴＡ・地域・学年・学校事務）

代表者会で出された課題について、各部会で具体的に検討を行いました。

ＰＴＡ部会
●Ｒ２.１２.２１～Ｒ３.６.１１（計６回開催）
●通学ルート、スクールバス乗降場所を決定しました。三方小学校ＰＴＡ役員と協議し新しい体操服を決定しました。
また、新しいＰＴＡ規約を協議中です。

地域部会
●Ｒ２.１１.２０～Ｒ３.６.３（計７回開催）
●跡地活用部会…校舎は、学童保育施設、明倫地域公民館、老人福祉施設等としての活用案が出されました。

文部科学省の廃校舎利活用サイトへの登録等も含めて、引き続き検討しています。体育館は、
災害時避難所としての役割だけではなく、社会体育施設等としての活用も、引き続き検討して
います。

●閉校イベント部会…「出発」「旅立ち」等の未来に向けての前向きなテーマを設定すること。イベント内容は、児童等
による発表、スライド上映、記念誌の発行、写真の展示などの案が出されました。
これらの案を実行委員会に引き継ぎました。

学年・学校事務部会
●交流学習を計画し、実施しています。
●学校事務等について、学校間で随時調整しています。

交流学習
の様子

明倫小学校について
校　章 校　歌
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沿革概要
明治  6年　創立
明治  7年　明倫小学校と命名
明治２０年　簡易科明倫小学校
明治２５年　八村明倫尋常小学校
明治３８年　南前川尋常小学校
大正  ８年　八村南尋常小学校
昭和１６年　八村南国民学校
昭和２２年　八村南小学校
昭和２４年　八村小学校南分校
昭和２８年　第一小学校南分校
昭和４３年　明倫小学校として独立

児童数推移 ７/１ ふるさと学習（明倫小校区にて）

９/７.８ 合同学習（三方小にて）

三方小学校と明倫小学校の
統廃合に関する検討状況

実行委員会（イベント・記念誌・ＤＶＤ）

閉校記念式典に向けて、イベント、記念誌、ＤＶＤの３つの委員会に分かれて準備を進めています。

イベント委員会
●Ｒ３.７.２０～
●内容、スケジュール等を具体的に検討し、イベント開催に向けて準備を進めています。
記念誌編纂委員会
●Ｒ３.７.２０～
●資料収集を行い、内容の構成等を検討し、発行に向けて準備を進めています。
ＤＶＤ編集委員会
●Ｒ３.７.２０～
●撮影した写真・動画や過去の写真を編集し、発行に向けて準備を進めています。
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パレア文化課　Tel:0770-62-2508

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）

宝くじの助成により、
特別料金となっています

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。

音楽ホール

パレア若狭のメンテナンスのため下記のと
おり臨時休館します。ご利用のみなさまには
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力
いただきますようお願いします。

パレア若狭臨時休館のお知らせ

臨時休館日／11月14日（日）・15日（月）
※16日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営しています。

■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、福井県出身の絵本作家・かこさ
としさんの名作を予定しています。
お楽しみに!

■日本映画の量産時代に登場した監督たちが、喜劇映画のなかで新
たな挑戦を試みた秀作を上映します。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

図書館からのオススメ

「数学の問題には答えが１つしかない」という
“常識”をくつがえす、「無数に解答がある数学
の面白さ」を伝える“名問”を集めました。
【お題例】
円を三等分せよ
【解答例】
六芒星で切る・移動さ
せて切る・カージオイド
で切る・四等分線を意
識して切る・同心円で
切る…ｅｔｃ

『数学クラスタが集まって
　　　　本気で大喜利してみた』
数学を愛する会 会長 いっくん／著
店長／その他

11月27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に紙芝居をします。参加無料で、
赤ちゃんから参加できます。

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

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

パレアのギャラリーで
作品展をしてみませんか？
■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。

■“きらりアート展”は福井県内の障がい者及び
特別に支援を必要とする児童・生徒たちの社会
参加やアート活動の推進を目的とした公募アー
ト作品展です。独創性がきらりとひかる、シンプ
ルで混じり気の無い表現をお楽しみください。

第１２回きらりアート展

若狭町社会福祉協議会　Tel:０７７０-62-9005

展示期間／

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー
　　　入場無料

10月14日(木)～10月25日(月)
※火曜休館

新型コロナウイルス感染症対策のため
表彰式は行いません。

■越前市出身の絵本作家・かこさとしさんの
絵本展です。「カラスのパンやさんシリーズ」
「だるまちゃんシリーズ」などいろんな作品を
展示します。大人から子どもまで幅広い世代
に読み継がれているかこさとしさんの作品を
お楽しみください。

かこさとし絵本展 ｉｎ若狭

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー

12月4日(土)～19日(日)
※火曜休館

若狭東高校　Tel:0770-56-0400

開催期間／

開催場所／若狭町歴史文化館 企画展示室
入館料／無料

10月8日(金)～11月5日(金)
※火曜休館

若狭町歴史文化館

■今年の６月～８月に実施した西塚古墳の発
掘調査に関する企画展です。調査現場の写真
や実際に出土した埴輪を展示します。町の調
査により、新たに明らかとなった西塚古墳の
姿を知って頂ければ幸いです。

若狭町歴史文化館　第３９回企画展

史跡西塚古墳発掘調査 速報展
～明らかとなった西塚古墳の真の姿～

歴史文化課（縄文博物館内）　Tel:0770-45-2270

時間／ 19：00～（約２時間）
場所／図書館パレア館
　　　入場無料（申し込みが必要です）
定員／３０名

令和4年1月15日（土）開催日／

■日本中を魅了した「チア☆ダン」のモデル五十嵐先生とＪＥＴＳ卒業生による熱く
て楽しいトークイベント
ＪＥＴＳ ＯＧ直伝の振付で一緒に踊ってあなたもチアリーダー気分に
心も体もリフレッシュすること間違いなし!

講師
福井商業高等学校チアリーダー部
ＪＥＴＳ顧問　五十嵐裕子（一般社団法人チアドリームプロジェクト代表理事）
福井商業高校チアリーダー部「ＪＥＴＳ」ＯＧ 

若狭町立図書館 パレア館

夜の図書館
「チアの力で元気に! 
～こんな時だからこそ笑顔で～」
ＪＥＴＳ顧問とＯＧのトークイベント

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■生花のフラワーアレンジメントや、プリ
ザーブドフラワー、アーティフィシャルフ
ラワーを使った作品を展示します。

フラワーデザイン展

場所／パレア若狭ギャラリー

11月6日（土）
　　 7日（日）

開催日時／

花の教室フローラ 松川知香子
Tel:090-1318-9496

Mail:hana.flora＠docomo.ne.jp

■１～３年生、計9名の作品展です。古典の臨
書作品や創作作品など大小さまざまな作品
を展示します。新たな仲間を迎え、書き上げ
てきた作品です。ぜひご覧ください。

若狭東高校書道部校外展

第10回「毛筆伝説」

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー

展示期間／
11月8日(月)～15日(月)
※火曜休館

■越前市かこさとしふるさと絵本館を拠点に
活動している「越前らくひょうしぎの会」がか
こさとしさんの紙芝居を口演します。

越前らくひょうしぎの会
かみしばい口演会

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 10：00～11：00
場所／図書館パレア館 絵本コーナー
定員／ 2０名　※要事前予約

12月11日（土）開催日／

優秀映画鑑賞推進事業
パレア若狭 映画の日

主催／若狭町、国立映画アーカイブ
料金／１作品 ５００円 （１日券は２作品 ８００円）
チケット発売日／１１月１３日（土）９：００～

１0：0０～　おかしな奴（１９６３年・沢島忠・東映・１１０分）
１4：3０～　喜劇 急行列車（１９６７年・瀬川昌治・東映・９０分）

令和4年１月２1日（金）
開催日／

１0：0０～　吹けば飛ぶよな男だが（１９６８年・山田洋二・松竹・９０分）
１4：3０～　あゝ 軍歌（１９７０年・前田陽一・松竹・８９分）
※作品の詳細はパレア若狭ホームページをご覧ください。

令和4年１月２2日（土）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

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　
　　　※チケットの販売は福井県在住の方のみが対象となります。
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

12月5日（日）開催日／

～　と星のＭｕｓｉｃ Ｓｔｏｒｉｅｓ～

宝くじ文化公演
渡辺徹の音楽付き朗読会

チケット
好評発売中

開催日／

9：00～20：00
9：00～16：00
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パレア文化課　Tel:0770-62-2508

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）

宝くじの助成により、
特別料金となっています

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。

音楽ホール

パレア若狭のメンテナンスのため下記のと
おり臨時休館します。ご利用のみなさまには
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力
いただきますようお願いします。

パレア若狭臨時休館のお知らせ

臨時休館日／11月14日（日）・15日（月）
※16日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営しています。

■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、福井県出身の絵本作家・かこさ
としさんの名作を予定しています。
お楽しみに!

■日本映画の量産時代に登場した監督たちが、喜劇映画のなかで新
たな挑戦を試みた秀作を上映します。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

図書館からのオススメ

「数学の問題には答えが１つしかない」という
“常識”をくつがえす、「無数に解答がある数学
の面白さ」を伝える“名問”を集めました。
【お題例】
円を三等分せよ
【解答例】
六芒星で切る・移動さ
せて切る・カージオイド
で切る・四等分線を意
識して切る・同心円で
切る…ｅｔｃ

『数学クラスタが集まって
　　　　本気で大喜利してみた』
数学を愛する会 会長 いっくん／著
店長／その他

11月27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に紙芝居をします。参加無料で、
赤ちゃんから参加できます。

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

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

パレアのギャラリーで
作品展をしてみませんか？
■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。

■“きらりアート展”は福井県内の障がい者及び
特別に支援を必要とする児童・生徒たちの社会
参加やアート活動の推進を目的とした公募アー
ト作品展です。独創性がきらりとひかる、シンプ
ルで混じり気の無い表現をお楽しみください。

第１２回きらりアート展

若狭町社会福祉協議会　Tel:０７７０-62-9005

展示期間／

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー
　　　入場無料

10月14日(木)～10月25日(月)
※火曜休館

新型コロナウイルス感染症対策のため
表彰式は行いません。

■越前市出身の絵本作家・かこさとしさんの
絵本展です。「カラスのパンやさんシリーズ」
「だるまちゃんシリーズ」などいろんな作品を
展示します。大人から子どもまで幅広い世代
に読み継がれているかこさとしさんの作品を
お楽しみください。

かこさとし絵本展 ｉｎ若狭

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー

12月4日(土)～19日(日)
※火曜休館

若狭東高校　Tel:0770-56-0400

開催期間／

開催場所／若狭町歴史文化館 企画展示室
入館料／無料

10月8日(金)～11月5日(金)
※火曜休館

若狭町歴史文化館

■今年の６月～８月に実施した西塚古墳の発
掘調査に関する企画展です。調査現場の写真
や実際に出土した埴輪を展示します。町の調
査により、新たに明らかとなった西塚古墳の
姿を知って頂ければ幸いです。

若狭町歴史文化館　第３９回企画展

史跡西塚古墳発掘調査 速報展
～明らかとなった西塚古墳の真の姿～

歴史文化課（縄文博物館内）　Tel:0770-45-2270

時間／ 19：00～（約２時間）
場所／図書館パレア館
　　　入場無料（申し込みが必要です）
定員／３０名

令和4年1月15日（土）開催日／

■日本中を魅了した「チア☆ダン」のモデル五十嵐先生とＪＥＴＳ卒業生による熱く
て楽しいトークイベント
ＪＥＴＳ ＯＧ直伝の振付で一緒に踊ってあなたもチアリーダー気分に
心も体もリフレッシュすること間違いなし!

講師
福井商業高等学校チアリーダー部
ＪＥＴＳ顧問　五十嵐裕子（一般社団法人チアドリームプロジェクト代表理事）
福井商業高校チアリーダー部「ＪＥＴＳ」ＯＧ 

若狭町立図書館 パレア館

夜の図書館
「チアの力で元気に! 
～こんな時だからこそ笑顔で～」
ＪＥＴＳ顧問とＯＧのトークイベント

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■生花のフラワーアレンジメントや、プリ
ザーブドフラワー、アーティフィシャルフ
ラワーを使った作品を展示します。

フラワーデザイン展

場所／パレア若狭ギャラリー

11月6日（土）
　　 7日（日）

開催日時／

花の教室フローラ 松川知香子
Tel:090-1318-9496

Mail:hana.flora＠docomo.ne.jp

■１～３年生、計9名の作品展です。古典の臨
書作品や創作作品など大小さまざまな作品
を展示します。新たな仲間を迎え、書き上げ
てきた作品です。ぜひご覧ください。

若狭東高校書道部校外展

第10回「毛筆伝説」

時間／ 9：00～20：00
場所／パレア若狭ギャラリー

展示期間／
11月8日(月)～15日(月)
※火曜休館

■越前市かこさとしふるさと絵本館を拠点に
活動している「越前らくひょうしぎの会」がか
こさとしさんの紙芝居を口演します。

越前らくひょうしぎの会
かみしばい口演会

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 10：00～11：00
場所／図書館パレア館 絵本コーナー
定員／ 2０名　※要事前予約

12月11日（土）開催日／

優秀映画鑑賞推進事業
パレア若狭 映画の日

主催／若狭町、国立映画アーカイブ
料金／１作品 ５００円 （１日券は２作品 ８００円）
チケット発売日／１１月１３日（土）９：００～

１0：0０～　おかしな奴（１９６３年・沢島忠・東映・１１０分）
１4：3０～　喜劇 急行列車（１９６７年・瀬川昌治・東映・９０分）

令和4年１月２1日（金）
開催日／

１0：0０～　吹けば飛ぶよな男だが（１９６８年・山田洋二・松竹・９０分）
１4：3０～　あゝ 軍歌（１９７０年・前田陽一・松竹・８９分）
※作品の詳細はパレア若狭ホームページをご覧ください。

令和4年１月２2日（土）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

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　
　　　※チケットの販売は福井県在住の方のみが対象となります。
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

12月5日（日）開催日／

～　と星のＭｕｓｉｃ Ｓｔｏｒｉｅｓ～

宝くじ文化公演
渡辺徹の音楽付き朗読会

チケット
好評発売中

開催日／

9：00～20：00
9：00～16：00

5広報わかさ　2021年 11月号4 広報わかさ　2021年 11月号

吹けば飛ぶよな男だが



［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。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口・世帯数で除算しています。

　歳入総額は、前年より約２８億８千万
円増加しました。
　令和元年度決算と比べると、新型コ
ロナウイルス感染症対策費を含む国庫
支出金が約２１億５千万円、地方交付
税、町債がそれぞれ約３億５千万円、繰
入金が約３億円増加となっています。

135億9,828万円
自主財源＝29.6％

一般会計 歳入
町税（13.4％）
18億2,945万円

地方交付税（31.8％）
43億2,143万円

国庫支出金（20.7％）
28億2,140万円

県支出金（8.0％）
10億8,632万円

町債（6.0％）
8億1,980万円

譲与税・交付金（3.9％）
5億2,518万円

その他（5.0％）
6億8,089万円

繰越金（4.3％）
5億8,104万円

繰入金（6.2％）
8億4,229万円

分担金・負担金
（0.7％）
9,044万円

　歳出総額は、前年より約２７億５千万
円増加しました。
　主に、国の新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策として実施した特別定
額給付金事業のほか、三方地域ケーブ
ルテレビネットワーク更新事業などを含
む総務費が約２３億２千万円、衛生費、
商工費、教育費がコロナウイルス関連
で、それぞれ約１億５千万円増加となっ
ています。
　歳入から歳出と翌年度へ繰り越すべ
き財源を差し引いた実質収支額は、５
億４,９３６万円となりました。

128億8,776万円

一般会計 歳出

土木費

道路整備等の建設や管理の
経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

教育費

小中学校・公民館の運営やス
ポーツ振興の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

農林水産業費

農林業の振興や、土地改良
などの経費です

総務費（31.2％）
40億2,541万円

農林水産業費
（7.7％）
9億9,826万円

土木費（6.8％）
8億7,032万円

消防費（3.1％）
4億441万円

教育費（7.7％）
9億9,861万円

公債費（9.9％）
12億7,078万円

議会費（0.7％）
8,454万円

衛生費（9.8％）
12億6,606万円

民生費
（17.7％）
22億8,259万円

労働費（0.2％）
2,243万円

商工費（5.2％）
6億6,431万円

労働費

労働や失業対策などの経費
です

議会費

議会活動に要した経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

令和2年度の主な事業

自主財源
29.6％

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

・特別定額給付金
・若狭町出身学生へ支援品の送付
・災害時用感染防止資機材の整備
・全世帯へ生活応援商品券配布
・子育て世帯へ給付金、布マスクの支給
・公共施設の感染症対策（消毒、検
温、アクリル板等）
・スマホアプリ導入による図書館の安
全性、利便性の向上
・融資を受けた中小企業等への応援給付金
・休業要請協力金の納付にかかる町負担金

新型コロナウイルス関連

トレイルコースの整備を基軸にし、
河内川ダム周辺や若狭森林公園
の山村資源（大自然）と、熊川宿
の歴史資源（文化財）を最大限活
かしながら、体験・アクティビティ
を満喫できるプログラムを充実さ
せるための整備を行いました。

若狭アドベンチャー
ツーリズム拠点整備

三方Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
の、屋根防水・外壁塗装・アリー
ナ床シート張り・照明のＬＥＤ化
等の修繕を行い、町民のスポー
ツや健康づくりの拠点と指定避
難所としての機能向上を図りま
した。

Ｂ＆Ｇ体育館リニューアル

町立小学校および中学校の全児童生徒
に学習者用端末を、各校に学級数分（特
別支援学級含む）の教員用端末を整備
しました。

タブレット端末整備
（ＧＩＧＡスクール構想）

・プレミアム付きお食事券の発行、販売
・感染予防取組宣言事業者へステッ
カーの配布、必要経費の支援
・県内８町で消費支出を行った県民を対
象に特産品の贈呈（町村会共同事業）
・新しい様式の手法を検証するイベ
ントに対する支援
・宿泊施設および観光施設の割引
クーポン券発行事業に対する支援
・県内修学旅行に対する費用負担
・ワクチン接種体制の整備

決算報告若狭町

令和2年度
　令和2年度一般会計の歳出を見ると、128億8,776万円の支出となり、
住民一人あたり約90万円、1世帯あたり約258万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約90万円、世帯あたり約258万円
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止と社会経済活動の両立などに対応するため、９回の補
正予算を編成しました。その結果、歳入決算が１３５億９,
８２８万円、歳出決算が１２８億８,７７６万円となりました。
今後も引き続き、感染拡大の防止と住民生活の安定を
図り、行財政改革プランを継続しながら、財政の健全化
に努めます。

熊川城跡（張出郭デッキ）
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［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。
※一人あたり、世帯あたりは3月31日の人口・世帯数で除算しています。

　歳入総額は、前年より約２８億８千万
円増加しました。
　令和元年度決算と比べると、新型コ
ロナウイルス感染症対策費を含む国庫
支出金が約２１億５千万円、地方交付
税、町債がそれぞれ約３億５千万円、繰
入金が約３億円増加となっています。

135億9,828万円
自主財源＝29.6％

一般会計 歳入
町税（13.4％）
18億2,945万円

地方交付税（31.8％）
43億2,143万円

国庫支出金（20.7％）
28億2,140万円

県支出金（8.0％）
10億8,632万円

町債（6.0％）
8億1,980万円

譲与税・交付金（3.9％）
5億2,518万円

その他（5.0％）
6億8,089万円

繰越金（4.3％）
5億8,104万円

繰入金（6.2％）
8億4,229万円

分担金・負担金
（0.7％）
9,044万円

　歳出総額は、前年より約２７億５千万
円増加しました。
　主に、国の新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策として実施した特別定
額給付金事業のほか、三方地域ケーブ
ルテレビネットワーク更新事業などを含
む総務費が約２３億２千万円、衛生費、
商工費、教育費がコロナウイルス関連
で、それぞれ約１億５千万円増加となっ
ています。
　歳入から歳出と翌年度へ繰り越すべ
き財源を差し引いた実質収支額は、５
億４,９３６万円となりました。

128億8,776万円

一般会計 歳出

土木費

道路整備等の建設や管理の
経費です

衛生費

ごみ処理や環境対策・健康づ
くりのための経費です

教育費

小中学校・公民館の運営やス
ポーツ振興の経費です

総務費

全般的な管理・企画や徴税、
戸籍等の事務などの経費です

農林水産業費

農林業の振興や、土地改良
などの経費です

総務費（31.2％）
40億2,541万円

農林水産業費
（7.7％）
9億9,826万円

土木費（6.8％）
8億7,032万円

消防費（3.1％）
4億441万円

教育費（7.7％）
9億9,861万円

公債費（9.9％）
12億7,078万円

議会費（0.7％）
8,454万円

衛生費（9.8％）
12億6,606万円

民生費
（17.7％）
22億8,259万円

労働費（0.2％）
2,243万円

商工費（5.2％）
6億6,431万円

労働費

労働や失業対策などの経費
です

議会費

議会活動に要した経費です

消防費

消防・防災対策の経費です

令和2年度の主な事業

自主財源
29.6％

民生費

高齢者・障害者・児童福祉、
保育園運営費等の経費です

商工費

商工業の振興や観光事業の
経費です

公債費

借り入れた町債（借金）の返
済（元利償還金）の経費です

・特別定額給付金
・若狭町出身学生へ支援品の送付
・災害時用感染防止資機材の整備
・全世帯へ生活応援商品券配布
・子育て世帯へ給付金、布マスクの支給
・公共施設の感染症対策（消毒、検
温、アクリル板等）
・スマホアプリ導入による図書館の安
全性、利便性の向上
・融資を受けた中小企業等への応援給付金
・休業要請協力金の納付にかかる町負担金

新型コロナウイルス関連

トレイルコースの整備を基軸にし、
河内川ダム周辺や若狭森林公園
の山村資源（大自然）と、熊川宿
の歴史資源（文化財）を最大限活
かしながら、体験・アクティビティ
を満喫できるプログラムを充実さ
せるための整備を行いました。

若狭アドベンチャー
ツーリズム拠点整備

三方Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
の、屋根防水・外壁塗装・アリー
ナ床シート張り・照明のＬＥＤ化
等の修繕を行い、町民のスポー
ツや健康づくりの拠点と指定避
難所としての機能向上を図りま
した。

Ｂ＆Ｇ体育館リニューアル

町立小学校および中学校の全児童生徒
に学習者用端末を、各校に学級数分（特
別支援学級含む）の教員用端末を整備
しました。

タブレット端末整備
（ＧＩＧＡスクール構想）

・プレミアム付きお食事券の発行、販売
・感染予防取組宣言事業者へステッ
カーの配布、必要経費の支援
・県内８町で消費支出を行った県民を対
象に特産品の贈呈（町村会共同事業）
・新しい様式の手法を検証するイベ
ントに対する支援
・宿泊施設および観光施設の割引
クーポン券発行事業に対する支援
・県内修学旅行に対する費用負担
・ワクチン接種体制の整備

決算報告若狭町

令和2年度
　令和2年度一般会計の歳出を見ると、128億8,776万円の支出となり、
住民一人あたり約90万円、1世帯あたり約258万円が使われたことになります。

支出は住民一人あたり約90万円、世帯あたり約258万円
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防
止と社会経済活動の両立などに対応するため、９回の補
正予算を編成しました。その結果、歳入決算が１３５億９,
８２８万円、歳出決算が１２８億８,７７６万円となりました。
今後も引き続き、感染拡大の防止と住民生活の安定を
図り、行財政改革プランを継続しながら、財政の健全化
に努めます。

熊川城跡（張出郭デッキ）
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