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暮らしに役立つ情報をお届けします

山本　和男 さん
（田井野・73歳）

•若狭町みかたの語り部 
 （H8～現在）
•若狭町みかたの語り部の会　
会長 （H17～現在）
•福井県観光ボランティアガイド
連絡協議会会長 （H21～H23）

産業功労

井関　和明 さん
（東黒田・77歳）

•保護司 （H15.12～R1.11）
•若狭地区保護司会会長 
 （H26.4～H29.4）
•福井県保護司連合会副会長
　　 （H28.6～H30.5）

福祉功労

福谷　喜義 さん
（能登野・87歳）

•若狭能倉座座長 （H7～現在）
•福井県無形民俗文化財保護
協議会会長 （H16～H21）

文化功労

杉井  とみの さん
（末野・71歳）

•須恵野焼振興会会長 
 （H28～現在）
•現代工芸美術展、県美術展、
日展入選

産業・文化功労

山田　邦明 さん
（倉見・72歳）

•若狭町固定資産評価審査　　
委員会委員 （H23.6～R2.6）
•若狭町固定資産評価審査　
委員会委員長（H29.6～R2.6）

自治功労

増井　増一 さん
（鳥浜・73歳）

•鳥浜漁業協同組合代表理事
組合長  　　　　　　　　　
　 （H7～H11、H20～H29）
•福井県内水面漁業振興会　
副理事長 （H23）

産業功労

還暦野球
美方倶楽部 さん

•全日本還暦軟式野球選手権　
大会出場 
 （R1、Ｈ30、H29、H28、　　
　 H25、H22）

スポーツ振興功労

若新　一雄 さん
（南・70歳）

（会長  川崎　誠）•若狭町学校指導アドバイザー 
 （H27.4～R2.3）
•若狭町民生委員児童委員 
 （H25.12～H28.11）

教育・福祉功労

橋本  須美子 さん
（無悪・71歳）

•若狭町教育委員 
 （H23.5～H27.5）
•若狭町民生委員児童委員 
 （H22.12～H28.11）
•若狭町人権擁護委員 
 （H29.7～R2.6）

教育・福祉功労

下島　栄一 さん
（末野・71歳）

•かみなか農楽舎取締役 
 （H13.11～H30.6）
•若狭町農業委員会委員 
 （H14.7～H17.7）
•福井県指導農業士 
 （H19～現在）
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“ 生後２か月で接種するワクチンが
　　　　　　　　　1つ増えました ”　重症胃腸炎の予防のためロタウィルスワクチンを接種
しましょう。
　令和２年１０月１日からロタウィルスワクチンは予防接
種法に基づく定期接種になりました。対象者に対して
は、個別に予防接種予診票を郵送します。
■対象者：令和２年８月１日以降に生まれた若狭町住民
※初回接種は生後６週から生後１４週６日までに受けてく
ださい。
もしかして控えていませんか？予防接種
　乳幼児の予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、
重い感染症になるリスクが高まります。予防接種のタイミ
ングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められ
ています。
　生後２か月から予防接種を受け始めることは、お母さん
からもらった免疫が減っていくとき、赤ちゃんがかかりや
すい感染症から赤ちゃんを守るために、とても大切です。

問い合わせ
【三方地域にお住まいの方】
敦賀美方消防組合消防本部　防災指令課
☎0770-20-0119　FAX 0770-22-0685
ホームページ　http://fire119.ton21.ne.jp/
【上中地域にお住まいの方】
若狭消防組合消防本部　情報指令課
☎0770-53-0119　FAX 0770-52-4141
ホームページ　http://www.wakasa-fd.jp/

問い合わせ 税務住民課  ☎0770-45-9101

“ 新型コロナウイルスに関する
　  令和３年度固定資産税の   
　    軽減について（中小事業者向け）”
　新型コロナウイルスの影響により、事業収入が減少し
た中小事業者の方は、令和３年度分の固定資産税が軽
減されます。
①対象者
下記のいずれも満たすもの
・中小事業者（個人、法人）であるもの
・令和２年2月～１０月までの任意の連続する３か月の期
間の事業収入が３０％以上減少しているもの
②軽減の対象
・償却資産
・事業用の家屋（住居と事業の両方に使用する家屋は
按分し、事業部分のみが対象となる）
※土地および自己の生活に使用する家屋は減免の対象
となりません
③軽減率

④申告方法
・認定経営革新等支援機関等（税理士、商工会等）に、
中小事業者であること、事業収入の減少、特例対象
家屋の居住用割合について確認を受け申告書に押印
してもらう。
・事業者は申告書を必要書類とともに令和３年１月４日（月）
から令和３年２月１日（月）までに若狭町に提出する。

【提出書類】
１．申告書（認定経営革新等支援機関等の押印のあるもの）
※様式はホームページよりダウンロード出来ます
２．収入減を証する書類（会計帳簿など）
３．特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告
決算書など）

軽減割合事業収入の減少
30％以上
50％以上

1/2軽減
全額

問い合わせ 税務住民課  ☎0770-45-9101

“ 家屋を取り壊された場合は届出をして下さい ”
　住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊し
たときは、届出が必要です。
　届出後に職員が現地を確認いたします。

必ず取り壊した年の年末までに届出をしてください。

問い合わせ 保健医療課　☎0770-62-2721

“ Net119緊急通報システムのご案内 ”
音声による119番通報が困難な皆様へ

　Net119緊急通報システムは、スマートフォン等から
インターネットを利用して１１９番通報ができる無料の行
政サービスです。
　聴覚や言語機能の障害によって音声での会話が困難
な方が、全国どこからでも管轄する消防本部へ、音声に
よらない通報をすることができます。

●ご利用できる方
　聴覚・言語機能に障害があり、音声電話による通報
が困難な方
　（身体障害者手帳が交付されている方のほか、音声
電話による通報が困難であると消防本部が認めた方）
●費用
　無料（※携帯・スマートフォンの通信料が別途必要です。）
●利用方法
　事前に利用者登録が必要です
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“ 嶺南引きこもり支援 親の会の開催 ”
　同じ悩みを持つ親御さん（父親、母親）が集まり、県の
支援員と一緒に子へのかかわり方やひきこもりからの回
復について学びます。
■と　き：１２月18日（金）１4時～16時
■ところ：若狭健康福祉センター内
　　　　　（小浜市四谷町3-10）
■対　象：ひきこもり・不登校のお子さんのいる親御さん
■申　込：県総合福祉相談所（0776-26-4400）まで、

電話にて事前に申し込み願います。

ひきこもり相談
■日　時：毎週月、火、木、金　9時～12時　13時～17時
■内　容：ひきこもりの悩みについて、県の支援員が相

談に応じます。

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

“ 平日夜間エイズ相談・
　　　　　HIV抗体検査のお知らせ ”

問い合わせ ふくい婚活サポートセンター
☎0776-89-1086
E-mail　fukui-konkatu-sc@basil.ocn.ne.jp

　世界エイズデー（12月1日）に合わせて平日夜間の
HIV抗体検査を実施します。
　ＨＩＶ抗体検査を受けて、感染の有無を確認しましょう！
■と　き：１２月1日（火）１７：３０～１９：30
■ところ：二州健康福祉センター
■内　容：エイズに関する相談・ＨＩＶ抗体検査（迅速検査）
■費　用：無料
■その他：匿名で受けられます。
■予約制：事前にお電話にてご予約ください。

“ 「ふくい婚活サポートセンター」
　　　　　　　　　を開設します！ ”　このたび、県と市町が連携し、県内で結婚を希望する方
の活動を支援する拠点となるふくい婚活サポートセンター
「ふく恋(こい)」が令和2年11月22日にオープンします。
　センターでは、AIがお相手を紹介してくれるマッチング
システムを運営します。
●ふくい婚活サポートセンター（愛称：ふく恋）
　■内　　容：マッチングシステムの運用や広域的な婚
　　　　　　　活イベントの開催により、県内の結婚を
　　　　　　　希望する方の活動を支援
　■場　　所：福井市中央1丁目21-37
　　　　　　　リベラルアーツビル4階
　■開所日時：月・木・金　11：00～19：00
　　　　　　 土・日　　　 9：00～17：00
　　　　　　 ※火・水・祝日および年末年始は休業
●嶺南サテライト　
　■場　　所：若狭町市場18-18（パレア若狭内）
　■開所日時：日曜日12：00～16：00（11月29日（日）～） 
　　　　　　　 ※事前予約制です（職員は常駐しておりません）
　開所時間は変更されることがありますので、ホーム
ページでご確認ください。
●マッチングシステムについて
　スマホを使ってどこにいてもお相手探しが可能です。
　AIによる紹介サービスは令和3年4月から開始します。
　（価値観などを確認する質問の回答結果をもとに、お
相手候補情報を配信）

　■受付開始：令和2年11月22日（日）
　■登 録 料：10,000円（有効期間：2年間）
　※令和3年3月末までのキャンペーン期間は半額（5,000円）

問い合わせ 二州健康福祉センター　☎0770-22-3747

福井県ひきこもり地域支援センター

“ 無責任に餌をあげるのはやめましょう ”　「自分は飼い主ではないけど・・・」と野良猫にむやみに
餌をあげていませんか？餌やりによって栄養が足りてい
る野良猫は、たくさん子猫を産みます。
　毎年多くの猫が収容されていますが、その大半が野
良猫（子猫）です。また、異常に増えた野良猫による相
談・苦情も多く寄せられています。
　　・糞尿による悪臭、ごみ袋漁りなどの環境問題
　　・畑や花壇荒らし、騒音などの迷惑被害　など
　これらを解決するためには、住民ひとりひとりの野良
猫問題に対する知識と理解が必要です。
　もし、野良猫に餌をあげる場合、次のことを守ってく
ださい。

　今一度、命に対する責任を見つめ直し、人と動物がう
まく共存できる生活環境を作りましょう。

問い合わせ
ほっとサポートふくい
（福井県総合福祉相談所　嶺南サテライト）田中、粟津
（福井県総合福祉相談所　福井市光陽）
☎0776-26-4400

　在宅で24時間人工呼吸器を使用している方に対し、
簡易自家発電装置等の購入に要する経費を1回に限り
補助します。（※購入前に申請が必要です）
①対象となる方
　県内にお住まいの方のうち、次の項目すべてに該当
する方
　（1）24時間継続して人工呼吸器を使用する必要のある方
　（2）在宅で療養が可能な程度に安定していると医師によっ

て判断され、在宅療養を行っている方
　（3）本事業による助成を受けていない方（1人につき1回限り）
②対象物品
　（1）簡易自家発電装置
　（2）蓄電池（ポータブル電源）
　（3）人工呼吸器装着用バッテリー（充電器および付属部品を含む）
③補助金額
　購入費用の合計（合計金額が212,000円を超える場
合は、212,000円を上限とします）に所得に応じて補助
率を乗じた金額
④申請受付期限
　令和3年1月31日まで

“ 災害時在宅人工呼吸器
　　　　　電源確保事業のお知らせ ”

若狭健康福祉センター（上中地域）　☎0770-52-1300
二州健康福祉センター（三方地域）　☎0770-22-3747

問い合わせ･申し込み

福祉課地域包括支援センター　☎0770-62-2702
問い合わせ･申し込み

“ 地域で支える認知症講演会 ”　認知症は早期発見・早期対応が大切です。認知症の
一歩手前と言われている軽度認知障害（MCI）には、ど
のような症状があり、どのように予防・対応するとよい
のでしょうか。また、認知症の方やその家族を支援する、
成年後見制度についても理解を深め、地域で支え合い
の輪を広げましょう。
■日　時：令和2年12月12日（土）
　　　　　午後1時30分～ 3時00分
■会　場：パレア若狭　音楽ホール
■講　演：第1部　軽度認知障害（MCI）について　
　　　　　講師　医療法人 敦賀温泉病院 認知症疾患
　　　　　医療センター　室長　寺川智浩氏　　　　
　　　　　第2部　知って安心　成年後見制度　　　
　　　　　講師　山口法律事務所　弁護士　山口征樹氏
※参加費無料・事前申し込み必要

“ EVのカーシェアリングを開始しました ”　県では、EV（電気自動車）を活用して行うVPP（仮想
発電所）実証事業の一環として、嶺南各市町に１台ずつ
EVを配置しています。
　このEVは、実証実験日以外には貸し出しており、ど
なたでもご予約・ご利用いただけますので、ぜひご利用
ください。
【配置するEV】
　日産　リーフ
【配置箇所】
　上中駅駐車場（国道２７号側）
【利用方法】
　スマホアプリ「Patto（ぱっと）」（AppleStore、
GooglePlayからインストール）を用いて、会員登録（会
費無料）、予約、利用（車両の解錠・施錠）、決済まです
べてアプリで行います。
【利用料金】
　１０円～１５円（税抜）/分【１５分から利用可】
　・初回利用時は、１３円（税抜）/分
　・２回目以降の料金は、安全運転スコアに応じて変動
します。

　　アプリダウンロード等の詳細はこちら→

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

“ 不法投棄は重大な犯罪です ”
　道路、空き地、山林等にみだりにゴミを捨てること（不
法投棄）は禁止されています。
■不法投棄を見かけたら…
　不法投棄を見かけたら、投棄の日時、場所、行為者の
特徴等の情報もあわせてご連絡ください。
【連絡先】
二州健康福祉センター（三方地域）　TEL0770-22-3747
若狭健康福祉センター（上中地域）　TEL0770-52-1300
若狭町環境安全課　　　　　　　　TEL0770-45-9126
■不法投棄に関する罰則…
　不法投棄をした者には、５年以下の懲役、１，０００万
円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。また、
法人に対しては、３億円以下の罰金が科せられます。
■土地の所有者の方へ…
　不法投棄は投棄者が回収・処理するのが原則ですが、
投棄者がわからない場合は、土地所有者が回収・処理し
なければなりません。
不法投棄を誘発しない
よう土地を清潔に保つ
等、適切な管理を心が
けてください。

問い合わせ EVやアプリ（Patto）に関すること
Pattoサポートセンター
☎0570-063-079（24時間・365日対応）
VPP実証事業に関すること
福井県嶺南Eコースト計画室
☎0776-20-0230
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“ 「ふくい婚活サポートセンター」
　　　　　　　　　を開設します！ ”　このたび、県と市町が連携し、県内で結婚を希望する方
の活動を支援する拠点となるふくい婚活サポートセンター
「ふく恋(こい)」が令和2年11月22日にオープンします。
　センターでは、AIがお相手を紹介してくれるマッチング
システムを運営します。
●ふくい婚活サポートセンター（愛称：ふく恋）
　■内　　容：マッチングシステムの運用や広域的な婚
　　　　　　　活イベントの開催により、県内の結婚を
　　　　　　　希望する方の活動を支援
　■場　　所：福井市中央1丁目21-37
　　　　　　　リベラルアーツビル4階
　■開所日時：月・木・金　11：00～19：00
　　　　　　 土・日　　　 9：00～17：00
　　　　　　 ※火・水・祝日および年末年始は休業
●嶺南サテライト　
　■場　　所：若狭町市場18-18（パレア若狭内）
　■開所日時：日曜日12：00～16：00（11月29日（日）～） 
　　　　　　　 ※事前予約制です（職員は常駐しておりません）
　開所時間は変更されることがありますので、ホーム
ページでご確認ください。
●マッチングシステムについて
　スマホを使ってどこにいてもお相手探しが可能です。
　AIによる紹介サービスは令和3年4月から開始します。
　（価値観などを確認する質問の回答結果をもとに、お
相手候補情報を配信）

　■受付開始：令和2年11月22日（日）
　■登 録 料：10,000円（有効期間：2年間）
　※令和3年3月末までのキャンペーン期間は半額（5,000円）

問い合わせ 二州健康福祉センター　☎0770-22-3747

福井県ひきこもり地域支援センター

“ 無責任に餌をあげるのはやめましょう ”　「自分は飼い主ではないけど・・・」と野良猫にむやみに
餌をあげていませんか？餌やりによって栄養が足りてい
る野良猫は、たくさん子猫を産みます。
　毎年多くの猫が収容されていますが、その大半が野
良猫（子猫）です。また、異常に増えた野良猫による相
談・苦情も多く寄せられています。
　　・糞尿による悪臭、ごみ袋漁りなどの環境問題
　　・畑や花壇荒らし、騒音などの迷惑被害　など
　これらを解決するためには、住民ひとりひとりの野良
猫問題に対する知識と理解が必要です。
　もし、野良猫に餌をあげる場合、次のことを守ってく
ださい。

　今一度、命に対する責任を見つめ直し、人と動物がう
まく共存できる生活環境を作りましょう。

問い合わせ
ほっとサポートふくい
（福井県総合福祉相談所　嶺南サテライト）田中、粟津
（福井県総合福祉相談所　福井市光陽）
☎0776-26-4400

　在宅で24時間人工呼吸器を使用している方に対し、
簡易自家発電装置等の購入に要する経費を1回に限り
補助します。（※購入前に申請が必要です）
①対象となる方
　県内にお住まいの方のうち、次の項目すべてに該当
する方
　（1）24時間継続して人工呼吸器を使用する必要のある方
　（2）在宅で療養が可能な程度に安定していると医師によっ

て判断され、在宅療養を行っている方
　（3）本事業による助成を受けていない方（1人につき1回限り）
②対象物品
　（1）簡易自家発電装置
　（2）蓄電池（ポータブル電源）
　（3）人工呼吸器装着用バッテリー（充電器および付属部品を含む）
③補助金額
　購入費用の合計（合計金額が212,000円を超える場
合は、212,000円を上限とします）に所得に応じて補助
率を乗じた金額
④申請受付期限
　令和3年1月31日まで

“ 災害時在宅人工呼吸器
　　　　　電源確保事業のお知らせ ”

若狭健康福祉センター（上中地域）　☎0770-52-1300
二州健康福祉センター（三方地域）　☎0770-22-3747

問い合わせ･申し込み

福祉課地域包括支援センター　☎0770-62-2702
問い合わせ･申し込み

“ 地域で支える認知症講演会 ”　認知症は早期発見・早期対応が大切です。認知症の
一歩手前と言われている軽度認知障害（MCI）には、ど
のような症状があり、どのように予防・対応するとよい
のでしょうか。また、認知症の方やその家族を支援する、
成年後見制度についても理解を深め、地域で支え合い
の輪を広げましょう。
■日　時：令和2年12月12日（土）
　　　　　午後1時30分～ 3時00分
■会　場：パレア若狭　音楽ホール
■講　演：第1部　軽度認知障害（MCI）について　
　　　　　講師　医療法人 敦賀温泉病院 認知症疾患
　　　　　医療センター　室長　寺川智浩氏　　　　
　　　　　第2部　知って安心　成年後見制度　　　
　　　　　講師　山口法律事務所　弁護士　山口征樹氏
※参加費無料・事前申し込み必要

“ EVのカーシェアリングを開始しました ”　県では、EV（電気自動車）を活用して行うVPP（仮想
発電所）実証事業の一環として、嶺南各市町に１台ずつ
EVを配置しています。
　このEVは、実証実験日以外には貸し出しており、ど
なたでもご予約・ご利用いただけますので、ぜひご利用
ください。
【配置するEV】
　日産　リーフ
【配置箇所】
　上中駅駐車場（国道２７号側）
【利用方法】
　スマホアプリ「Patto（ぱっと）」（AppleStore、
GooglePlayからインストール）を用いて、会員登録（会
費無料）、予約、利用（車両の解錠・施錠）、決済まです
べてアプリで行います。
【利用料金】
　１０円～１５円（税抜）/分【１５分から利用可】
　・初回利用時は、１３円（税抜）/分
　・２回目以降の料金は、安全運転スコアに応じて変動
します。

　　アプリダウンロード等の詳細はこちら→

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

“ 不法投棄は重大な犯罪です ”
　道路、空き地、山林等にみだりにゴミを捨てること（不
法投棄）は禁止されています。
■不法投棄を見かけたら…
　不法投棄を見かけたら、投棄の日時、場所、行為者の
特徴等の情報もあわせてご連絡ください。
【連絡先】
二州健康福祉センター（三方地域）　TEL0770-22-3747
若狭健康福祉センター（上中地域）　TEL0770-52-1300
若狭町環境安全課　　　　　　　　TEL0770-45-9126
■不法投棄に関する罰則…
　不法投棄をした者には、５年以下の懲役、１，０００万
円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。また、
法人に対しては、３億円以下の罰金が科せられます。
■土地の所有者の方へ…
　不法投棄は投棄者が回収・処理するのが原則ですが、
投棄者がわからない場合は、土地所有者が回収・処理し
なければなりません。
不法投棄を誘発しない
よう土地を清潔に保つ
等、適切な管理を心が
けてください。

問い合わせ EVやアプリ（Patto）に関すること
Pattoサポートセンター
☎0570-063-079（24時間・365日対応）
VPP実証事業に関すること
福井県嶺南Eコースト計画室
☎0776-20-0230
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Population人のうごき （11月1日現在）

14,459人（前月 －19）（前年 －249）
［ 男 6,968人　女 7,491人 ］

人　口

5,008世帯（前月 ＋3）（前年 ＋20）世帯数

Baby赤ちゃん （10月届出）

（10月届出）
Weddingご結婚

市野　諒丞 
中村　綱希 
堀田　圭佑 
中村　裕太 
西陣　大貴 

さん

さん

さん

さん

さん

山川　舞美
加藤日奈子
東　　純女
佐々木美穂
柿本　侑泉

さん

さん

さん

さん

さん

（三方）

（北前川）

（市）

（下タ中）

（関）

│

│

│

│

│

佐倉　麗愛

竹内　奏仁

中島　玄司

長谷　優音

増田　結斗

田辺　蒼大

俊哉

彰朗

雅司

徹

泰佑

文大

女

男

男

女

男

男

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

さん

さん

さん

さん

さん

さん

  さ  くら         り    あ

たけ うち       かな   と

なか じま       げん  じ

 は   せ          ゆのん

ます  だ         ゆい  と

 た  なべ        あ お い

（上瀬）

（長江）

（三田）

（上瀬）

（東黒田）

（倉見）

お な ま え 性 別 保 護 者 集 落

ありがとう
ふ る さ と 納 税（9月）

Thanks

宜保　安信

岩佐　淳也

榊原　啓祐

林　　尚美

中川　拓真

鈴木　康司

様

様

様

様

様

様

久保　光人

白附　憲文 

高梨　善雄 

木原　　茂 

匿名238名

ま ご こ ろ 基 金

 井上　聡様・井上　浩様・井上敬悟様
………………………………………… 300,000円

様

様

様

様

合計5,581,000円

「広報わかさ」へ
ご意見・ご感想を
お聞かせください！
　「広報わかさ」を町民のみなさま一人ひとりに
育てていただくため、広くご意見・ご感想を募集
します。下記宛てに郵便・メール・Fax等でお寄せ
ください。

〒919-1393 若狭町中央1-1
若狭町役場 総務課広報係まで
TEL 0770-45-9109　FAX 0770-45-1115
E-mail : soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp

納付のお知らせ（12月）
納 期 限

★納期限までに納めましょう。
★集落集金の方は、区の集金日となります。
★口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

12月30日（水）
12月25日（金）12月の口座振替日
1月15日（金）12月の口座再振替日

 国民健康保険税 第6期
期 別項 　 目

今月の表紙
体育大会
　ガンバレー ！　もう少しー ！
　みんなの力を合わせての大玉こ
ろがしです。

　少しずつ、少しずつ、いつもの
生活に戻りますように・・・

〈10月3日 野木小学校にて
写真：四方由紀子〉
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■企業会計収支状況
水道事業

区　分 予算額 執行額
収
益
的

事業収益 1億7,410万円 6,642万円
事業費用 1億8,145万円 2,595万円

資
本
的

資本的収入 5,379万円 90万円
資本的支出 1億2,208万円 3,041万円

工業用水道事業  
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 2,575万円 501万円
事業費用 3,828万円 333万円

資
本
的

資本的収入 0万円 0万円
資本的支出 295万円 0万円

上中診療所事業
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 4億8,794万円 2億1,933万円
事業費用 5億1,243万円 1億8,109万円

資
本
的

資本的収入 0万円 0万円
資本的支出 1,900万円 899万円

歳　入 予算額 収入額 収入率
町税 17億3,139万円 9億6,738万円 55.9%
地方譲与税 1億3,009万円 3,358万円 25.8%
利子割交付金 150万円 68万円 45.3%
配当割交付金 692万円 196万円 28.3%
株式等譲与所得割交付金 320万円 0万円 0.0%
法人事業税交付金 1,200万円 872万円 72.7％
地方消費税交付金 3億1,900万円 1億8,090万円 56.7%
ゴルフ場利用税交付金 1,200万円 552万円 46.0%
環境性能割交付金 1,200万円 311万円 25.9%
地方特例交付金 800万円 1,544万円 193.0%
地方交付税 40億4,787万円 28億197万円 69.2%
交通安全対策特別交付金 176万円 80万円 45.5%
分担金及び負担金 7,482万円 2,139万円 28.6%
使用料及び手数料 1億1,403万円 3,634万円 31.9%
国庫支出金 28億9,799万円 17億6,043万円 60.7%
県支出金 10億8,302万円 2億958万円 19.4%
財産収入 7,447万円 1,913万円 25.7%
寄付金 2億518万円 3,464万円 16.9%
繰入金 10億1,640万円 1億9,473万円 19.2%
繰越金 5億1,904万円 0万円 0.0%
諸収入 3億3,464万円 4,173万円 12.5%
町債 9億8,313万円 0万円 0.0%
合　計 135億8,850万円 63億3,810万円 46.6%

■一般会計� ※予算は 9月補正後の金額です。

歳　出 予算額 支出額 支出率
議会費 9,249万円 4,576万円 49.5%
総務費 43億9,449万円 19億4,931万円 44.4%
民生費 24億2,660万円 8億2,323万円 33.9%
衛生費 12億3,275万円 6億8,379万円 55.5%
労働費 2,243万円 2,243万円 100.0%
農林水産業費 10億1,710万円 2億9,721万円 29.2%
商工費 7億8,562万円 3億4,983万円 44.5%
土木費 8億9,980万円 8,277万円 9.2%
消防費 4億649万円 2億2,236万円 54.7%
教育費 10億3,227万円 3億1,124万円 30.2%
災害復旧費 0万円 0万円 0.0%
公債費 12億7,541万円 6億4,153万円 50.3%
予備費 300万円 0万円 0.0%
合　計 135億8,850万円 54億2,951万円 40.0%

■特別会計収支状況
会計名 予算額 収入額 支出額

国民健康保険 18億8,273万円 6億4,388万円 6億8,740万円
後期高齢者医療 1億9,242万円 7,664万円 5,207万円
直営診療所 9,505万円 2,186万円 3,368万円
介護保険 20億2,814万円 7億6,359万円 8億689万円
簡易水道事業 2億7,272万円 4,919万円 7,021万円
農業者労働災害共済事業 228万円 108万円 59万円
農業集落排水処理事業 4億5,562万円 5,029万円 1億7,727万円
漁業集落排水処理事業 7,161万円 0万円 1,414万円
公共下水道事業 5億9,187万円 4,626万円 2億2,891万円
町営住宅等 4,185万円 1,530万円 732万円
土地開発事業 8,878万円 1,513万円 2,006万円

■町の財産
財　産 所　有

土地 837,302㎡
建物 132,727㎡
庁用自動車 74台

■町債の現在高
　　会　計 現在高

一般会計 100億7,967万円

特
　
別
　
会
　
計

介護保険 1億7,601万円
簡易水道事業 2億6,534万円
農業集落排水処理事業 9億4,108万円
漁業集落排水処理事業 5,393万円
公共下水道事業 27億2,703万円
町営住宅等 5,186万円
土地開発事業 1億3,822万円

企 

業
水道事業 8億6,967万円
上中診療所事業 5億4,665万円

※広報では、万円単位で表示
しているため　端数が一致
しない場合があります。（各
会計とも万円未満切り捨て）

問い合わせ :
総務課　☎ 0770-45-9109
会計課　☎ 0770-45-9100

財政事情財政事情をを公表します公表します
若狭町では、毎年12月に「財政事情」を公表し
ています。今回は、9月30日までの収支状況を
お知らせします。

令和2年度上半期
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■部門別人数
（令和 2 年 4 月 1 日現在）
部　門 人　数

議　会 3人
総　務 37人
税　務 7人
民　生 59人
衛　生 16人
農林水産 10人
商　工 9人
土　木 12人
教　育 35人
診療所 30人
水　道 4人
下水道 3人
その他 16人
合　計 241人

■人件費
令和元年度普通会計決算額（人口：令和 2 年 4 月 1 日）

区　分 数　値
住民基本台帳人口 14,559人
歳出額（A） 101億6,238万円
人件費（B） 15億2,318万円
人件費比率（B/A） 15.0%
	 普通会計とは、一般会計に農業者労働災害共済事業
	 特別会計、町営住宅等特別会計を加えたものです。

■職員数
（令和 2 年 4 月 1 日現在）
区　分 人　数

課長級 14人
課長補佐級 41人
主査級 65人
主事級 40人
技能労務級 19人
医療職 29人
保育士 33人
合　計 241人

■初任給
（一般行政職）
区　分 金　額

大学卒 171,700円
高校卒 150,600円

■退職手当
（令和 2 年度の支給割合）
区　分 勤続20年 勤続30年 最高限度額

自己都合 19.6695か月 34.7355か月 47.709か月
勧奨・定年 24.586875か月 40.80375か月 47.709か月

※公表金額は、税や各種保険料を引く前の金額で、いわゆる手取り額ではありません。

■職員給与
令和 2 年度普通会計当初予算額

区　分 予算額
給　料 7億2,341万円
職員手当 4億126万円 
合　計 11億2,467万円
	 ・職員給与には特別職の報酬は含みません。
	 ・職員手当には退職手当負担金および共済負担金は含みません。

■特別職
（令和 2 年 4 月 1 日現在の給料・報酬月額と
 令和元年度の期末手当の支給割合）

給料・報酬月額 期末手当
町　長 765,000円

年間3.4か月副町長 603,000円
教育長 504,000円
議　長 300,000円

年間3.0か月副議長 245,000円
議　員 235,000円

■平均給料と年齢
（令和 2 年 4 月 1 日現在）

平均給料額 平均年齢
一般行政職 314,800円 44歳6か月
技能労務職員 278,600円 53歳3か月

■職員手当
（令和 2 年 4 月 1 日現在）

区　分 内　容

扶養手当
配偶者 6,500円
子 10,000円
親・兄弟等 6,500円

住居手当 家賃16,000円を超える借家の場合、
28,000円を限度に家賃に応じて支給

通勤手当

通勤距離2㎞以上で自家用車など使用の
場合、2,000円〜31,600円の範囲内で、
距離に応じて支給。交通機関等を利用の
場合、その運賃を支給

時間外
勤務手当

通常の勤務時間を超過して勤務したとき
に支給。令和元年度普通会計の支給総額
2,773万円、職員1人あたりの平均支給額
13万2,015円

問い合わせ : 総務課　☎ 0770-45-9109

職員給与職員給与をを公表します公表します

■経験年数・学歴別平均給料
（令和 2 年 4 月 1 日現在）

経験年数 大学卒 高校卒
10〜15年 249,000円 - 円
15〜20年 287,300円 - 円
20〜25年 326,000円 303,900円

■期末・勤勉手当
（令和元年度の支給割合）

区　分 6月 12月
期末手当 1.3か月 1.3か月
勤勉手当 0.925か月 0.975か月
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■ 子育てのこと■ 子育てのこと　　■ 相談ごと■ 相談ごと　　■ 健康のこと■ 健康のこと

14 広報わかさ　2020年 12月号13広報わかさ　2020年 12月号
※ストレス・心の相談は随時受付 （お問い合わせは 子ども・若者支援室 ☎0770ｰ62ｰ2704 まで）
※変更がある場合は、行政チャンネル等でお知らせします。

1 火

2 水 上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

3 木
こどもの育ちの相談日【要予約】13：00〜16：00  上中庁舎他
おひさま広場（ベビーマッサージ）【要予約】 9：30〜11：30  明倫保育園
4か月児育児教室 受付9：30〜9：40  パレア若狭

4 金
すくすく広場（乳児さんのふれあい遊び）【要予約】
10：00〜11：30  リブラ若狭文芸室
にこにこ交流会（英語で遊ぼう） 9：30〜11：30  西田公民館

三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

5  土
6 日

7 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

8 火
いきいき広場 9：00〜11：00  わかば、みそみ保育所
あそびにきてね 9：30〜11：30  梅の里保育園
10か月児育児教室 受付9：00〜9：10  三方保健センター
12か月児育児教室 受付9：30〜9：40  三方保健センター

心配ごと相談 9：00〜12：00  地域福祉センター泉
行政相談 9：00〜12：00  三宅公民館
法律相談 【要予約】 13：00〜16：00  地域福祉センター泉
心の悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター

9 水
すくすく広場（クリスマスリースを作ろう）【要予約】
10：00〜11：30  リブラ若狭和室
いきいき広場 9：00〜11：00  三宅、気山保育所

上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂
人権相談 9：00〜11：30  シルバー交流プラザ2階小会議室

10 木 いきいき広場 9：00〜11：00  とばっ子、ののはな、中央保育所
2歳児育児教室 受付9：20〜9：30  三方保健センター バランスボール教室 13：30〜14：30  歴史文化館2階講堂

11 金
すくすく広場（クリスマス会）【要予約】
10：00〜11：30  パレア若狭キッズルーム
にこにこ広場（助産師さんのお話と計測） 9：30〜11：30  西田公民館

三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

12 土
13 日
14 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

15 火 みそみミニすく 10：00〜12：00  三十三公民館 行政相談 9：00〜12：00  三十三公民館

16 水
5・6か月児さんあつまれ！ 10：30〜11：30  パレア若狭キッズルーム
にこにこ広場（ママとクッキング） 9：30〜11：30  岬保育所
ママカフェ（野木ミニすく） 9：30〜11：30  野木公民館

上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

17 木
おひさま広場（ミニクリスマス会） 9：30〜11：30  明倫保育園
鳥羽ミニすく10：00〜12：00  鳥羽公民館
1歳6か月児健診 受付①12：45〜13：00 ②13：45〜14：00 
三方保健センター

18 金 にこにこ交流会（花育） 9：30〜11：30  西田公民館
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

19 土
20 日
21 月 はじめまして 10：30〜11：30  パレア若狭キッズルーム 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

22 火
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉・肝炎検査

【要予約】 受付8：30〜10：00  歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・大腸・乳・子宮頸〉・肝炎検査

【要予約】 受付12：45〜13：30  歴史文化館
心の悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター

23 水 にこにこ広場（リトミック） 9：30〜11：30  梅の里保育園

特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉・肝炎検査
【要予約】 受付8：30〜10：00  リブラ若狭
レディースがん検診〈大腸・乳・子宮頸〉

【要予約】 受付13：00〜13：30  リブラ若狭
上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

24 木 7か月児育児教室 受付9：00〜9：10 パレア若狭 バランスボール教室 13：30〜14：30  歴史文化館2階講堂

25 金
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

26 土
27 日
28 月
29 火 あそびにきてね 9：30〜11：30  岬保育所

30 水
31 木


