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三方保健センター桜ライトアップ4/5

きらやま地域づくり協議会が主催して三方保健センターの桜の開花に合わ
せ桜をライトアップし、かがり火も焚きました。さらにロシアによるウクライナ
侵攻が続く中、平和を考えるきっかけにしようと隣接するグラウンドの金網の
フェンスにＬＥＤ約１,２００個でウクライナ国旗色に飾り、彩りを添えました。

4/2
～3
第５2回 美浜・若狭両町長杯争奪
高校野球大会

美浜町総合運動公園野球場において美方高校・若狭高校・
敦賀高校・敦賀工業高校・敦賀気比高校の5校が参加して、
美浜・若狭両町長杯争奪高校野球大会が開催されました。
両日とも好天に恵まれ、トーナメント形式で熱戦が繰り広

げられ、初日は開会式と3試合が行われ、2日目の決勝戦で
は敦賀気比高校が8対1で美方高校を下し優勝しました。

みかた西部駐在所新築移転開所式4/8

旧駐在所は三方湖から近く、大雨の時浸水することがあったため新築移転しま
した。この日渡辺町長や小林敦賀警察署長らが出席して開所式が行われました。

同駐在署員の野間聖登巡査長は「この町の
方々が安心して安全に暮らせるよう、パトロー
ル活動や防犯指導など地域の皆様に寄り添っ
た活動を積極的に行っていきたい」と決意を語
られました。

日本生命と包括連携協定締結4/7

町は住民の健康増進などを目的に、日本生命保険相互会社と包括連
携協定を結びました。協定では健康増進・疾病予防、産業振興、青少年
育成、観光振興、文化振興、その他住民サービスの向上・地域の活性化
といった６項目で連携するとしています。
この日は日本生命からの提案も受け「観光振興」もふまえ、レインボー
ライン山頂公園で初の屋外での締結式となりました。
渡辺町長は「日本生命様のＳＤＧｓの取り組みなどを模範として、町づ

くりに活かしていきたい」と挨拶しました。

熊川トレイルゲートウェイ広場完成4/9

現在、町が整備を進めている若狭駒ヶ岳へと繋がる熊川トレイルの起終点となる
広場がオープンしました。
この広場は道の駅「若狭熊川宿」に隣接し、カウンターデッキを備えるテラスや、
かつての熊川宿の歴史的な景観を再現した芝生広
場、キッチンカー等の出店に使えるイベント広場があ
り、県が整備した駐車場も併設されています。セレモ
ニーには渡辺町長や県嶺南振興局長の小林局長ら約
２０人が出席し、テープカットが行われオープンを祝
いました。渡辺町長は「これを機に多くの方に熊川を
訪れてもらいたい」と期待の言葉を述べました。

三方ショッピングセンターレピアとゲンキー梅街道店（鳥浜）において美方
高校剣道部員が、ウクライナの支援をしようと、募金活動を行いました。また、
この提案を受けた町が、昨年度より推進しているＳＤＧｓの目標である「平和」
をはじめ「貧困」「住みつづけられるまち」などに合致することから、町内の「福
井ＳＤＧｓパートナー」である企業団体にも協力を依頼し、部員16名をはじめ約
２０人が来店者に呼びかけをしました。参加した部員たちは「ニュースでロシア

によるウクライナ侵攻を知り、少しでもウクライ
ナの支援ができたらと思い募金を始めました。た
くさんの方にご協力をいただき、用意した１００本
の造花のひまわりや、折り紙でつくったひまわり
も全てお渡しできました。今回は剣道部の取り組
みでしたが、今後はこの活動を学校全体に広げ盛
り上げていきたいです」と話してくれました。

美方高校剣道部がウクライナ支援募金活動4/16
・18

三方五湖開き4/2

春の観光シーズンの幕開けを告げる「三方五湖開き」が美浜、若狭両町にまたがる三方
五湖周辺の観光地で行われました。山と湖で神事を行い、観光関係者が五湖の安全と盛況
を祈願しました。
両町でつくる三方五湖広域観光協議会が毎年主催しており、「レインボーライン」の山頂公

園で行われた「山開き神事」には約３０人が出席し、同協議会会長の渡辺英朗若狭町長、副会
長の戸嶋秀樹美浜町長らが天狗に杯を投げて願い事をしたと
いう言い伝えにちなみ、かわらけを湖に向かって投げました。

渡辺町長は「県内外からのお客さまを安心してお迎えするため、関係者のみなさまと一緒に努力し
ていきたい」とあいさつしました。
その後、水月湖のほとりから観光船に乗り込み、黄金の鍵と花束を投げ入れ観光シーズンの到来を
祝いました。

若狭町交通指導員表彰式4/2

町役場三方庁舎において渡辺町長と町内交番所員の出席のもと、若狭町交通指
導員表彰式が行われ、勤続5年の指導員4名に対し感謝状が渡辺町長より授与さ
れました。
本年度は池田政則会長（三方）以下、総勢２６名
体制での活動となります。
渡辺町長は「日頃の活動に深く感謝し、また心
強く感じております。町民の安全安心のため、より
一層の活躍を期待します」と激励しました。

ま 話題ちの
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世界的なブライダルファッションデザイナー桂由美さんの名作ドレスを集めた日
本初のブライダルミュージアム「ＹＵＭＩ ＫＡＴＳＵＲＡ ＭＵＳＥＵＭ WAKASA」のオー
プニングセレモニーが、渡辺町長や杉本知事ら約６０人の出席のもと行われました。
渡辺町長は「このミュージアムは恋人の聖地：レインボーラインと合わせ、幸せ

をつなぐ架け橋として、まちづくりに大いに寄与し
ていただけると思っています」と期待を込め挨拶し
ました。
この後、出席者はレインボーライン山頂公園に移
動し、リニューアルしたレストラン＆カフェ「レイン
ボー」で地元の食材をふんだんに使ったスペシャル
ランチを試食し、両施設の完成を祝いました。

子どもたちの学びへの一助として、理科の「流れる水のはたら
き」の単元で出前授業を実施しています。
卓上授業と実際の現場見学を通して、子どもたちの知識や意
識が深まる事を期待しています。
安心安全な暮らしを支える工事では、地域の方々に毎月発行し

ている「工事だより」で、環境にやさしい新工法の紹介や、構造
物の施工過程をお知らせし、状況を共有できるようにしています。
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き」の単元で出前授業を実施しています。
卓上授業と実際の現場見学を通して、子どもたちの知識や意
識が深まる事を期待しています。
安心安全な暮らしを支える工事では、地域の方々に毎月発行し

ている「工事だより」で、環境にやさしい新工法の紹介や、構造
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ＳＤＧｓ取組内容

授業風景（令和元年11月）授業風景（令和元年11月）

わたしたちのＳＤＧｓ Vol.2

株式会社ミズエ株式会社ミズエ
若狭町三田第２８号３８番地若狭町三田第２８号３８番地

事業内容事業内容
総合建設業（土木、建築、管、舗装工事業等）主に、官
公庁発注の砂防堰堤や、急傾斜地崩壊対策工事、道路の
新設補修、河川の改修工事等を受注施工しています。

総合建設業（土木、建築、管、舗装工事業等）主に、官
公庁発注の砂防堰堤や、急傾斜地崩壊対策工事、道路の
新設補修、河川の改修工事等を受注施工しています。

ＳＤＧｓ目標

町内でSDGsの取り組みを
されている企業・団体にお聞きしました

ＢＲＩＤＡＬ ＬＡＮＤ ＷＡＫＡＳＡ
＆レインボーライン山頂公園合同オープニングセレモニー4/19

ブライダル ランド ワカサ

ユミ カツラ ミュージアム わかさ

テープカット

YUMI KATSURA MUSEUM WAKASAブライダルショー

レストラン＆カフェ「RAINBOW」

ツボ療法
胃腸症状やむくみがある場合は、「三陰交」

を刺激して「脾」の働きをよくして消化吸収を
助け水分代謝をよくしましょう。片方ずつ、
親指の指腹で３～５秒かけてゆっくり押してい
きます。痛くない程度に押さえ左右交互に５
回ほど続けます。この部が冷えている時はカ
イロや足湯で温めるのもおすすめです。「三
陰交」は女性にとっても重要な場所で血液循
環と深く関わることから生理不順や生理痛な
どにも効果的です。お灸（温灸：温めるお灸）
がより効果的です。

6月の健康法（養生法）

明治国際医療大学　きららの湯若狭鍼灸院院長 廣正基 ☎0770-45-1517

健 康 通 信みかた温泉 きららの湯 第23回

６月は夏至（１年で最も日照時間が長い日。２０２２年は６月２１日火曜
日）を迎える月で、陽気が最も多くなります。また、梅雨になるシーズ
ンです。雨および湿気が多くなります。発汗しにくく、水分代謝が落
ちて身体には湿が溜まってきます。東洋医学では、湿は「脾」に影響
します。「脾」がうまく機能しなくなると、胃もたれや消化不良・食欲
不振が起こります。血液循環も悪くなりむくみやお肌のトラブルが起
きやすくなります。温泉やお風呂などで気血のめぐりをよくして代謝
を高め、スポーツやサウナで汗を出し、水分代謝をよくして身体に湿
がたまらないようにしましょう。（汗をかいたら水分補給も忘れずに）

食養生…生ものや冷たい飲み物は避け、消化器系に負担をかけな
いようにしつつ、ミョウガやキュウリなどをとり、水分代謝
をよくしましょう。

ツボの場所と意味

下腿の内側にあり、内くるぶしから指４本分上の骨の際にあります。
「三陰」は、臓腑の肝、脾、腎の経絡を意味し、「交」は、交わるという意味があり、「三
陰交」は臓腑の肝、脾、腎の３つの経絡が交わるツボという意味です。このツボは、臓腑
の「脾」（脾経）という経絡に所属し、加えて肝経、腎経にも深く関わる場所です。「脾」は、
食べ物を消化および吸収し全身に送る働きがあり、また血液循環を整える働きがあります。

新しい水道事業会計について

Vol.18安全で安心な上下水道に向けて

令和４年度から、若狭町上下水道ビジョンに基づ
き、町で管理している各簡易水道事業を上水道事業
に統合し、会計を公営企業会計である水道事業会計
に一本化します。
従来から町で管理している水道事業は、町内統一

の料金体系で一体的に運営をしており、今回の統合
により住民の皆さまに直接的な影響を及ぼすもので
はありません。新しい会計のもと、水道サービスの
さらなる向上に努めてまいります。
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により住民の皆さまに直接的な影響を及ぼすもので
はありません。新しい会計のもと、水道サービスの
さらなる向上に努めてまいります。

三陰交

●損益情報・ストック情報の把握による適切な経営戦略の策定ができる。
　（発生主義・複式簿記）
●経営の自由度向上による経営の効率化が図れる。（予算の弾力化）
●企業会計に精通した経営マインドを持った人材の育成が図れる。
　（簿記の知識）
●事業統合の効果としては
　維持管理水準の統一（維持管理水準の向上）
　会計統合による予算事務の削減（スケールメリット）　など

公営企業会計と事業統合のメリット

三陰交「さんいんこう」  
胃もたれ・むくみ・お肌のトラブルにお悩みの方に

今月のツボ健康法

6月 水無月
み な づ き
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浄水場

上中地域
（水道事業会計）

町内全域
（水道事業会計）

三方地域
（簡易水道事業特別会計）
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世界的なブライダルファッションデザイナー桂由美さんの名作ドレスを集めた日
本初のブライダルミュージアム「ＹＵＭＩ ＫＡＴＳＵＲＡ ＭＵＳＥＵＭ WAKASA」のオー
プニングセレモニーが、渡辺町長や杉本知事ら約６０人の出席のもと行われました。
渡辺町長は「このミュージアムは恋人の聖地：レインボーラインと合わせ、幸せ

をつなぐ架け橋として、まちづくりに大いに寄与し
ていただけると思っています」と期待を込め挨拶し
ました。
この後、出席者はレインボーライン山頂公園に移
動し、リニューアルしたレストラン＆カフェ「レイン
ボー」で地元の食材をふんだんに使ったスペシャル
ランチを試食し、両施設の完成を祝いました。

子どもたちの学びへの一助として、理科の「流れる水のはたら
き」の単元で出前授業を実施しています。
卓上授業と実際の現場見学を通して、子どもたちの知識や意
識が深まる事を期待しています。
安心安全な暮らしを支える工事では、地域の方々に毎月発行し

ている「工事だより」で、環境にやさしい新工法の紹介や、構造
物の施工過程をお知らせし、状況を共有できるようにしています。

子どもたちの学びへの一助として、理科の「流れる水のはたら
き」の単元で出前授業を実施しています。
卓上授業と実際の現場見学を通して、子どもたちの知識や意
識が深まる事を期待しています。
安心安全な暮らしを支える工事では、地域の方々に毎月発行し

ている「工事だより」で、環境にやさしい新工法の紹介や、構造
物の施工過程をお知らせし、状況を共有できるようにしています。

ＳＤＧｓ取組内容

授業風景（令和元年11月）授業風景（令和元年11月）

わたしたちのＳＤＧｓ Vol.2

株式会社ミズエ株式会社ミズエ
若狭町三田第２８号３８番地若狭町三田第２８号３８番地

事業内容事業内容
総合建設業（土木、建築、管、舗装工事業等）主に、官
公庁発注の砂防堰堤や、急傾斜地崩壊対策工事、道路の
新設補修、河川の改修工事等を受注施工しています。

総合建設業（土木、建築、管、舗装工事業等）主に、官
公庁発注の砂防堰堤や、急傾斜地崩壊対策工事、道路の
新設補修、河川の改修工事等を受注施工しています。

ＳＤＧｓ目標

町内でSDGsの取り組みを
されている企業・団体にお聞きしました

ＢＲＩＤＡＬ ＬＡＮＤ ＷＡＫＡＳＡ
＆レインボーライン山頂公園合同オープニングセレモニー4/19

ブライダル ランド ワカサ

ユミ カツラ ミュージアム わかさ

テープカット

YUMI KATSURA MUSEUM WAKASAブライダルショー

レストラン＆カフェ「RAINBOW」

ツボ療法
胃腸症状やむくみがある場合は、「三陰交」

を刺激して「脾」の働きをよくして消化吸収を
助け水分代謝をよくしましょう。片方ずつ、
親指の指腹で３～５秒かけてゆっくり押してい
きます。痛くない程度に押さえ左右交互に５
回ほど続けます。この部が冷えている時はカ
イロや足湯で温めるのもおすすめです。「三
陰交」は女性にとっても重要な場所で血液循
環と深く関わることから生理不順や生理痛な
どにも効果的です。お灸（温灸：温めるお灸）
がより効果的です。

6月の健康法（養生法）

明治国際医療大学　きららの湯若狭鍼灸院院長 廣正基 ☎0770-45-1517

健 康 通 信みかた温泉 きららの湯 第23回

６月は夏至（１年で最も日照時間が長い日。２０２２年は６月２１日火曜
日）を迎える月で、陽気が最も多くなります。また、梅雨になるシーズ
ンです。雨および湿気が多くなります。発汗しにくく、水分代謝が落
ちて身体には湿が溜まってきます。東洋医学では、湿は「脾」に影響
します。「脾」がうまく機能しなくなると、胃もたれや消化不良・食欲
不振が起こります。血液循環も悪くなりむくみやお肌のトラブルが起
きやすくなります。温泉やお風呂などで気血のめぐりをよくして代謝
を高め、スポーツやサウナで汗を出し、水分代謝をよくして身体に湿
がたまらないようにしましょう。（汗をかいたら水分補給も忘れずに）

食養生…生ものや冷たい飲み物は避け、消化器系に負担をかけな
いようにしつつ、ミョウガやキュウリなどをとり、水分代謝
をよくしましょう。

ツボの場所と意味

下腿の内側にあり、内くるぶしから指４本分上の骨の際にあります。
「三陰」は、臓腑の肝、脾、腎の経絡を意味し、「交」は、交わるという意味があり、「三
陰交」は臓腑の肝、脾、腎の３つの経絡が交わるツボという意味です。このツボは、臓腑
の「脾」（脾経）という経絡に所属し、加えて肝経、腎経にも深く関わる場所です。「脾」は、
食べ物を消化および吸収し全身に送る働きがあり、また血液循環を整える働きがあります。

新しい水道事業会計について

Vol.18安全で安心な上下水道に向けて

令和４年度から、若狭町上下水道ビジョンに基づ
き、町で管理している各簡易水道事業を上水道事業
に統合し、会計を公営企業会計である水道事業会計
に一本化します。
従来から町で管理している水道事業は、町内統一

の料金体系で一体的に運営をしており、今回の統合
により住民の皆さまに直接的な影響を及ぼすもので
はありません。新しい会計のもと、水道サービスの
さらなる向上に努めてまいります。
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さらなる向上に努めてまいります。

三陰交

●損益情報・ストック情報の把握による適切な経営戦略の策定ができる。
　（発生主義・複式簿記）
●経営の自由度向上による経営の効率化が図れる。（予算の弾力化）
●企業会計に精通した経営マインドを持った人材の育成が図れる。
　（簿記の知識）
●事業統合の効果としては
　維持管理水準の統一（維持管理水準の向上）
　会計統合による予算事務の削減（スケールメリット）　など

公営企業会計と事業統合のメリット
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今月のツボ健康法

6月 水無月
み な づ き

統
合

若狭町 若狭町

上水

浄水場

浄水場

浄水場

簡水

簡水

上水

浄水場

浄水場

浄水場

上中地域
（水道事業会計）

町内全域
（水道事業会計）

三方地域
（簡易水道事業特別会計）

T
O
P
IC
S T

O
P
IC
S

ま 話題ちの
Town topics

19広報わかさ　2022年 6月号18 広報わかさ　2022年 6月号



広報わかさ 2022年6月号 ［令和4年5月15日発行］　発行／若狭町　編集・印刷／ (有)鳥居印刷所
〒919-1393 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地 TEL 0770-45-9109　http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp

開催中


