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一般国道417号線（仮称）新板垣トンネルの貫通式が
4月21日に行われました。

トンネル延長は2,475mで、2020年6月の着工後、池
田町側・越前市側から掘り進み、約2年弱かけて貫通し
ました。

現在の国道417号線は、カーブが多い峠道路で、冬
季になると雪崩の発生など交通面で不安が多い道路で
す。開通されると、これらの不安要素が解消され、越前
市方面へのアクセスの短縮等に繋がり、観光などで好影
響が期待されます。

▲貫通点で握手を交わす杉本町長（右）と山田越前市長

（仮称）（仮称）新板垣トンネル新板垣トンネル

貫通式貫通式



●こまめに電気を消す、コンセントを抜く。
●公共機関や自転車、徒歩で移動する。
●日常生活に無駄がないかを確認する。
	 　例：	水を出したままにしない、
	 	 食べきれない量を買わない	など

個人

●再生可能エネルギー（再エネ）の利用
促進、最エネの地産地消。
●電気自動車（EV）、プラグインハイブ
リット車（PHV）、水素自動車（FCV）の
購入促進。
●二酸化炭素排出削減の条件を満たした
住宅の新築やリフォーム、太陽光発電
システムの設置促進。

自治体

●木望の森100年プロジェクトに基づき、森林整備の充実、木造建築の
推進、灯油等からバイオマス熱エネルギー利用へのシフトの実践
●「ゆうきげんき正直農業」「食Uターン事業」を中心とした地域資源循環
型農業の高度化

●資源リサイクル100％運動を通じた「ゼロエミッション社会」の構築
●小水力発電、太陽光発電など再生エネルギー資源の開発と利用の促進
●地域経済循環と農業・環境向上の相乗効果を実現するための、地域経
済システムの開発

●セイタカアワダチソウ駆除などの生態系保全活動の継続とともに、開
発により事前環境破壊・景観破壊抑止の徹底
●水を清く守る条例や、水と土を守る環境保全型農業を通じた水源保全
と清流保護の実施

私たち池田町民は、地球温暖化、気候変動に強い危機感を持ち「一人で
できること、みんなで一緒にできること」を合言葉に、身近なところから
環境に配慮した取り組みを着実に実行してまいります。

「能楽の郷池田町・脱炭素実行宣言」
（ゼロカーボンシティ宣言）を行いました

池田町の豊かな山林、豊富な水資源などの恵まれた自然資源と、先人たち
が培ってきた生活文化資源を生かして、2050年までに二酸化炭素排出「実質
ゼロ」を目指す脱炭素実行宣言を4月14日に宣言いたしました。

2050年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを表明した自治体
のこと。全国では、679自治体（41都道府県、402市、20特別区、
181町、35村）が表明しています。（2022年3月31日現在）

ゼロカーボン
シティとは？

具体的な取り組みは？脱炭素アクションプラン

4/8  10人が入学しました。
池田町から町産材で作った机と

椅子をプレゼントしました。

4/8  21人が入学しました。

池田小学校入学式

池田中学校入学式
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町内を循環する町民バス「なかま
号」の午後の便について、時刻表及び
運行ルートを改正させていただきます。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
尚、６月１日（水）の区長配布にてな

かま号新時刻表を配布予定ですので、
ご確認ください。

なかま号時刻表改正なかま号時刻表改正
令和４年６月１日（水）改正日

１･２号車の３便及び４便対　象

2号車 3便
停車場所 現在の

出発時刻
改正後

停車場所
改正後の
出発時刻

ほっとプラザ 15：07 農　協 14：50

小学校 15：11 ほっとプラザ 14：56

冠　荘 15：18 小学校 15：02

ほっとプラザ 15：32 水　海 15：10

小学校 15：38 松ケ谷 15：30

ほっとプラザ 15：45 薮　田 15：40

松ケ谷 16：01

ほっとプラザ 16：20

小学校 16：23

※冠荘には行かず、下方面
のみ行きます。冠荘から
下方面に行かれる方は、
1号車３便の15：06発に
乗車し、稲荷橋付近で乗
り継ぐ必要があります。

停車場所 現在の
出発時刻

改正後
停車場所

改正後の
出発時刻

小学校 15：10 ほっとプラザ 14：57

ほっとプラザ 15：15 小学校 15：01

水　海 15：21 冠　荘 15：06

ほっとプラザ 15：33 板　垣 15：22

小学校 15：37 金　山 15：34

板　垣 15：44 東角間 15：45

金　山 15：57 ほっとプラザ 15：53

東角間 16：09

小学校 16：18

ほっとプラザ 16：20

※水海には行かず、	
上方面のみ行きます。

1号車 4便
停車場所 現在の

出発時刻
改正後

停車場所
改正後の
出発時刻

小学校 16：18 ほっとプラザ 16：01

ほっとプラザ 16：28 小学校 16：05

水　海 16：34 冠　荘 16：10

ほっとプラザ 16：45 板　垣 16：23

小学校 16：49 金　山 16：36

板　垣 16：56 東角間 16：48

金　山 17：09 ほっとプラザ 16：57

東角間 17：21

小学校 17：29

※水海には行かず、	
上方面のみ行きます。

2号車 4便
停車場所 現在の

出発時刻
改正後

停車場所
改正後の
出発時刻

ほっとプラザ 16：20 農　協 15：43

小学校 16：24 ほっとプラザ 15：54

冠　荘 16：31 小学校 16：00

ほっとプラザ 16：45 水　海 16：08

小学校 16：51 松ケ谷 16：28

ほっとプラザ 16：58 薮　田 16：38

松ケ谷 17：15

ほっとプラザ 17：27

※冠荘には行かず、	
下方面のみ行きます。

1号車 3便
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お問合せ 県民安全課　☎0776−20−0745　FAX：0776−20−0633

お問合せ 保健福祉課　☎44−8000

春季粗大ごみ収集日程春季粗大ごみ収集日程ののお知らせお知らせ
収　集　日 収　集　地　区

5月
18日（水） 稲荷・山田・寺谷・薮田

25日（水） 広瀬・清水谷・柿ヶ原・持越・野尻・白粟・松ヶ谷

6月

1日（水） 谷口・安善寺・水海

8日（水） 月ヶ瀬・志津原・土合皿尾・常安・寺島・市・上荒谷・板垣・池田・学園

15日（水） 東角間・東俣・新保・辻・中出・金山・菅生・西角間・定方
※朝８時までに収集場に出してください。※粗大ごみの回収に２日かかる場合があります。

注意注意!! 収集できないもの 収集できないもの
⃝⃝各事業所から出た粗大ごみ　各事業所から出た粗大ごみ　⃝⃝家電類5品目家電類5品目（テレビ･冷蔵庫･洗濯機･エアコン･衣類乾燥機）（テレビ･冷蔵庫･洗濯機･エアコン･衣類乾燥機）

⃝⃝パソコン　パソコン　⃝⃝農業関係廃棄物農業関係廃棄物（農協の回収日に出してください）　（農協の回収日に出してください）　⃝⃝ベッドのマットベッドのマット
⃝⃝タイヤ　タイヤ　⃝⃝バッテリー　バッテリー　⃝⃝鉄アレイ　鉄アレイ　⃝⃝チェーン　チェーン　⃝⃝廃油　廃油　⃝⃝薬品類　薬品類　⃝⃝消化器　消化器　⃝⃝ガスボンベガスボンベ

福井県自転車条例が
7月1日より施行されます

福井県では、自転車の交通事故防止や事故の被害軽減、被害者の救済を目的とした
「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を昨年12月に制定しました。
7月1日より施行され、以下の義務等が課されます。

自転車の安全利用（ヘルメットの着用など）
自転車の定期的な点検整備等

努力義務

義　　務 自転車損害賠償責任保険等の加入

詳しくは… 福井県　自転車条例 検索
福井県マスコットキャラクター

はぴりゅう

粗大ごみを出すときは、新型コロナ粗大ごみを出すときは、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、ウイルス感染拡大防止のため、

次の対策の徹底をお願いします。次の対策の徹底をお願いします。

❶ マスクの着用
❷ ソーシャルディスタンスの確保
 　（お互いの距離を2メートル離す）
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令和3年4月1日〜令和5年3月31日に新車の新規検査を受けた（受ける）三輪以上の軽
自動車のうち排出ガス性能・燃費性能に優れた車両については、翌年度分の軽自動車税が約
25〜75％軽減される場合があります。
詳しくはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

グリーン化特例（軽課）があります

福井県池田町　軽自動車税 検索

身体・精神障害者手帳（療育手帳）をお持ちの方、または、お持ちのご家族がいる方は、
障害の程度によっては軽自動車税の減免を受けられる場合があります。役場から対象と思
われる方に案内をお送りしていますので、下の期限までに申請手続を完了してください。

※対象者1名につき車両1台のみ減免を受けられます。
※普通自動車税（県税）の減免を受ける場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
※案内が届かない方で、減免対象者に該当するのではないかと思われる方は、	
お問い合わせください。

障害者減免申請をお忘れなく

【申請期限】 令和4年5月31日（火）

口座振替により軽自動車税を納付される方には、車検用納税証明書を6月中旬に送付する
予定です。
それより早く証明書が必要な場合は、軽自動車税の引落しが記されている通帳をお持ち

の上、平日8：30〜17：15に役場1階窓口へお越しください。来庁が難しい場合はお問い合
わせください。

口座振替をご利用中の方へ

軽自動車税軽自動車税にに関するお知らせ関するお知らせ

お問合せ 役場住民税務課　☎44−8001

町では、4月1日（金）現在で軽自動車をお持ちの方に令和4年度分軽自動車税の「納税通知書」を	
お送りしています。期限までに納付書または口座振替によりお支払いいただきますようお願いいたします。
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開催日 開催時間 会　場 定　員 事前予約締切日 申込先

インボイス
制度

説明会
令和4年
6月1日㈬

午前の部
10：00〜11：00

武生税務署
大会議室

（越前市中央１丁目
６番12号）

各20名

５月30日㈪
16：00

武生税務署
【個人事業者の方】
個人課税第一部門
☎0778-22-0953
（ダイヤルイン）

【法人の方】
法人課税第一部門
☎0778-22-0971
（ダイヤルイン）

午後の部
14：00〜15：00

登録申請
相談会

午前の部
11：00〜12：00

各5名
午後の部

15：00〜16：00

■人口と世帯数（5月1日現在）

人　口　2,365人 （前号比　−10）
　　　　男1,144人（−7）、女1,221人（−3）
世帯数　908世帯 （前号比　−1）

戸戸籍籍のの窓窓 （敬称略）

おくやみ

山　田	 倉　内　まち子（85歳）

※幸寿園等の入居者については、希望により旧住所で掲載しています。

たかさご

寺　谷	 山本　恭史郎・花楓

消費税の「インボイス制度説明会」及び「登録申請相談会」の開催について

お問合せ 武生税務署　☎22－0953

● 池田町役場 ☎４４－６０００㈹　 ● ほっとプラザ ☎４４－８０００
● 能楽の里文化交流会館 ☎４４－７０００
● 池田町ホームページ http://www.town.ikeda.fukui.jp
● フェイスブック 福井県池田町役場  いけだ農村観光協会 で 検索

お問合せ 池田町診療所　☎44－6021

池田町診療所からのお知らせ

6月3日～12月末まで、毎週金曜日の午後から事業所
健診を実施しております。密を避けるため、一般外来の
診療時間を15：00～とさせていただきます。ご迷惑をお
かけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。尚、
急患の際は随時診療いたします。

お問合せ 役場住民税務課　☎44－8010

人権相談のお知らせ

下記の日程で人権相談所を開設します。相談は無料
で、秘密は厳守されます。お気軽にお越しください。

【日　時】	令和4年6月2日（木）　13：00～15：00
【場　所】	池田町役場1階会議室
【相談員】	池田町人権擁護委員

福祉サービスの苦情解決をお手伝い

福祉サービスを利用して
　 いやな思いをした
　 サービス内容に不満がある
　 職員の対応が悪い　など

お問合せ 福井県運営適正化委員会
（〒910-8516	福井市光陽2丁目3-22	福井県社会福祉協議会内）
☎0776－24－2347　FAX：0776－24－8942
E-mail：kujyo@f-shakyo.or.jp

事業所に直接話しにくい場合や、事業所との話し合
いで解決できなかった場合などお気軽にご相談ください。
秘密は必ず守ります（匿名でもかまいません）。

　【相談時間】 月曜日～金曜日　9：00～17：00
																			（祝日・年末年始は除きます）

払戻し詐欺に注意！

福井県内で自治体職員を装い、「保険料の払い戻し」
などと電話をかけてきて、住所や氏名、金融機関の口座
番号などの個人情報を聞き出そうとします。
個人情報を教えてしまうと、預貯金を引き出される危険

性があります。
自治体職員が、口座の暗証番号を尋ねることや、電話
で最寄りのATMまたは銀行店舗への誘導をすることは
ありませんので、ご注意ください。

こんな電話に要注意
　⃝保険料の払い戻しがある
　⃝年金の払い戻しがある
　⃝口座番号・暗証番号を教えてほしい

お問合せ 福井県警察本部
警察安全相談電話	 ☎＃9110

池田町消費生活相談窓口
（役場総務財政課）　☎44－8003

税務行政につきましては、日頃からご理解とご協力
をいただき、お礼申し上げます。さて、消費税の仕入
税額控除の方式として適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）が令和５年10月１日から実施されます。
税務署では、インボイス制度についてご理解いただ

けるよう、以下のとおり「インボイス制度説明会」を開催
いたします。
また、ご自身で適格請求書発行事業者の登録申請
書を提出することが難しい方向けに、登録申請手続の
サポートを実施する「登録申請相談会」を開催します
ので、是非ご参加ください。

⃝「事前予約制」で開催していますので、参加を希望する
場合は、申込先までご連絡ください。
⃝新型コロナウイルス感染症の拡大等によっては、開催が

中止となる場合もありますのでご了承ください。
⃝感染症拡大防止の観点から、マスクの着用、手指消毒な
どのご協力をお願いいたします。
⃝参加費用は無料です。
⃝ご不明な事項につきましては、申込先までご連絡ください。
⃝駐車場に限りがありますので、ご来署の際には公共交通
機関等をご利用ください。

【留意事項】

里親制度オンライン説明会（Zoom）

お問合せ 福井県家庭養護推進ネットワーク
福さと　奥山大雅
☎0776-50-3672　FAX：0776-50-3673

【日　　時】	 令和4年6月25日（土）　13：00～14：30
【対　　象】	 里親制度に関心のある方
【受 講 料】	 無料
【申込締切】	 6月20日（月）
【申込方法】	 下記の①、②のいずれかの方法で
	 お申し込みください。

さまざまな事情により家庭で暮らすことが出来ない子ど
もたちを家庭に迎え成長をサポートする里親についての
説明会を開催します。
里親制度の概要や県内の里親さんの体験談を聞くこ

とができます。また、制度についての疑問や不安にもお
答えします。

※お申込みいただいた方には、後日Zoomへの	
招待メールをお送りいたします。

①QRコード
②福さとHP「イベント予約」から
　（https://r.goope.jp/fukusato/reservation/event/）

お問合せ 池田町教育委員会　☎44－7000

花いっぱい運動2022
～花育てから始まる地域育て～

活動募集中

地域を花と緑でいっぱいにする「花いっぱい運動」。集
落の花壇以外でも、道端や集落センターのまわり、ゴミス
テーションまわりなど、ちょっとした空地で季節の花を育てて
みませんか？	花を通じて交流を図り、人々の心にも花を咲
かせ、明るく豊かで住みよい地域を育てましょう。
「地域を美しく」「仲間と活動したい」、そんな想いをお
持ちの方はお気軽に池田町教育委員会までご相談くださ
い。初めての集落やグループの活動もお待ちしております。

※活動いただいた花壇や街路の花は「広報いけだ」にて
紹介させていただく場合があります。

　【申 込 方 法】 花植え活動の前に池田町教育委員
会へご相談ください。

	 申請用紙は池田町ホームページから
ダウンロードできます。

　【助 成 経 費】 花苗・種・球根・土・肥料及び栽培
に必要な資材　など

　【助成上限額】	＊昨年よりも拡充しました！
20,000円＋集落戸数（令和４年４月１日時点）×300円
いけだ応援券にて支給いたします。
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5月2１日㊏〜31日㊋
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 池田小学校　卒業式
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 池田中学校　卒業式
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 なかよしこども園　卒園式
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 池田中学校　卒業式
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 なかよしこども園　卒園式
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 池田小学校　卒業式
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

6月１日㊌〜10日㊎
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 池田小学校　入学式
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 池田中学校　入学式
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 町民文化祭　芸能ステージ
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 池田中学校　入学式
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 町民文化祭　芸能ステージ
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 池田小学校　入学式
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

6月11日㊏〜20日㊊
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 町民文化祭　芸能ステージ
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 池田小学校　入学式
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 池田中学校　入学式
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 池田小学校　入学式
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 池田中学校　入学式
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 町民文化祭　芸能ステージ
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

◎番組内容は変更になる場合があります。　	◎正確な放送時間は期間中の文字放送・掲示板でご確認ください。
◎池田町議会定例会が開催された場合、終了後最初の土日の12：30、19：00、0：30に録画を放送します（延期の可能性あり）。

121ch

ご家族が映っている番組を放送よりも高画質のDVD、
ブルーレイディスクに。思い出の一枚はいかがですか？

「まちの駅 こってコテいけだ」レジ
DVD…1,500円　 ブルーレイディスク…2,000円

番組のダビングサービスいたします！

受　付
料　金

地域の身近な話題を
お知らせください!

まちUPいけだ
☎44ｰ8040（8022）

いいけけだだチチャャンンネネルル主主なな放送予定放送予定いけだチャンネル

編集・発行  池田町役場総務財政課　〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35−4
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	広報いけだNo467 2
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