
【平成 31年 2月】坂井市長定例記者会見 
 

 

日 時 平成３１年２月１５日（金） 

午前１１時～ 

場 所 坂井市役所 円卓会議室 

（多目的研修集会施設 ２階) 

 

 

 

１ 施政報告 
 (1) 平成３１年第１回（３月）坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ２月１９日（火）～３月２０日（水） ３０日間 

○ 提出議案  ３３件（同意１件、諮問３件、予算議案１２件、条例議案１０件、 

その他７件） 

  【資料】 

① 平成３１年第１回（３月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 ・・・資料№１ 

② 平成３０年度３月補正予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・資料№２ 

③ 平成３１年度当初予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№３ 

                                       別冊：平成３１年度予算事業別説明資料 

 

 

２ ３月の主なイベント 

 (1) 河川クリーンキャンペーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№４ 

３月 ３日（日） 8：00～10：00  【市内の河川等】 

 (2) みくに龍翔館郷土史研究講座◆講演会 

継体天皇を即位へと導いた河内の馬飼い集団・・・・・・・・・・・・・・チラシ 

３月１０日（日） 13：30～15：00 【みくに龍翔館】 

 

 

３ ２月・３月の主な行事等 
 (1) 議会日程（予定） 

  ２月１９日（火）10：00～ 本会議（施政方針、議案説明、質疑、委員会付託） 

２０日（水）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：質疑） 

２１日（木）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：質疑） 

２２日（金）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：質疑） 

２５日（月）10：00～ 本会議（追加議案説明、質疑、討論、採決） 

  ３月 ４日（月）10：30～ 本会議（代表質問） 

５日（火）10：00～ 本会議（一般質問） 

６日（水）10：00～ 本会議（一般質問） 

 ８日（金）10：00～ 常任委員会（産業建設常任委員会） 

１１日（月）10：00～ 常任委員会（教育民生常任委員会） 

１３日（水）10：00～ 常任委員会（総務常任委員会） 

１８日（月）11：00～ 特別委員会（予算特別委員会：調査報告、質疑、討論、採決） 

２０日（水）10：00～ 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決） 



 

 

 

 (2) その他 

  ２月１６日（土）15：00～ 坂井市成人大学閉講式 【高椋コミュニティセンター】 

    １６日（土）16：00～ ゆりの里市民講座「子どもの成長に関わる親の役割」 

【ゆりの里公園ユリーム春江】 

    １７日（日） 9：00～ 第 6回なんちゃって雪合戦      【今福体育館】 

    １８日（月） 9：00～ 所得税・住民税申告相談（３月１５日(金)まで） 

【多目的研修集会施設 他】 

２３日（土）13：30～ 婚活イベント「ちょっぴり大人のニュースポーツ＆ 

鍋ＰＡＲＴＹ」        【ちくちくぼんぼん】 

      ２４日（日）14：00～ はーとぴあきっず はじめてのオーケストラ 

【ハートピア春江】 

    ２８日（木）19：00～ 福井しあわせ元気国体坂井市実行委員会第 5回総会 

【たかむく古城ホール】 

  ３月 ８日（金）13：20～ 認知症と成年後見制度の講演会      【いねす】 

       ９日（土） 8：30～ 三国温泉カニまつり感謝祭     【三国魚市場内】 

  １２日（火）     市内中学校卒業式           【各中学校】 

    １３日（水） 6：00～ 英国派遣団・壮行式         【市役所本庁】 

  １４日（木）     市内小学校卒業式           【各小学校】 

  １５日（金）     市内小学校卒業式           【各小学校】 

２２日（金）20：40～ 英国派遣団・帰国報告        【市役所本庁】 

 ２４日（日）13：00～ 親対象婚活交流会・相談会    【三国観光ホテル】 

 ２８日（木）13：15～ 英国派遣団・市長への報告      【市役所本庁】 

 

 

４ 質疑応答 
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平成３１年第１回（３月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

同意第１号 教育委員会委員の任命について 教育総務課 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

議案第１号 平成３０年度坂井市一般会計補正予算（第６号） 
財政課 

所管課 

議案第２号 
平成３０年度坂井市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 
健康長寿課 

議案第３号 
平成３０年度坂井市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 
健康長寿課 

議案第４号 平成３０年度坂井市水道事業会計補正予算（第２号） 上下水道課 

議案第５号 
平成３０年度坂井市公共下水道事業会計補正予算（第２

号） 
上下水道課 

議案第６号 平成３１年度坂井市一般会計予算 
財政課 

所管課 

議案第７号 平成３１年度坂井市国民健康保険特別会計予算 健康長寿課 

議案第８号 平成３１年度坂井市後期高齢者医療特別会計予算 健康長寿課 

議案第９号 平成３１年度坂井市水道事業会計予算 上下水道課 

議案第１０号 平成３１年度坂井市公共下水道事業会計予算 上下水道課 

議案第１１号 平成３１年度坂井市農業集落排水事業会計予算 上下水道課 

議案第１２号 平成３１年度坂井市病院事業会計予算 三国病院 

議案第１３号 市道路線の廃止について 建設課 

 

資料№１ 
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議 案 件       名 担当課 

議案第１４号 市道路線の認定について 建設課 

議案第１５号 字の一部区域の変更について 総務課 

議案第１６号 
福井市及び坂井市における連携中枢都市圏の形成に係る

連携協約の締結について 
企画情報課 

議案第１７号 
指定管理者の指定(アーバンデザインセンター坂井)につ

いて 
企画情報課 

議案第１８号 市有財産の無償譲渡について 社会福祉課 

議案第１９号 土地改良事業の計画の概要について 農業振興課 

議案第２０号 坂井市手話言語条例の制定について 社会福祉課 

議案第２１号 

坂井市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

総務課 

議案第２２号 
坂井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について 
職員課 

議案第２３号 
坂井市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例

について 

まちづくり 

推進課 

議案第２４号 
坂井市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
社会福祉課 

議案第２５号 
坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 
子育て支援課 

議案第２６号 
坂井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 
子育て支援課 

議案第２７号 

坂井市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する

条例について 

上下水道課 

議案第２８号 
坂井市坂井障害者交流センター条例を廃止する条例につ

いて 
社会福祉課 

議案第２９号 坂井市キンダーホール三国条例を廃止する条例について 教育総務課 

 



 

  平成３０年度３月補正予算の概要
補正予算額 （単位：千円）

３月現計②

※ 企業会計の補正額は、収益的支出と資本的支出の合計

１．一般会計補正予算（第６号）

１）補正の主な財源

２）補正の主な内容 （★は新規事業　☆は一部新規・拡充）　　　 （単位：千円）

☆ まちづくり整備基金積立金（越前三国競艇企業団事業収入）

経営体育成支援事業

（国補正第２号:担い手確保・経営強化支援事業）

★

★

★

２.【国民健康保険特別会計補正予算（第３号）】

３.【後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】

４.【水道事業会計補正予算（第２号）】

５.【公共下水道事業会計補正予算（第２号）】

54,800

中学校施設整備事業（国補正第１号:空調機取付工事費の増額等） 3,500 68,597 72,097

（制度改正による自己負担限度額の変更等による増額）
375,000 4,000 379,000

30,366

206 500,000 500,206

【市民福祉部】

補正額 計既決予算額

【財務部】

　病院事業

【産業環境部】

重度障害者(児)医療費助成事業

　国補正第1号:ブロック塀等修繕工事費9,426千円の増額）

（後期高齢者医療保険療養給付費負担金等の増額）

△ 243,066

379,21762,097,352

230,000
分担金及び負担金

△ 1.0

△ 0.1

△ 0.4

（単位:千円）

39,586

△ 8.7

2,522,209

62,476,569

47,051

△ 2,577

△ 281,483

依存財源

地方交付税

62,758,052

519,518 △ 415,120

（第２号）

42,939

県支出金

3,843

計

国庫支出金

2,519,632 2,519,632

5,717,280 △ 110,883 5,606,397

定例記者会見用

伸び率

238,712 △ 10.9

　国民健康保険 （第３号）

〔歳入〕繰入金、繰越金の増額　〔歳出〕国民健康保険基金への積立金の増額等

〔歳入〕保険料の増額　　　　　〔歳出〕後期高齢者医療広域連合納付金の増額

　工事費の確定等による減額（資本的支出の減額）、企業債等の減額

　工事費等の確定による建設改良費の減額（資本的支出の減額）、企業債の減額

補正前 ３月補正

0.0

％

40,689,774 272,388

（①－②）

40,951,474 10,688

42,939

増減平成29年度

8.172,788

11,041,415

補正後①

9,591,859

8,614,965

976,894

△ 12.6

10,765,163

33.7

881,133 8.0

9,353,147

8,421,152 193,813

945,3882,808,192

904,106931,995

△ 1,246,092

△ 4,112

9,861,057

5,663,963 △ 57,566

3,753,580

44,899

自主財源

12,054,431

3,774,580 △ 21,000

△ 131,883

　農業集落排水事業

　公共下水道事業

－

－

（第６号）

　後期高齢者医療 （第２号）

319,840 319,266

40,962,162

△ 1,173,304

11,922,548

　水道事業 （第２号）

計

42,800

会　計 補正予算
平成30年度

 企 業 会 計

計

52,161

△ 71,911

 一 般 会 計

 特 別 会 計

繰入金

繰越金

市税

（単位:千円）

6,058 市　　債

687,508

諸収入

事 業 名 称 等

1,197,409

小学校施設整備事業（国補正第１号:空調機取付工事費の増額） 12,000

△ 263,801

△ 10,000

9,426

後期高齢者医療事業
1,167,466 29,943

【教育委員会】

5,500 24,866

小学校管理事業（工事費の確定による減額△10,000千円及び
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資料№３

平成31年度

  当   初   予   算   の  概  要 

記 者 会 見 資 料

 当初予算編成の概要



　

　
 1-３. 歳出

　経常的な経費に関しては前年度比ゼロベースを基本としたなかで、特定財源を活用するなど創意工夫により必要な予算を計上しております。
　人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、163億6,372万9千円と全体の37,1％を占めておりますが、義務的経費以外の歳出については、以下のとおりです。
　特別経費である本庁舎整備の１年目と国営かんがい排水事業負担金の２期分のほか、コミュニティセンターは、５ｹ年で計画されている全ての整備が完了します。（４セ
ンター。雄島は移転改修、三国木部・高椋東部・大石は、改修）
　そのほかの主な建設事業として、丸岡バスターミナル周辺整備、坂井地域交流センターいねす増築工事、三国学校給食センター建設工事が年度内で完了し、来年４月の
供用を目指します。春江小学校の大規模改造工事は、平成３２年度にわたる事業です。
　新規事業では、安全・安心なまちづくり事業として、警察と連携し、犯罪発生の恐れのある場所等に防犯カメラを設置し、犯罪の防止、抑止力を高めることで、安心し
て住めるまちづくりを実現します。また、市民から提案のあった動物保護・愛護事業について寄附市民参画基金を活用して事業着手します。
　民生関係では、子育て支援や地域福祉、高齢者福祉、障がい者及び健康に関する計画を策定し、多子世帯子育て支援事業（すくすく支援商品券）を継続するとともに、
ひとり親家庭児童学習支援事業や障がい者等に対する相談支援事業（基幹相談支援センター設置）、生活困窮者等に対する自立支援事業（家計改善支援・健康管理支援）
等に拡充して取り組みます。
　産業関係では、ゆりの里公園周辺での水田園芸（産地パワーアップ事業）により観光農園化を目指し、三里浜砂丘地での園芸振興を拡充するなど更なる農業の振興を図
ります。また、企業立地促進事業やＵＩＪターン雇用促進事業等により商工業の振興を図り、観光面では、観光ビジョン戦略事業、周遊滞在型観光推進事業、越前加賀イ
ンバウンド推進事業、北前船日本遺産活用事業を継続して実施し、今後、新幹線敦賀開業に向けて更なる観光振興事業に取り組む予定です。
　土木関係では、引き続き市道国庫補助事業４路線の進捗を図り、橋りょうの長寿命化を促進し、また、三国駅周辺整備と丸岡城お天守広場を整備（トイレ設置等）しま
す。
　教育関係では、文化財保護法の改正に伴う地域計画の策定にいち早く着手し、丸岡城国宝化事業で天守の耐震診断を実施します。
　地方創生では、奨学金返還支援やマッチング強化・移住就職支援事業等、寄附市民参画基金を活用して移住・定住対策を拡充し、シティセールス事業では、本市の「地
域資源」と品川区等との「連携・交流」を活かした情報発信事業（修学旅行の誘致、パイプラインが育む坂井米・農産物及び日本遺産三国湊・越前がにの発信）や丸岡城
周辺魅力向上事業等、関係所管課とも連携しながら本市の更なる認知度の向上とシビックプライドの醸成を図ります。
　歳出予算の予算額等主な内容は、３ページ、総合計画の重点施策については、４ページを参照して下さい。

１．平成31年度　当初予算編成の概要

 1-1. 概要

　平成31年度当初予算は、行財政改革によりムダを排除しながら、「選択」と「集中」により「坂井市総合計画」の最終年度にあたり当該計画に基づく重点施策や、人口
減少等の課題に対し「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の５つの政策パッケージを戦略的に取り組むとともに、老朽化が進む公共施設の長寿命化を図りました。
　そうしたなか、本庁舎整備や国営かんがい排水事業負担金(２期分)などの特別経費のほか、増加をたどる扶助費等から過去最大の財政規模（440億8,000万円、前年度
比58億5,700万円増　15.3％増）となりました。
　財源については、普通交付税の減など厳しい財政状況にありますが、市税の増収や合併特例債の発行、地域振興基金及び寄附市民参画基金等の活用により予算編成いた
しました。なお、平成３１年度末の起債残高は、約544憶7,000万円余りを見込んでいます。（前年度末見込み額との比較で、約59憶7,900万円の増）

 1-２. 歳入

　市税については、雇用・所得環境の改善が続く中で、市民税（個人）や固定資産税（家屋、償却資産）等で増額を見込み、対前年度比2.4％増、歳入全体に占める割合
は、28.3％となりました。
　地方交付税については、国の総額は増えていますが、本市においては、合併特例措置分の縮減（４年目）等により、対前年比△0.7％としており、歳入全体に占める割
合は、15.5％となりました。
　本年１０月からの消費税増額に伴う地方消費税交付金、また、自動車取得税から代わる環境性能割交付金を含めた地方交付金及び地方譲与税の合計は、対前年比9.1％
増を見込んでおります。
　国庫支出金、県支出金については、前年度に比べ減少しておりますが、社会資本整備総合交付金や国体事業補助金等の減少が主な原因です。
　市債については、88億1,530万円を計上しておりますが、発行期限が５年再延長（平成37年度）された合併特例債や臨時財政対策債など有利な起債が大部分を占め、
庁舎、コミュニティセンターをはじめ小学校の大規模改修など計画的な普通建設事業に充てるものです。
　また、地域振興基金を約11億円、まちづくり整備基金を約5億8,500万円、寄附市民参画基金を約3億6,500万円を繰り入れし、基金の目的に即した事業に充当いたし
ました。なお、財政調整基金残高は、３１年度末見込みで約23億3,600万円を見込み、安定的な財政運営に努めております。
　歳入予算の予算額等主な内容は、２ページを参照して下さい。

-　1　-



（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較
伸び率

(％)
主な内容

市 税 12,468,300 12,172,400 295,900 2.4

 市民税（5,556,000→5,699,800千円 ＋143,800）、
　 [現年　個人4,393,000→4,575,000千円　＋182,000、 法人 1,106,000→1,083,000千円　▲23,000]
 固定資産税（5,758,600→5,908,100千円 ＋149,500）、軽自動車税（251,800→273,400千円　＋21,600）、
 たばこ税（530,000→520,000千円　▲10,000）

地方譲与税・
各種交付金

2,389,500 2,190,600 198,900 9.1

 地方譲与税（320,600→336,100千円　＋15,500）、利子割交付金（20,000→20,000千円 （昨年同額））、
 株式等譲渡所得割交付金（35,000→45,000千円 ＋10,000）、
 地方消費税交付金 （1,600,000→1,750,000千円　＋150,000）、
 自動車取得税交付金（81,000→44,000千円　▲37,000）、環境性能割交付金（28,000千円　新設（皆増））、
 地方特例交付金（62,000→79,000千円 ＋17,000）

地方交付税 6,820,000 6,870,000 △ 50,000 △ 0.7  普通交付税（6,270,000→6,220,000千円 ▲50,000）、 特別交付税（600,000→600,000千円（昨年同額））

分担金及び
負　担　金

745,214 716,787 28,427 4.0

 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）受託収入（113,025→117,156千円　＋4,131）、
 包括的支援・任意事業（地域支援事業）受託収入（181,534→181,534千円　＋2,965）、
 私立保育所保育料（359,133→376,383千円  ＋17,250）、
 広域入所保育受託事業収入（39,769→31,807千円  ▲7,962）

使用料及び
手　数　料

744,765 756,364 △ 11,599 △ 1.5  公立保育所使用料（351,089→339,025千円  ▲12,064）

国庫支出金 3,712,830 3,936,073 △ 223,243 △ 5.7

 地方創生交付金 （20,675→4,774千円　▲15,901）、
 自立支援給付費負担金（828,750→866,400千円  ＋29,219）、
 子どものための教育・保育給付費負担金（537,589→541,290千円　＋37,650）、
 子ども・子育て支援事業交付補助金（124,689→123,590千円  ▲1,099）、
 社会資本整備総合交付金（都市計画費） （157,358→36,530千円  ▲120,828）、
 社会資本整備総合交付金（建設費） （351,941→189,566千円　▲162,375）、
 小学校施設整備費補助金（大規模改造）（83,247→33,231千円 ▲50,016）

県 支 出 金 3,725,755 3,800,392 △ 74,637 △ 2.0

 強い農業づくり事業交付金 （565,760→622,350千円 +56,590）、
 自然光利用型の連棟ハウス整備事業補助金（135,000→101,400千円 ▲33,600）、
 若手農業者園芸リースハウス整備事業補助金（91,004→78,040千円　▲12,964）、
 多面的機能支払交付金事業補助金（260,219→268,388千円 ＋8,169）、
 福井しあわせ元気国体事業補助金（▲179,173千円 皆減）

繰 入 金 2,602,932 1,780,385 822,547 46.2

 財政調整基金繰入金（494,978→544,538千円　＋49,560）、
 寄附市民参画基金繰入金（137,400→365,529千円　＋228,129）、
 地域振興基金繰入金（945,300→1,103,128千円　＋157,828）、
 まちづくり整備基金繰入金（200,000→585,000千円 ＋385,000）

繰 越 金 200,000 200,000 0 0.0  前年度繰越金（昨年同額）

諸 収 入 1,181,599 1,292,491 △ 110,892 △ 8.6
 児童クラブ利用料（60,821→59,589千円　▲1,232）、
 中小企業振興資金貸付金元利収入（401,000→363,000千円　▲38,000）、
 道路整備事業保障費<鉄道・機構>（▲83,650千円 皆減）、

市 債 8,815,300 4,117,600 4,697,700 114.1

 臨時財政対策債（1,420,000→1,140,000千円　▲280,000）、
 合併特例債（2,641,200→7,132,700千円　＋4,491,500）、
 公共施設等適正管理推進事業債（35,100千円　皆増）、
 農地整備事業債（500,000千円　皆増）、

そ の 他 673,805 389,908 283,897 72.8  寄附市民参画基金寄附金 （300,000→600,000千円　＋300,000）

歳入合計 44,080,000 38,223,000 5,857,000 15.3

２．一般会計歳入歳出予算の主な内容

款

歳
　
入
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（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較
伸び率

(％)
主な内容

議 会 費 361,288 308,212 53,076 17.2  議会運営事業 （220,127→268,543千円　＋48,416） 

総 務 費 6,846,932 5,722,313 1,124,619 19.7

 防災行政無線事業（23,621→20,360千円 ▲3,261）、寄附市民参画事業（134,000→266,544千円　＋132,544）、
 地方創生推進事業（13,205→22,371千円 ＋9,166）、丸岡地区活性化事業（491,102千円　皆増）、
 庁内情報管理事業（126,936→114,284千円　＋12,652）、広域圏事務事業（245,679→191,834千円　▲53,845）、
 シティセールス事業（30,500→27,508千円　▲2,992）、
 コミュニティセンター施設整備事業（改修・新設工事費等）（1,812,739→853,458千円　▲959,281）、
 庁舎等施設整備事業（120,647→1,397,246千円 +1,276,599）

民 生 費 12,376,461 12,147,665 228,796 1.9

 介護給付費支給事業（909,000→966,400千円　＋57,400）、訓練等給付費支給事業（751,000→769,700千円　＋18,700）、
 障害児通所支援事業（150,746→160,846千円　＋10,100）、児童手当支給事業（1,569,265→1,539,655千円　▲29,610）、
 子ども医療費助成事業（308,294→309,575千円　＋1,281）、児童扶養手当支給事業（266,040→364,041千円　＋98,001）、
 私立保育所保育業務委託事業（1,844,345→1,868,745千円　＋24,400）、
 私立保育所施設整備補助事業（195,331→84,563千円 ▲110,768）

衛 生 費 3,938,191 3,944,414 △ 6,223 △ 0.2

 予防接種事業（203,516→197,260千円　▲6,256）、がん検診事業（72,212→65,334千円　▲6,878） 、
 国民健康保険特別会計繰出金（526,925→529,399千円　＋2,474）、
 後期高齢者医療事業（1,167,086→1,191,130千円　＋24,044）、
 一般廃棄物収集処理事業（965,003→964,873千円　▲130）、
 坂井地区広域連合事業（環境衛生）（71,273→68,385千円　▲2,888）

労 働 費 82,052 99,103 △ 17,051 △ 17.2  生活安定資金融資事業（67,000→57,000千円 ▲10,000）

農林水産業費 6,651,377 2,669,223 3,982,154 149.2

 強い農業づくり事業（645,329→708,450千円　＋63,121）、産地パワーアップ事業（268,147→166,226千円 ▲101,921）、
 県営かんがい排水事業（176,395→112,431千円 ▲63,964）、
 多面的機能支払交付金事業（348,124→357,872千円　＋9,748）、
 国営かんがい排水事業（3,567,285千円　皆増）

商 工 費 905,240 1,004,131 △ 98,891 △ 9.8

 企業立地促進助成金（116,604→113,559千円　▲3,045）、
 中小企業事業振興資金融資事業（401,000→363,000千円　▲38,000）、
 坂井市産業フェア事業（▲11,500千円　皆減）、観光ビジョン戦略事業（36,200→35,105千円 ▲1,095）、
 観光施設維持管理事業（27,166→51,499千円　＋24,333）、ゆあぽ～と管理運営事業（78,523→39,233千円　▲39,290）

土 木 費 2,341,976 2,849,347 △ 507,371 △ 17.8

 三国駅周辺整備事業（28,632→19,768千円　▲8,864）、新幹線対策事業（208,052→66,545千円　▲141,507）、
 末政・随応寺線道路改良事業（200,500→10,500千円　▲190,000）、
 宮領北部線道路改良事業（81,000→120,500千円　＋39,500）、
 上安田３号線道路改良事業（114,500→3,700千円　▲77,500）、
 沖布目森田線道路改良事業（150,000→60,500千円　▲89,500）

消 防 費 1,504,557 1,472,235 32,322 2.2  嶺北消防組合負担金（1,423,099→1,459,526千円　＋36,427）

教 育 費 4,788,618 4,164,061 624,557 15.0
 小学校施設整備事業（402,102→178,900千円 ▲223,202）、
 学校給食施設建設事業（804→1,274,648千円　＋1,273,844）、 国体推進事業（▲385,682千円　皆減）、
 丸岡城国宝化推進事業（13,899→32,586千円　＋18,687）

公 債 費 3,667,418 3,524,715 142,703 4.0  元金（3,229,048→3,378,664千円　＋149,616）、 利子（294,667→287,754千円　▲6,913）

諸 支 出 金 605,890 307,581 298,309 97.0  寄附市民参画基金（301,004→601,404千円　＋300,400）

予 備 費 10,000 10,000 0 0.0

歳出合計 44,080,000 38,223,000 5,857,000 15.3

歳
　
出

款
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（★：新規　☆：拡充） 【重点施策事業における新規事業　2件［合計金額 9,652千円］、拡充事業　9件［合計金額 1,034,995千円］】 （単位：千円）

担当課 予算額
説明

資料Ｐ
担当課 予算額

説明
資料Ｐ

企画情報課 266,544 30 ★ 環境推進課 1,780 193

企画情報課 470,102 32 環境推進課 750 195

シティセールス推進課 27,508 42 環境推進課 964,873 196

まちづくり推進課 3,971 45 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

☆ まちづくり推進課 853,458 49 社会福祉課 12,000 65

庁舎整備推進室 1,397,246 61 ☆ 社会福祉課 20,542 76

担当課 予算額
説明

資料Ｐ ☆ 社会福祉課 563 82

建設課 10,500 207 健康長寿課 1,837 93

建設課 120,500 208 子育て支援課 109,662 108

建設課 60,500 209 ☆ 子育て支援課 2,100 114

高速交通対策室 66,545 210 ☆ 福祉総合相談室 48,465 124

担当課 予算額
説明

資料Ｐ
担当課 予算額

説明
資料Ｐ

☆ 企画情報課 9,091 34 教育総務課 178,900 212

農業振興課 708,450 133 ☆ 学校教育課 92,178 215

農業振興課 166,226 135 学校教育課 1,274,648 224

農業振興課 3,567,285 159 ★ 文化課 7,872 240

農業振興課 389,000 160 丸岡城国宝化推進室 21,934 242

☆ 観光産業課 3,098 180 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

担当課 予算額
説明

資料Ｐ 観光産業課 35,105 183

☆ 安全対策課 5,500 21 観光産業課 6,325 183

都市計画課 19,768 200 観光産業課 9,647 184

建設課 100,500 206 観光産業課 878 184

建設課 37,000 208

３．総合計画の重点施策予算

１．住民とともに育むまちづくり ５．美しい自然と共生するまちづくり

寄附市民参画事業 動物保護・愛護事業

丸岡地区活性化事業[丸岡バスターミナル周辺整備] 電気自動車充電設備設置補助金

シティセールス事業［地域資源と連携・交流を活かした情報発信事業等］ 一般廃棄物収集処理事業

協働のまちづくり事業[まちづくりカレッジ運営等] ６．誰もが笑顔で暮らせるまちづくり

コミュニティセンター施設整備事業［改修工事費等］ 社会福祉総務事業[地域力強化推進事業]

庁舎等施設整備事業 相談支援事業[基幹相談支援センター設置]

２．多様な都市活動を支えるまちづくり 理解促進研修・啓発事業

末政・随応寺線道路改良事業[継続事業] 認知症対策事業[認知症施策推進事業]

宮領北部線道路改良事業[継続事業] 多子世帯子育て支援事業

沖布目森田線道路改良事業[継続事業] ひとり親家庭児童学習支援事業

新幹線対策事業 生活困窮者自立支援事業[家計改善支援･健康管理支援]

３．地域の活力を創造するまちづくり ７．生涯を通じて学び・育つまちづくり

地方創生推進事業[移住就職支援事業] 小学校施設整備事業[春江小学校大規模改造工事等]

強い農業づくり事業[乾燥調製貯蔵施設建設事業補助] 学校・学級運営支援事業

産地パワーアップ事業[連棟ハウス整備事業補助] 学校給食施設建設事業［三国学校給食センター建設事業］

国営かんがい排水事業 文化財保存管理事業[地域計画作成事業]

坂井地域交流センター管理運営事業[いねす増築工事] 丸岡城国宝化推進事業[丸岡城天守耐震診断]

UＩＪターン雇用促進事業 ８．地域全体でもてなすまちづくり

４．安全で快適な暮らしを支えるまちづくり 観光ビジョン戦略事業

安全・安心まちづくり事業[防犯カメラ設置] 周遊・滞在型観光推進事業

三国駅周辺整備事業 越前加賀インバウンド推進事業

橋りょう長寿命化事業 北前船日本遺産活用推進事業

上安田３号線道路改良事業[継続事業]
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河川クリーンキャンペーン実施について 

 

 

１ 事業名  河川クリーンキャンペーン 

 

２ 目 的   坂井市では、以前より、河口部や海岸線への漂流・漂着ごみが問題にな

っており、水質や生態系への影響が懸念されるなか、そのほとんどは陸域

から河川を経て流れ着くものが多いことが分かっています。 

そこで、地域を流れる河川の清掃を市内一斉に行うことで、地域環境の 

保全や美化意識の醸成および地域連携の強化を図るとともに、流域全体を

視野に入れた活動を通して、自然豊かな市内の水辺環境を確実に将来に引

き継ぐことを目的として実施します。 

 

３ 日 時  平成３１年３月３日（日） 午前８時から午前１０時まで 

 

４ 場 所  居住地の近くを流れる河川 

※４河川（竹田川、兵庫川、磯部川、田島川）を中心に呼びかけを行うが、地域に密

着した河川が他にある場合は限定しない。近隣用排水路も可。 

※居住地に河川がないため清掃場所の選定が困難である場合は、相談のうえ調整する。 

 

5 その他  ・区単位での実施を推奨し、事前申請と実績報告をお願いします。 

・必要に応じごみ袋を配布します。 

・当日に限り、市による回収をおこないます。 

 

６ 平成２９年度実績 

  参加地区数 燃えるゴミ袋 燃やせないゴミ袋 人数 

三国 14 382 157 375 

丸岡 10 49 27 193 

春江 17 203 187 370 

坂井 18 640 205 429 

合計 59 1,274 576 1,367 

 

 

 

＜担当課：産業環境部環境推進課 ℡50-3032＞ 

資料№４ 


