
【令和４年１０月】坂井市長定例記者会見 
 

日時 令和４年 10月５日(水) 10:00～ 

会場 本庁 ３階 災害対策本部室 

 

１． 報告事項 

 1) 「ワールドマスターズゲームズ ディスクゴルフ大会」参加者募集について ・・・・・・・ 資料 No.1  

 2) 「打ち手会議」の市長出演について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.2  

 3) 「品川区＆坂井市交流ツアー」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.3  

 4) 「百口城主 御成りツアー」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.4  

 5) 歴史的風致維持向上計画策定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.5  

6) 大関クリーン隊×大関キッズクリーン隊 合同企画 

「SDGｓ啓発チラシコンテスト」作品展示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.6  

7) 結婚サポート「colorful婚活 BBQ」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.７  

 ８) 「第 17回坂井市民文化祭」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.８  

９) 「第 15回古城マラソン大会」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 No.９  

 

２． 今後の主なイベント・行事等 

・さかい未来創造座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他 

10月 8日 (土) 10：00～  さかい米フェス （～9日）                   【ゆりの里公園】 

8日 (土) 10：00～  古城まつり （～9日）             【丸岡城・ふれあい広場周辺】 

    10日 (月) 10：00～  坂井市健康食育フェスタ・坂井市民スポーツ祭    【春江体育館周辺】 

15日 (土) 10：00～  福井オープンディスクゴルフトーナメント       【坂井海浜自然公園】 

16日 (日) 12：00～  えちてつ謎解き恋活 ｉｎ三国                【商工会三国支所】 

11月 6日 (日)        カニ漁解禁 

19日 (土)  6：00～  三国湊かに祭り 2022 （～20日）          【三国サンセットビーチ】 

19日 (土) 10：00～  第 2回消費者フェスタ 2022        【坂井地域交流センターいねす】 

 

３． 質疑応答 

10月 5日 (水) 19：00～  【江留上コミセン】 

12日 (水) 19：30～  【兵庫コミセン】 

13日 (木) 19：30～  【竹田コミセン】 

21日 (金) 19：30～  【三国東部コミセン】 

28日 (金) 19：30～  【高椋東部コミセン】 

31日 (月) 19：00～  【春江中コミセン】 

11月 11日 (金) 19：00～  【加戸・公園台コミセン】 

17日 (木) 19：30～  【三国木部コミセン】 

22日 (火) 19：00～  【高椋コミセン】 



ジャパンオープンディスクゴルフ2023について

大会概要

★フレンドシップ大会
令和５年（2023年）5月12日（金）～14日（日）
会場：坂井市海浜自然公園特設コース
※アマチュア対象の気軽に参加できる大会

★プロ大会
令和５年（2023年）5月15日（月）～19日（金）
会場：フクイカントリークラブ特設コース
※国内外のプロ選手が参加する大会

ディスクゴルフの世界大会を坂井市で開催します！

「ワールドマスターズゲームズ2027関西」のオープン
競技として、ディスクゴルフ世界大会「JAPAN OPEN
DISC GOLF 2023」を坂井市で開催します。

資料№１－1

×



ジャパンオープンディスクゴルフ2023について

10月1日(土)より参加者募集開始！

ワールドマスターズゲームズ2021関西
坂井市実行委員会の公式ウェブサイト
にて、10月1日（日本時間正午）より
参加者の募集を開始します。

【公式URL】
https：//www.jo-discgolf-fukui-sakai.jp

【募集期間】
令和4年10月1日(土)～令和5年2月28日(火)

【募集定員】
★フレンドシップ大会総数：104人
（日本人78人・外国人26人）
★プロ大会総数：264人
（日本人36人・外国人228人）
★外国人選手の同伴者が約50人参加予定

大会日程
開催期間：令和５年（2023年）５月１2日（金）～ 同年５月 19 日（金） 

令和５年 

（2023年） 

５月 

フレンドシップ大会 

18ホール（18H×1コース） 

プロ大会 

54ホール（18H×3コース） 

海浜自然公園・休暇村越前三国 

（三国町安島・崎地係） 

フクイカントリークラブ 

（丸岡町野中山王地係） 

１２日（金） 
会場設営（午前） 

公式練習（午後） 
 

１３日（土） 

プロ部門：予選１日目（18H×2Ｒ） 

アマチュア部門①：予選（18H）、 

決勝（9Ｈ）、表彰式 

 

１４日（日） 

プロ部門：予選２日目（18H）、 

決勝（9H）、表彰式 

アマチュア部門②：予選（18H）、 

決勝（9Ｈ）、表彰式 

 

１５日（月）  公式練習（終日） 

１６日（火）  公式練習（終日） 

１７日（水）  予選１日目（18H×１Ｒ） 

１８日（木）  予選２日目（18H×１Ｒ） 

１９日（金）  
準決勝（午前 18H×1Ｒ） 

決勝戦（午後 9H）、表彰式、撤収 

２０日（土）  三国祭参加（山車曳体験） 
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ジャパンオープンディスクゴルフ2023について

プロ大会のコースマップ案（フクイカントリークラブ）

鬼作左コース：全18ホール PAR56 平均距離130ｍ
丸岡城コース：全18ホール PAR58 平均距離134ｍ
仙千代コース：全18ホール PAR59 平均距離139ｍ
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ジャパンオープンディスクゴルフ2023について

参加者に提供する坂井市独自の「おもてなし」

大会期間中は、大会参加者に対して競技会場の内・外で
様々な「おもてなし」を提供します。

事業概要 実施日 

【三国地区有料バスツアー】 

・「雄島」「東尋坊」「三国湊町」を周遊する有料バス

ツアーを実施（参加費10,000円） 

・海外参加選手の同伴者を対象（定員40名） 

5月15日 

【丸岡地区有料バスツアー】 

・「越前竹人形の里」「丸岡城」を周遊する有料バスツ

アーを実施（参加費10,000円） 

・海外参加選手の同伴者を対象（定員40名） 

5月16日 

【和のおもてなし体験ツアー】 

・日本伝統の染物や抹茶点てを体験 

・会場は春江中コミュニティセンター 

・昼食に「和食弁当」を提供 

・海外参加選手の同伴者を対象（定員20名） 

5月18日 

 

【昔ながらの田植え体験ツアー】 

・海外からの参加者と坂井木部まちづくり協議会の会

員や地元の小学生が「田植え」と「餅つき」を行い交

流する。 

・海外参加選手の同伴者を対象（定員20名） 

5月17日 

【競技会場内での各種イベント開催】 

・地域住民や団体との協働により、各種ふるまいやイベ

ント等を開催 

・「鉄砲隊祝砲」「太鼓演奏」「戦国武将の仮装」 

「浴衣で縁日体験」「ご当地スイーツふるまい」 

「地酒の試飲」「焼き鳥」「ごんぼ汁」 

「おにぎり」「餅つき体験」「そば打ち実演」 

5月15日～19日 

【物産販売】 

・競技会場内で坂井市の物産を販売 

「地酒」「五月ヶ瀬」等 

5月18日・19日 

【三国祭山車曳体験】 

・地域住民と三国祭に参加し「山車曳」を体験 

・参加選手及び同伴者を対象（定員70名） 

5月20日 

 

参加賞の「法被」

三国祭山車曳体験競技会場内でのふるまいや体験

競技会場外での市民との交流

小学生と田植え体験
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「 打ち手会議 」池田市長出演

Facebookライブ＆YouTubeライブ 同時配信

【配信日時】 【収録場所】

10月19日(水) CIC東京スタジオ

15：15～15：45 （東京虎ノ門）

資料№２

【概要】

市政についての課題、それについての「打ち手」を対談形式で行います。

市独自のプロデュース事業についてシティプロモーションとして番組出演します。



品川区＆坂井市交流ツアー
連携都市である品川区が「特別区全国連携プロジェクト」の一環として、
坂井市に２泊３日で訪れる交流ツアーを行います。

【日 時】10月 8日(土)～ 10日(月・祝)

【募集定員】38名 （品川区在住・在勤・在学の方）

【日程表】

1日目 2日目 3日目 .

資料№３

▶三国地区観光
（旧岸名家・旧森田銀行）

▶提灯づくり体験
（三国提灯いとや工房）

▶宿泊
（ちくちくぼんぼん）

▶クラフト体験
（ちくちくぼんぼん）

▶丸岡地区観光
（丸岡城・日本一短い手紙の館）

▶丸岡古城まつり総踊り参加

▶宿泊（ちくちくぼんぼん）

▶東尋坊観光

（東尋坊タワー）

（東尋坊観光遊覧船乗船）



【百口城主】御成りツアー2022

▲令和元年11月開催時の様子
今年度は、約3年ぶりのリアル開催ツアー

（令和2年は中止・令和3年はオンライン開催）

■開催目的

坂井市への愛着を深めていただき、末永く続く関係性

を築くことを目的とする。

開催日 10月８日(土)～９日(日) ２日間

【ツアー内容】

【参加予定者】

「百口城主プロジェクト」支援者 ４組６名

資料№４

10月

8日(土)

きゃっチャリで巡る！丸岡城周辺

丸岡城プロジェクションマッピング
～百口城主特別上映会～

10月

9日(日)

【丸岡古城まつり】甲冑で武者行列参戦！

（一社）丸岡城天守を国宝にする市民の会
丸岡高校生徒との意見交換会



第１回 坂井市歴史まちづくり推進協議会

日時 10月13日(木) 午前10時～

場所 市役所 3F災害対策本部室

資料№＿＿坂井市歴史的風致維持向上計画策定 資料№５-１

推進協議会委員

1 学識経験者 ８名

2 地元代表 ３名

3 県関係 ２名

計画を策定するため、歴史まちづくり推進協議会を開催します。
有識者の方々の意見を聞きながら策定します。



◆坂井市歴史的風致維持向上計画とは・・・

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
（通称：歴史まちづくり法）」第５条に基づく計画

歴史的風致とは・・・
①歴史上価値の高い建造物
②その周辺の市街地
③地域における固有の歴史・伝統を反映した人々の活動

この３つが一体となって形成してきた良好な市街地の環境のこと

坂井市歴史的風致維持向上計画策定 資料№５-2



坂井市歴史的風致維持向上計画策定

◆目的
・三国祭に代表される数多くの坂井市固有の歴史及び伝統ある人々の活動と、
東尋坊、丸岡城、三国湊といった歴史的価値の高い文化財周辺のまちの環境を守り育て、
次世代へと継承していくための計画

・文部科学省、農林水産省、国土交通省からの認定を受ける計画

→認定を受ければ、福井県初
（令和４年３月２５日現在、８７都市が認定を受けている）
令和６年３月までに認定予定
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坂井市歴史的風致維持向上計画策定

◆メリット・・・国からの様々な支援を受けることができる

①街なみ環境整備事業 ②都市公園事業 ③都市再生整備計画事業

公共施設の整備や電線の
地中化等、良好な街なみ
の維持・再生の支援を受
けることができる事業。
歴史的風致形成建造物の
買取、移設、修理・復元
も補助対象となる

歴史的資産の保存・活用
に資する都市公園の整備
支援を受けることができ
る事業。古墳、城跡等の
遺跡やこれらを復元した
もので歴史上価値が高い
ものも補助対象となる

地域の歴委・文化等の
特性を活かした個性あ
ふれるまちづくりに対
し、総合的に支援され
る。交付率が４０％→
４５％に嵩上げ。また、
土塁・堀跡の整備も補
助対象となる。

※下線部分が、歴史的風致維持向上計画策定
により、受けられる支援措置

国土交通省のHPより引用
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坂井市歴史的風致維持向上計画策定

◆メリット・・・国からの様々な支援を受けることができる

④景観改善推進事業 ⑤歴史的観光資源
高質化支援事業

⑥Ｌｉｖｉｎｇ Ｈｉｓｔｏｒｙ事業

外部専門家登用や、コー
ディネート活動に対する支
援、また、景観規制上既存
不適合となる建築物への是
正措置に対する支援を受け
ることが可能。

歴史的なまちなみを阻害
する建築物・空地等の美
装化・緑化、除去、伝統
的なデザインの新築建築
物の外観修景も補助対象
として追加。

文化財に新たな付加価値
を付け、より魅力的なも
のとする取組に対して支
援を受けることが可能で
あり、補助率が５％加算
される。

国土交通省のHPより引用
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大関キッズクリーン隊による
「SDGs啓発チラシコンテスト」作品展示について

【取り組み活動発表会】

環境保護の活動紹介を発表します

【発表日時】

10月25日(火) 午前11時～

大関クリーン隊×大関キッズクリーン隊合同企画
(協力：大関コミュニティセンター)

【概要】

「ごみゼロのまち大関」を目指そうと「SDGs啓発チラシコンテスト」を開催。

地元の児童生徒から９６点の作品応募があり、その作品を市役所内に展示する。

【展示期間】10月17日(月)～ 10月28日(金)

【展示場所】坂井市役所１階アトリウム
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結婚サポート「colorful婚活BBQ」

＜内 容＞ 竹田の自然の中でBBQを楽しみながら、新しい出会いが生まれる。
女性のための「女子力ＵＰ colorfulセミナー」も同時開催。
独身女性を大募集します。

＜募集要領＞

【日 時】 10月30日（日）

【集 合】 ９時 / 坂井市役所（バスで送迎）

【会 場】 ちくちくぼんぼん

【参加条件】２０代～３０代の独身女性

【参加費】 ２,０００円

【申込締切】10月24日（月）

【申込方法】 申請フォーム

（チラシ掲載のQRコード）
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マスクで輝く目元メイク ＆

あなたを輝かせる魔法のカラーを

学びます★*

雑誌、CM、TV、映画のヘアメイクを

担当したメイクアップアーティストを

講師に迎え、パーソナルカラーを学ぶ

同時開催







未来へ…はばたく坂井の文化 資料№８令和４年度

第17回

三 国 丸 岡 春 江 坂 井

作品
展示

11月5日
(土)

13：00～17：00 13：00～17：00 13：00～17：00 13：00～17：00

11月6日
(日)

9：00～16：30 9：00～16：30 9：00～16：30 9：00～16：30

会 場 三国体育館 高椋コミセン
春江体育館
ハートピア春江

坂井屋内
スポーツセンター

芸能
発表

11月5日
(土)

－ 13：00～17：00 － －

11月6日
(日)

9：00～16：30 10：00～16：00 9：30～16：30 13：00～16：30

会 場 みくに未来ホール
たかむく
古城ホール

ハートピア春江
地域交流センター

いねす

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部の支部でお茶席を中止いたします。
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11/6 (日)「第15回坂井市古城マラソン」

【1】交通規制にご協力ください

規制時間 ７時～12時

※ 場所により規制時間が異なります

【2】来場者制限にご協力ください

「感染防止対策」

・沿道で応援される際はマスクの着用
・人との距離を空ける

「入場制限」

・ふれあい広場への入場は県からの
指標に基づき、参加者以外の入場を
制限します
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