
【令和４年１１月】坂井市長定例記者会見 
 

日時 令和４年 11月 22日(火) 10:00～ 

会場 本庁 ３階 災害対策本部室 

 

１．市政報告 

(１) 令和４年第６回(12月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 11月 25日(金) ～ 12月 19日(水) 25日間 

○ 提出議案  20件 (予算議案５件、条例議案８件、一般議案７件) 

  【資料】 

① 令和４年第 6回(12月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧・・・・・・資料 No.１ 

② 令和４年度 12月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

 

 

（２）ソフトバンク株式会社本社 社員試食会について・・・・・・・・・・・資料 No.３  

 

（３）マイナンバーカード出張申請サポートについて ・・・・・・・・・・・資料 No.４  

 

（４）高橋愛さん×坂井市 ふるさと納税コラボ企画  

ブランド sakaaiの「返礼品のお渡し会」について・・・・・・・・・・資料 No.５  

 

（５）吉川 壽一氏 企画展「行こうよ コミセン」について ・・・・・・・・資料 No.６  

 

（６）令和４年度 道路除雪計画概要について・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.７  

 

（７）特別展示「帯の幅ほどある街で  

～三国祭の「山車蔵」の点在性を活かした街づくりの提案～」 ・・・・・資料 No.８  

 

（８）「ゆるスポ婚活イベント」募集  

新婚世帯応援事業～新婚ハピネス応援券～受付締切について・・・・・・資料 No.９  

 

（９）歴史と文化を活かした観光まちづくり 

磯田道史氏 講演会「城のまちで家康と本多家を語る」について ・・・・資料 No.10  

 

（10）「坂井市文化財保存活用地域計画」認定記念講演会について ・・・・・・資料 No.11  

 

（11）オンデマンド型交通の市全域運行について・・・・・・・・・・・・・・資料 No.12  

 

（12）九頭竜川河口部清掃活動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.13  



 

２．11、12、1月の主な行事等 

(１) 議会日程 

11月 25日 

12月 5日 

6日 

7日 

9日 

12日 

13日 

19日 

(金) 10:00～ 本会議 （所信表明、議案説明、質疑、委員会付託） 

(月) 10:00～ 本会議 (代表質問) 

(火) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(水) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(金) 10:00～ 常任委員会 (産業建設常任委員会) 

(火) 10:00～ 常任委員会 (教育民生常任委員会) 

(水) 10:00～ 常任委員会 (総務常任委員会) 

（月）  10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決) 

(２)その他 

11月 26 日 (土) 10:00～  新そばまつり   【丸岡バスターミナル交流センター】 

12月 22 日 (木) 16：00～ 丸岡高校サッカー部激励会  【市役所多目的大ホール】 

令和 5 年 

1 月 18日 

 

(水) 19:00～ 夏井いつき講演会          【ハートピア春江】 

 

３．質疑応答 





資料 №１

議　案 件　　　　　　　名 担当課

議案第４１号 令和４年度坂井市一般会計補正予算（第５号）
財政課
各所管課

議案第４２号 令和４年度坂井市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 保険年金課

議案第４３号 令和４年度坂井市水道事業会計補正予算（第１号） 上下水道課

議案第４４号 令和４年度坂井市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 上下水道課

議案第４５号 令和４年度坂井市病院事業会計補正予算（第１号） 三国病院

議案第４６号 坂井地区広域連合規約の変更について 総務課

議案第４７号 指定管理者の指定(ＪＲ春江駅駐車場ほか２施設)について 監理課

議案第４８号 指定管理者の指定(坂井市赤坂聖苑)について 市民生活課

議案第４９号 指定管理者の指定(坂井市ゆりの里公園)について 農業振興課

令和４年第６回(１２月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧



議案第５０号 指定管理者の指定(坂井市坂井地域交流センター)について 農業振興課

議案第５１号 指定管理者の指定(旧森田銀行本店ほか２施設)について 観光交流課

議案第５２号 指定管理者の指定の期間の変更について 観光交流課

議案第５３号
坂井市一般職の職員の給与に関する条例及び坂井市一般職の任期付職員の採
用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５４号
坂井市特別職の職員の給与及び旅費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５５号
坂井市教育委員会教育長の給与及び勤務時間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５６号 坂井市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例について 職員課

議案第５７号 坂井市手数料条例の一部を改正する条例について 市民生活課

議案第５８号 坂井市営特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について 都市計画課

議案第５９号 坂井市みくに龍翔館条例の一部を改正する条例について 文化課

議案第６０号 坂井市立三国病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例について 三国病院



令和４年度

令和４年11月22日

１２月補正予算案

坂井市

補正予算案のポイント

● 新型コロナウイルス感染症対策、物価高騰等対策で 市民や市内事業者の
経済的負担を軽減する

❸ エネルギー・物価価格高騰への対応

❶ もっと×2カイモン！坂井市キャンペーン事業

資料№２

❷ 水道料金の基本料金を２ヶ月分減免



会計
令和４年度 令和３年度

12月現計②
増減
(①－②)

伸び率
補正前 12月補正 補正後①

一般会計 42,755,506 948,725 43,704,231 44,369,200 △664,969 △1.4

特別会計 9,391,866 1,360 9,393,226 8,977,942 415,284 4.6

国民健康保険 8,083,166 1,360 8,084,526 7,858,713 225,813 2.9

後期高齢者医療 1,308,700 1,308,700 1,119,229 189,471 16.9

企業会計 10,192,800 16,529 10,209,329 10,221,484 △12,155 △0.1

水道事業 2,399,700 △2,600 2,397,100 2,418,589 △21,489 △0.9

公共下水道事業 5,170,000 200 5,170,200 5,174,485 △4,285 △0.1

農業集落排水事業 50,400 50,400 48,875 1,525 3.1

病院事業 2,572,700 18,929 2,591,629 2,579,535 12,094 △0.5

計 62,340,172 966,614 63,306,786 63,568,626 △261,840 △0.4

補正予算の概要

会計別予算総括
（単位：千円、％）

※ 企業会計の補正前額は、収益的支出と資本的支出の合計



自主財源 （単位：千円）

寄附金 650

繰入金 8,000

繰越金 406,648

諸収入 18,204

合計 433,502

一般会計補正予算の内訳

■補正の主な財源

依存財源 （単位：千円）

国庫支出金 366,215

県支出金 101,908

市債 47,100

合計 515,223

補正予算の概要

■地方創生臨時交付金の状況

令和4年度
交付決定分

（単位：千円）

交付限度額 897,493

既予算計上額 659,000

今回補正
予算計上額

238,493

差引残額 0



10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

商業
振興
組合

カイモン
キャンペーン

PayPay
PayPay

キャンペーン

カイモン
加盟店

PayPay
登録店

産業政策部商工労政興課

➊ １億７千万円

市商業振興組合が「歳末カイモンキャンペーン」として「カイモンポイント最大10倍キャンペーン」
を実施。さらに、市商業振興組合と電子決済事業者と市が連携し、
10％還元 ＋クーポン券10％還元を合わせた「初売りキャンペーン」を行い、期間中、
「カイモンポイント5倍」とし、
①市民生活の応援、②カイモンカードの普及・加盟店の拡大、③地元経済の活性化を図る。

カイモンキャンペーン事業 × キャッシュレスキャンペーン事業

「もっと×2カイモン！坂井市キャンペーン」事業

ポイント５倍

10/1～31

クーポン

10/1～31

PayPay10％

10/1～31

ポイント10倍

12/1～31

ポイント５倍

1/5～2/12

クーポン10％

1/5～2/12

PayPay10％

1/5～2/12



産業政策部商工労政興課

➊ １億７千万円

【市商業振興組合：対象店舗 154店舗（R4.10.1時点）】

▶①年末大売出し「カイモンポイント10倍」
期 間 令和４年12月1日（木）～12月31日（土）
詳細内容 ・カイモンポイント10％付与（9％分は市補助）

〇大抽選会 令和5年1月15日（日）市内４会場
・お買い物500円で補助券１枚進呈。
補助券10枚で1回抽選できる「ガラガラ抽選会」

▶②初売り「カイモンポイント５倍」
期 間 令和5年1月5日（木）～2月12日（日）
詳細内容 カイモンポイント５％付与（4％分は市補助）

▶③生活応援キャンペーン「ポイントdeカイモン」
ﾎﾟｲﾝﾄ交換 令和5年2月13日（月）～2月28日（火）予定
詳細内容 カイモンポイント400㌽で、

カイモンカード加盟店で利用できる500円分の「プレミアムお買い物券」と交換

カイモンキャンペーン事業 × キャッシュレスキャンペーン事業

「もっと×2カイモン！坂井市キャンペーン」事業



産業政策部商工労政興課

➊ １億７千万円
カイモンキャンペーン事業 × キャッシュレスキャンペーン事業

「もっと×2カイモン！坂井市キャンペーン」事業

【PayPay株式会社】

▶④第５弾キャッシュレスキャンペーン
期 間 令和5年1月5日（木）～2月12日（日）

対象店舗 1,177店舗（R4.10.1登録店舗）

詳細内容 最大10％相当のPayPayポイント付与
（付与上限：2,000円／回・10,000円／期間中１人当）

▶⑤PayPayクーポン活用で10％付与（第3弾）

期 間 令和5年1月5日（木）～2月12日（日）

対象店舗 115店舗（R4.10.1登録店舗）

詳細内容 PayPayｸｰﾎﾟﾝ取得で最大10％相当のPayPayﾎﾟｲﾝﾄ付与
（付与上限：2,000円／回・10,000円／期間中１人当）



【概要】

◆対 象 全使用者（※公共施設は除く）。

◆減免期間 令和４年１２月および令和５年１月に使用した分
（令和５年２月請求分および３月請求分）

※減免についての申請は特に必要ありません。

資料№＿＿

【目的】

新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で、原油価格、物価高騰等の

影響を受けている市民や市内事業者の経済的負担を軽減するため、

水道料金（基本料金）の2か月間を減免する。

❷ 水道料金の基本料金を2か月分減免
建設部上下水道課

7,991万7千円



❸ エネルギー・物価価格高騰への対応 1億2,980万4千円

◆エネルギー（燃料費、電気料金）価格高騰への支援 施設数 補正額 所管課

指定管理者管理施設
温泉施設、スポーツ施設（体育館、プール）
文化施設（ﾊｰﾄﾋﾟｱ、市民ｾﾝﾀｰ）、斎場 ほか

48 施設 41,000千円 財政課

障害福祉サービス事業所 相談支援施設、介護・就労・児童等の通所施設等 110事業所 7,385千円 社会福祉課

介護サービス事業所等 訪問介護、通所介護施設、介護老人入所施設等 135事業所 28,099千円 高齢福祉課

庁舎管理事務事業 本庁、支所 9,900千円 監理課

幼保園等管理運営事業 市内公立保育園 16 園 5,000千円 保育課

私立保育所運営支援事業 市内私立保育所等 17 園 6,075千円 保育課

児童館管理運営事業 市内児童館 12 施設 450千円 保育課

小中学校管理事業 小学校 19校、中学校 5校 9,000千円 教育総務課

学校給食管理事業 三国給食センター、春江坂井給食センター 11,900千円 給食ｾﾝﾀｰ

みくに龍翔館管理運営事業 6,000千円 みくに龍翔館

◆物価価格高騰への支援 施設数 補正額 所管課

水産業経営支援事業 漁業用資材（魚箱、氷） 3漁業組合 1,650千円 林業水産振興課



・知事・県議会議員選挙事業（11,362千円）
県支出金 9,579千円

・令和5年4月22日任期満了を迎える知事及び県議会議員選挙の準備に係る経費

・地方創生推進事業（5,300千円）

・障害児通所支援事業（38,686千円）

国庫支出金 3,100千円

・ワークブースを庁内に配置し、

WEB会議や研修、相談業務などの打合せに活用

・ワークブース購入設置費および電源工事費

県支出金 9,671千円

国庫支出金 19,343千円

・障害特性に応じた専門的な支援サービスを利用する障害児の増加

啓発用消耗品、投票所入場券印刷費など

・債務負担行為 令和5年度 8,392千円 （ポスター掲示場設置撤去委託料など）

放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援など

イメージ



県支出金 9,579千円

・国・県への返還金

・災害復旧事業（10,500千円）

県支出金 9,671千円

・生活困窮者自立支援事業 ほか9事業（131,925千円）

生活困窮者自立支援事業 2,015千円

生活保護事業 9,667千円

心身障害者福祉事務事業 10,297千円

病児・病後児保育事業 2,964千円

子育て世帯生活支援特別給付
金支給事業

6,136千円

児童手当支給事業 3,038千円

母子家庭等自立支援給付事業 1,316千円

幼保園等管理運営事業 3,195千円

施設型給付費負担金 91,065千円

幼児教育・保育無償化事業 2,232千円

市債 9,400千円

・８月豪雨で被災した、九頭竜川鳴鹿土地改良区が管理する除塵機の復旧費用の一部を負担

・負担割合 国65％ 県30％ 関連市町5％×受益面積割合（坂井市＝69.688％）

・シティセールス事業（9,500千円）

・東京戸越銀座にある坂井市アンテナショップの再開に向けた運営準備にかかる経費

繰入金 8,000千円



県支出金 9,579千円

・県が行う道路、河川事業等についての負担金

・県営事業負担金（49,946千円）

県支出金 42,899千円

国庫支出金 85,800千円

県支出金 9,671千円

国庫支出金 19,343千円

県営事業地元負担金

公共急傾斜地崩壊対策事業 三国町米ケ脇地係 2,130千円

公共雪寒地域道路工事 福井金津線、栃神谷鳴鹿森田線 ほか 28,273千円

県単河川局部改良事業 坂井町御油田地係 2,004千円

県単雪寒道路整備事業 南横地芦原線、勝山丸岡線 4,200千円

県単道路改良事業 三国丸岡停車場、三国金津線 ほか 12,280千円

県単急傾斜地崩壊防止施設改修事業 三国町梶地係 640千円

道路消雪設備維持管理負担金

道路消雪設備維持管理負担金 419千円

・みくに龍翔館管理運営事業（1,500千円）

・館名変更に伴う道路看板等の標記変更にかかる工事費

市債 28,800千円



・感染症対策のためのトイレ改修等事業（17,850千円）

施設名 補正額

春江保健センター 5,500千円

たけくらべ広場 3,900千円

霞ケ城公園

4,500千円
一本田公園

中元公園

春江防災公園

丸岡フィットネスセンター 3,000千円

ハートピア春江 500千円

出世山古墳公園 450千円

・感染症対策のための改修等にかかる経費（洋式化、乾式化）

国庫支出金 10,800千円



▶開催日時

12月14日(水)～16日(金) 3日間

＊ﾗﾝﾁﾒﾆｭｰ＊ 11：00 ～ 14：30

16日は、11:00～14:30まで物販・PR実施

資料№３

本市の連携協定事業者である
ソフトバンク㈱ 本社にて
坂井市産の食材を使った
メニューを提供します！

▶開催場所

ソフトバンク㈱ 竹芝本社

東京都港区湾岸1-7-1 30階

ソフトバンク社員食堂「カフェシバ」



【坂井市立三国病院での出張申請受付サービス】

◆日時：令和４年 12 月２日(金)～ 12 月７日(水)

8：30～11：30 ※土日は除く

資料№＿＿坂井市マイナンバーカード取得促進事業
生活環境部市民生活課

【コミセン 及び本庁・支所におけるカード申請・マイナポイント申込サポート】

◆日程：別添のとおり

【各区へのカード出張申請受付サービス】

◆5人以上の希望者がある場合

【会議・研修会・イベント等における出張申請受付サービス】

◆各種団体等の会議・研修会・イベント等で、その場で申請、受付を実施

※新型コロナウイルス感染症拡大により中止となる場合があります

病院での
一般向け実施は

県内初

・ ・ ・

資料№４

📞0776-50-3035
坂井市役所市民生活課
マイナンバーカード窓口



【11月】 【12月】

場所 日にち 場所 日にち

　江留上コミセン 11月22日(火) 9:00 ～ 11:30 　三国東部コミセン 12月1日(木) 9:00 ～ 11:30

★ゆりの里ユリーム春江

　 （ゆりの里DEかぞくデイ）
11月23日(水) 10:00 ～ 16:00 　高椋コミセン 12月4日(日) 9:00 ～ 11:30

★ピアゴ丸岡店 11月26日(土) 10:00 ～ 13:00 　浜四郷コミセン 12月6日(火) 9:00 ～ 11:30

　坂井市役所本庁 11月27日(日) 8:40 ～ 12:00 　新保コミセン 12月7日(水) 9:00 ～ 11:30

　三国コミセン 11月27日(日) 9:00 ～ 11:30 　大関コミセン 12月8日(木) 9:00 ～ 11:30

　雄島コミセン 11月29日(火) 9:00 ～ 11:30 ★みくにショッピングワールドイーザ 12月10日(土) 10:00 ～ 13:00

　丸岡城のまちコミセン 11月30日(水) 9:00 ～ 11:30 　春江中コミセン 12月11日(日) 9:00 ～ 11:30

　春江東コミセン 12月13日(火) 9:00 ～ 11:30

　磯部コミセン 12月14日(水) 9:00 ～ 11:30

　春江西コミセン 12月20日(火) 9:00 ～ 11:30

　坂井木部コミセン 12月21日(水) 9:00 ～ 11:30

受付時間 受付時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※コミセンは、コミニュティセンターの略）

【12月末までの出張申請サポート予定】

★はカード申請のみ
市役所本庁・支所、上記日程のコミセンでは、
保険証利用登録やマイナポイントの申込サポートも実施しています。



坂井市ふるさと納税コラボ企画

高橋愛さん×福井県坂井市 ふるさと納税コラボブランド sakaai

シルク100％ kawaiiマスク
オパールモーブ or ナチュラルベージュ
寄附額：10,000円

シルク100％ kakkoiiマスク
ノイヤー or アールブルー
寄附額：10,000 円

シルク100％ kireiiツイリースカーフ
寄附額：17,000円

申込期限
2022年11月27日

資料№５

2022年12月4日 日



資料№６迎春 行こうよコミセン!! 吉川壽一氏 企画展

◆特典１ スタンプラリー

市内１０カ所のコミセンで干支である「卯」のスタンプを

押してもらい、色や形の異なる5つのスタンプを集めると、
吉川壽一氏揮毫の”夢”の文字が表現された、

「オリジナル御朱印帳」を抽選で２00名にプレゼントします。

オリジナル御朱印帳は、丸岡産の伝統的織物であしらい、
筆先まで忠実に再現させた織の技術の高さがうかがえる
唯一無二の品となっています。

◆特典２ オンデマンド型交通の体験

1月より開始されるオンデマンド型交通の周知や利用促進を兼ね、

乗り合いタクシーを利用して訪れた場合、乗車料金が無料になります。
（※ 事前申し込みが必要です）

この機会に、登録▶予約▶利用 までの流れをご体験いただきます。

※御朱印帳イメージ



◆目的 SYOING ARTIST 吉川壽一氏 とのコラボレーション企画展を、

身近にあるコミュニティセンター（コミセン）にて開催します。
普段、美術館に足を運ぶ機会の少ない高齢者や子どもたちにも、
世界的に有名な書道作品にふれることができます。
また、コミセン内のカフェコーナーへ展示しますので、お茶を飲みながら、

ゆったりとした時間を過ごしていただきます。

資料№６迎春 行こうよコミセン!! 吉川壽一氏 企画展

◆実施期間

令和５年１月４日（水）～２月２８日（火）
※祝日・第３日曜日は休館日のため開催していません

午前８時３０分～午後５時００分

◆実施コミュニティセンター 全１０館

三国地区：三国・雄島 丸岡地区：磯部・高椋東部・竹田

春江地区：春江中・大石 坂井地区：東十郷・大関・兵庫 ※イメージ



令和４年度 道路除雪計画概要

◎除雪車体制

◎除雪体制の「警戒体制」への移行基準

資料№７

従 来
引き下げ

令和４年度～

積雪量 50 ㎝ 積雪量 40㎝

令和２年度 令和３年度 令和４年度

委託業者 93社 99社 104社

貸与除雪車 67台 68台 72台

借上げ除雪車 97台 120台 127台

小型除雪車（歩道） 11台 11台 11台



特別展示「帯の幅ほどある街で ～三国祭の
『山車蔵』の点在性を活かした街づくりの提案～」

【会 場】三国コミュニティセンター 展示ギャラリー
【期 間】令和４年１２月２日（金）～令和５年１月５日（木）
【その他】三国祭期間に公開しましたが、好評のため再度展示します

大阪大学大学院の岸本晃司さん（三国町出身）が製作した、
三国祭の「山車蔵」をテーマにした卒業設計を再度展示します。

資料№８

▲前回展示 ▲前回展示▲岸本 晃司さん



ゆるスポ婚活

＜内 容＞誰でも気軽に楽しめる「ゆるスポーツ」を
体験しながら、独身男女の出会いの機会を
提供します。

＜募集要領＞

【日 時】 12月４日(日)９時３０分開始

【会 場】 坂井体育館

【募集人数・参加対象】 男女各１５名程度

男性：20～40代で坂井市在住もしくは在勤の独身

女性：20～40代で福井県在住の独身

【参加費】 無料

【申込締切】11月25日(金)

【申込方法】申請フォーム（チラシ掲載のQRｺｰﾄﾞ）

資料№９





日時 12月10日（土）

開演10:00～（開場9:30～）

会場 ハートピア春江 大ホール

その他 無料 事前申込制
先着順 定員に達し次第、受付終了

資料№10

講師 磯田道史 氏

国際日本⽂化研究センター教授。
慶應義塾⼤学⼤学院卒。博士(史学)。
岡山県岡山市出身。
著書に
『武士の家計簿』『殿様の通信簿』
『江⼾の備忘録』『⿓⾺史』
『歴史の愉しみ⽅』『歴史の読み
解き⽅』『天災から日本史を
読みなおす』『日本史の内幕』
など多数。
『無私の日本⼈』（⽂春⽂庫）の⼀編「穀⽥屋⼗三郎」
が2016 年「殿、利息でござる！」として映画化された
近著に『歴史とは靴である』『感染症の日本史』『日本
史を暴く』



坂井市文化財保存活用地域計画認定記念講演会

【概要】

◆日 時 令和４年12月22日（木） 18時～19時30分

◆会 場 坂井市役所多目的棟 3階 大ホール

◆内 容 第1部 認定記念講演
【講演者】西村幸夫氏（國學院大學教授）

第2部 歴史文化を活かしたまちづくり事例報告
【登壇者】雄島地区まちづくり協議会

江留上まちづくり協議会
坂井木部まちづくり協議会

◆定 員 100人（先着順）

◆申込先 文化課（申込期間：12月1日～12月21日）

【目的】 〇⽂化財の保存・活用の理解を深めてもらうこと

〇市民と⽂化財行政の間にあった距離を縮めること

資料№１1

地域計画が令和4年7月に⽂化庁認定を受けたことを記念して講演会を開催する。

▶

西
村
幸
夫
氏



『オンデマンド型交通（乗り合いタクシー）』の導入に向けて
＼コミバス『接続ルート』に代わる新しい交通手段／

好きな
時間に！

市民の声「コミバスは・・・」

「オンデマンド型交通」を導入

予約型の乗合い交通手段です

最適
ルートで！

更に便利な停留所！！

既存停留所 既存のコミュニティバスの停留所

新区内新規停留所 区からの要望を受けた新規停留所

新指定停留所 日常生活に必要な施設（医療機関・買物先）

便数が少ない 運行に時間がかかる

停留所が増える！更にあなたの家の近くに！

病院や

買物先
へ！

オンデマンド型交通手段とは？

安価で！
１人片道

300円（６5歳以上）
※一般500円

乗

車

最適ルートで移動

利用しにくい

【お問い合わせ先】

坂井市 総合政策部 公共交通対策課

TEL：0776-50-3077

Mail：kokyokotsu@city.fukui-sakai.lg.jp

三国 坂井春江

坂井春江 丸岡

運行内容は？

◇

◇午前８時～午後５時（平日）

◇

または

のエリア内の停留所間を運行

◇電話やスマホで簡単予約！

◇帰りも一度に予約可能

◇４人まで乗れます！（定員５人）

停留所２６５カ所

丸岡エリア

春江坂井エリア

三国エリア
停留所１８６カ所

停留所２６３カ所

資料№12



令和５年１月13日(金)から
市全域運行開始します！

『オンデマンド型交通』

利用説明会のご案内

＼ぜひ説明会にお越しください／

資料№12

日 時 会 場

12月2日（金) 14：00～ 春江中 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

7日（水) 14：00～ 高 椋 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

15日（木) 14：00～ 東十郷 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

16日（金) 14：00～ 三 国 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

20日（火) 14：00～ 浜四郷 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

23日（金) 14：00～ 木 部 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

27日（火) 14：00～ 大 石 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

1月11日（水) 10：00～ 高椋東部 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

!

乗り合いタクシー



九頭竜川河口部清掃活動にご参加ください！

■日時 令和4年11月27日(日) ※小雨決行

8時30分 集合

8時40分 清掃活動

10時 終了

■場所 いざき親水公園（三国町新保）

※軍手・ごみ袋はご用意します
■参加 地元地区、関係団体等
■主催 エコネイチャー・さかい、坂井市

背景・目的

九頭竜川の河口部は、嶺北を流れる多くの河川が合流し、
海へ流れ出る地点となっております。
市内外の河川流域や海岸地域の住民と共に清掃することで、
流出ごみの実態の周知および発生抑制の意識を高め、
水辺環境と生態系の保全につなげる。

資料№13

ワケロボくん







磯⽥道史⽒磯⽥道史⽒
「城のまちで家康と本多家を語る」「城のまちで家康と本多家を語る」

坂井市春江町⻄太郎丸 15-22

講師 磯⽥ 道史

歴史と⽂化を活かした観光まちづくり 歴史と⽂化を活かした観光まちづくり 

主催 坂井市・坂井市教育委員会  問い合わせ 坂井市産業政策部観光交流課 0776-50-3152  kankou@city.fukui-sakai.lg.jp

事前申込制。定員に達し次第、受付終了。申し込みは、右の QR コー
ドもしくは、下記の URL からからお申し込みをお願いします。
logo フォーム <https://logoform.jp/form/vZNt/168825>

駐⾞場には限りがあります。なるべく乗り合わせ、または公共交通
機関等をご利⽤ください。

1970 年岡⼭市⽣まれ。慶應義塾⼤
学⼤学院卒。博⼠（史学）。茨城⼤
学助教授、静岡⽂化芸術⼤学教授な
どを経て、現在、国際⽇本⽂化研究
センター教授。著書に『武⼠の家計
簿』（新潮新書、新潮ドキュメント
賞受賞、2010 年映画化）、『近世⼤
名家⾂団の社会構造』（⽂春学藝ライブラリー）、『殿様の通
信簿』（新潮⽂庫）、『江⼾の備忘録』（⽂春⽂庫）、『⿓⾺史』（⽂
春⽂庫）、『⽇本⼈の叡智』（新潮新書）、『歴史の愉しみ⽅』（中
公新書）、『歴史の読み解き⽅』（朝⽇新書）、『天災から⽇本
史を読みなおす』（中公新書）、『⽇本史の内幕』（中公新書）
など多数。『無私の⽇本⼈』（⽂春⽂庫）の⼀編「穀⽥屋⼗三郎」
が 2016 年「殿、利息でござる！」として映画化された。近
著に『歴史とは靴である』（講談社）。『感染症の⽇本史』（⽂
春新書）。『⽇本史を暴く』（中公新書）。

講演会講演会

令和４年令和４年

12⽉10⽇ ⼟
開演 10:00 〜（開場 9:30 〜 )
ハートピア春江 ⼤ホール

logo フォームから⽒名、住所、電話番号、メール
アドレスをご⼊⼒ください。キャンセルの場合は
logo フォームからお願いします。logo フォームへ
のアクセスが難しい場合は、下記お問合せ先まで。

⽇時

会場

住所

事前申込制
参加費無料


