
【令和４年９月】坂井市長定例記者会見 
 

日時 令和４年９月６日(火) 10:00～ 

会場 本庁 ３階 災害対策本部室 

 

１．施政報告 

(１) 令和４第５回(９月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ９月９日(金) ～ 10月４日(水) 26日間 

○ 提出議案 ２０件 (人事議案１件、契約議案２件、財産取得議案２件、 

条例議案１件、報告議案６件、認定議案７件、予算議案１件) 

  【資料】 

① 令和４年第５回(９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９月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

 

 

（２）ふるさと納税「ワンストップ特例」申請の完全オンライン化について・・資料 No.３ 

 

（３）赤ちゃんとつながるオンライン交流会について  ・・・・・・・・・・資料 No.４ 

 

（４）結婚サポート「えちてつ謎解き恋活 in 三国」について ・・・・・・・資料 No.５ 

 

（５）カイモン×ＰａｙＰａｙキャンペーン事業について ・・・・・・・・・資料 No.６ 

 

（６）東尋坊 Sunset 2022について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.７ 

 

（７）手話言語条例制定 3周年記念イベント ・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.８ 

 

（８）第 53回古城まつりについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.９ 

 

（９）坂井市健康食育フェスタ・坂井市民スポーツ祭について ・・・・・・・資料 No.10  

 

（10）第 15回古城マラソン大会の開催について  ・・・・・・・・・・・・・資料 No.11  

 

（11）坂井市×品川区連携協定事業 

「品川区立宮前小学校で坂井市の農家さんによるお米の授業をします！」 

－坂井市産新米を給食の献立に－   ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.12  

 

 

 



２．９、10月の主な行事等 

(１) 議会日程 

９月 ９日 

20日 

21日 

26日 

27日 

28日 

10月 ４日 

(火) 10:00～ 本会議 （所信表明、議案説明、質疑、委員会付託） 

(火) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(水) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(月) 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) 

（火）  10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決) 

(２) さかい未来創造座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) その他 

9月  22日 (木)  9:15～ ストップ地球温暖化対策事業      【加戸小学校】 

   23日 (金) 10:00～ 第５回さかいこどもエコ広場 2022   【ユリーム春江】 

25日 (日) 10:00～ 竹田じょんころカーニバル 2022 【竹田水車ﾒﾛﾃﾞｨｰﾊﾟｰｸ】 

10月 １日 (土）10:00～ Fukui Coffee Festival 2022   【坂井海浜自然公園】 

             （～2日まで） 

２日 (日)  5:30～ FBCリレーマラソン in 芝政 ﾘﾀｰﾝｽﾞ   【芝政ワールド】 

9日 (日) 10:00～ 北陸ヨガフェスタ 2022 in芝政     【芝政ワールド】 

 

３．質疑応答 

9月 6日 (火) 19：00～  【坂井木部コミセン】 

7日 (水) 19：00～  【春江西コミセン】 

16日 (金) 19：30～  【磯部コミセン】 

17日 (土) 19：00～  【東十郷コミセン】 

29日 (木) 19：30～  【新保コミセン】 

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】 



資料 №１

議　案 件　　　　　　　名 担当課

諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課

議案第３４号 愛宕団地５号棟新築工事（建築）請負契約の締結について 都市計画課

議案第３５号 愛宕団地５号棟新築工事（機械）請負契約の締結について 都市計画課

議案第３６号 財産の取得について 建設課

議案第３７号 財産の取得について 建設課

議案第３８号 坂井市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 職員課

報告第３号 公益財団法人坂井市農業振興公社の経営状況の報告について
農業振興課
財政課

報告第４号 公益財団法人坂井市文化振興事業団の経営状況の報告について 文化課
財政課

報告第５号 公益財団法人丸岡文化財団の経営状況の報告について
文化課
財政課

令和４年第５回(９月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧



報告第６号 公益財団法人坂井市スポーツ協会の経営状況の報告について
生涯学習スポーツ課

財政課

報告第７号 令和３年度坂井市健全化判断比率の報告について 財政課

報告第８号 令和３年度坂井市資金不足比率の報告について 財政課

認定第１号 令和３年度坂井市一般会計歳入歳出決算の認定について
会計課
各所管課

認定第２号 令和３年度坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 保険年金課

認定第３号 令和３年度坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 保険年金課

認定第４号 令和３年度坂井市水道事業会計決算の認定について 上下水道課

認定第５号 令和３年度坂井市公共下水道事業会計決算の認定について 上下水道課

認定第６号 令和３年度坂井市農業集落排水事業会計決算の認定について 上下水道課

認定第７号 令和３年度坂井市病院事業会計決算の認定について 三国病院

議案第３９号 令和４年度坂井市一般会計補正予算（第３号）
財政課
各所管課



令和４年度

令和４年９月６日

９月補正予算案

坂井市

補正予算案のポイント

➊ マイナンバーカードの取得促進

❷ コロナ禍の飼料価格の高騰で経済的に厳しい環境におかれている生産者の
負担軽減を図るための対応

❸ 丸岡城天守（重要文化財）の国宝化を目指すため、専門家による調査研究に取り組む

資料№２



会計
令和４年度 令和３年度

９月現計②
増減

(①－②)
伸び率

補正前 ９月補正 補正後①

一般会計 41,557,742 901,563 42,459,305 41,547,800 911,505 2.2

特別会計 9,391,866 0 9,391,866 8,980,622 411,244 4.6

国民健康保険 8,083,166 8,083,166 7,861,993 221,173 2.8

後期高齢者医療 1,308,700 1,308,700 1,118,629 190,071 17.0

企業会計 10,192,800 0 10,192,800 10,227,084 △34,284 △0.3

水道事業 2,399,700 2,399,700 2,424,889 △25,189 △1.0

公共下水道事業 5,170,000 5,170,000 5,173,785 △3,785 △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 2,572,700 2,579,535 △6,835 △0.3

計 61,142,408 901,563 62,043,971 60,755,506 1,288,465 2.1

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 1,500

繰越金 348,134

諸収入 108,215

合計 457,849

一般会計補正予算の内訳

1）補正の主な財源

依存財源 （単位：千円）

国庫支出金 378,190

県支出金 54,124

市債 11,400

合計 443,714

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 681,476

既予算計上額 578,000

今回補正予算計上額 81,000

差引残額 22, 476



【事業詳細】

◆対象者
マイナポイント第2弾終了後、マイナンバーカードを新規申請し、
令和5年2月28日までにカードの交付を受けた市民
（※カード更新、再交付は対象外）

◆配布期間 令和4年10月下旬～令和5年2月28日

◆利用期限 令和5年2月28日まで

【概要】

マイナンバーカード新規申請した方に「市内で使える商品券3,000円分」を配布

資料№＿＿

【目的】

マイナンバーカードの新規交付者に対し、市独自の商品券を配布することで、
カードの更なる取得促進につなげる。

➊ 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

1,341万円



【目的】
畜産経営では、飼料費が生産費の３割～７割を占めるため、飼料価格高騰による
収益悪化への対策として畜産農家に対し緊急的に支援を行う。

【補助対象者】
坂井市内に住所を有する個人 または 法人で畜産を営む者

【支援内容】

配合飼料購入に対する支援 粗飼料購入に対する支援

支 援 額
配合飼料価格安定制度にかかる年間契約
数量の1/2に対し、2,000円/ｔ

令和４年４月１日～９月３０日までの
購入数量 × 17円/㎏

産業政策部農業振興課

❷ 飼料価格高騰緊急対策事業 3,972万円



❸ 丸岡城国宝化推進事業 90万円

教育委員会文化課丸岡城国宝化推進室

【概要】
文化庁の指導等に基づき国宝化に向けての事業を進めていくため、類似した様式

を持つ城や同様な経過をたどる城の建築や、文献専門の調査研究をより充実させる
ためにアドバイザーを配置
【アドバイザーの役割】

丸岡城天守だけでなく城下町について
①文献、絵画資料などの調査研究
②丸岡城に関する情報の発信（調査研究の報告会など）
③今後の調査研究の方向性や取り組みの検討

【研究課題】
・科学的調査により寛永時代と判明したが、古い形式を残している謎の解明
・文献や絵図などの資料により往時の城下町の姿を解明

【アドバイザー（予定）】
３名（吉田 純一 氏、松浦 義則 氏、牧野 行治 氏）



2）補正の主な内容

（単位：千円）

（★は新規事業
☆は一部新規または拡充）

主な事業

☆

☆

★

☆

－

167,690 － －

令和５年度から
令和６年度まで

2,700

債 務 負 担 行 為 期間 限度額

地方創生推進事業
・地域みらい留学補助金（地域みらい留学生に住居費の一部を支援）

県支出金 2,500
・ワールドマスターズゲームズ関西、ディスクゴルフ競技会の開催準備負担金

丸岡城国宝化推進事業
900

ワールドマスターズゲームズ運営事業
5,000

－
・丸岡城の国宝化に向け、建築や文献専門の調査研究アドバイザーを設置

公営住宅ストック総合改善事業
32,000 － －

・新緑ヶ丘団地１、２号棟の給水設備改修工事費

【教育委員会】

【建設部】

【生活環境部】

【産業政策部】

企業立地促進事業
157,868 － －

・事業施設設置費、用地取得費、雇用促進助成金

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 （R3)の確定による返還金

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 （R3）の確定に伴う返還金

個人番号カード等交付事務事業
13,410 国庫支出金

51,353 －

12,500

・飼料価格高騰高騰により深刻な影響を受けている畜産農家への補助

予防接種事業
297,411 国庫支出金 297,411

・４回目接種、オミクロン株対応ワクチンの追加接種の実施

みくに龍翔館管理運営事業
1,750 － －

・リニューアルオープンに向け、館内ミュージアムショップの環境整備

－

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

飼料価格高騰緊急対策事業
39,720 国庫支出金 38,000

【健康福祉部】

社会福祉総務事業

・国の「マイナポイント第２弾」終了後の、取得促進経費（商品券 3千円/人）



ふるさと納税「ワンストップ特例」申請完全オンライン化

寄附者が書類提出を必要とせず、

すべて、スマホ操作で完結する

オンライン申請サービスを開始します。

◆寄附者はスマートフォン上で
ワンストップ特例申請が完結！！

◆寄附者は、面倒だった書類送付
（申請書、本人確認書類等のコピー）

が不要に！！

◆市は、これまでの膨大な書類の
処理作業がオンライン化により
大幅に負担軽減

資料№３



赤ちゃんとつながるオンライン交流会

【内 容】中学生と親子(赤ちゃん・保護者)のいる会場をオンラインで繋ぎ、
生徒が親子の様子を見ながら出産・育児の体験談を聞くなかで、
命の尊さ、親への感謝の気持ち、子育てに対する喜びを感じてもらい、
将来、自身が結婚して親になることを前向きに捉え、
夫婦が互いに協力して子育てに参加する意識の醸成を図る機会とする。

【日 時】丸岡南中学校 ９月２１日(水) 14時25分～15時15分
坂井中学校 ９月２９日(木) 14時05分～14時55分
丸岡中学校 １０月６日(木) 14時25分～15時15分
春江中学校 １０月７日(金) 14時25分～15時15分

【参加者】各校中学３年生全員
おおむね１歳までの赤ちゃんとその保護者

【場 所】（中学生）各校の教室
（親 子）丸岡地区：丸岡子育て支援センター

坂井地区：坂井子育て支援センター
春江地区：キッズハウスゆり ≪令和３年度の様子≫

資料№４



９月２１日（水）
14：00～15：30

丸岡子育て支援センター

×
丸岡南中学校生

１０月６日（木）
14：00～15：30

丸岡子育て支援センター

×
丸岡中学校生

９月２９日（木）
１３：４０～１５：１０

坂井子育て支援センター

×
坂井中学校生

１０月７日（金）
１４：００～１５：3０

キッズハウスゆり

×
春江中学校生



えちてつ謎解き恋活 in 三国

【内 容】えちぜん鉄道の貸切電車で三国を訪れ、グループ単位でレトロな湊町
を散策しながら、三国にまつわる謎解きゲームで男女の仲を深めます。

【日 時】１０月１６日（日） １２時３０分開始

【募集対象および人数】
（男性）20～40代で坂井市内在住もしくは在勤の独身 １５人
（女性）20～40代で福井県在住の独身 １５人

【参加費】 男性：3,000円 女性：2,000円

【応募締切】９月３０日（金）

【申込方法】申込フォーム（チラシ掲載の二次元バーコード）
または電話（男女共同参画推進室 ℡ 50-3018）

資料№５



　三国で
プチ旅

行をしな
がら恋活しませんか【日程】 令和４年

10月16日（日）

〈主催〉坂井市　　〈共催〉坂井市えちぜん鉄道サポートクラブ　　〈協力〉えちぜん鉄道株式会社

三国

【発着地】12：00 田原町ミューズ集合・受付　　18：30 田原町ミューズ解散

【応募締切日】９月30日（金）
【申込方法】申込フォーム（QRコード）もしくは電話（坂井市男女共同参画推進室：50-3018）

恋活えちてつ
謎解き

参加費
（運賃込）

男性3,000円 ♡ 女性 2,000円

募集
対象

男性…20～40代で坂井市内在住もしくは
　　　在勤の独身男性　　　
女性…20～40代で福井県に在住の独身女性　

募集
人数 各15名

　坂井市×えちぜん鉄道コラボ恋活

▲申込みはこちら

※駐車場がございませんので公共交通機関もしくはコインパーキングをご利用ください
（福井県福井市田原1丁目20番1号）



貸し切りのえちぜん鉄道で三国に訪れ、三国のレトロなまちを歩きながら、

ご当地にまつわる謎解きをグループになって行います。

遠足気分で男女の交流を深められるこの機会に、

「休みの日に旅行に行きたい」「素敵な出会いを見つけたい」と

考えている皆様のご参加をお待ちしております。

観光の
まち
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時刻

12：00

12：30

12：45

13：25

13：36

13：52

14：23

14：40

14：50

15：50

16：30

16：47

17：05

17：30

18：30

内容

田原町ミューズ集合・受付

行程説明・参加者自己紹介

司会者による婚活セミナー

休憩・田原町ミューズから田原町駅へ移動

田原町駅出発

西長田ゆりの里駅着(10分休憩)

三国駅着、商工会三国支所へ移動

謎解きゲーム説明

謎解きゲーム開始

謎解きゲーム終了・答え合わせ・景品授与

商工会三国支所から三国駅へ移動

三国駅発

西長田ゆりの里駅着(９分休憩)

田原町駅着・田原町ミューズでマッチング・フリータイム

田原町ミューズ解散

席替え

席替え

元福井県認定「地域の縁結びさん」として　成婚実績１位を獲得 (2013年、2015年)　坂井市主催の婚活塾で講師を務めた際には、　７名から結婚報告を受ける。最近では　46歳婚活歴15年の男性を結婚へと導く。

司会者：紡ゆう さん



市商業振興組合と電子決済事業者PayPay(株)と市が連携し、電子決済の促進と経済効
果約24億円の市内消費を促す。期間中、最大25％還元キャンペーンを展開し、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

【ｷｬｯｼｭﾚｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ】
対象店舗 坂井市内の対象店舗（全業種）1,177店舗
内 容 ㌽10％付与（付与上限：2,000円／回・10,000円／期間中）

【PayPayクーポンを活用したｷｬｯｼｭﾚｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ】
対象店舗 ｶｲﾓﾝｶｰﾄﾞ取扱店でPayPayが利用できる店舗 120店舗
内 容 ｸｰﾎﾟﾝ券利用で㌽10％付与（付与上限：2,000円／回・10,000円／期間中）

【ｶｲﾓﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ】
対象店舗 ｶｲﾓﾝｶｰﾄﾞ取扱店（組合会員） 153店舗
内 容 ポイント5倍付与（通常１％→期間中５％）

「もっとカイモン！坂井市」キャンペーン

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間 令和4年10月1日（土）～10月31日（月）

資料№６



資料 №７
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1,200円

500円

残席なし
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第53回丸岡古城まつり
テーマ：後世につなごう 丸岡 城魂

日 時：１０月 ８日（土） ･ ９日（日）

８日（土） 12：00 ～ 20：00

９日（日） 8：00 ～ 20：00

場 所：丸岡城 及びふれあい広場周辺

催 物：からくり人形山車巡行
越前丸岡時代行列 総踊り
フィナーレ手筒花火 など

資料№９



種目別大会はHPをご覧ください
 

 

第1７回坂井市民スポーツ祭
主催：坂井市、坂井市教育委員会、(公財)坂井市スポーツ協会　

主管：坂井市民スポーツ祭実行委員会

協力：福井県立丸岡高等学校普通科スポーツ探究コース　

スポーツフェスタ

健康食育フェスタ

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、内容が一部変更もしくは中止となる場合がございます。  
               　市民スポーツ祭　スポーツフェスタ　（公財）坂井市スポーツ協会　0776-68-0123
              　 健康都市さかい　健康食育フェスタ　  坂井市健康増進課　0776-50-3067

≪福井しあわせ元気国体
　　　　　　開催記念特別教室開催≫ 【その他】①10:00~②11:00～③13:30~

問合先
新型コロナウイルス感染拡大

防止対策を徹底して開催します

2022.10.10 10:00〜16:00
(月・祝)  会場/春江体育館周辺

【第１会場】10:00~16:00

・体力測定
　握力、立ち幅跳び他　全9種目

会場：ハートピア春江大ホール

【第４会場】11:00～13:30

・スポーツ教室無料体験会
　朝活ｴｱﾛ/ﾊﾞﾚﾄﾝ/代謝ｱｯﾌﾟﾄﾚ/ﾊﾟﾝﾁ&ｴｱﾛ

会場：春江テニス場  (雨：ﾊｰﾄﾋﾟｱ春江）

【第３会場】10:00~10:30

・こども教室発表会
　ダンス教室のステージ発表

会場：ハートピア春江小ホール

【第５会場】10:00~16:00

・ニュースポーツ体験コーナー
・ハピネススポーツ体験コーナー
・わくわく広場
・丸岡高校ブース

会場：春江体育館

・ウォーキング教室【サッカー】坂井市サッカー協会による特別教室
【バレーボール】坂井市バレーボール協会による 特別教室

会場：ハートピア春江ホワイエ

会場：ハートピア春江小ホール

会場：ハートピア春江展示ホール
【第１会場】10:00～16:00

【第２会場】10:00～16:00

【第３会場】14:00～15:20

主催：坂井市
  

協⼒：⼤塚製
薬株式会社

   第⼀⽣
命保険株式会

社�三国営業
オフィス

   明治安
⽥⽣命保険相

互会社�福井
春江営業所

   全国健
康保険協会�

福井⽀部

   坂井市
⾷育市⺠ネッ

トワーク

健康チェック①
・ベジチェック（野菜摂取充足度測定）
・自律神経チェッカー 
食と健康の展示と体験

プラスマイナスチャレンジ運動講座
ストレス軽減ストレッチ/肩こり・腰痛予防体操/体幹トレーニング

健康チェック②
・血管年齢測定
・肌分析測定
・脳体操タブレット
・足裏バランス測定

生活習慣病・がん予防パネル展
ミニフレイルチェック

「食と運動からはじまる健康づくり」
小学生図画ポスター作品展示

【その他】10:00～16:00
マイナンバーカード申請コーナー

参加費無料

健康都市さかい

スポーツフェスタ
詳細はこちらから

食育パネル展/野菜はかり体験/野菜スタンプ

健康食育フェスタ
詳細はこちらから

fukuta-tu
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ソーシャル
ディスタンス
ソーシャル
ディスタンス会場での検温会場での検温手指の消毒手指の消毒 体調管理

チェックシートの提出
体調管理

チェックシートの提出マスクの着用マスクの着用

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して開催いたします
ネットタイムでの

計測
ネットタイムでの

計測

主管：坂井市古城マラソン実行委員会
協力：坂井警察署、坂井市交通指導員会、坂井市スポーツ推進委員会、（公社）福井県柔道整復師会、（公社）福井県柔道整復師会坂井支部　ポスターデザイン：福井県立丸岡高等学校美術イラスト部

主催：坂井市、坂井市教育委員会、（公財）坂井市スポーツ協会　共催：福井新聞社　後援：福井県

坂井市古城マラソン大会実行委員会事務局
〒919-0521
坂井市坂井町下新庄19-7-1（坂井体育館内） TEL.0776-68-0123

SUN2022.11.6
場所／霞ヶ城公園「ふれあい広場」
　　　坂井市古城マラソンコース

2022.8.26（金）～9.26（月）申込期間

大会の詳細は
こちらから！

第15回

GUEST RUNNER
今年のゲストランナーは

木﨑良子さん
当日はハーフの部に参加します。
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品川区立宮前小学校で坂井市の農家さんによる
お米の授業をします！

【目的】

連携都市である品川区の小学校で、パイプラインの水で育てられた坂井市産の新米
を２回にわたって提供し、給食の献立として味わってもらいます。

また、米の授業を受けている５年生を対象に、１回目は生産農家が米の生育過程や
最新の農業機械についてオンライン上で語り、食を通じて双方の交流を深めます。

２回目は実際にコシヒカリとハナエチゼンを食べ比べてもらい、同じ白米でも品種に
よって味に違いがあることを知っていただきます。

そのほかにも、全校生徒へ坂井市産の

新米を贈り、ご家庭でも坂井市の食材

を味わっていただくことで、坂井市を

身近に感じてもらうきっかけにしたい

と考えております。

資料№１２



品川区立宮前小学校で坂井市の農家さんによる
お米の授業をします！

【概要】

（対象校）品川区立宮前小学校（東京都品川区戸越４－５－１０）

児童生徒数：284名 教員等：45名

（内容）①令和４年９月１４日（水） 11：35～12：20

坂井市の概要・パイプラインについて（市職員15分）

米の生育過程・最新農業機械について（生産者オンライン20分）

質疑応答（10分）

※品川区立宮前小学校と坂井市役所の会議室を中継します。

給食にてハナエチゼンの提供 12：20～13：05
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品川区立宮前小学校で坂井市の農家さんによる
お米の授業をします！

（内容）②令和４年１１月１０日（木） 11：35～12：20

お米のおいしさの秘密（生産者10分）

お米の品種・お米以外の作物紹介（市職員10分）

コシヒカリ・ハナエチゼン食べ比べ（15分）

質疑応答（10分）

※生産者が学校訪問します。

給食にてコシヒカリの提供 12：20～13：05

全校生徒へ坂井市産コシヒカリ・ハナエチゼン（2合ずつ）を贈ります

ご家庭でも坂井市の食材を味わっていただき、坂井市を身近に感じて
もらうきっかけに！

資料№１２


