
坂井市長 定例記者会見 

 

日時 令和４年７月２９日(金) 午後 1時 0０分～ 

会場 坂井市役所多目的棟 2階 研修室 1 

 

１． 報告事項 

 1) 「丸岡城解体修理（昭和 15年～17年）」 映像の発見について   ・・・・・・・・・・・・・ 資料No.1   

 2) 「新婚ハピネス応援券」デザインについて   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.2  

 3) 相談窓口「ここサポ」の愛称とロゴマークについて    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.3  

 4) 坂井市特定不妊治療費、不妊検査・一般不妊治療費の助成について  ・・・・・・・ 資料No.4  

 5) ふるさと納税立ち飲み酒場「＠るるぶキッチン」の開催について  ・・・・・・・・・・ 資料No.5  

 ６) 子ども向け坂井市デジタルガイド制作配信事業について   ・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.6  

 7) 「ふるさと仕送りプロジェクト」申込開始について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.7  

 8) 竹田 Tキャンプ実施について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.8  

 9) マイナンバーカードの出張申請サポートについて   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.9   

10) 防災訓練について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.10   

 11) Fukui Coffee Festival 2022 in 三国 について   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料No.11  

 

２． 今後の主なイベント・行事等 

・さかい未来創造座談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 2日 (火) 19：00～  【のうねの郷コミセン】 

8日 (月) 19：00～  【浜四郷コミセン】 

9日 (火) 19：00～  【大関コミセン】 

10日 (水) 19：00～  【春江中コミセン】 

18日 (木) 19：30～  【三国コミセン】 

26日 (金) 19：30～  【大石コミセン】 

29日 (月) 19：30～  【鳴鹿コミセン】 

9月 2日 (金) 19：00～  【春江東部コミセン】 

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】 



 

・その他 

 

 

 

３． 質疑応答 

7月 29日 

 

(金) 12：00～  まるおか観光情報センターの移転改築についての説明会 

【たかむく古城ホール】 

31日 (日) 12：00～  はるえイッチョライでんすけ祭り    【ハートピア春江】 

8月 7日 (日) 13：00～  さかい夏祭り             【坂井グラウンド】 

 
 13：30～  全日本素人そば打ち名人大会予選会、坂井市丸岡町素人そば 

打ち段位認定会          【丸岡城のまちコミセン】 

11日 (木・祝)19：00～ 第 40回三国花火大会 【三国サンセットビーチ・九頭竜川ボートパーク】 

9月 3日 (土) 18：30～  三国湊 帯のまち流し          【三國神社近辺】 



（１）昭和15年～昭和17年の丸岡城解体修理映像の発見について

【経 緯】
撮影者の親族から連絡を受け、坂井市で
フィルムのデジタル化を実施

【内 容】
昭和15年～昭和17年
丸岡城解体修理工事の映像
※写真参照

・石垣の積み直し作業
・石切り場での石切作業
・巴瓦・鬼瓦の製作作業
・木材の取り外し作業
・屋根からの鯱の搬出作業 が記録されている

石垣の積み直し作業

丸岡城解体修理工事の過程を写した貴重なフィルム

【撮影者】※右写真

福井市の写真師
光山香至 氏（故人）
（みつやま・こうし）

石切り場での石切作業

石瓦の製作作業

【資料の価値】
・足場の組み方や石の加工方法、木材の運搬を視覚的
に見ることができる貴重な映像資料

・戦前の文化財建造物の修理映像は珍しく、また、
福井地震で倒壊する前の丸岡城の貴重な映像

木材の取り外し作業

資料№１



（２）映像の公開（市HPと市民向け上映会）について

資料№１

①市のホームページ MOVIE SAKAI ②市民向け上映会の開催

【日時】8月27日(土) 午後1時30分より

【場所】丸岡総合福祉保健センター（霞の郷）

【内容】映像の概要説明、映像上映のほか
吉田純一先生（福井工業大学客員教授）による解説

【定員】100人
※定員になり次第申込受付を終了します。

【申込について】
上映会参加には事前申し込みが必要。
8月15日(月)午前8時30分から参加受付を開始

【参加申込先】
丸岡城国宝化推進室 ☏ 0776-50-2270

※参加をご希望の方は、住所、氏名、電話番号を
お知らせください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
規模の縮小・延期・中止も有り得ますので、
ご了承ください。

【公開日】
本日の記者会見終了後から公開予定

【映像時間】約12分

鯱の搬出作業

仮設足場設置後の丸岡城天守



『 新婚ハピネス応援券 』

【目 的】

若い世代の新婚生活を応援する

【内 容】
対象となる新婚世帯に、商品券１０万円分を発行
（市内協力店舗で使用可能）
※有効期限は令和５年２月２８日まで

【対象となる夫婦】
①婚姻日が令和４年４月１日以降であること（注１）

②夫婦ともに坂井市に住所（住民登録）があること（注２）

③婚姻日において、夫婦ともに３０歳以下であること
④本市に１年以上継続して居住することが見込まれること
（注１）同一夫婦間の再婚を除く
（注２）転入等により坂井市に住民登録をした日が、婚姻日から

３ヶ月以上経過している場合は対象外とする

【申請方法】
チラシ及び市HPに掲載するＱＲコードより申請
※申請には、婚姻届受理証明書や戸籍謄本等、婚姻届が
受理されたことが分かる書面の添付が必要

チラシイメージ掲載

資料№２



【虹】 明るい未来、課題の解決

【花】 親しみやすさ、しあわせ

【重なり合い】 支援機関の連携

【ここサポ】

・個々（一人一人）に応じてサポートする。

・どこに相談していいのか分からない相談も、ここで丁寧に

お聞きし、必要な支援機関につなぐ。

重層的支援体制を視覚的に分かりやすく ～ 愛称とロゴマーク ～

fukuta-tu
テキストボックス
資料№３



坂井市特定不妊治療費助成

特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、保険適用後もその治療にかかる費用
の一部を助成

内
容

【保険適用の治療】

【保険適用外の治療】
① 保険適用回数を超えた治療
② 混合診療（先進医療や保険適用外治療を除く）
③ 妻の年齢が43歳以上
④ 上記治療に合わせて行う男性不妊治療

助
成
額
一組の夫婦等の1回の治療につき2万

①②④：治療費の２割（上限15万円）
③ ：上限10万円

回
数

保険適用回数まで
※39歳以下：6回まで

40～42歳：3回まで

1組の夫婦等の治療に対し、年度内2回まで
（経過措置を含む）

◆経過措置（R4に限り1回のみ）※体外受精・顕微授精
（令和3年度に治療を開始し、令和4年度に治療終了した場合）

⇒従来どおり、上限10万円/回の助成（42歳までは国県の助成に上乗せ）

2.助成内容

1.対象者 次の要件を、すべて満たす市民の方
・特定不妊治療を受けた夫婦（事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限る）
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと

3.申請・請求の手続き 「坂井市不妊治療費助成金（特定不妊）交付申請書兼請求書」に必要書類を添付し、
治療が終了した日の属する年度内に市受付窓口へ申請

資料№４-1



１．対象者 次の要件を、すべて満たす市民の方
・不妊検査・一般不妊治療を受けた夫婦であること
（事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限る）
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと
・検査・治療開始日の妻の年齢が満４３歳以上であること

２．助成内容
（１）助成額および助成回数

１組の夫婦に対して１回限り、

助成対象費用にかかる自己負担額の1/2 を３万５千円上限まで助成

（２）助成の対象となる治療
・令和４年４月１日以降に受けた不妊検査・一般不妊治療

３．申請・請求の手続き
次のいずれかに該当することとなった日の翌日から6ヶ月以内に申請
（１） 検査または治療に係る夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき
（２） 検査または治療を終了したとき（夫婦のいずれか遅い方）
「坂井市不妊治療費助成金（不妊検査・一般不妊治療）交付申請書兼請求書」に必要書類
を添付し、市受付窓口へ申請

坂井市不妊検査・一般不妊治療費助成

不妊検査・一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、
妻の年齢が43歳以上の場合にその治療にかかる費用の一部を助成

資料№４-２



坂井市特定不妊治療費助成（見直し・拡充）

特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、今年度4月からの保険適用
後もその治療にかかる費用の一部を助成

◆経過措置（R4に限り1回のみ）※体外受精・顕微授精
令和3年度に治療を開始し、令和4年度に治療終了した場合 ⇒ 上限10万円/回の助成

2.助成内容

1.対象者 ・特定不妊治療を受けた夫婦（事実婚を含む）
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと

3.申請・請求の手続き 治療が終了した日の属する年度内に必要書類を、市受付窓口へ申請
詳細は市HPへ

※拡充：保険適用外の妻の治療に合わせて行う男性不妊治療について、
治療費の２割（上限15万円）助成

見直し・拡充 継続

妻の年齢 ４２歳まで ４３歳以上

内容 保険適用となる治療 保険適用外となる治療 保険適用外となる治療

助成額 ２万円
治療費の２割
（上限15万円）

上限10万円

回数 保険適用回数まで 年度内２回 年度内２回

資料№４-1



１．対象者 ・不妊検査・一般不妊治療（人工授精は除く）を受けた夫婦（事実婚を含む）
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと
・検査・治療開始日の妻の年齢が満４３歳以上であること

２．助成内容

３．申請・請求の手続き
次のいずれかに該当することとなった日の翌日から6ヶ月以内に申請
（１） 検査または治療に係る夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき
（２） 検査または治療を終了したとき（夫婦のいずれか遅い方）

必要書類を、市受付窓口へ申請
詳細は市HPへ

坂井市不妊検査・一般不妊治療費助成（新規）

不妊検査・一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減のため、妻の年齢が43歳
以上の場合にその治療にかかる費用の一部を助成

内容 不妊検査・一般不妊治療（人工授精は除く）

助成額 自己負担額の１/２（上限3万5千円）

回数 １組の夫婦に対して1回

資料№４-２



【企画概要】

・返礼品の試飲試食（立ち飲み形式で実施）酒、甘えび、油揚げなど
・電子感謝券を利用し、その場で寄附からの返礼品お持ち帰り
・事前申し込み制セミナー（30分程度）※各回定員15名

27日（土）13時・15時・19時
28日（日）13時・15時

[セミナー内容]
① 坂井市ふるさと納税の取り組み紹介
② 使い道の報告＆使い道に関連する返礼品の試食
例）甘えび、新米ハナエチゼン、塩うに、淵龍(地酒)

申し込み方法：後日公開予定の特設ページの申し込みフォームから

坂井市ふるさと納税立ち飲み酒場 ＠るるぶキッチン

▲るるぶキッチン(東京都新宿区)

【開催概要】

タイトル 坂井市ふるさと納税立ち飲み酒場＠るるぶキッチン
日 時 令和4年8月27日（土）10：00-20：00

令和4年8月28日（日）10：00-16：30
会 場 るるぶキッチンビルヂング(東京都新宿区新宿4-2-8)
主 催 坂井市
共 催 株式会社トラストバンク

【問い合わせ先】

坂井市 総合政策部 企画政策課 ふるさと納税担当
TEL.0776-50-3013
mail/ kikaku@city.fukui-sakai.lg.jp

資料№５



【概要・目的】
越前がに、東尋坊、丸岡城といった魅力的なコンテンツがあるにも関わらず、全国的な知名度が低い状況にある。
全国のファミリー層をターゲットに、全国480万のファミリーが利用する知育アプリ「ごっこランド」を活用して、
デジタルコンテンツによる情報発信を行い、関連事業の効果を高めることを目的にする。

事
業
の
流
れ

ファミリー層をターゲットとした関係人口の創出・観光PR・シティプロモーション

子ども向け坂井市デジタルガイド制作配信事業

坂井市の児童が
記者になり、
デジタルガイド
ブックを制作

知育アプリ
ごっこランド
で全国に配信
＆冊子を小学
校に配布

シティプロモーション
観光やふるさと納税の促進
シビックプライドを醸成

第1回制作会議
7月30日（土）

第2回制作会議
8月20日（土）

「ごっこランド」
10月配信開始

2月冊子配布
「ジモトガイド」

資料№６



坂井市ふるさと仕送りプロジェクト

【目的】

新型コロナウイルスの影響により不安定な学生生活をおくっている「親元を離れて暮らす
学生」を支援するため、希望者に対し１万円相当の特産品を送る。

▲若狭牛セット ▲まごころ海鮮便

▲無洗米セット ▲エール飯お届け便

【事業詳細】

◆対象者

・坂井市出身で、県外に居住していること
・高等学校、短期大学、大学、大学院等に在学していること
・保護者が坂井市に住民票を有すること

◆期間

令和4年8月12日～令和4年10月31日

◆特産品件数 １９品目（以下、一部例）

・若狭牛セット（若狭牛カルビ、切り落とし、ハンバーグ）

・ふるさと坂井市から贈る まごころ海鮮便（へしこ等）

・福井米3品種 無洗米セット（こしひかり・いちほまれ等）

・学生さんへのエール飯お届け便（から揚げ、きざみ鰻等）

◆申請方法

学生本人による電子申請

資料№７



移住支援金（全国型）

福井県外から坂井市への移住で、

移住支援金（全国型）を支給します。

【主な申請要件】※以下、要件の一部です。詳細はHPをご確認ください。

□ 18歳以上50歳未満の者
□ 直近の住所が通算3年以上、福井県外であること
□ 坂井市に3年以上継続して居住する意思がある
□ 正規雇用で就業している者または農林水産業従事者であること
□ 国・県または坂井市の移住支援を受けていないこと
□ （世帯の場合）移住元において同一世帯に属している

【坂井市独自】

引っ越し加算金
単身10万円/
世帯15万円

移住支援金
（全国型）

の詳細はコチラ
☟25万円

単
身

単身女性加算
5万円

最大

基本支給額10万円

65万円
世
帯

最大

基本支給額20万円

若年夫婦加算
10万円

子育て加算
子ども1人
10万円



移住支援金（東京圏型）

東京圏から坂井市への移住で、

移住支援金（東京圏型）を支給します。

【主な申請要件】※以下、要件の一部です。詳細はHPをご確認ください。

□ 通算5年以上、東京23区に在住または通勤通学をしている
□ 坂井市に5年以上継続して居住する意思がある
□ 福井県の移住者向け転職サイト「291JOBS」の求人に応募し就業
□ 国・県または坂井市の移住支援を受けていない
□ （世帯の場合）移住元において同一世帯に属している

移住支援金
（東京圏型）
の詳細はコチラ

☟

60万円単
身

100万円世
帯

18歳未満の
子ども1人につき

30万円加算



令和4年度
制度改正のポイント

市内在住の大学生等

および

翌々年度卒業予定

の学生

も対象に拡充！



■Ｒ１夏キャンプの様子（参考）

■Ｒ４のＴキャンプは・・・

・１２大学３１名が参加中。

・企画中のプロジェクト（抜粋） ⇒ さくら事 桜まつり運営に協力いただける、外部人材による「さくら隊」結成を目指す。

⇒ たずね事 留学生を迎え、国際交流をするほか、山里の暮らしや文化を体感してもらう。

※ このほか、かざり事・つづく事・つどい事・ゆめみ事・めでる事

・プロジェクトの一部では、市内高校生の参加も呼びかける予定。

・夏キャンプ最後には、活動内容の展示（9/8～13）と、ファイナルイベントとして活動報告会を予定（9/13）。＠竹田コミセン（予定）

３年ぶりの夏キャンプを実施します

～８月８日キャンプイン～

お花見ベンチ制作（さくら事） 川床イベント実施（かわべ事） 地域の方へ活動報告会

活動拠点はこちら⇒

※GoogleMapが開きます

（坂井市丸岡町山口54-16）

Facebook Instagram

活動情報
はこちら⇒

fukuta-tu
テキストボックス
資料№８



 マイナンバーカード申請のお手伝いをします。

 ぜひこの機会に出張申請受付をご利用ください。

［市内企業・団体・施設向け案内チラシ］

★ 仕事が忙しくて時間が作れない ★

★ 申請方法がよく分からない ★

★ 市役所まで手続きに行くのが面倒 ★

 そんなお悩みに、市職員がご指定の場所に出向き

マイナンバーカード出張申請のご案内

カードに使用する

顔写真を

撮影します

申請に係る費用は

無料です

手続き時間はお１人

5分程度です

資料№９



［出張申請受付］

受付時にカードの交付に 必要な書類 を 全て回収します。

カードは、ご本人宛ての 書留 で郵送します。

申請者が事前に特定できる企業等での実施に適しています。

［出張申請サポート］

受付時に申請書を １枚記入 するだけの 簡単な手続き です。

必要書類は、後日、市役所窓口でのカード交付時に回収します。

不特定多数の申請が想定されるイベント等での実施に適しています。

　出張申請には［出張申請受付］と［出張申請サポート］の

　２つの方法 があります。

【問い合わせ・申し込み先】

生活環境部市民生活課 マイナンバーカード窓口

☎ ５０－３０３５（直通）



◆ 今後の予定

№ 実施場所

1
企業 ・ 団体

　（職員対象）
８月数社

4 県立高校

5 その他 サカイドライビングスクール

◆ 令和４年度実績 R4.7.29 現在

出張申請受付実績 サポート実績

市内 市外 合計 市内 市外 合計
1 企業・団体（職員対象） 7 57 27 84 3 2 5

2 期日前投票所（４か所） 3 278 278 市長･市議選(4/16)、参院選(7/3・7/9）

3 商業施設 6 97 97 105 17 122 イーザ3回・PLANT-2・ビッグマート金津店・ハーツはるえ
4 地域（コミセン等） 1 8 8

5 県立高校 2 22 8 30 丸岡高校・坂井高校

令和４年度マイナンバーカード出張申請受付・サポート

・ 三国コミセン

・ 東十郷コミセン

・ 春江中コミセン

９月６日（火）　いきいきITクラブによるスマホ使い方講座

９月７日（水）　いきいきITクラブによるスマホ使い方講座

９月８日（金）　いきいきITクラブによるスマホ使い方講座

会　場 実　施　日

地域 （コミセン等）

８月４日（木）、８月２０日（土）　※毎月開催・ ハーツはるえ

８月２５日（木） ～ ８月２８日（日）※あわら市との合同

商業施設2

№ 実施場所 回数

3

・ イーザ（三国）

・ 高椋コミセン

・ PLANT-2

三国高校　

・ 高椋コミセン

・ 浜四郷コミセン

備考

・ ピアゴ丸岡店 ８月２１日（日）

・ アル・プラザ アミ（春江） ８月２３日（火）、  ９月１７日（土）

・ 高椋コミセン （９月１８日（日）予定 　　　高椋コミセンふれあいまつり）

８月２２日（月）、　８月２３日（火）

（９月予定）

９月１日（木）　いきいきITクラブによるスマホ使い方講座

（９月２３日（金・祝）予定　 浜四郷まつり）

９月４日（日）

８月１３日（土）※バスタイベント

資料 №９



令和４年度坂井市防災訓練 
日 

時 
令和４年８月２１日（日） 午前８時００分開始 

目 

的 
地震発生時の一時避難体制や避難行動の確認、各家庭での災害の備えについて啓発を図る 

訓 

練 

事 

項 

共通訓練 

防災行動訓練（シェイクアウト訓練）、一時避難及び安否確認訓練、家族防災会議 

【対象】  市内全域 

【内容】 防災無線の一斉放送を合図に、身を守る基本行動を実施 

一時
い っ と き

避難場所へ避難し安否確認を実施 

結果を市へ連絡 

その後、ご家庭で「家族防災会議」を実施 

職員訓練 

総合防災情報システム状況報告・参集訓練 

【対象】 市職員 

【内容】 坂井市総合防災情報システムを活用して職員の安否確認、参集可否など状況報告し参集 
                              （参集後は、本庁舎にて防火訓練を実施） 

個別訓練 

避難所開設運営訓練 

【対象】 鳴鹿地区（共通訓練終了後に鳴鹿小学校で実施） 

【内容】 防災備蓄倉庫、資機材の点検、施設の安全点検、レイアウト訓練、応急手当講習 

（提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議） 

【シェイクアウト訓練（身を守る基本行動）】 

資料№１０ 



Fukui Coffee Festival 2022について

世界的に自家焙煎のコーヒーのトレンドがある中、日本各地でも集客力のあるコーヒーイベントが開催されて
います。Fukui Coffee Festival 2022では、コーヒーを通して、福井の人が幸福だと感じられるイベントを
開催します。

また、このイベントを通じ、集客や新たな観光価値、地域の産品販売につながる産業振興につなげていくきっ
かけにしていきます。

Fukui Coffee Festival 2022実行委員会は、任意団体として、毎年違う場所で開催される、県内巡回型の地
域連携のイベントを開催予定です。

1回目は坂井市海浜自然公園にて開催いたします。

（参考）長野コーヒーフェスティバル （参考）東京コーヒーフェスティバル （参考）Japan Coffee Festival

【イベントイメージ】

4

fukuta-tu
テキストボックス
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開催概要

名称：Fukui Coffee Festival 2022 in三国

日時：2022年 10月1日㈯・2日㈰ 10時～16時 雨天開催 荒天延期
荒天時 10月22日㈯・23日㈰ 10時～16時
※荒天中止かは事前に公式HPで9月29日13時迄に公開致します。

会場：坂井市海浜自然公園 坂井市三国町安島36-72

料金：入場無料 コーヒーのみチケット購入制

対象：福井県民。 北信越地方のコーヒー好きの方。

来場：目標10,000人/2日間 椅子１００人 立ち飲み席40人相当

主催：Fukui Coffee Festival 2022実行委員会

共催：福井県観光連盟 DMOさかい観光局

後援：福井県 坂井市 坂井市教育委員会
5

▲公式HP











有料観覧席の売上金は、三国花火大会のさらなる発展と、
会場の皆様の安全確保のために使用させていただきます。
皆様のご理解とご支援の程、よろしくお願いいたします。

渋滞を避けるために 帰り道のご案内

有料観覧席のご案内

●東尋坊

雄島
コミュニティ
センター
●

※橋の上での
　観覧はできません

※関係者以外立入禁止

三国
図書館
●

●三国観光ホテル
●みくに龍翔館

●
三国北小

●三国高

●イーザ

三国郵便局●

坂井西
警察署
●

三國神社
●

●
火力発電所

テクノポート
臨時駐車場①

シャトルバス乗降所

三国中元
郵便局
●

九頭竜川

三国港

航泊禁止区域
（午後7時～午後8時40分）

雄島

P東尋坊（有料）

三国運動公園P

成田山P

P

P
三国体育館

東尋坊

七福前

今新

三
国
駅

三
国
港
駅

え
ち
ぜ
ん
鉄
道

三
国
芦
原
線

三
国
神
社
駅

トン
ネル金井橋駐在所

●

●三里浜駐在所

（徒歩約20分
）

（徒歩約20
分）

三国温泉
ゆあぽ～と●

港
橋

新
保
橋

栄橋

新栄橋

三国サンセットビーチ
九頭竜川ボートパーク

※新保側砂浜は、
　危険ですので立入禁止
　とさせて頂きます。
（午前9時～午後10時）

※サンセットビーチ駐車場は
　ご利用できません。
※サンセットビーチ駐車場は
　ご利用できません。

こちらでも花火を観覧できます。
駐車場はテクノポート臨時駐車場
をご利用ください。（右図Ⓐ参照）

→至 坂井市
　海浜自然公園P

午前9時～午後9時半

午後4時～午後10時

午後4時～午後10時

午後4時～午後10時

午後8時～午後10時

午後8時～午後10時 左折のみ

午後8時～午後10時 左折のみ

午前9時～午後9時半

坂井市みくに
市民センター
P

P
三国中学校
三国
税務署
P

航泊禁止区域では遊泳、船舶の航行ならびに錨泊は
できません。なお、船舶は定員オーバー等の違反行為
のないように、また花火大会終了後は安全な速度で
帰港してください。

航泊禁止区域では遊泳、船舶の航行ならびに錨泊は
できません。なお、船舶は定員オーバー等の違反行為
のないように、また花火大会終了後は安全な速度で
帰港してください。

※注意※注意

港内徐行

各会場15：00開場

歩行者専用道路

通行規制道路

航泊禁止区域

駐車場

一方通行

車両通行止め

シャトルバスルート

※今新交差点より七福前交差点の海岸道路は
　完全通行止めとさせていただきます。

P
シャトルバス乗降所

〈　凡　例　〉

花火大会当日の臨時駐車場は毎年満車状態になります。
交通規制区域内に駐車されますと、交通規制解除まで車を出すことができなくなり
ますので、あらかじめご了承ください。
なお、駐車台数には限りがありますので、車でのご来場はできるだけ乗り合わせで
お越しください。
今新交差点より七福前交差点の海岸道路は「完全通行止め」とさせていただきます。
路上等への迷惑駐車はおやめください。

テクノポートスタジアム
 ～九頭竜川ボートパークルート
シャトルバス運行時間
【行き】午後3時～午後7時
【帰り】午後8時半～午後9時20分

三国ボート駐車場
　～東尋坊駐車場ルート
（有料観覧席購入者限定）
シャトルバス運行時間
【行き】午後4時～午後6時半
【帰り】午後8時半～午後9時20分

大会本部
●

会場案内・交通規制のお知らせ

実行委員会からお願いとお知らせ
個人向け販売の有料観覧席
「ローソン」
「ミニストップ」の
Loppi（ロッピー）
にて販売中!!

▼詳しくはこちら▼

テクノポート臨時駐車場からシャトルバスを運行しておりますので、是非ご活用ください。

テクノポート
福井口

テクノポート
福井総合公園

●テクノポート
福井スタジアム

●三里浜
　駐在所

※関係者以外
　立入禁止

道の駅みくに●

三里浜緩衝緑地

テクノポート
臨時駐車場①

P

P
テクノポート臨時駐車場②

テクノポートスタジアム～九頭竜川ボートパーク横 芝生エリア付近ルート

午前9時～午後9時半

午前9時～午後9時半

会場

➡

主催／三国花火大会実行委員会

三国花火大会
実行委員会 委員長

道 場 　 宏

　坂井市の皆様、大変長らくお待たせいたしました。よ
うやく3年振りに三国花火を開催出来る事になりました。
　40周年がこんなに困難だとは誰もが思わなかった事
と思います。しかしながら、過去にもナホトカ号の重油事
故、リーマンショックなど未曾有の災害を経験したことも
あり、席の有料化をはかるなどして花火の基金を確保す
ることに努めてました。そのため、人気の音楽スターマイ
ンのスピーカーの造設もでき、演出面もこれまで以上のも
のをお見せできると思います。さらに、今回の開催にあ
たってもトイレの造設、警備員の増員などを強化し、安
全性を高めることに集中して準備を進めることができま

した。来場者の皆様においても、会場のゴミ0、受動喫煙の全面禁止、熱中症対策の
ための15時まで海水浴を含めた会場封鎖にもご協力いただきたく存じます。
　これから益々発展していく三国花火でありますが、近年は天候不順も多く、国連から
は今世紀中に気温が4.5度も上がると警告も出ています。これからは熱中症との戦いに
なると考えており、個人的には8月11日にこだわることに限界を感じています。
　今後50、60周年記念大会に向けて安全且つ盛大に継続するために観客の皆様の
ご支援とご協力を賜れれば幸いです。今年は40周年記念です、盛大に打ち上げます。
お楽しみくださいませ。

三国花火大会実行委員会 事務局
（坂井市役所観光交流課）

http://www.mikuni.org/hanabi/ホームページ

坂井市坂井町下新庄１－１　電話：０７７６－５０－３１５２
三国花火大会公式

無料の防災アプリ
『ふくい防災シグナル』
をご活用ください。

App StoreGoogle Play
大会当日の渋滞情報はこちら

午後7時30分打ち上げ開始午後7時30分打ち上げ開始午後7時30分打ち上げ開始
※荒天の場合、12日、13日に順延※荒天の場合、12日、13日に順延※荒天の場合、12日、13日に順延

令和4年 

8月11日（木・祝）

「三国サンセットビーチ」
「九頭竜川ボートパーク」

会場

2,500円／席～

お
問
い
合
わ
せ
先

三国花火の
情報を随時
更新中！

○適度に水分と塩分を補給しましょう。
○冷却グッズで体を冷やす、日傘や帽子で日光を避ける、涼しい服装での
　来場など暑さ対策をお願いします。
○体調に気を付け無理をしないようにしましょう。

○手指の消毒にご協力ください。
○大声を発するような観賞はお控えください。
○飲食時以外はマスクを着用する「マスク会食」にご協力
　ください。
○ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。
○お帰りの際は直行・直帰、分散退場にご協力をお願い
　いたします。
○発熱（37.5℃以上）のある方、体調の悪い方はご来場を
　お控えください。※会場入口で検温を実施いたします。

●各会場とも開場前の場所取りはできません。
　（事前に設置された敷物等は撤去いたします。）
●花火大会当日の海水浴は終日禁止です。
●三国サンセットビーチ駐車場はご利用できません。
●ゴミの持ち帰り、全面禁煙にご協力ください。
●会場内での盗難等トラブルの責任は一切負いません。

厚生労働省接触確認アプリ
「COCOA」を活用しましょう。

皆様方から
愛される大会で
あり続ける
ために

A

北陸最大の呼び声にふさわしい大花火大会です。北陸最大の呼び声にふさわしい大花火大会です。

（公社）福井県観光連盟（公社）福井県観光連盟
○当大会は、寄附市民参画制度（ふるさと納税）による寄附金が活用されています○当大会は、寄附市民参画制度（ふるさと納税）による寄附金が活用されています○当大会は、寄附市民参画制度（ふるさと納税）による寄附金が活用されています○当大会は、寄附市民参画制度（ふるさと納税）による寄附金が活用されています

後援／

熱中症に
ならないために

感染症対策について





第40回三国花火大会 にご観覧される方へのお願い

三国サンセットビーチ駐車場

8月10日 ０時（8月9日24時）

～ 8月11日22時まで閉鎖します

8月11日 は終日禁止です
前日の海水浴客、民宿客等の代替駐車場は、

荒磯ふれあい公園駐車場をご利用ください

海水浴の規制について

当日の入場について

サンセットビーチ・ボートパーク共に

熱中症対策のため当日の入場は15時以降です。

海岸道路の車両通行止めは

例年どおり16時～22時まで

サンセットビーチ会場の入場口は３か所、

①検温 ②消毒 ③マスクの確認等を行います。

感染症対策について

○大声を発するような観賞はお控えください。

○ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。

○お帰りの際は直行・直帰、分散退場にご協力をお願い

いたします。

○発熱（37.5℃以上）のある方、体調の悪い方はご来場

をお控えください。




