
 

【平成 29年 9月】坂井市長定例記者会見 
 

 

 

日 時 平成２９年９月５日（火） 

午前１０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２９年第６回（９月）坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ９月８日（金）～９月２９日（金） ２２日間 

○ 提出議案  １６件（報告７件、認定７件、予算関係１件、その他１件） 

  【資料】 

① 平成２９年第６回（９月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 ・・・資料№１ 

② 平成２９年度９月補正予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・資料№２ 

 

 (2) 第４回坂井市産業フェアについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№３ 

 

 

 

２ ９月の主なイベント 

 (1) 第 11回「こどもが描く“ふるさと坂井”絵画展」表彰式・・・・・・・・資料№４ 

９月２３日（土・祝） 10：00～  【みくに龍翔館 特別展示室】 

 (2)中野鈴子を語る会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チラシ 

９月２３日（土・祝） 13：30～   【一筆啓上 日本一短い手紙の館】 

 

 

 

３ ９月・１０月の主な行事等 
 (1) 議会日程（予定） 

 ９月 ８日（金）10：00～ 議会・本会議（行政報告、議案説明、質疑、委員会付託） 

１９日（火）10：00～ 議会・本会議（一般質問） 

２０日（水）10：00～ 議会・本会議（一般質問） 

２１日（木）10：00～ 議会・委員会（教育民生常任委員会） 

２２日（金）10：00～ 議会・委員会（産業建設常任委員会） 

２５日（月）10：00～ 議会・委員会（総務常任委員会） 

２９日（金）10：00～ 議会・本会議（委員長報告、質疑、討論、採決） 

 

 



 

 

 

 (2) その他 

 ９月 ９日（土）10：00～ スポ・コン・マッチ in坂井 2017     【丸岡体育館】 

１０日（日） 8：00～ 三国市場さかな祭        【福井県漁連三国支所】 

１０日（日）13：30～ みくに龍翔館郷土史研究講座      【みくに龍翔館】 

「白山の神と仏-國神神社本参詣曼荼羅図より-」 

１５日（金）11：00～ 新嘗祭供御米献穀奉耕抜穂式      【丸岡町八ケ郷地係】 

１６日（土）10：00～ 環境市民講座         【東十郷コミュニティセンター】 

１６日（土）19：00～ 県指定無形民俗文化財「表児の米」         【布久漏神社】 

１６日（土）19：00～ 県指定無形民俗文化財「日向神楽・夜神楽」 【長畝八幡神社】 

１７日（日）14：00～ 県指定無形民俗文化財「日向神楽・昼神楽」 【長畝八幡神社】 

１７日（日）10：00～ 2017福井空港小型機体験搭乗        【福井空港】 

１８日（月）14：00～ ありがとう未来館ラストコンサート 【みくに文化未来館】 

１９日（火）      イクボスデー 

２３日（土）16：30～ 東尋坊夕陽ハートカクテル（１０月１５日まで） 

                            【東尋坊岩場テラス】 

２７日（水）13：00～  自衛消防操法大会             【福井空港】 

３０日（土） 9：30～ スポ GOMI大会 in坂井市   【丸岡スポーツランド周辺】 

３０日（土）14：00～  第４回さかい九頭竜音楽コンクール  【ハートピア春江】 

１０月 ７日（土）     丸岡古城まつり（８日まで）       【丸岡城周辺】 

 

 

 

４ 質疑応答 
 



 

 

平成２９年第６回（９月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

報告第４号 
一般財団法人坂井市公共施設等管理公社の経営状況の報

告について 

文化課 

行政経営課 

報告第５号 公益財団法人坂井市体育協会の経営状況の報告について 
生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課 

行政経営課 

報告第６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 

行政経営課 

報告第７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 

行政経営課 

報告第８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 

行政経営課 

報告第９号 平成２８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１０号 平成２８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 
平成２８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 
平成２８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 
健康長寿課 

認定第３号 
平成２８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 
健康長寿課 

認定第４号 平成２８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 
平成２８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 
平成２８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 平成２８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４５号 平成２９年度坂井市一般会計補正予算（第２号） 
財政課 

各所管課 

議案第４６号 
指定管理者の指定の期間の変更及び指定管理者の指定に

ついて（みくに文化未来館・みくに市民センター） 
文化課 

 

資料№１ 



  平成２９年度９月補正予算の概要
補正予算額 （単位：千円）

9月現計②

１．一般会計補正予算（第２号）

１）補正の主な財源

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

★

★

★

☆

・就学援助単価改正及び平成30年度入学準備金の支給

6,862 1,230 8,092

57,721 8,018 65,739

文化財保存管理事業

1,500 1,500

【教育委員会】

・北前船寄港地フォーラムin坂井市三國湊実行委員会補助金
0

58,700 108,700寄附市民参画事業（寄附に伴う返礼品費用等）

163,314

13,970
・園芸産地総合支援事業費補助金（施設等整備補助）

5,000 19,568

89,856

0

寄附市民参画基金積立金（丸岡城址復元事業 他６事業）

160,247 市債 26,100

北前船寄港地フォーラム開催事業

園芸産地総合支援事業

50,000

既決予算額

1,974

合　計

定例記者会見用

計補正額

％

9,984,965 △ 1.1

72,309 8.9

△ 441,857

△ 111,820

増減

△ 5.6

合　計

17,104

国庫支出金

485,877 39,182,604 41,515,765

伸び率
補正後①

諸収入

繰越金

繰入金

(単位:千円)

97,956

県支出金

(単位:千円)

・私立保育園改築事業補助金(いと勢保育園)等

【総合政策部】

△ 0.4

依存財源

事 業 名 称 等

160,000

自主財源

特 別 会 計

387,921

54,752

10,796,092

11,215,685 0 11,215,685

△ 2,333,161

△ 39,511

（①－②）9月補正

　国民健康保険 9,873,145 9,873,145

補正予算
平成28年度平成29年度

一 般 会 計 （第2号）

会　計

811,127

10,756,581 0 10,756,581

補正前

38,696,727

0.6

企 業 会 計 11,657,542

　後期高齢者医療 883,436 883,436

　農業集落排水事業

△ 3.8

　水道事業 2,825,647 2,825,647 2,809,438 16,209

　公共下水道事業 5,820,778 5,820,778 6,245,411 △ 424,633 △ 6.8

　病院事業 2,522,209 2,522,209 2,552,722

47,051 47,051 49,971 △ 5.8

61,154,870 △ 2,814,529

△ 2,920

△ 30,513 △ 1.2

60,668,993 485,877

33,896

28,970

【産業環境部】

15,000

△ 4.4

寄附金

65,700

計

経営体育成支援事業

18,500

14,568

63,969,399

135,476 27,838

・新規就農者融資主体型補助事業補助金（機械等整備補助）

466,105

3,736

【市民福祉部】

・(仮称)雄島こども園駐車場整備工事費等
496,304

89,856

・多機関の協働による包括的支援体制構築（モデル事業）

私立保育所施設整備補助事業
0

幼保園等施設整備事業（幼保一元化に伴う施設整備）

生活困窮者自立支援事業
30,160

101,003

児童(生徒)就学援助事業（要・準要保護児童(生徒)への就学援助）

・日本遺産(北前船寄港地)追加認定に関する経費

企業立地促進事業

18,500

30,199

丸岡地区活性化事業（丸岡バスターミナル周辺整備）

・事業施設設置費助成金、雇用促進助成金、空き施設活用助成金

261,003160,000
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第４回坂井市産業フェアを開催！ 

「未来への夢・希望 なるほどさかいのものづくり博」 

～坂井市の技・質・観・食を知る～ 

坂井市産業フェア実行委員会では、坂井市内でつくられた製品、技術並びに特産品などを一堂に

展示・販売し、市民をはじめ多くの方々に広く宣伝紹介すると共に、販路拡大を図り、合わせて出

展者相互の交流を深め、市内産業の更なる振興と地域文化の融合に資することを目的に第４回坂井

市産業フェアを実施します。 

 

【坂井市産業フェアの実施概要】 

実施日時／ 平成２９年９月１７日（日）～９月１８日（月・祝） 午前１０時～午後４時 

      ※オープニングセレモニーは１７日（日）午前９時３０分からとなります。 

実施場所／ ハートピア春江 （所在：坂井市春江町西太郎丸 15-22） 

主  催／ 坂井市産業フェア実行委員会 

 ◆見どころ◆  

「なるほど発見ものづくりマッチング講座」では、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）から技

術参与で坂井市出身の舘 和夫 氏を招き特別講演をいただくとともに、県内大学生を交えたパネ

ルディスカッションを行います。宇宙産業が市内企業にもたらす効果と可能性を探ります。 

 特別講演 

【講師】舘 和夫（たち かずお）氏  宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）技術参与 

【演題】「進化する宇宙開発」 【日時】９月１７日（日）午後１時３０分～午後３時 

パネルディスカッション 

【演題】「星空と夢づくり」  【日時】９月１７日（日）午後３時～午後４時 

【出演者】舘 和夫氏、福井工業大学教授、福井工業大学学生、コーディネーター（調整中） 

 

【坂井市産業フェアの実施内容】 

■メイン展示 

①「宙」「空」「海」「陸」無限大のさかいのものづくり＜ホワイエ＞ 

飛行機や船、次世代自動車、ロケット、衛星など、その製造工程には坂井市で作られた部品や技

術が多く用いられています。ここでは、世界に誇れる坂井市の最先端技術をご紹介します。 

②知ってましたか？こんなところにさかいのものづくり＜大ホール＞ 

 普段の暮らしの中にも、坂井市のものづくり技術はいたるところに用いられています。ここでは、

実際にリビングやキッチン等を再現し、私たちの生活にあふれる坂井のものづくりを展示します。 

 

■企業／団体出展ブース 

 坂井市を支える先進企業及び団体が約 100 ブース出展します。（別紙チラシ参照） 

 

＜坂井市産業フェア実行委員会＞ 

【実行委員長】松本富男（坂井市商工会 会長） 

【事 務 局】坂井市観光産業課（担当者 松本、橋向） 

【お問合せ先】TEL : 0776-50-3153  FAX : 0776-68-0440 

                        E-mail : kankou@city.fukui-sakai.lg.jp 

資料№３ 



第１１回「こどもが描く“ふるさと坂井”絵画展」実施要項 
 

１ 趣 旨  豊かな自然や歴史、文化に恵まれた“ふるさと坂井”をこどもの視点で描く

ことにより、郷土を愛する心を育み、絵画的センスを養う。 

 

２ 企画名  第１１回「こどもが描く“ふるさと坂井”絵画展」 

 

３ 主 催  坂井市教育委員会 所管 ＯＮＯメモリアル 

 

４ 募 集  期 間：平成２９年７月１９日（水）～９月８日（金） 

対象者：市内小学校１～６年生 

画 題：坂井市の風景 

画 材：指定なし 

大きさ：四ツ切画用紙大 

 

５ 審 査  日 時：平成２９年９月１２日（火） 

審査員：半田 信和氏（明章小学校校長） 

        西田 幹子氏（三国中学校教諭） 

        西田 史香氏（雄島小学校教諭） 

鈴木 和雄氏（グラフィックデザイナー） 

塩出 周子氏（日本画家）        計５名 

 

６  賞   特別賞：１０名 

（坂井市長賞１名、坂井市議会議長賞１名、坂井市教育委員会賞１名、 

坂井市教育研究会賞１名、坂井市文化協会賞１名、審査員賞１名、 

優秀賞４名） 

       入 選：１９０名 

 

７ 表彰式    日 時：平成２９年９月２３日（土・祝）午前１０時より 

場 所：みくに龍翔館 特別展示室 

       内 容：特別賞１０名を表彰 

 

８ 展 示  日 時：平成２９年９月２４日（日）～１０月１５日（日） 

場 所：みくに龍翔館 特別展示室 

時 間：午前９時～午後５時 

点 数：２００点（特別賞 １０点、入選 １９０点） 

※受賞者には案内状を配布いたします。 

※特別賞、入選作品はお返しせず、みくに龍翔館にて保存いたします。 

 

９ 問合せ先 みくに龍翔館（坂井市三国町緑ヶ丘 4-2-1 Tel：８２-５６６６） 

資料№４ 


