
【平成 30年 6月】坂井市長定例記者会見 
 

 

日 時 平成３０年６月８日（金） 

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３０年第３回（６月）坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ６月１２日（火）～７月９日（月） ２８日間 

○ 提出議案  ３３件 

（同意２２件、報告２件、予算議案１件、条例議案４件、契約議案４件） 

  【資料】 

① 平成３０年第３回（６月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 ・・・資料№１ 

② 平成３０年度６月補正予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・資料№２ 

 

 (2) 第２４回北前船寄港地フォーラム in坂井市三國湊について・・・・・・・資料№３ 

 

 

２ ６月・７月の主なイベント 

 (1) 坂井市環境フォーラム２０１８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№４ 

６月２４日（日）13：00～16：00 【みくに未来ホール】 

 (2) 坂井市ライトダウンキャンペーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№５ 

【市民統一消灯日】６月２８日（木）：福井震災追想の日 

【全国一斉消灯日】６月２１日（木）：夏至の日 

７月 ７日（土）：クールアース・デー 

(3) 福井しあわせ元気国体バレーボール競技 強化応援プロジェクト・・・・資料№６ 

７月 ８日（日）10：00～17：00 【三国体育館】 

 

 

３ ６月・７月の主な行事等 
 (1) 議会日程（予定） 

  ６月１２日（火）10：00～ 本会議（所信表明、議案説明、質疑、委員会付託） 

１４日（木）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：質疑） 

１５日（金）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：質疑） 

２５日（月）10：00～ 本会議（代表質問） 

２６日（火）10：00～ 本会議（一般質問） 

２７日（水）10：00～ 本会議（一般質問） 

２９日（金）10：00～ 常任委員会（産業建設常任委員会） 

７月 ２日（月）10：00～ 常任委員会（教育民生常任委員会） 

３日（火）10：00～ 常任委員会（総務常任委員会） 

５日（木）10：00～ 特別委員会（予算特別委員会：調査報告、質疑、討論、採決） 

９日（月）10：00～ 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決） 



 

 

 (2) その他 

  ６月 ９日（土）12：00～ 第 18回福井しあわせ元気大会プレ大会（サッカー） 

（10日まで）【丸岡スポーツランド】 

    １０日（日） 9：00～ 女性消火技術大会         【福井空港駐車場】 

    １０日（日） 9：50～ 第 18回福井しあわせ元気大会プレ大会 

（フライングディスク）  【三国運動公園】 

    １０日（日）15：00～ 坂井市炬火イベント       【ゆりの里公園 他】 

    １３日（水）13：30～ 坂井市小学校音楽会        【ハートピア春江】 

    １６日（土） 9：20～ 第 24回福井県ちびっこサッカー大会 

【丸岡スポーツランド】 

１７日（日）10：00～ わんぱく少年団 第 1回結団式  【ちくちくぼんぼん】 

      ２１日（木）16：30～ 合宿通学・開講式（大石小 5年） 

      ２３日（土）10：30～ 合宿通学・修了式（大石小 5年） 

【春江中コミュニティセンター】 

２８日（木）14：40～ 英国招へい団・坂井市到着(出迎え) 【三国観光ホテル】 

      ２８日（木）19：00～ 福井震災 70周年事業 地震防災講演会 

【ハートピア春江】 

２９日（金）15：00～ 英国招へい団・市長表敬訪問      【市役所本庁】 

３０日（土） 9：00～ 第 7回坂井市子ども文化祭（7月 1日まで） 

【ハートピア春江】 

 

 

４ 質疑応答 
 

 

 



 

 

平成３０年第３回（６月）坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

議案第２９号 
新保コミュニティセンター建設工事（建築）請負契約の締結

について 

まちづくり 

推進課 

議案第３０号 
江留上コミュニティセンター増築・耐震改修工事（建築）請

負契約の締結について 

まちづくり 

推進課 

議案第３１号 
春江東コミュニティセンター建設工事（建築）請負契約の締

結について 

まちづくり 

推進課 

議案第３２号 
兵庫コミュニティセンター建設工事（建築）請負契約の締結

について 

まちづくり 

推進課 

同意第８号 監査委員の選任について 総務課 

同意第９号 監査委員の選任について 総務課 

同意第１０号 公平委員会委員の選任について 総務課 

同意第１１号 

 ～第２９号 
農業委員会委員の任命について 農業委員会 

報告第１号 
平成２９年度坂井市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

財政課 

所管課 

報告第２号 
平成２９年度坂井市公共下水道事業会計予算繰越計算書の

報告について 
上下水道課 

議案第３３号 平成３０年度坂井市一般会計補正予算（第２号） 
財政課 

所管課 

議案第３４号 坂井市税条例等の一部を改正する条例について 課税課 

議案第３５号 坂井市児童館条例の一部を改正する条例について 
子育て 

支援課 

議案第３６号 
坂井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

子育て 

支援課 

議案第３７号 坂井市春江陶芸工房条例を廃止する条例について 文化課 
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  平成３０年度６月補正予算の概要

補正予算額 （単位：千円）

6月現計②

※ 企業会計の補正前額は、収益的支出と資本的支出の合計

１．一般会計補正予算

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）

★

★

★

★

☆

☆

★

16,760

76,822

60,735,238840,662 0.160,668,993

・三国湊賑わい創出事業(旧大木道具店改修工事費等）

100,000

合　計

三国湊地区活性化事業

道路橋りょう維持事業
54,499 100,500 154,999

・道路補修、道路施設の修繕料等

計補正額

【総合政策部】

83,7186,896

△ 0.1

△ 4,112

△ 2,577

△ 8.7

繰入金 283,653 国庫支出金

2,522,209

　農業集落排水事業

66,245計 59,894,576

　病院事業 2,519,632 2,519,632

3,773,564

5,820,778 △ 106,704

42,939 42,939 47,051

△ 1.8

931,615

12,050,209企 業 会 計

　公共下水道事業 5,714,074 5,714,074

　水道事業

一 般 会 計 （第２号）

会　計

2,825,647

9,253,167 0 9,253,167

11,215,685

8,321,552 8,321,552

補正予算
平成30年度

840,662 39,431,862

12,050,209

　後期高齢者医療

合　計

伸び率
補正前 補正後① （①－②）6月補正

依存財源

　国民健康保険 9,873,145 △ 1,551,593

834,524

繰越金

38,696,727

自主財源

特 別 会 計

県支出金

（単位:千円）

38,591,200

931,615

400,413

△ 40,862

諸収入

（単位:千円）

市　　債 331,600

440,249

0

149,511

883,436

3,773,564

10,756,581

定例記者会見用

平成29年度 増減

735,135

△ 1,503,414 △ 14.0

％

1.9

7.4

947,917 33.5

△ 15.7

48,179 5.5

223,794

【市民福祉部】

既決予算額事 業 名 称 等

道路改良事業（生活道、通学道の整備） 123,954 99,840

0

・丸岡バスターミナル周辺整備事業（建物新設・外構工事等）

1,736
・放課後児童クラブ利用料援助費等

1,736

226,433

漁場生産基盤整備事業
0 22,500 22,500

・漁港水産物加工施設整備事業補助金

ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業

【産業環境部】

・三国学校給食センター建設事業

162,149

204,829

【建設部】

64,284

水産業経営支援事業
28,726 31,826

・除雪機械借上料、除雪機械購入費等

204,829

除雪対策事業

丸岡地区活性化事業
0

3,100
・水産振興計画策定に要する経費

【教育委員会】

0 3,500 3,500
・特別教室空調設備設置工事設計委託料

学校給食施設建設事業
804 228,129 228,933

中学校施設整備事業
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【 開催目的 】 

江戸時代から明治時代に活躍した“北前船”は、その交易を通じて、全国各地の寄港地の歴

史・文化・風俗・建築物などに様々な影響を与えてきました。このフォーラムでは、北前船

寄港地や船主集落に関する全国の自治体が、一堂に会して交流を深めるとともに、新たな連

携を構築しながら広域的な地域活性化を図ります。 

坂井市の三國湊は、５月 24 日に日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ～

北前船寄港地・船主集落～」の認定を受けました。これは、全国 38 の自治体が参加連携す

る全国最大規模の日本遺産です。今回のフォーラムは、日本遺産認定後、国内で開催される

最初のフォーラムであることから、この絶好の機会に、三國湊、並びに、坂井市の魅力を全

国により強く発信したく、盛大に開催するものです。 

 

【 実施内容 】 

１．全国北前船研究交流セミナー 

 ① 開催日時／平成 30 年７月 12 日(木) 13:30～17:00 

② 開催会場／みくに市民センター(みくに未来ホール) 

③ 内容等 ／ 全国の北前船の歴史・文化に関わる学芸員や学識者等が、研究成果や活

動事例の発表を行い、この機会を通じて、参加者が他地域の魅力を理解し、

そのことにより、自地域の魅力を再確認し、更なる魅力の発信に活かして

もらい、広域連携を強める場にもします。 

 

２．前夜祭 

 ① 開催日時／平成 30 年７月 12 日(木) 18:00～20:00 

 ② 開催会場／休暇村越前三国 

 

第 24回北前船寄港地フォーラム in坂井市三國湊 を開催！ 

日本遺産で甦る、観光と文化の北前船新時代 

～ 港
こう

民
みん

が紡ぐ異空間 湊・三国スタイル ～ 
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３．エクスカーション (現地視察) Ⅰ 

 ① 開催日時／平成 30 年７月 13 日(金) 09:00～12:00 

② 開催会場／三国湊周辺など 

③ 内容等 ／ この日本遺産に登録されている 38 の自治体の中でも、三国湊に残る文

化財等は、量・質ともトップクラスです。今もなお、北前船交易で隆盛を

極めた頃の風情が漂う三国湊を、地元ガイドの案内で町歩きを楽しみ、ま

た、東尋坊観光遊覧船で三国湊と東尋坊を結び、当時の北前船の雰囲気も

体感してもらいます。 

 

４．第 24 回北前船寄港地フォーラム in 坂井市三國湊 

 ① 開催日時／平成 30 年７月 13 日(金) 13:00～18:00 

② 開催会場／ハートピア春江、みくに龍翔館 

③ 内容等 ／ 全国の北前船に関係する自治体や、観光・交通事業者・団体などが集い、

基調講演やパネルディスカッションを通じて、これからの地域間連携や地

域経済活性化などの情報や意見の交換・提案を行います。かつて、北前船

が紡いだ全国規模の物流ネットワークを、現代に新たな形で甦らせていく、

未来志向の情報が得られる機会です。 

 

５．レセプション  

 ① 開催日時／平成 30 年７月 13 日(金) 18:30～20:00 

② 開催会場／三国観光ホテル 

 

６．エクスカーション (現地視察) Ⅱ 

 ① 開催日時／平成 30 年７月 14 日(土) 09:00～12:00 

② 開催会場／●三国湊周辺、吉崎御坊跡  ●丸岡城、大本山永平寺 

③ 内容等 ／ 前日のエクスカーションに、坂井市内や福井県内の歴史に関する観光地

に立寄るコースを加え、参加者が帰路に着くまで、さらに坂井市とその周

辺を楽しんでもらいます。 

 

【 問合せ先 】北前船寄港地フォーラム in 坂井市三國湊実行委員会 

＜事務局＞ 坂井市役所観光産業課内 

             Tel／0776-50-3152   Fax／0776-68-0440 

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



 
 

坂井市環境フォーラム２０１８開催要領 

 

 

○名 称：坂井市環境フォーラム２０１８ 

「身近な環境の変化に関心を！」 

○日 程：平成３０年６月２４日（日） 午後１時～午後４時 

○場 所：みくに未来ホール（坂井市三国町中央一丁目５番１号） 

○主 催：エコネイチャー・さかい、坂井市 

○後 催：福井新聞社（予定）、ＦＢＣ福井放送（予定） 

○目 的：環境基本計画の重点プロジェクト「環境モラル向上と環境教育の推進プロ

ジェクト」に基づき環境フォーラムを開催し、市民や事業者に向けた環境

意識の啓蒙をおこなう。特に今回のフォーラムでは、「身近な環境の変化

に関心を！」をテーマにした講演会、パネルディスカッション、展示等を

通じて、参加者の環境意識の向上と保全活動の促進につなげることを目的

とする。 

○内 容： 

 （１）講演「今、身近な環境で変化の兆しが！」 

     講師 エコネイチャー・さかい 会長 阪本 周一氏  

 （２）パネルディスカッション 

     テーマ「未来に残そう故郷の自然（宝物）」 

        コーディネーター：阪本 周一氏 

        パネリスト：田中 俊之氏 

              上出 純宏氏 

              山田 治伸氏 

              岩村 力 氏  

○その他： 

・入場料：無料 

 

 

 

 

＜担当課：産業環境部環境推進課 ℡50-3032＞ 
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坂井市ライトダウンキャンペーンの実施について 

 

 

 

市では地球温暖化防止のため、国が進める「ライトダウンキャンペーン」の趣旨に

賛同し、国が呼びかける消灯日に加え、６月２８日を「市民統一消灯日」、毎月１６

日を『さかいライトダウン・デー』とし、市民や事業者の皆様に、ライトアップ施設

や看板、不要な照明（防犯や安全上必要な街灯、玄関灯などを除く）の消灯を呼びか

けます。 

また国は温室効果ガスの削減を目標として「COOL CHOICE」を展開しており、家庭

や事業所でできる賢い選択を働きかけます。 

 

 

 

★ 坂井市ライトダウンキャンペーン 

 【啓発期間】 

平成３０年６月２１日（木）～８月３１日（金） 

  

【坂井市 一斉消灯日】 

      市民統一消灯日：６月２８日（木：福井震災追想の日） 

      全国一斉消灯日：６月２１日（木：夏至の日） 

              ７月 ７日（土：クールアース・デー） 

さかいライトダウン・デー：毎月１６日 

※ 期間中、特に上記３日間の２０～２２時と昼間の２時間（任意）の

消灯を呼びかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当課：産業環境部環境推進課 ℡50-3032＞ 
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坂井市実行委員会 主催 
福井しあわせ元気国体バレーボール競技 

強化応援プロジェクト実施要項 
 

 

目  的  福井しあわせ元気国体・しあわせ元気大会の開催に向けた気運を高め

るとともに、福井県代表チーム（少年女子）の競技力向上と審判員お

よび競技補助員の養成を図り、加えて競技に対する意識を深めること

で、将来に向けて若い世代を中心に競技を広く普及させることを目的

とする。 

 

日  程  平成３０年７月８日（日）強化普及イベントとして 

       １０：００～１３：００ ３チームによるエキシビジョンゲーム 

        １３：３０～１４：３０ トークショー 

        １４：４５～１７：００ バレーボール教室 

       

場  所  三国体育館 

 

 参加チーム 福井工大福井高校女子バレー部、三重高校女子バレー部、 

       岡崎学園高校女子バレー部 

 

講  師  狩野 舞子（元全日本代表選手・ロンドン五輪銅メダリスト） 

 

概  要  ・福井しあわせ元気国体の坂井市正式競技であるバレーボールにおけ

る福井県代表チーム（福井工大福井高校）と近県強豪校２チームに

よる１セットマッチのエキシビジョンゲームを行う。 

・スポーツ競技への理解、国体開催に向けた気運を高めるため、市民  

に親しみやすいトークショーを実施する。 

・福井県代表チーム（福井工大福井高校）の競技力向上を目的とし、  

元全日本代表選手によるバレーボール教室を実施する。 
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