
【令和４年２月】坂井市長定例記者会見 

 

日時 令和４年２月８日(火) 10:00～ 

会場 坂井市役所 ３階 災害対策本部室 

 

 

１．施政報告 

(１) 令和４年第１回(３月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ２月１０日(木) ～ ３月８日(火) 27日間 

○ 提出議案  ２７件 (同意２件、諮問３件、予算議案11件、一般議案３件、 

条例議案８件) 

  【資料】 

① 令和４年第１回(３月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧  ・・・・資料 No.１ 

② 令和３年度２月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

③ 令和３年度３月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.３ 

   ④ 令和４年度当初予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.４ 

      《別冊》令和４年度予算事業別説明資料 

 

 

２．２～３月の主なイベント 

(１)  坂井市ふるさと納税事業者アワード 2021 ・・・・・・・・・・・・・資料 No.５ 

     ３月３日(木)  13:30～ 表彰式 

(２)  河川クリーンキャンペーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.６ 

     ３月 ６日(日) 08:00～10:00  市内の河川等 

(３)  九頭竜川クルーズ ～笏谷石のストーリーをめぐる～ ・・・・・・・・資料 No.７ 

     ３月 12日(土) 三国・福井発、計４ツアー催行 

(４)  高校生“グルメ to go”コンテスト  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.８ 

３月 19日(土)  

 

３．２月～３月の主な行事等 

(１) 議会日程 

２月 

 

 

 

 

 

10日 

14日 

15日 

24日 

25日 

28日 

(木) 10:00～ 本会議 （施政方針、議案説明、質疑、委員会付託） 

(月) 10:00～ 予算特別委員会 (質疑) 

(火) 10:00～ 予算特別委員会 (質疑) 

(木) 10:00～ 本会議 (一般質問)  

(金) 10:00～ 本会議 (一般質問)  

(月) 10:00～ 産業建設常任委員会 



３月 1日 

2日 

4日 

8日 

(火) 10:00～ 教育民生常任委員会 

(水) 10:00～ 総務常任委員会 

(金) 10:00～ 予算特別委員会 (調査報告、質疑、討論、採決) 

(火) 10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決、) 

 

 

 

 (２) その他 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

20日 

 

25日 

 

26日 

 

 

 

28日 

 

５日 

 

12日 

 

17日 

 

20日 

 

 

26日 

 

(日) 13:00～ バーチャルデート inボートレース三国（第１回） 

【ボートレース三国】 

(金) 10:00～ 健康づくりサポート教室『心の健康～毎日の笑顔のために～』 

                        【東十郷コミセン】 

(土)  9:00～ スポーツフェス 2021           【三国体育館】 

10:00～ 市国際交流協会（SIS）世界の料理教室～ロシア編～ 

    【春江中コミセン】 

13:00～ アライグマ捕獲従事者講習会【坂井北部丘陵地農業支援センター】 

(月）14:00～ 健康づくりサポート教室 『プラス 10分運動で元気イキイキ』 

                        【東十郷コミセン】 

(土) 13:00～ バーチャルデート inボートレース三国（第 2回） 

    【ボートレース三国】 

(土) 14:00～ 健康づくりサポート教室『口から始める健康づくり』 

       【東十郷コミセン】 

(木) 10:00～ 健康づくりサポート教室『野菜プラス塩分マイナスのススメ』 

                        【東十郷コミセン】 

(日) 11:00～ 坂井市成人式             【ハートピア春江】 

        11:00～ 丸岡・坂井の新成人 

        15:00～ 三国・春江の新成人 

(土)18：00～ 丸岡城桜まつり（点灯式）～4/20まで 

   【丸岡城・一筆啓上茶屋等】 

 

４．質疑応答 

 



 資料 No.１  

令和４年第１回(３月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

同意第１号 教育委員会委員の任命について 教育総務課 

同意第２号 公平委員会委員の選任について 総務課 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

議案第１号 令和３年度坂井市一般会計補正予算 (第８号) 
財政課 

所管課 

議案第２号 令和３年度坂井市一般会計補正予算 (第９号) 
財政課 

所管課 

議案第３号 令和３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４号 
令和３年度坂井市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第２

号) 
保険年金課 

議案第５号 令和４年度坂井市一般会計予算 
財政課 

所管課 

議案第６号 令和４年度坂井市国民健康保険特別会計予算 保険年金課 

議案第７号 令和４年度坂井市後期高齢者医療特別会計予算 保険年金課 

議案第８号 令和４年度坂井市水道事業会計予算 上下水道課 

議案第９号 令和４年度坂井市公共下水道事業会計予算 上下水道課 

議案第 10号 令和４年度坂井市農業集落排水事業会計予算 上下水道課 

議案第 11号 令和４年度坂井市病院事業会計予算 三国病院 



議 案 件       名 担当課 

議案第 12号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 企画政策課 

議案第 13号 市有財産の無償譲渡について 保育課 

議案第 14号 市道路線の認定について 建設課 

議案第 15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職

員の旅費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 16号 坂井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 課税課 

議案第 17号 坂井市三国駅条例の一部を改正する条例について 都市計画課 

議案第 18号 坂井市暴力団排除条例の一部を改正する条例について 安全対策課 

議案第 19号 坂井市児童館条例の一部を改正する条例について 保育課 

議案第 20号 
坂井市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例について 
子ども福祉課 

議案第 21号 
坂井市重度障害者(児)医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について 
社会福祉課 

議案第 22号 坂井市春江中小企業センター条例を廃止する条例について 商工労政課 

 



令和３年度　坂井市　２月補正予算の概要

１．会計別補正予算 （単位：千円、％）

（①－②）

※ 企業会計の補正前額は、収益的支出と資本的支出の合計

２．一般会計補正予算（第８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）

寄附市民参画事業

寄付市民参画基金
120,000 寄附金

・寄付市民参画制度による寄附金を積立てる

100,000

合　計 220,000

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

【総合政策部】

寄 附 金 120,000

繰 入 金 100,000 合　計 0

△ 12,922,566 △ 16.8

自主財源 （単位:千円） 依存財源 （単位:千円）

計 63,568,626 220,000 63,788,626 76,711,192

2,238 4.8

　病院事業 2,579,535 2,579,535 2,637,560 △ 58,025 △ 2.2

　農業集落排水事業 48,875 48,875 46,637

△ 156,048 △ 6.1

　公共下水道事業 5,174,485 5,174,485 5,396,807 △ 222,322 △ 4.1

　水道事業 2,418,589 2,418,589 2,574,637

99,037 9.7

企 業 会 計 10,221,484 0 10,221,484 10,655,641 △ 434,157 △ 4.1

　後期高齢者医療 1,119,229 1,119,229 1,020,192

△ 0.7

　国民健康保険 7,858,713 7,858,713 8,020,865 △ 162,152 △ 2.0

57,014,494 △ 12,425,294 △ 21.8

特 別 会 計 8,977,942 0 8,977,942 9,041,057 △ 63,115

伸び率
補正前 2月補正 補正後① 2月現計②

一 般 会 計 （第８号） 44,369,200 220,000 44,589,200

繰入金 100,000
・寄付市民参画制度による返礼品等に係る経費

120,000

定例記者会見用

会　計 補正予算
令和３年度 令和２年度 増減

資料 №２



令和３年度　坂井市　３月補正予算の概要

１．会計別補正予算 （単位：千円、％）

（①－②）

※ 企業会計の補正前額は、収益的支出と資本的支出の合計

２．一般会計補正予算（第９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）

【健康福祉部】

【産業政策部】

★

【建設部】

３．国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

・被保険者の療養給付費の増
・令和２年度決算の確定による決算余剰金の一部を国民健康保険基金に積立てる

４．後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

・後期高齢者医療保険料の増
・保険基盤安定負担金の確定

国庫
市債

21,152
15,400・除雪業務委託料等

寄 附 金 4,700 国庫支出金 502,045

93,400
国庫

県支出金
46,700
23,350・障害福祉サービスの需要の増加

水産業経営支援事業
8,500 － －

・燃油価格高騰により経営に影響を受けた漁業者への支援

定例記者会見用

会　計 補正予算
令和３年度 令和２年度 増減

伸び率
補正前 3月補正 補正後① ３月現計②

一 般 会 計 （第９号） 44,589,200 4,007,000 48,596,200 58,631,990 △ 10,035,790 △ 17.1

特 別 会 計 8,977,942 399,464 9,377,406 9,118,540 258,866 2.8

　国民健康保険 7,858,713 350,464 8,209,177 8,001,348 207,829 2.6

　後期高齢者医療 1,119,229 49,000 1,168,229 1,117,192 51,037 4.6

企 業 会 計 10,221,484 0 10,221,484 10,655,641 △ 434,157 △ 4.1

　水道事業 2,418,589 2,418,589 2,574,637 △ 156,048 △ 6.1

　公共下水道事業 5,174,485 5,174,485 5,396,807 △ 222,322 △ 4.1

　農業集落排水事業 48,875 48,875 46,637 2,238 4.8

　病院事業 2,579,535 2,579,535 2,637,560 △ 58,025 △ 2.2

計 63,788,626 4,406,464 68,195,090 78,406,171 △ 10,211,081 △ 13.0

自主財源 （単位:千円） 依存財源 （単位:千円）

市 税 275,000 地方交付税 965,116

繰 入 金 △ 293,069 県 支 出 金 △ 56,067

繰 越 金 604,872 市 債 △ 444,667

諸収入 2,500,000
・越前三国競艇企業団の事業収益を基金に積立てる

諸 収 入 2,449,070 合　計 966,427

合　計 3,040,573

訓練等給付費支給事業

【教育委員会】

小学校施設整備事業
502,820

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

【財務部】

まちづくり整備基金
2,500,000

中学校施設整備事業
120,000 国庫 39,785

・市内中学校の特別室（美術室、技術室など）に空調設備を整備

観光施設管理運営事業
1,485 国庫 1,350

・温泉の供給に係る料金の減免に伴う負担金（ゆあぽ～と）

国庫
市債

134,664
260,600・国の交付決定を受け、校舎の大規模改修を実施（明章小、磯部小）

除雪対策事業
144,550

資料 №3
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 当初予算編成の概要



１．令和４年度　当初予算編成の概要

　

　　歳出全体では、人件費、扶助費および公債費からなる義務的経費は４４.０％、物件費、補助費等の任意的経費は５１.２％、普通建設事業費の投資的経費は４.８％となって
おり、この中で投資的経費については対前年度比で５３.５％の減となっています。
　総務関係では、移住・定住の促進を図るため、本市の魅力を全国に発信するとともに、移住の準備活動をする方への支援事業の拡充など、地方創生に取り組みます。また、
コミュニティセンターのＬＥＤ化は引き続き整備を進め、利用者の利便性の向上と今後の維持費の軽減を図ります。
　福祉関係では、重層的支援体制を強化し、持続可能な地域共生社会の実現に取り組みます。また、子宮頸がん予防ワクチンの接種について、小学６年生から高校１年生まで
の女性を対象に、定期接種として積極的勧奨を再開します。加戸幼保園の改修工事、私立保育園への施設整備に対する補助など、良好な保育環境の確保に努めます。
　高齢者対策として、在宅介護者への通院などのタクシー助成の対象者を拡充し、認知症予備軍（MCI）の予防、早期発見・早期対応による健康増進、認知症に関しての知識
や理解の促進など認知症予防対策に継続して取り組みます。
　農林関係では、農業を担う人材の育成と確保に向け、新規就農者育成総合対策事業として不安定となる就農初期の支援を行い新規就農者の早期の経営安定を図ります。
　水産関係では、三国港市場を活用した朝市を定期的に開催するために必要な経費を計上し、市場を中心とした水産業の振興を図ります。
　商工関係では、キッチンカー（移動販売）を導入し、新たな販売先の開拓に取り組む事業者への支援を図ります。また、商業振興対策事業として、地域行政ポイントを発行
し、市内消費の活性化を図ります。
　観光関係では、安心・安全な環境で花火大会を開催するため事故防止や感染防止対策をとりながら、地域経済活性化および観光誘客を推進します。
　教育関係では、加戸小学校及び長畝小学校の大規模改修工事の設計を委託、小学生のプール学習について室内プールを使用した学習支援を行うなど、児童の学びや健康、安
全教育に取り組みます。
　また、みくに龍翔館の改修整備は展示制作を行い、令和５年春のリニューアルオープンに向けて取り組みます。

 1-1. 概要

　令和４年度当初予算は、令和４年４月に市長・市議会議員選挙が実施されることから、年度当初からの執行が必要となる継続的また経常的な事業や、すでに実施が決まって
いる事業などに係る経費を中心とした骨格予算として計上しています。加えて、行政サービスデジタル化の推進およびＩＣＴ活用による、行政サービスの利便性の向上と、行
政事務の効率化への取り組むため、時代の変化に応じた事務事業の見直しや、事業費の精査等を徹底し選択と集中の指向を重視しました。予算規模は、３９４億２００万円
（前年度比１０億７,６００万円減　２.７％減）となっています。また、政策的な経費や新規事業については、今後の補正予算で対応する予定です。
　なお、新型コロナウイルス感染症の対応については、ワクチン接種関係を除き１億２,０００万円を計上し、今後の状況を見ながら感染防止対策を着実に実施しつつ対応して
まいります。

 1-２. 歳入

　歳入では、自主財源の総額を１９３億７,４００万円程度、その根幹を成す市税については、新型コロナ感染症の影響による景気が持ち直してきていることや、新型コロナ軽
減解除などを見込み、市税全体では、対前年度比５.８％増の１２３億５,６２０万円と見込んでいます。
　地方譲与税や地方消費税及び法人事業税等の交付金は、国の動向を踏まえ、対前年度比１１.５％増を見込んでいます。
　地方交付税については、国の地方財政計画により、全体の交付税総額が増となったことを踏まえ、対前年度比７.３％増としています。
　分担金及び負担金については、対前年度比２.２％の減となっていますが、無償化・こども園化による、私立保育所保育料の減が主な要因となっています。
　国庫支出金については、新型コロナの対応に係る事業費、保育所施設整備事業費、子どものための教育・保育給付費に係る国の交付金等を見込み、対前年度比７.５％増とし
ています。
　県支出金については、子供のための教育・保育給付費や障害児通所給付費の負担金や、三里浜砂丘地での園芸産地育成に係る補助金等が増となり、対前年度比０.４％の増と
しています。
　繰入金については、まちづくり整備基金や寄附市民参画基金、地域振興基金など、様々な施策の財源として有効に活用しています。
　諸収入については、小中学生の学校給食費を改定し、保護者負担の軽減することとして約１億９千万円の減となり、全体で対前年度比３６.３％減の９億３,８８５万６千円
を見込んでいます。
　市債については、臨時財政対策債が対前年度比１４億円減、合併特例事業債が９億９,１１０万円減となり、全体で対前年度比５９.９％減の２４億４,０３０万円の減となっ
ています。
　また、寄附市民参画寄附金については、前年度と同額の１４億円とし、財産収入については、土地の売払収入として、対前年度比３千万円増の５千万円を見込んでいます。

 1-３. 歳出
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２．一般会計歳入歳出予算の主な内容 （単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較
伸び率

(％)
主な内容　　　　　　　　　　　　　　  (カッコ内：令和３年度→令和４年度， 増減額)

市 税 12,356,200 11,682,800 673,400 5.8

 市民税 （4,985,800→5,382,700， ＋396,900）
　 [現年　個人 （4,261,400→4,568,000， ＋306,600）、 法人 （695,000→802,000， ＋107,000）]、
 固定資産税 （5,805,000→6,013,000， ＋208,000）、軽自動車税 （296,000→309,500， ＋13,500）、
 たばこ税 （540,000→575000， ＋35,000）、入湯税 （56,000　昨年同額）

地方譲与税・
各種交付金

2,609,500 2,341,150 268,350 11.5

 地方譲与税 （240,850→330,000， ＋89,150）、配当割交付金 （45,000→57,400， ＋12,400）、
 株式等譲渡所得割交付金 （40,000→64,000， ＋24,000）、法人事業税交付金 （81,400→120,000， ＋38,600）、
 地方消費税交付金 （1,572,000→1,910,000， ＋338,000）、ゴルフ場利用税交付金 （240,000→27,000千円， ＋3,000）、
 環境性能割交付金（30,000→34,000千円， ＋4,000）、地方特例交付金 （284,000→45,000， ▲239,000）

地方交付税 8,000,000 7,457,000 543,000 7.3  普通交付税 （6,807,000→7,400,000， ＋593,000）、 特別交付税 （650,000→600,000， ▲50,000）

分担金及び
負　担　金

425,189 434,833 △ 9,644 △ 2.2

 包括的支援・任意事業（地域支援事業）受託収入 （32,310→39,461， ＋7,151）、
 保険者機能強化推進事業受託収入 （5,766→10,405， ＋4,639）、
 重層的支援体制整備事業受託収入 （227,983→222,280， ▲5,703）、 私立保育所保育料 （80,678→51,580， ▲29,098）、
 広域入所保育受託事業収入 （24,660→34,389， ＋9,729）

使用料及び
手　数　料

509,811 520,706 △ 10,895 △ 2.1
 コミュニティセンター使用料 （13,214→7,525， ▲5,689）、住宅使用料 （114,317→111,478， ▲2,839）、
 窓口手数料 （36,891→34,775， ▲2,116）、コンビニ交付手数料 （1,125→2,610， ＋1,485）

国庫支出金 4,411,260 4,101,753 309,507 7.5

 子どものための教育・保育給付費交付金 （908,066→1,130,600， ＋222,534）、
 児童手当負担金 （1,030,616→988,679， ▲41,937）、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（96,947， 皆増）、
 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 （47,269→33,968， ▲13,301）、
 保育所施設整備事業費補助金 （113,807， 皆増）、
 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 （104,053， 皆増）、
 社会資本整備総合交付金（住宅費） （43,085→6,270， ▲36,815）、
 社会資本整備総合交付金（建設費） （151,540→89,825， ▲61,715）、
 小学校施設整備費補助金（大規模改造） （86,426→0， 皆減）

県 支 出 金 3,373,187 3,359,133 14,054 0.4

 子どものための教育・保育給付費交付金県負担分 （406,810→508,496， ＋101,686）、
 障害児通所給付費県費負担金 （44,233→74,454， ＋30,221）、夢あるふくいの園芸タウン育成事業補助金 （74,520， 皆増）、
 周遊・滞在型観光推進事業補助金 （80,000→0， 皆減）、 東尋坊活性化事業補助金 (103,500→3,700， ▲99,800）、
 北陸新幹線関連公共施設等整備事業補助金 （15,000→40,000， ＋25,000）、
 全国高等学校総合体育大会福井県開催協議種目別大会運営費補助金 （33,706→0， 皆減）、

繰 入 金 3,446,936 3,362,280 84,656 2.5
 財政調整基金繰入金 （522,532→488,109， ▲34,423）、地域振興基金繰入金 （333,300→448,100， ＋114,800）、
 寄附市民参画基金繰入金 （892,778→996,461， ＋103,683）、
 まちづくり整備基金繰入金 （1,499,700→1,450,000， ▲49,700）

繰 越 金 200,000 200,000 0 0.0  前年度繰越金 （昨年同額）

諸 収 入 938,856 1,473,286 △ 534,430 △ 36.3
 デジタル基盤改革支援補助金 （8,735， 皆増）、一体的実施事業受託収入 （2,285， 皆増）、
 道路等整備事業受託金<鉄道・機構> （315,000→21,000， ▲294,000）、
 小中学校給食負担金 （431,894→241,787， ▲190,107）、丸岡スポーツランド有料看板広告料 （1,600→3,200， ＋1,600）

市 債 1,634,000 4,074,800 △ 2,440,800 △ 59.9
 防災情報システム整備事業債 （96,000→0， 皆減）、保育所建設事業債 （91,400， 皆増）、
 臨時財政対策債 （2,200,000→800,000， ▲1,400,000）、合併特例事業債 （1,706,200→714,600， ▲991,600）

そ の 他 1,497,061 1,470,259 26,802 1.8  土地建物売払収入 （20,000→50,000， ＋30,000）、寄附市民参画寄附金 （1,400,000， 昨年同額）

歳入合計 39,402,000 40,478,000 △ 1,076,000 △ 2.7

款

歳
　
入
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（単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比較
伸び率

(％)
主な内容　　　　　　　　　　　　　　  (カッコ内：令和３年度→令和４年度，　増減額)

議 会 費 287,302 306,216 △ 18,914 △ 6.2  議会運営事業 （217,614→201,596， ▲16,018） 

総 務 費 4,755,891 4,893,716 △ 137,825 △ 2.8

 コミュニティセンター施設整備事業 （43,300→0， 皆減）、庁舎管理事務事業 （162,035→134,611， ▲27,424）、
 財産管理事務事業 （71,062→90,341， ＋19,279）、寄附市民参画事業 （699,986→742,000， ＋42,014）、
 地方創生推進事業 （47,291→30,677， ▲16,614）、地域交通対策事業 （68,051→113,042， ＋44,991）、
 庁内情報管理事業 （171,349→118,436， ▲52,913）、賦課事務事業 （47,348→94,777， ＋47,429）、
 個人番号カード等交付事務事業 （76,142→34,007， ▲42,135）、 防災システム整備事業 （111,108→28,639， ▲82,469）

民 生 費 13,010,454 12,510,952 499,502 4.0

 特別支援学校通学事業 （24,880→1,200，　▲23,680）、障害児通所支援事業 （191,232→331,918， ＋140,686）、
 児童手当支給事業 （1,486,489→1,423,429， ▲63,060）、児童扶養手当支給事業 （266,169→248,162，　▲18,007）、
 幼保園等管理運営事業 （687,545→670,562， ▲16,983）、幼保園等施設整備事業 （24,000→214,500， ＋190,500）、
 私立保育所保育業務委託事業 （1,031,000→724,520，　▲306,480）、私立保育所施設整備補助事業 （190,710， 皆増）、
 特別保育事業 （87,684→95,184，　＋7,500）、施設型給付費負担金 （1,000,000→1,341,100， ＋341,100）、
 放課後児童対策事業 （284,709→295,347， ＋10,638）

衛 生 費 4,552,485 4,079,135 473,350 11.6

 国民健康保険特別会計繰出金 （519,770→527,156， ＋7,386）、予防接種事業 （199,183→447,044， ＋247,861）、
 赤坂聖苑管理運営事業 （77,433→48,284， ▲29,149） 、坂井地区広域連合事業（斎苑） （13,978→38,002， ＋24,024）
 後期高齢者医療事業 （1,194,233→1,306,578， ＋112,345）、基本健診事業 （14,390→10,057， ▲4,333）、
 後期高齢者事業 （23,167→22,163，▲1,004）一般廃棄物収集処理事業 （1,052,077→1,083,085， ＋31,008）、
 坂井地区広域連合事業（環境衛生） （66,152→109,791， ＋43,639）

労 働 費 57,588 83,461 △ 25,873 △ 31.0  生活安定資金融資事業 （54,000→30,500， ▲23,500）

農林水産業費 1,992,308 2,124,363 △ 132,055 △ 6.2

 水田農業大規模化・園芸導入事業 （58,715→24,444，　▲34,271）、
 三里浜砂丘地園芸産地育成事業 （9,358→116,834， ＋107,476）、畜産経営支援事業 （8,430→30,321， ＋21,891）、
 県営経営体育成基盤整備事業 （71,000→139,000， ＋68,000）、地域用水機能増進事業 （63,205→7,500， ▲55,705）、
 坂井地域交流センター管理運営事業 （26,875→61,580， ＋34,705）、水産業経営支援事業 （354,751→28,722，　▲326,029）

商 工 費 996,034 1,490,898 △ 494,864 △ 33.2
 中小企業経営支援事業 （411,800→378,150， ▲33,650）、企業立地促進助成金 （139,789→150,887， ＋11,098）、
 坂井市産業フェア事業 （11,000→0， 皆減）、観光ビジョン戦略事業 （83,120→70,034， ▲13,086）、
 東尋坊再整備事業 （207,450→7,400， ▲200,050）、観光施設管理運営事業 （116,063→97,569， ▲18,494）

土 木 費 2,478,463 2,917,347 △ 438,884 △ 15.0

 新幹線対策事業 （330,237→100,237， ▲230,000）、橋りょう長寿命化事業 （69,500→30,100， ▲39,400）、
 道路改良事業 （269,013→133,326， ▲135,687）、末政・随応寺線道路改良事業 （6,500→40,100， ＋33,600）、
 三国123号線道路改良事業 （41,700→11,800， ▲29,900）、一本田福所城北線道路改良事業 （35,200→10,500， ▲24,700）、
 南横地上安田線道路改良事業 （5,200→10100， ＋4,900）、急傾斜地崩壊防止対策事業 （8,500， 皆増）、
 公共下水道事業会計補助金 （1,200,000→1,300,000， ＋100,000）、三国駅維持管理事業 （10,381→6,590，▲3,791）、
 公営住宅ストック総合改善事業 （77,400→5,000，　▲72,400）

消 防 費 1,517,755 1,506,931 10,824 0.7  嶺北消防組合負担金 （1,457,000→1,467,824， ＋10,824）

教 育 費 4,128,744 5,030,569 △ 901,825 △ 17.9

 小学校管理事業 （395,422→402,154， ＋6,732）、小学校施設整備事業 （455,350→35,000， ▲420,350）、
 小学校通学支援事業 （95,541→125,035， ＋29,494）、みくに龍翔館管理運営事業 （26,793→47,081， ＋20,288）、
 みくに龍翔館改修整備事業 （838,252→536,647， ▲301,605）、図書館管理運営事業 （161,642→133,568， ▲28,074）、
 スポーツ大会運営事業 （6,425→19,426， ＋13,001）、全国高等学校総合体育大会運営事業 （55,000→0，　皆減）

公 債 費 4,193,175 4,078,458 114,717 2.8  元金 （3,856,774→4,016,434， ▲44,279）、 利子 （220,684→175,741，　▲44,943）

諸 支 出 金 1,421,801 1,445,954 △ 24,153 △ 1.7  温泉施設整備基金 （28,003→1， ▲28,002）、森林環境譲与税基金 （16,002→20,001， ＋3,999）

予 備 費 10,000 10,000 0 0.0

歳出合計 39,402,000 40,478,000 △ 1,076,000 △ 2.7

歳
　
出
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（単位：千円）

担当課 予算額
説明

資料Ｐ 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

☆ 多文化共生事業 総務課 3,411 17 スポーツ大会運営事業（ふくい桜マラソン） 生涯学習スポーツ課 13,822 232

市長・市議会議員選挙事業 総務課 41,500 20 みくに龍翔館改修整備事業 みくに龍翔館 536,647 241

地方創生推進事業（移住就職支援） 企画政策課 23,616 35 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

寄附市民参画事業 企画政策課 742,000 31 環境共生事業（環境教育推進事業） 環境推進課 2,200 131

☆ 行政区事務事業（行政デジタルアプリ） まちづくり推進課 1,000 43 一般廃棄物収集処理事業 環境推進課 1,083,085 133

財産管理事務事業（旧中筋団地跡地造成） 監理課 21,000 55 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

担当課 予算額
説明

資料Ｐ ☆ 三里浜砂丘地園芸産地育成事業 農業振興課 116,834 141

☆ 在宅介護支援事業（在宅介護外出支援） 高齢福祉課 6,218 87 ★ 新規就農者育成総合対策事業 農業振興課 14,250 148

認知症対策事業（認知症予防対策） 高齢福祉課 9,408 91 畜産経営支援事業（畜産経営基盤強化支援） 農業振興課 23,981 155

予防接種事業 健康増進課 246,044 96 ★ 三国港市場振興事業 林業水産振興課 15,773 181

☆ 地域子育て支援事業等 子ども福祉課 85,239 106 観光ビジョン戦略事業 観光交流課 70,034 183

幼保園等施設整備事業 保育課 214,500 116 東尋坊再整備事業 観光交流課 7,400 185

★ 地域商業活性化事業（キッチンカー等導入支援） 商工労政課 6,000 192

☆ 市内企業就職応援事業（企業キャリア支援） 商工労政課 3,000 194

担当課 予算額
説明

資料Ｐ

担当課 予算額
説明

資料Ｐ
安全・安心まちづくり事業（LED防犯灯設置補助） 安全対策課 20,000 22

小学校施設整備事業（加戸、長畝小） 教育総務課 35,000 212 防災事業（災害・新型コロナ対策関連備蓄物資） 安全対策課 7,677 24

小学校教育振興事業（プール学習モデル事業） 学校教育課 4,277 215 ☆ 空き家等対策事業 都市計画課 11,479 202

12．総合計画の重点施策予算

　　（★：新規　☆：拡充） 

１．みんなで未来につなぐまちづくり ３．学ぶ意欲を支えるまちづくり

４．自然と共生できるまちづくり

５．地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

２．互いに思いやり支え合うまちづくり

重層的支援体制整備事業

福祉総務課
福祉総合相談室

社会福祉課
高齢福祉課
健康増進課

子ども福祉課

371,119

61、62
65、83
84、93
94、98
107、
108 ６．安全で快適な暮らしを支えるまちづくり

建設課 8,500

３．学ぶ意欲を支えるまちづくり

学校給食管理事業（学校給食費負担軽減）

学校教育課

195,500
222～
224

210春江坂井学校給食センター

道路改良事業（市単・補助） 建設課 266,926
206～
208

三国学校給食センター

河川事務事業（急傾斜地崩壊防止対策）
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OTSUYA PRESENTS

2021

ふるさと納税

坂井市ふるさと納税返礼品アワードとは、
日ごろの事業者さまの「ふるさと納税」に対する前向きな取り組み
に感謝し、表彰したいという思いから開催することになりました！
参加資格は、坂井市からふるさと納税返礼品を出していること！
そう、皆さまが対象です♡

坂井市ふるさと納税返礼品アワードとは、
日ごろの事業者さまの「ふるさと納税」に対する前向きな取り組み
に感謝し、表彰したいという思いから開催することになりました！
参加資格は、坂井市からふるさと納税返礼品を出していること！
そう、皆さまが対象です♡

【主催】株式会社 大津屋（坂井市ふるさと納税中間事業者）　【共催】坂井市

（受賞者含む）

︵
予
定
︶

坂井市ふるさと納税メルマガにて受賞者特集を配信！（2022 年内予定）
特集ページ掲載など露出強化（2022 年内予定）

盾、表彰状の授与
オリジナル動画の作成（HP等のコンテンツの充実にご使用いただけます）

AWARD 特別ロゴの使用（HP等のコンテンツの充実にご使用いただけます）

当日、イベントの模様をライブ配信いたします！
より多くの皆さまにご覧いただくため、当日会場よりイベントの模様をライブ配信をいたします。
ぜひ、ご覧ください！当日 LIVE 配信

ハートピア春江
2022 年3月3日 木木

〒919-0474  坂井市春江町西太郎丸 15-22

表彰式 / 13：30～ 14：30
勉強会 / 14：45～ 16：15 
懇親会 / 16：30～ 17：30

※新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、内容が変更となる場合があります。
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河川クリーンキャンペーンの実施について 

 

１ 事 業 名 

    河川クリーンキャンペーン 

 

２ 目 的 

    坂井市では、以前より、河口部や海岸線への漂流・漂着ごみが問題になって

おり、そのほとんどは陸域から河川を経て流れ着くものが多いことが分かって

います。 

そこで、地域を流れる河川の清掃を市内一斉に行うことにより、地域環境の

保全や美化意識の醸成および地域連携の強化を図るとともに、流域全体を視野

に入れた活動を通して、自然豊かな市内の水辺環境を確実に将来に引き継ぐこ

とを目的として実施します。 

 

３ 日 時 

   令和４年３月６日（日） 午前８時から午前１０時まで 

           

４ 場 所 

居住地の近くを流れる河川 ※近隣用排水路も対象とします。 

 

5 その他 

  ・区単位での実施を推奨し、事前申請と実績報告をお願いします。 

  ・必要に応じごみ袋を配布します。 

  ・当日に限り、市による回収をおこないます。 

 

６ 令和２年度実績 

  参加地区数 燃えるゴミ袋 燃やせないゴミ袋 参加人数 

三国 14 396 112 368 

丸岡 21 140 90 493 

春江 18 206 122 511 

坂井 24 632 220 758 

合計 77 1,504 544 2,130 

 

 

生活環境部環境推進課 

☎ 0776-50-3032 



  

⛴ 九頭竜川クルーズ   ～笏谷石のストーリーをめぐる～ ⛴ 
          ※令和2年3月実施予定だったイベントの延期開催となります※ 

   

 

◇概 要◇ 川や水とまちとの関わりを見つめなおし、まちに新たな回遊性を探るための社会実験 

        として企画実施。船上から三国湊のまちなみや川辺の風景を楽しみながら九頭竜川を 

運航します。 

また、かつて北前船交易で大きな役割を担った笏谷石に関連するストーリーをたどりな 

がら足羽山の笏谷石採石場を訪れ、坂井平野と三国湊発展のルーツを体感してみよう。 

◇開催日◇ 令和４年３月１２日（土）  

         ・三国発と福井発 それぞれ午前と午後の2コース 計4コース 

         ・所要時間 約4時間 

◇主 催◇ 九頭竜川クルーズ実行委員会 

         アーバンデザインセンター坂井、国土交通省福井河川国道事務所 

京福バス(株)、えちぜん鉄道(株)、東尋坊観光遊覧船(株)、越前石(株) 

(一社)DMOさかい観光局、坂井市 

◇協 力◇  足羽神社、(有)梶谷石材店、(有)村田石材店、NPO法人ドラゴンリバー交流会 

◇後 援◇  福井県 

◇その他◇  ・参加者は2年前の申込者をベースとし、新たな申込みはおこないません。 

          ・新型コロナウィルス感染症の状況によって内容変更、実施中止があります。 

 

 

                                              総合政策部公共交通対策課 

                                              ☎ 0776-50-3077 
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高校生“グルメ to go”コンテスト

■目的 地域との協働のもと、賑わいづくりと学生の社会参画を促進することで、地域への愛着を醸
成するとともに、地元食材の活用による産業振興、ビジネス人材育成を図る。

■内容 たけくらべ広場のキッチンコンテナにおいて提供できるメニューの考案

■協力 一般社団法人竹田文化共栄会（たけくらべ広場コンテナ運営者）

■日程

■備考 考案されたメニューについては、共栄会の協力のもと、コンテナで提供することを予定。

令和３年11月19日（金）まで 参加申込 ※計４チーム

令和３年12月23日（木）まで 企画書提出

令和４年３月16日（水）まで メニュー試作、レシピ提出

令和４年３月19日（土） コンテスト実施 ※各チームの調理とプレゼン、審査員試食、表彰

たけくらべ広場の
キッチンコンテナ

三国高校

「調理部」

天草で作った琥珀糖を活かして、自然の中で映えるドリンクやスイーツを考

案する。地元の特産品に光を。

三国高校

「ユニコ」

海産物やらっきょうを使ったサンドイッチなどを考案する。栄養価の高い

らっきょうのつけ汁も残さず活用。

丸岡高校

「はらぺっこ地域協働部」

蕎麦でガレットを考案する。廃棄される蕎麦の切れ端を集めて活用するか、

自分たちで栽培した蕎麦を活用する。新しい蕎麦の楽しみ方を提案。

丸岡高校

「ふらいどとーふ」

油あげでミルフィーユを考案する。低カロリーな油あげにより、ヘルシーで

新感覚なスイーツを提案し、油あげのさらなるPRを狙う。

各チーム企画内容
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