
【令和３年２月】坂井市長定例記者会見 

 

日時 令和３年２月 18日(木) 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３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 22日(月) ～ ３月 23日(火) 30日間 

○ 提出議案  31件 (同意６件、諮問２件、予算議案11件、一般議案４件、 

条例議案８件) 

  【資料】 

① 令和３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２年度２月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

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

   ④ 令和３年度当初予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.４ 

      《別冊》令和３年度予算事業別説明資料 

 

２．２～３月の主なイベント 

(１)  同世代で始まる出会い 旬な食材と季節を愛でるプチ婚活！・・・・・・・ちらし 

    ２月 21日(日) 11:00～15:00  サミュゼ(三国) 

 

３．２月～３月の主な行事等 

(１) 議会日程 

２月 

 

 

 

３月 

22日 

24日 

25日 

26日 

８日 

９日 

10日 

12日 

15日 

16日 

18日 

23日 

(月) 10:00～ 本会議 （施政方針、議案説明、質疑、委員会付託） 

(水) 10:00～ 予算特別委員会 (質疑) 

(木) 10:00～ 予算特別委員会 (質疑) 

(金) 10:00～ 予算特別委員会 (質疑) 

(月) 10:00～ 本会議 (代表質問) 

(火) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(水) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(金) 10:00～ 産業建設常任委員会 

(月) 10:00～ 教育民生常任委員会 

(火) 10:00～ 総務常任委員会 

(木) 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 

28日 

 

５日 

６日 

 

 

７日 

７日 

20日 

21日 

 

 

21日 

 

 

29日 

31日 

(日) 13:30～ 第１回坂井市文化協会 写真教室 

【坂井地域交流センターいねす】

(金) 19:00～ わんぱく少年団修了式         【高椋コミセン】 

(土) 13:30～ 第１回市文化財保存活用地域計画フォーラム 

       「みんなでつなぐ坂井市の歴史文化」 

【坂井地域交流センターいねす】 

(日) 09:00～ 坂井市民競技かるた大会    【センチュリオンホテル】 

(日) 13:30～ 第７回坂井市郷土芸能祭      【みくに未来ホール】 

(土) 09:30～ まちづくりカレッジ修了式       【高椋コミセン】 

(日) 09:00～ スポーツクラス無料体験         【春江体育館】 

        子ども教室；J-POPダンス・マット運動、等 

        大人教室 ；ZUMBA・パンチ＆エアロ・ヨガ教室、等 

(日) 11:30～ 坂井市成人式             【ハートピア春江】 

        11:30～13:30 三国・春江の新成人 

        14:15～16:00 丸岡・坂井の新成人 

(月) 10:00～ 歩こっさ教室              【春江体育館】 

(水)     丸岡城桜まつり       【丸岡城・一筆啓上茶屋等】 

 

 

４．質疑応答 

 



 資料 No.１  

令和３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 副市長の選任について 総務課 

同意第２号 教育長の任命について 教育総務課 

同意第３号 教育委員会委員の任命について 教育総務課 

同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 課税課 

同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 課税課 

同意第６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 課税課 

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 

議案第１号 令和２年度坂井市一般会計補正予算 (第 11号) 
財政課 

所管課 

議案第２号 坂井市部設置条例等の一部を改正する条例について 総務課 

議案第３号 令和２年度坂井市一般会計補正予算 (第 12号) 
財政課 

所管課 

議案第４号 令和２年度坂井市国民健康保険特別会計補正予算 (第３号) 保険年金課 

議案第５号 
令和２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６号 令和３年度坂井市一般会計予算 
財政課 

所管課 

議案第７号 令和３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８号 令和３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 件       名 担当課 

議案第９号 令和３年度坂井市水道事業会計予算 上下水道課 

議案第 10号 令和３年度坂井市公共下水道事業会計予算 上下水道課 

議案第 11号 令和３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 12号 令和３年度坂井市病院事業会計予算 三国病院 

議案第 13号 市道路線の認定について 建設課 

議案第 14号 区域外道路の廃止の承諾について 建設課 

議案第 15号 区域外道路の認定の承諾について 建設課 

議案第 16号 
坂井市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制

定について 
観光産業課 

議案第 17号 
坂井市丸岡バスターミナル交流センター条例の一部を改正す

る条例について 

丸岡支所 

地域振興課 

議案第 18号 
坂井市子ども医療費助成に関する条例及び坂井市ひとり親家

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 
子育て支援課 

議案第 19号 
坂井市多目的研修集会施設条例の一部を改正する条例につい

て 
監理課 

議案第 20号 
坂井市坂井地域交流センター条例の一部を改正する条例につ

いて 
農業振興課 

議案第 21号 
坂井市消費者センターの組織及び運営等に関する条例の一部

を改正する条例について 
市民生活課 

議案第 22号 
坂井市市道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正す

る条例について 
建設課 

議案第 23号 
坂井市青少年愛護センター条例の一部を改正する条例につい

て 

生涯学習 

スポーツ課 

 



  令和２年度　坂井市　２月補正予算の概要
補正予算額 （単位:千円）

12月現計②

※ 企業会計の補正額は、収益的支出と資本的支出の合計

１．一般会計補正予算（第10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）

☆

★

　農業集落排水事業

△ 14,000

【市民福祉部】

予防接種事業
234,804 国庫支出金 234,804

・新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備

46,637 46,637

計 77,221,197 76,711,192

　病院事業 （第4号）

11,281,514 17.2

53,858

△ 252,328 △ 8.7

△ 7,221 △ 13.4

国庫支出金

65,429,678

2,637,560 2,637,560 2,889,888

自主財源

681,804

依存財源

△ 405,045 △ 13.6

　公共下水道事業 （第1号） 5,396,807 5,396,807 5,596,034 △ 199,227 △ 3.6

　水道事業 （第1号） 2,574,637 2,574,637 2,979,682

3.3

企 業 会 計 11,461,725 0 10,655,641 11,519,462 △ 863,821 △ 7.5

△ 425,446 △ 5.0

　後期高齢者医療 （第1号） 1,020,192 1,020,192 987,511 32,681

　国民健康保険 （第2号） 8,020,865 8,020,865 8,446,311

％2月補正

12,538,100 28.2

△ 4.2△ 392,765

会　計 補正予算
令和２年度 令和元年度

補正後①

特 別 会 計

一 般 会 計 （第10号） 44,476,394

9,041,057

伸び率
補正前

増減
（①－②）

9,426,782

56,332,690 681,804

9,433,8220

57,014,494

241,060

（単位:千円）

地方交付税 321,233119,511

【建設部】

事 業 名 称 等

【総合政策部】

繰越金

（単位:千円）

補正額

資料No.２

特定財源

11,000

450,000

地方創生推進事業

・ふるさとを遠くで見守る応援事業（事業完了）

・庁内テレワーク及びＷｅｂ会議の環境整備を推進（パソコン５３台等）

除雪対策事業

・１月大雪の除雪業務、及び道路除排雪に対する補助金創設（区）



  令和２年度　坂井市　３月補正予算の概要
補正予算額 （単位:千円）

※ 企業会計の補正額は、収益的支出と資本的支出の合計

１．一般会計補正予算（第１２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）

★

２.【国民健康保険特別会計補正予算（第３号）】

３.【後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】

資料No.３

新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金
110,000 国庫支出金 101,767

・市が実施する当該融資における利子補給事業（令和６年度分までを積立て）

障害児通所支援事業

計 76,711,192

〔歳入〕繰入金の減額、繰越金の増額等　〔歳出〕特定検診等事業の縮小による委託料の減額等

〔歳入〕保険料の増額等　　　　　〔歳出〕後期高齢者医療広域連合納付金の増額

3月現計②

　農業集落排水事業 46,637 46,637

8,900
国庫支出
金
県支出金

78,406,171 12,026,267 18.1

自主財源

諸収入

（単位:千円）

5,247△ 97,203

1,964,052

53,858

△ 252,328 △ 8.7

△ 7,221 △ 13.4

県支出金

66,379,9041,694,979

依存財源

△ 80,748

　病院事業 （第4号） 2,637,560 2,637,560 2,889,888

△ 405,045 △ 13.6

　公共下水道事業 （第1号） 5,396,807 5,396,807 5,596,034 △ 199,227 △ 3.6

　水道事業 （第1号） 2,574,637 2,574,637 2,979,682

8.7

企 業 会 計 10,655,641 0 10,655,641 11,519,462 △ 863,821 △ 7.5

△ 451,935 △ 5.3

　後期高齢者医療 （第2号） 1,020,192 97,000 1,117,192 1,028,151 89,041

　国民健康保険 （第3号） 8,020,865 △ 19,517 8,001,348 8,453,283

3月補正

13,252,982 29.2

△ 3.8△ 362,8949,481,434

会　計 補正予算
令和２年度 令和元年度

補正後①

特 別 会 計

一 般 会 計 （第12号） 45,379,008

9,118,540

伸び率
補正前

増減
（①－②）

9,041,057

57,014,494 1,617,496

77,483

58,631,990

％

【総務部】

繰越金
繰入金

（単位:千円）

国庫支出金

市　債
38,431

補正額

30,000県支出金

国庫支出
金
県支出金

△ 124,400

【財務部】

【産業環境部】

シルバー人材センター事業

・障害福祉サービスの需要の増加

特定財源

△ 45,000

2,012,737

△ 7,755

6,640

【市民福祉部】

事 業 名 称 等

2,012,737

3,320
1,660

諸収入

△ 35,034国庫支出金

3,920
3,891・障害福祉サービスの需要の増加

諸収入

3,500

30,000

行政改革推進事業

・指定管理者支援給付金、感染防止対策給付金（確定により）

まちづくり整備基金

・越前三国競艇企業団からの競艇事業収入の追加等

訓練等給付費支給事業

・国の担い手確保・経営強化支援事業費を受けての補正

地域担い手づくり整備事業

・新型コロナウイルス感染症の影響による収益減に伴う補助



ページ

1 ・・・ 1

2  一般会計歳入歳出予算の主な内容 ・・・ 2

3  総合計画の重点施策予算 ・・・ 4

坂井市 財務部 財政課

令和 ３ 年度

  当   初   予   算   の  概  要

記 者 会 見 資 料

 当初予算編成の概要



　

　

１．令和３年度　当初予算編成の概要

 1-1. 概要

 1-２. 歳入

 1-３. 歳出

　歳出全体では、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は構成比で42.9％、物件費等の任意的経費は47.2％、普通建設事業費の投資的経費は9.9％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３６％の減となっています。
　普通建設事業では、みくに龍翔館改修整備、三国港市場リフレッシュや東尋坊再整備及び丸岡温泉たけくらべ改修費等が計上されています。
　地方創生として、移住、就職を支援し、空き家等を活用した賑わい創出（町家再生賑わい創出事業）や結婚サポート事業の拡充など、人とひとを繋げるまちづくりを進
めます。
　また、協働のまちづくり事業交付金を拡充（敬老事業の統合）し、主体的な地域での取り組みを支援、促進します。
　福祉関係では、複雑化・多様化した福祉ニーズに対応するための包括的な支援体制となる重層的支援体制に新たに取り組みます。
　高齢者対策として、在宅介護者への通院などのタクシー利用料金助成、軽度の認知障害（MCI）のリスクを検査するなど認知症予防対策に取り組みます。
　また、近年ひきこもりの状態にある方が増加していることから、居場所づくりや情報発信を新たに行うなど、ひきこもり対策を強化します。
　健康増進では、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査や新生児への聴覚スクリーニング検査を新たに実施します。
　農林関係では、ＩＣＴ技術を利用したスマート農業を推進し、農業従事者の負担軽減を図るとともに、森林環境譲与税基金を活用した森林整備事業に取り組みます。
　水産関係では、老朽化した三国産水産物の流通拠点となる三国港市場を改修し、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、新型コロナウイルス感染症対策として令和２年度に借り入れた資金の利子を補給し、事業者の負担軽減を図ります。
　観光関係では、県の支援を受け東尋坊再整備に取り組み、丸岡温泉たけくらべの改修や北陸新幹線敦賀開業に向けた観光誘客を図ります。
　教育関係では、三国北小学校及び明章小学校の大規模改造工事を実施するとともに、ＧＩＧＡスクール構想により整備したタブレット等をより有効的に活用するための
学習支援ソフト導入し、児童生徒の学習支援を行います。
　老朽化したみくに龍翔館の改修整備に取り掛かり、２年後の令和５年４月の開館に向けて取り組むとともに丸岡城天守閣耐震工事の設計を行います。
　また、環境に配慮した取り組みとして、市民が集う公共施設（コミセン、図書館、日東シンコースタジアム丸岡（丸岡スポーツランド））のＬＥＤ化に取り組み、今後
の維持費の軽減を図ります。

　歳入全体では、本庁舎整備が完了したことから、市債が対前年度比３４％と大きく減となる一方で、まちづくり整備基金や寄附市民参画基金からの繰入が対前年度比２
０.２％増となっています。
　市税については、新型コロナウイルス感染症の影響が想定されることから、対前年度比６％の減を見込んでいます。
　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８.５％減を見込んでいます。
　地方交付税については、今年度から合併算定替えの措置から一本算定となる減額はありますが、国の地方財政計画により、全体の交付税総額の増となったことを踏ま
え、対前年度比２.２％増としています。
　国庫支出金については、対前年度比１.２％増としておりますが、新規事業として重層的支援体制整備事業に取り組むこと、道路等の整備に係る事業費の増、小学校の大
規模改修など、それらに係る国の交付金等を見込んでいます。
　県支出金については、対前年度比０.４％の減となっていますが、東尋坊活性化事業、全国高校総体運営費が増となる一方、対象となる事業の減が主な要因です。
　繰入金については、寄附市民参画寄附金で２億円の増を見込んでいることから寄附市民参画基金、前年度積み立てたまちづくり整備基金を有効活用するために増とし、
財政調整基金からの繰入を減らしています。
　市債については、臨時財政対策債が２２億円と大きく増となっていますが、本庁舎整備やハートピア春江の改修などが完了したことにより、合併特例事業債が３１億2,
１00万円余りの減となり、全体で２０億9,700万円余りの減となっています。

　令和３年度当初予算は、「第二次坂井市総合計画」及び「第二次坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の２年目にあたり、地域資源を活かした産業振興、福祉・教
育の充実等、基本計画に基づく重点施策や人口減少等の課題に戦略的に取り組むとともに、公共施設の長寿命化対策を図っています。
　予算規模は、本庁舎整備が完了し、4０４億７,８00万円（前年度比２０億７,５00万円減　４.９％減）となっています。
　財源については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、市税では減収となるものの、地方交付税で増加を見込み、まちづくり整備基金、寄附市民参画基金等の基金
や有利な起債を活用し、中期的な財政見通しに立った健全な財政運営を念頭とした予算編成を行いました。
　なお、新型コロナウイルス感染症への対応については、現時点で最低限必要と判断できるものについて予算を計上し、今後の状況をみながら補正予算で対応してまいり
ます。
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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２年度→令和３年度　増減額)

市 税 11,682,800 12,432,800 △ 750,000 △ 6.0

 市民税 （5,536,500→4,985,800千円　▲550,700）
　 [現年　個人 （4,589,000→4,261,400千円　▲327,600）、 法人 （908,000→695,000千円　▲213,000）]、
 固定資産税 （5,975,900→5,805,000千円　▲170,900）、軽自動車税 （294,400→296,000千円　＋1,600）、
 たばこ税 （550,000→540,000千円　▲10,000）、入湯税（76,000千円→56,000千円　▲20,000）

地方譲与税・
各種交付金

2,341,150 2,557,500 △ 216,350 △ 8.5

 地方譲与税 （337,800→240,850千円　▲96,950）、利子割交付金 （20,000→15,000千円　▲5,000）、
 株式等譲渡所得割交付金 （昨年同額）、法人事業税交付金 （116,400→81,400千円　▲35,000）、
 地方消費税交付金 （1,842,000→1,572,000千円　▲270,000）、
 環境性能割交付金 （昨年同額）、 地方特例交付金 （89,300→284,000千円　＋194,700）

地方交付税 7,457,000 7,299,000 158,000 2.2  普通交付税 （6,699,000→6,807,000千円　＋108,000）、 特別交付税 （600,000→650,000千円　＋50,000）

分担金及び
負　担　金

434,833 503,652 △ 68,819 △ 13.7

 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）受託収入 （117,481→42,253千円　▲75,228）、
 包括的支援・任意事業（地域支援事業）受託収入 （198,462→32,310千円　▲166,152）、
 重層的支援体制整備事業受託収入 （227,983千円　皆増）、 私立保育所保育料 （134,351→80,678千円　▲53,673）、
 広域入所保育受託事業収入 （29,972→24,660千円　▲5,312）

使用料及び
手　数　料

520,706 533,681 △ 12,975 △ 2.4
 公立保育所使用料 （133,110→121,017千円　▲12,093）、三国駅前駐車場使用料 （1,404千円　皆増）、
 住宅使用料 （115,363→114,317千円　▲1,046）、みくに龍翔館入館料 （▲2,500千円　皆減）

国庫支出金 4,101,753 4,052,914 48,839 1.2

 子どものための教育・保育給付費交付金 （932,475→908,066千円　▲24,409）、
 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金 （87,548→95,066千円　＋7,518）、
 児童手当負担金 （1,062,706→1,030,616千円　▲32,090千円）、
 子ども・子育て支援交付金 （125,797→111,704千円  ▲14,093）、重層的支援体制整備事業交付金 （75,727千円　皆増）、
 分散エネルギー設備等導入推進事業補助金 （26,666千円　皆増）、
 社会資本整備総合交付金（住宅費） （12,660→43,085千円　＋30,425）、
 社会資本整備総合交付金（建設費） （103,508→151,540千円　＋48,032）、
 小学校施設整備費補助金（大規模改造） （51,734→86,426千円　＋34,692）

県 支 出 金 3,359,133 3,371,905 △ 12,772 △ 0.4

 子どものための教育・保育給付費交付金県負担分 （424,279→406,810千円　▲17,469）
 重層的支援体制整備事業交付金 （25,108千円　皆増）、子ども・子育て支援交付j金 （56,796→38,793千円　▲18,003）、
 儲かるふくい型農業総合支援事業補助金 （67,625千円　皆増）、
 多面的機能支払交付金事業補助金 （266,984→281,475千円　＋14,491）、東尋坊活性化事業補助金 (103,500千円　皆増）

繰 入 金 3,362,280 2,796,120 566,160 20.2
 財政調整基金繰入金 （660,762→522,532千円　▲138,230）、地域振興基金繰入金 （693,687→333,300千円　▲360,387）、
 寄附市民参画基金繰入金 （730,948→892,778千円　＋161,830）、
 まちづくり整備基金繰入金 （704,000→1,499,700千円 ＋795,700）

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

諸 収 入 1,473,286 1,355,698 117,588 8.7
 中小企業振興資金貸付金元利収入 （339,000→355,000千円　＋16,000）、
 児童クラブ利用料 （64,170→60,959千円　▲3,211）、
 道路等整備事業受託金<鉄道・機構> （210,000→315,000千円　＋105,000）

市 債 4,074,800 6,171,900 △ 2,097,100 △ 34.0
 臨時財政対策債 （1,180,000→2,200,000千円　＋1,020,000）、
 合併特例事業債 （4,827,700→1,706,200千円　▲3,121,500）、

そ の 他 1,470,259 1,277,830 192,429 15.1  寄附市民参画寄附金 （1,200,000→1,400,000千円　＋200,000）

歳入合計 40,478,000 42,553,000 △ 2,075,000 △ 4.9

２．一般会計歳入歳出予算の主な内容

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２年度→令和３年度　増減額)

議 会 費 306,216 309,330 △ 3,114 △ 1.0  議会運営事業 （221,490→217,614千円　▲3,876） 

総 務 費 4,893,716 8,306,204 △ 3,412,488 △ 41.1

 シティセールス事業（35,850→34,600円　▲1,250）、コミュニティセンター施設整備事業 （30,550→43,300千円　＋12,750）、
 庁舎等施設整備事業 （▲3,342,919千円　皆減）、寄附市民参画事業 （615,993→699,986千円　＋83,993）、
 丸岡地区活性化事業 （31,500→36,086千円　＋4,586）、地方創生推進事業 （18,420→47,291千円　＋28,871）、
 地域交通対策事業 （110,601→68,051千円　▲42,550）、庁内情報管理事業（253,025→171,349千円　▲81,676）、
 広域圏事務事業（198,355→203,401千円　+5,046）、 防災システム整備事業（104,679→111,108千円 +6,429）、

民 生 費 12,510,952 12,807,251 △ 296,299 △ 2.3

 重度障害者（児）医療費助成事業 （390,000→379,100千円　▲10,900）、
 介護給付費支給事業 （1,026,400→1,021,053千円　▲5,347）、法定事務事業（1,338,364→1,292,898千円　＋45,466）、
 支援対象児童等見守り強化事業 （3,000千円 皆増）、障害児通所支援事業（176,096→191,232千円　＋15,136）、
 児童手当支給事業 （1,531,171→1,486,489千円　▲44,682）、
 私立保育所保育業務委託事業 （1,592,752→1,031,000千円　▲561,752）、
 施設型給付費負担金 （475,000→1,000,000千円　+525,000）、重層的支援体制整備事業（296,153→359,918千円 ＋63,765）

衛 生 費 4,079,135 4,120,327 △ 41,192 △ 1.0

 国民健康保険特別会計繰出金 （534,060→519,770千円　▲14,290）、
 予防接種事業 （224,675→199,183千円　▲25,492）、赤坂聖苑管理運営事業 （46,383→77,433千円　＋31,050） 、
 環境基本計画推進事務事業 （6,699→1,240千円　▲5,459）、後期高齢者医療事業 （1,182,154→1,194,233千円　＋12,079）、
 後期高齢者事業 （23,136→20,103千円　▲3,033）、一般廃棄物収集処理事業 （1,092,657→1,052,077千円　▲40,580）、
 坂井地区広域連合事業（環境衛生） （71,049→66,152千円　▲4,897）

労 働 費 83,461 78,924 4,537 5.7  シルバー人材センター事業（15,889→20,129千円　＋4,240）、生活安定資金融資事業（54,000千円 前年同額）

農林水産業費 2,124,363 1,901,383 222,980 11.7

 強い農業づくり事業 （▲99,650千円　皆減）、水田農業大規模化・園芸導入事業 （77,567→58,715千円　▲18,852）、
 三里浜砂丘地園芸産地育成事業 （90,833→9,358千円　▲81,475）、食料産業ハサップ事業 （▲15,060　皆減）、
 県営経営体育成基盤整備事業 （30,200→71,000千円 ＋40,800）、県営農道保全対策事業 （13,000→40,000千円 ＋27,000）、
 農村振興総合整備統合補助事業 （101,000→218,000千円　＋117,000）、水産業振興事務事業 （327,125　皆増）

商 工 費 1,490,898 868,659 622,239 71.6
 中小企業経営支援事業 （347,950→411,800千円　＋63,850）、企業立地促進助成金 （91,779→139,789千円　＋48,010）、
 坂井市産業フェア事業 （4,000→11,000千円　＋7,000）、観光ビジョン戦略事業 （56,057→83,120千円　＋27,063）、
 東尋坊再整備事業 （990→207,450千円　＋206,460）、観光施設維持管理事業 （63,316→298,906千円　＋235,590）

土 木 費 2,917,347 2,526,918 390,429 15.5

 新幹線対策事業 （313,539→330,237千円　＋16,698）、道路改良事業 （135,357→269,013千円　＋133,656）、
 一本田福所城北線道路改良事業 （＋14,000　皆増）、南横地上安田線道路改良事業 （＋5,200千円　皆増）、
 公共下水道事業会計補助金 （1,000,000→1,200,000千円　＋200,000）、
 三国駅周辺整備事業 （155,101→10,381千円　▲144,720）、
 公営住宅ストック総合改善事業 （12,300→77,400千円　＋65,100）

消 防 費 1,506,931 1,528,555 △ 21,624 △ 1.4  嶺北消防組合負担金 （1,475,564→1,457,000千円　▲18,564）

教 育 費 5,030,569 4,897,591 132,978 2.7

 小学校施設整備事業 （299,510→455,350千円　＋155,840）、
 文化の森・みくに市民センター管理運営事業 （1,019,570→81,495千円　▲938,075）、
 みくに龍翔館改修整備事業 （70,815→838,252千円　＋767,437）、図書館管理運営事業 （134,786→161,642千円 ＋26,856）、
 全国高等学校総合体育大会運営事業 （55,000千円　皆増）、体育施設維持管理事業 （243,727→303,418千円　＋59,691）

公 債 費 4,078,458 3,977,712 100,746 2.5  元金 （3,736,250→3,856,774千円　＋120,524）、 利子 （240,462→220,684千円　▲19,778）

諸 支 出 金 1,445,954 1,220,146 225,808 18.5  寄附市民参画基金 （1,201,529→1,401,136千円　＋199,607）

予 備 費 10,000 10,000 0 0.0

歳出合計 40,478,000 42,553,000 △ 2,075,000 △ 4.9

歳
　
出

款
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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 700 17 ワールドマスターズゲームズ運営事業 生涯学習スポーツ課 5,000 236

寄附市民参画事業 企画情報課 699,986 30 ★ 全国高等学校総合体育大会運営事業 生涯学習スポーツ課 55,000 236

★ 地方創生推進事業（町家再生賑わい創出事業） 企画情報課 20,000 34 ★ 体育施設管理事業（丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ照明灯設置工事） 生涯学習スポーツ課 64,000 238

☆ 地方創生推進事業（高校生未来塾事業） 企画情報課 4,500 34 文化財保存管理事業（丸岡城天守耐震工事設計委託） 文化課 17,000 242

地方創生推進事業（SDGs推進事業） 企画情報課 2,531 34 みくに龍翔館改修整備事業 みくに龍翔館 838,252 246

シティセールス事業 シティセールス
推進課 34,600 41 ★ 図書館管理運営事業（LED化工事：丸岡・坂井） 図書館 33,000 247

☆ 協働のまちづくり事業 まちづくり推進課 65,088 46 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

★ ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ維持管理事業（LED化工事等） まちづくり推進課 32,000 46 ★ 赤坂聖苑管理運営事業（空調設備入替工事） 市民生活課 32,000 130

☆ 結婚サポート事業 女性活躍推進室 3,704 49 環境基本計画推進事務事業（プラスチックごみ削減事業） 環境推進課 508 194

庁舎管理事務事業（春江庁舎改修他） 監理課 27,700 57 一般廃棄物収集処理事業 環境推進課 1,052,077 195

担当課 予算額
説明

資料Ｐ 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

★ 在宅介護支援事業（タクシー利用料金助成） 高齢福祉課 4,800 86 ★ 地域担い手づくり整備事業（スマート農業推進） 農業振興課 29,500 145

★ 認知症対策事業（認知症予防対策事業） 高齢福祉課 4,000 90 ★ 水産業経営支援事業（三国港市場リフレッシュ整備工事） 林業水産振興課 325,400 170

☆ 地域自立支援等事業（高齢者見守りロボット活用事業） 高齢福祉課 5,000 91 ☆ 東尋坊再整備事業 観光産業課 207,450 186

★ 健康診査事業（妊産婦健診・新生児聴覚検査） 健康増進課 77,180 96 ★ 観光施設維持管理事業（丸岡温泉たけくらべ改修） 観光産業課 244,031 189

支援対象児童等見守り強化事業 子育て支援課 3,000 105 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

幼保園等施設整備事業 子育て支援課 24,000 114 防災事業（避難所災害備蓄物資等） 安全対策課 25,392 22

☆ 放課後児童対策事業（巡回アドバイザー配置等） 子育て支援課 284,709 121 防災システム整備事業 安全対策課 111,108 23

次世代型地域交通導入推進事業 企画情報課 3,329 36

個人番号カード等交付事務事業 市民生活課 76,142 128

☆ 消費者行政推進事業（消費者センター機能強化） 市民生活課 6,345 129

☆ 生活困窮自立支援事業（ひきこもりサポート事業） 福祉総合相談室 9,950 125 ★ 公営住宅ストック総合改善事業（愛宕団地） 都市計画課 48,000 200

担当課 予算額
説明

資料Ｐ ☆ 道路改良事業（市単道路改良工事） 建設課 240,000 207

小学校施設整備事業（三国北小、明章小他） 教育総務課 455,350 215 道路改良補助事業（三国123号線他） 建設課 175,100 208～210

小・中学校教育振興事業（学習支援ソフト導入） 学校教育課 15,500 217、221 ☆ 河川事務事業（河川監視カメラ設置） 建設課 11,000 212

３．総合計画の重点施策予算
（★：新規　☆：拡充） 【重点施策事業における新規事業　14件［合計金額　1,331,028千円］、拡充事業11件［合計金額 　838,446千円］】

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

３．学ぶ意欲を支えるまちづくり

２．互いに思いやり支え合うまちづくり ５．地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり

６．安全で快適な暮らしを支えるまちづくり

★ 重層的支援体制整備事業

社会福祉課
高齢福祉課
健康増進課

子育て支援課
福祉総合相談室

362,117

66、81
82、92
93、97

107、119

122、123

126
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新型コロナワクチン接種相談窓口 
 

「坂井市新型コロナワクチン接種コールセンター」を設置 

 

R3.2.18 

 

報道機関 各位 

坂井市 市民福祉部 健康増進課 

新型コロナワクチン接種対策室 

 

 

 

 坂井市では、新型コロナワクチンの接種事業を実施するにあたり、接種

に係る市民からの問い合わせや予約等に対応する相談窓口として、「坂井

市新型コロナワクチン接種コールセンター」を設置いたします。 

 

 

１ コールセンター 

開設期日 令和３年３月１日（月） 

   開設時間 平日午前９時から午後５時まで（接種券送付直後は、 

休日対応も予定しています。） 

   場所   市役所本庁舎内 

   電話番号 ０１２０-５６７-６０７ 

   FAX 番号 ０７７６-６６-１６５０ 

 

 

２ 所掌事務： 

①ワクチン接種に関する一般的な問い合わせ 

 

②接種券送付後の集団接種予約受付（電話、FAX） 

※ Web 及び LINE による受付も可能 

※ 予約者にはハガキ、メール又は LINE によるリマイン 

ド通知を予定している。 

   

 
 
問い合わせ  TEL５０－３１０１ 新型コロナワクチン接種対策室 

ＳＡＫＡＩ      坂 井 市 

～ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ～ 
資料№ 
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