
【令和２年２月】坂井市長定例記者会見 

 

日時 令和２年２月 20日(木) 10:00～ 

会場 坂井市教育委員会 ２階 大会議室 

 

 

１．施政報告 

(１) 令和２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 25日(火) ～ ３月 25日(水) 30日間 

○ 提出議案  46件 (同意１件、諮問４件、契約議案２件、予算議案11件、 

その他４件、条例24件) 

  【資料】 

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

   ③ 令和２年度当初予算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.３ 

      《別冊》令和２年度予算事業別説明資料 

 

２．報告事項 

 (１) 「モネ テクノロジーズ株式会社」との覚書締結について ・・・・・・資料 No.４ 

 

３．２～３月の主なイベント 

(１) 第１回坂井市文化財保存活用地域計画フォーラム・・・・・・・・・・・・ちらし 

    ２月 29日(土) 13:30～16:00 高椋コミュニティセンター たかむく古城ホール 

(２) いちご感！ゆりの里 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ちらし 

     ２月 29日(土)～３月１日(日) 10:00～16:00 ゆりの里公園 

(３) 河川クリーンキャンペーン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.５ 

     ３月１日(日) 08:00～10:00  市内の河川等 

(４) みくに龍翔館郷土史研究講座「織田信長と惟任(明智)光秀」・・資料 No.６・ちらし 

     ３月７日(土) 13:30～15:30  みくに龍翔館 

 (５) 九頭竜川クルーズ ～笏谷石のストーリーをめぐる～・・・・・・・・・・ちらし 

     ３月 14日(土) 三国・福井発、計４ツアー催行 

(６) 坂井地域交流センターいねす 竣工式・・・・・・・・・・・・・・・・・ちらし 

    ３月 14日(土) 09:00～    坂井地域交流センターいねす 

(７) 城小屋マルコ オープニングセレモニー ・・・・・・・・・・・・・・資料 No.７ 

     ３月 27日(金) 10:00～    城小屋マルコ (丸岡町霞１丁目) 

 (８) 丸岡城桜まつり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ちらし 

     ４月１日(水)～20日(月)   丸岡城・一筆啓上茶屋前・お天守前公園 



４．２月～３月の主な行事等 

(１) 議会日程 

２月 

 

 

 

３月 

25日 

26日 

27日 

28日 

９日 

10日 

12日 

13日 

16日 

18日 

23日 

25日 

(火) 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 

(水) 10:00～ 総務常任委員会 

(月) 10:00～ 予算特別委員会 (調査報告、質疑、討論、採決) 

(水) 10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決、行政協議) 

 (２) その他 

２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 

23日 

 

23日 

23日 

27日 

 

27日 

 

28日 

29日 

 

11日 

12日 

14日 

14日 

15日 

17日 

20日

22日 

(日) 08:00～ 第 14回坂井市バレーボール協会長杯混合バレーボール大会 

           【春江体育館】 

(日) 09:00～ 冬季ミックスダブルステニス大会【丸岡運動公園古城ドーム】 

(日) 09:00～ 第 12回坂井市学童卓球大会        【丸岡体育館】 

(木) 10:00～ 健康づくりサポート講座 

「塩とのつき合い方で未来がかわる」 【坂井健康センター】 

(木) 13:00～ 国保特定健診受診者対象講演会 

       「健診結果を健康づくりに活かすコツ」【坂井健康センター】 

(金) 18:30～ 内面から美人になれるセミナー(女性限定)【春江中コミセン】 

(土) 13:30～ 坂井市文化財保存活用地域計画シンポジウム 

【たかむく古城ホール】 

(水) 06:00～ 英国派遣団 壮行式          【春江中コミセン】 

(木) 09:00～ 市内中学校卒業式           【各中学校体育館】 

(土) 08:30～ 三国湊かに祭り感謝祭          【三国魚市場内】 

(土) 10:30～ 坂井市教育委員会表彰         【春江中コミセン】 

(日) 10:00～ 新入学を祝うよい子のつどい      【ハートピア春江】 

(火) 09:00～ 市内小学校卒業式           【各小学校体育館】 

(金) 20:40～ 英国派遣団 帰国           【春江中コミセン】 

(日) 09:45～ 坂井市民将棋大会          【坂井木部コミセン】 

 

４．質疑応答 

 



 資料 No.１  
令和２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 

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 

諮問第４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 
文化の森・ＹＵＲＩ文化情報交流館吊天井耐震改修他工事(建

築)請負契約の締結について 
文化課 

議案第２号 
文化の森・ＹＵＲＩ文化情報交流館吊天井耐震改修他工事(機

械)請負契約の締結について 
文化課 

議案第３号 令和元年度坂井市一般会計補正予算 (第５号) 
財政課 

所管課 

議案第４号 令和元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５号 
令和元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２年度坂井市一般会計予算 
財政課 

所管課 

議案第７号 令和２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２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９号 令和２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２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２年度坂井市農業集落排水事業会計予算 上下水道課 

議 案 件       名 担当課 

議案第 12号 令和２年度坂井市病院事業会計予算 三国病院 

議案第 13号 市道路線の廃止について 建設課 

議案第 14号 市道路線の認定について 建設課 

議案第 15号 第二次坂井市総合計画の策定について 企画情報課 

議案第 16号 坂井市中期財政計画の策定について 財政課 

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制定について 企画情報課 

議案第 18号 坂井市図書振興整備基金条例の制定について 坂井図書館 

議案第 19号 坂井市子ども・子育て会議条例の制定について 子育て支援課 

議案第 20号 
坂井市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に

ついて 
課税課 

議案第 21号 
坂井市職員の服務の宣誓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 22号 坂井市営駐車場条例の一部を改正する条例について 監理課 

議案第 23号 坂井市債権管理条例の一部を改正する条例について 納税課 

議案第 24号 坂井市国民健康保険基金条例の一部を改正する条例について 保険年金課 

議案第 25号 
坂井市印鑑の登録及び証明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 26号 
坂井市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例につ

いて 

まちづくり 

推進課 

議案第 27号 坂井市防犯隊条例の一部を改正する条例について 安全対策課 



議案第 28号 
坂井市災害弔慰金の支給等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 件       名 担当課 

議案第 29号 
坂井市立保育園条例及び坂井市立幼稚園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 30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 31号 
坂井市子ども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 32号 
坂井市家庭的保育事業等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 33号 
坂井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

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 34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 35号 坂井市立認定こども園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 37号 坂井市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 観光産業課 

議案第 38号 
坂井市営住宅条例及び坂井市営特定公共賃貸住宅管理条例の

一部を改正する条例について 
都市計画課 

議案第 39号 
坂井市立学校給食センター条例の一部を改正する条例につい

て 
学校教育課 

議案第 40号 
坂井市水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置

等に関する条例等の一部を改正する条例について 
総務課 

議案第 41号 令和元年度坂井市一般会計補正予算 (第６号) 
財政課 

所管課 

 



  令和元年度　坂井市 ３月補正予算の概要

補正予算額 （単位：千円）

３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５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・拡充）　　　 （単位：千円）

☆

個人番号カード等交付事務事業　
・国の個人番号カード交付事業費補助金を受けての補正

水産業経営支援事業
・燃料高騰に伴う漁業用燃油高騰対策事業費補助金の補正

小学校施設整備事業
・三国北小学校大規模改造工事（R２・R３実施）

★ 図書振興整備基金積立金
・吉沢文庫に対する指定寄附金の積み立て

２.【国民健康保険特別会計補正予算（第２号）】

３.【後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）】

68,818

【教育委員会】

7,479 5,500

補正額 計既決予算額
【財務部】
まちづくり整備基金積立金（越前三国競艇企業団事業収入）

計

263 900,000 900,263
【市民福祉部】

334,738

5,596,034

6,972

53,858

寄附金
（単位:千円）

　公共下水道事業 －

89,240
884,260

 一 般 会 計

 特 別 会 計

諸収入

繰入金 △ 504,694

　水道事業 －

計

会　計 補正予算
令和元年度

 企 業 会 計

（第５号）

　後期高齢者医療 （第２号）

16,233

40,640

事 業 名 称 等

567,876 市　　債

自主財源

11,519,462

2,979,682

0 11,519,462

△ 773,8983,753,580

976,894

補正前

9,591,8599,433,822

8,446,311

増減平成30年度

5.251,257

11,922,548

145,800

△ 20.6

△ 403,086 △ 3.4

△ 110,425

8,614,965 △ 1.9

３月補正

8.4

％

47,612 △ 1.2

△ 161,682

44,476,394 902,614

（①－②）

41,846,080 3,532,92845,379,008

補正後①

〔歳入〕繰入金の減額、繰越金の増額等　〔歳出〕広域市町村圏電算負担金の増額等

〔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

伸び率

　国民健康保険 （第２号）

－ 2,889,888 2,889,888

5,596,034

－

987,511

8,453,283

　農業集落排水事業

2,979,682

1,028,151

県支出金
178,310

10,919

5,606,397 △ 10,363

国庫支出金

依存財源
地方交付税

63,360,487

53,858 42,939

地方消費税交付金 △ 170,000

△ 0.2

14.7

4.8

（単位:千円）

379,018

25.4

2,519,632

66,379,904

  病院事業

【産業環境部】

重度障害者(児)医療費助成事業

・生活バス路線維持対策事業費補助額の確定に伴う補正

△ 109,320

950,22665,429,678

10,000

繰越金

計

・制度改正による医療費助成見込額の増に伴う補正
373,000 27,000 400,000

12,979

3,563

生活バス路線対策事業
61,172 7,646

12,670

資料No. ２

178,900 326,200 505,100

0 10,000 10,000

3,019,417

370,256

9,481,434



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

資料No. ３

令和 ２ 年度

  当   初   予   算   の  概  要

記 者 会 見 資 料

 当初予算編成の概要



　

　　人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、180億9,413万円と全体の42.5％を占めておりますが、義務的経費以外の歳出については、以下のとおりです。
　主な建設事業では、本庁舎整備やハートピア春江改修のほか、春江小学校の大規模改造工事が完了します。また、老朽化した霞幼保園、安田保育所を改修いたします。
　総務関係では、本庁舎整備に合わせ総合防災情報システムを導入するとともに、安全・安心なまちづくり事業として、寄附市民参画基金を活用し、昨年度に続き防犯カ
メラを増設し、また行政区が整備するLED防犯灯設置の補助を拡充する等、安全で快適な暮らしを支えるまちづくりを実現します。
　地方創生では、奨学金返還支援やマッチング強化・移住就職支援事業の継続のほか、新たにSDGｓ推進事業を、シティセールス事業では、本市の「地域資源」と品川区
との「連携・交流」を活かした情報発信を関係所管課と連携しながら実施することにより、本市の更なる認知度の向上とシビックプライドの醸成を図ります。
　民生関係では、子ども医療費助成事業で10月から高校3年生までを対象にするほか、多子世帯子育て支援事業で家庭育児応援手当の支給、ひとり親家庭等での高校生通
学定期補助等子育て支援策を拡充し、ICT（タブレット）を活用した保育業務支援システムの導入で保育士の負担を軽減することにより保育の質の向上を図ります。ま
た、高齢者SOSネットワーク事業、産後ケア事業や、健康教育・相談事業で健康アプリによる行政ポイント付与などにより健康増進を図ります。
　産業関係では、県立坂井高校と連携した６次産業化推進事業、地元水産物を使った魚食普及・地産地消推進事業など新たな事業を展開します。また、地域商業活性化事
業では、統一した買い物カードに行政ポイントを付与することで市内経済の活性化を図り、観光面では、観光ビジョン戦略事業、周遊滞在型観光推進事業、観光施設維持
管理事業を拡充し、新幹線敦賀開業に向けた更なる観光振興事業に取り組みます。
　土木関係では、引き続き市道 末政・随応寺線他４路線の進捗を図り、三国駅周辺整備は年度内完成を目指します。また、全国的に懸案事項となっている空き家等対策事
業について補助金を拡充して空き家の解消を促進してまいります。
　教育関係では、小学校・中学校教育振興事業で寄附市民参画基金を活用した図書購入のほか、中学校ではICT設備（普通教室に常設型プロジェクターの設置、デジタル
教科書の導入）を充実します。また、体育振興では「ワールドマスターズゲームズ2021関西」ディスクゴルフ競技会の開催に向けた準備を進めるとともに、文化振興で
は、丸岡城国宝化事業で天守の耐震診断を継続するとともに、みくに龍翔館改修事業に本格着手いたします。
　
　歳出予算の予算額等主な内容は、３ページ、総合計画の重点施策については、４ページを参照して下さい。

１．令和２年度　当初予算編成の概要

 1-1. 概要

　令和２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」の初年度であり、子育て支援・教育の充実、安心・安全のま
ちづくり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りました。
　また、本庁舎、ハートピア春江等の整備費や義務的経費の増加により、予算規模は昨年度に次ぐ425億5,300万円（前年度比15億2,700万円減　3.5％減）となりま
した。
　財源については、法人市民税の減等の影響で市税全体はやや減収となるものの、地方交付税で増加を見込み、合併特例債等の発行や地域振興基金、まちづくり整備基金
及び寄附市民参画基金等の活用により予算編成をいたしました。
　なお、令和２年度末の基金現金残高（一般会計全体）は、約54億5,900万円余りを見込み、起債残高については、約567億5,000万円余りですが、そのうち臨時財政
対策債を約176億1,000万円余り、合併特例債を318億7,000万円余り見込んでいます。

 1-２. 歳入

　市税については、個人市民税や固定資産税（家屋、償却資産）等で増額を見込むものの、法人市民税の税率改正による減額のため全体では対前年度比0.3％減を見込
み、歳入全体に占める割合は、29.2％となりました。
　地方譲与税や地方消費税及び法人事業税等の交付金は、対前年比7.0％増を見込んでおります。
　地方交付税については、国の地方財政計画により、地域社会再生事業費の創設や幼児教育・保育の無償化、会計年度任用職員の交付税算入等で総額が増えており、本市
においては、合併特例算定替えの縮減があるなかで、合併特例債償還費の算入により、対前年比7.0％増を見込み、歳入全体に占める割合は、17.2％となりました。
　国庫支出金については、前年度に比べ増加しておりますが、子どものための教育・保育給付費交付金の増加が主な原因です。
　県支出金については、前年度に比べ減少しておりますが、強い農業づくり事業交付金や連棟ハウス整備事業補助金等の減少が主な原因です。
　市債については、61億7,190万円を計上しておりますが、臨時財政対策債で11億8,000万円のほか、本庁舎整備、ハートピア春江改修や小学校の大規模改造などの普
通建設事業に充てる合併特例債で48億2,700万円余りとなっております。
　また、地域振興基金を約6億9,300万円、まちづくり整備基金を7億400万円、寄附市民参画基金を約7億3,000万円を繰り入れし、基金の目的に即した事業に充当い
たしました。
　なお、財政調整基金残高は、令和２年度末で約23億8,200万円を見込み、安定的な財政運営に努めております。
　歳入予算の予算額等主な内容は、２ページを参照して下さい。

 1-３. 歳出
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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

市 税 12,432,800 12,468,300 △ 35,500 △ 0.3

 市民税（5,699,800→5,536,500千円 ▲163,300）、
　 [現年　個人4,575,000→4,589,000千円　＋14,000、 法人 1,083,000→908,000千円　▲175,000]
 固定資産税（5,908,100→5,975,900千円 ＋67,800）、軽自動車税（273,400→294,400千円　＋21,000）、
 たばこ税（520,000→550,000千円　+30,000）

地方譲与税・
各種交付金

2,557,500 2,389,500 168,000 7.0

 地方譲与税（336,100→337,800千円　＋1,700）、利子割交付金（20,000→20,000千円 （昨年同額））、
 株式等譲渡所得割交付金（45,000→40,000千円 ▲5,000）、法人事業税交付金（116,400千円　新設（皆増））、
 地方消費税交付金 （1,750,000→1,842,000千円　＋92,000）、
 自動車取得税交付金（▲44,000千円　皆減）、環境性能割交付金（28,000→30,000千円　+2,000）、
 地方特例交付金（79,000→89,300千円 ＋10,300）

地方交付税 7,299,000 6,820,000 479,000 7.0  普通交付税（6,220,000→6,699,000千円 +47,900）、 特別交付税（600,000→600,000千円（昨年同額））

分担金及び
負　担　金

503,652 745,214 △ 241,562 △ 32.4

 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）受託収入（117,156→117,481千円　＋325）、
 包括的支援・任意事業（地域支援事業）受託収入（184,499→198,462千円　＋13,963）、
 私立保育所保育料（376,383→134,351千円  ▲242,032）、
 広域入所保育受託事業収入（31,807→29,972千円  ▲1,835）

使用料及び
手　数　料

533,681 744,765 △ 211,084 △ 28.3
 公立保育所使用料（339,025→133,110千円  ▲205,915）
 住宅使用料（117,546→115,363千円  ▲2,183）

国庫支出金 4,052,914 3,712,830 340,084 9.2

 自立支援給付費負担金（866,400→902,850千円  ＋36,450）、
 子どものための教育・保育給付費交付金（626,297→932,475千円　＋306,178）、
 児童手当負担金（1,069,257→1,062,706千円　▲6,551千円）
 子ども・子育て支援交付金（123,590→125,797千円  +2,207）、
 社会資本整備総合交付金（都市計画費） （31,600→36,844千円  +5,244）、
 社会資本整備総合交付金（建設費） （189,566→103,508千円　▲86,058）、
 小学校施設整備費補助金（大規模改造）（33,231→51,734千円 +18,503）

県 支 出 金 3,371,905 3,725,755 △ 353,850 △ 9.5

 強い農業づくり事業交付金 （▲622,350千円 皆減）、
 自然光利用型の連棟ハウス整備事業補助金（▲101,400千円 皆減）、
 若手農業者園芸リースハウス整備事業補助金（78,040→60,030千円　▲18,010）、
 多面的機能支払交付金事業補助金（268,388→266,984千円 ▲1,404）、
 子どものための教育・保育給付費交付金県負担分（287,830→424,279千円　＋136,449）、

繰 入 金 2,796,120 2,602,932 193,188 7.4

 財政調整基金繰入金（544,538→660,762千円　＋116,224）、
 寄附市民参画基金繰入金（365,529→730,948千円　＋365,419）、
 地域振興基金繰入金（1,103,128→693,687千円　▲409,441）、
 まちづくり整備基金繰入金（585,000→704,000千円 ＋119,000）

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

諸 収 入 1,355,698 1,181,599 174,099 14.7
 児童クラブ利用料（59,589→64,170千円　+4,581）、
 中小企業振興資金貸付金元利収入（363,000→339,000千円　▲24,000）、
 道路等整備事業受託金<鉄道・機構>（44,120→210,000千円　+165,880千円）、

市 債 6,171,900 8,815,300 △ 2,643,400 △ 30.0
 臨時財政対策債（1,140,000→1,180,000千円　+40,000）、
 合併特例事業債（7,132,700→4,827,700千円　▲2,305,000）、
 農地整備事業債（▲500,000千円　皆減）、

そ の 他 1,277,830 673,805 604,025 89.6  寄附市民参画基金寄附金 （600,000→1,200,000千円　＋600,000）

歳入合計 42,553,000 44,080,000 △ 1,527,000 △ 3.5

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

議 会 費 309,330 361,288 △ 51,958 △ 14.4  議会運営事業 （268,543→221,490千円　▲47,053） 

総 務 費 8,306,204 6,846,932 1,459,272 21.3

 防災システム整備事業（20,360→104,679千円 +84,319）、寄附市民参画事業（266,544→615,993千円　＋349,449）、
 丸岡地区活性化事業（491,102→31,500千円　▲459,602）、地域交通対策事業（61,579→110,601千円　+49,022）、
 庁内情報管理事業（126,936→253,025千円　＋126,089）、広域圏事務事業（191,834→198,355千円　+6,521）、
 シティセールス事業（27,508→35,850円　+8,342）、コミュニティセンター施設整備事業（853,458→30,550千円　▲822,908）、
 庁舎等施設整備事業（1,397,246→3,342,919千円 +1945,673）

民 生 費 12,807,251 12,376,461 430,790 3.5

 介護給付費支給事業（966,400→1,026,400千円　＋60,000）、訓練等給付費支給事業（769,700→782,700千円　＋13,000）、
 障害児通所支援事業（160,846→176,096千円　＋15,250）、児童手当支給事業（1,539,655→1,531,171千円　▲8,484）、
 子ども医療費助成事業（309,575→338,572千円　＋28,997）、児童扶養手当支給事業（364,041→267,041千円　▲97,000）、
 幼保園等管理運営事業（693,598→723,930千円　＋30,332）、幼保園等施設整備事業（4,000→259,800千円　+255,800）

衛 生 費 4,120,327 3,938,191 182,136 4.6

 予防接種事業（197,260→224,675千円　+27,415）、がん検診事業（65,334→70,575千円　+5,241） 、
 国民健康保険特別会計繰出金（529,399→534,060千円　＋4,661）、
 後期高齢者医療事業（1,191,130→1,182,154千円　▲8,976）、
 一般廃棄物収集処理事業（964,873→1,092,657千円　+127,784）、
 坂井地区広域連合事業（環境衛生）（68,385→71,049千円　+2,664）

労 働 費 78,924 82,052 △ 3,128 △ 3.8  生活安定資金融資事業（57,000→54,000千円 ▲3,000）

農林水産業費 1,901,383 6,651,377 △ 4,749,994 △ 71.4

 強い農業づくり事業（708,450→99,650千円　▲608,800）、産地パワーアップ事業（▲166,226千円 皆減）、
 国営かんがい排水事業（▲3,567,285千円　皆減）、県営かんがい排水事業（112,431→8,706千円 ▲103,725）、
 多面的機能支払交付金事業（357,872→356,000千円　▲1,872）、
 坂井地域交流センター管理運営事業（429,077→24,739　▲404,338千円）

商 工 費 868,659 905,240 △ 36,581 △ 4.0

 企業立地促進助成金（113,559→91,779千円　▲21,780）、
 中小企業事業振興資金融資事業（363,000→339,000千円　▲24,000）、
 坂井市産業フェア事業（4,000千円　皆増）、観光ビジョン戦略事業（35,105→54,862千円 ＋19,757）、
 観光施設維持管理事業（51,499→41,408千円　▲10,091）

土 木 費 2,526,918 2,341,976 184,942 7.9

 三国駅周辺整備事業（19,768→155,101千円　+135,333）、新幹線対策事業（66,545→313,539千円　+246,994）、
 末政・随応寺線道路改良事業（10,500→20,500千円　+10,000）、
 宮領北部線道路改良事業（120,500→80,500千円　▲40,000）、
 上安田３号線道路改良事業（37,000→5,858千円　▲31,142）、
 沖布目森田線道路改良事業（60,500→25,000千円　▲35,500）

消 防 費 1,528,555 1,504,557 23,998 1.6  嶺北消防組合負担金（1,459,526→1,475,564千円　＋16,038）

教 育 費 4,897,591 4,788,618 108,973 2.3

 小学校施設整備事業（178,900→299,510千円 +120,610）、 学校給食施設建設事業（▲1,274,648千円　皆減）、
 三国学校給食管理事業（140,643→299,274千円　+158,631）
 文化の森・みくに市民センター管理運営事業（80,555→1,019,570千円　+939,015）、
 みくに龍翔館管理運営事業（27,982→37,795千円　＋9,813）

公 債 費 3,977,712 3,667,418 310,294 8.5  元金（3,378,664→3,736,250千円　＋357,586）、 利子（287,754→240,462千円　▲47,292）

諸 支 出 金 1,220,146 605,890 614,256 101.4  寄附市民参画基金（601,404→1,201,529千円　＋600,125）

予 備 費 10,000 10,000 0 0.0

歳出合計 42,553,000 44,080,000 △ 1,527,000 △ 3.5

―　３　―
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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

☆ 国際交流・多文化共生事業 総務課 495 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 9,000 238

☆ 行政改革推進事業〔RPA活用促進事業〕 行政経営課 3,265 28 文化の森・YURI文化情報交流館改修整備事業 文化課 970,000 242

寄附市民参画事業 企画情報課 615,993 29 丸岡城国宝化推進事業 丸岡城国宝化推進室 38,100 246

地方創生推進事業〔移住就職支援事業〕 企画情報課 11,800 33 ★ みくに龍翔館改修整備事業 みくに龍翔館 70,815 248

★ 地方創生推進事業〔SDGs推進事業〕 企画情報課 1,000 34 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

シティセールス事業 シティセールス推進課 35,850 40 動物保護・愛護事業 環境推進課 1,300 195

協働のまちづくり事業
まちづくり推進課

・各支所 52,965 44～46 環境基本計画推進事務事業 環境推進課 6,699 196

男女共同参画推進事業 女性活躍推進室 7,500 49 ☆ プラスチックごみ削減事業 環境推進課 1,900 197

庁舎等施設整備事業 庁舎整備課 3,342,919 60 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

☆ 住民基本台帳事務事業（窓口業務受付システム導入） 市民生活課 6,500 126 ★ 6次産業化推進事業 農業振興課 8,800 138

担当課 予算額
説明

資料Ｐ ☆ 有害鳥獣捕獲事業 農業振興課 11,700 145

☆ 認知症対策事業〔高齢者ＳＯＳネットワーク事業等〕 高齢福祉課 4,283 93 ★ 魚食普及・地産地消推進事業 林業水産課 1,800 174

☆ 母子保健事業〔産後ケア事業〕 健康増進課 822 98 ☆ 地域商業活性化事業〔行政ポイント等〕 観光産業課 4,068 179

健康教育・相談事業〔健康アプリ事業〕 健康増進課 1,678 100 ＵＩＪターン雇用促進事業 観光産業課 2,500 182

☆ 子ども医療費助成事業〔高校３年生まで〕 子育て支援課 338,572 103 ☆ 観光ビジョン戦略事業〔DMO等〕 観光産業課 54,862 185

☆ 多子世帯子育て支援事業〔家庭育児応援手当を拡充〕 子育て支援課 115,193 106 周遊・滞在型観光推進事業 観光産業課 14,325 186

☆ ひとり親家庭等の子育て安心プラン〔高校生通学定期補助〕 子育て支援課 8,000 109 観光施設維持管理事業〔観光地魅力向上整備支援事業〕 観光産業課 6,700 189

☆ 幼保園等管理運営事業〔保育業務支援システム導入〕 子育て支援課 20,683 114 担当課 予算額
説明

資料Ｐ

幼保園等施設整備事業〔霞幼保園、安田保育園〕 子育て支援課 259,800 114 ☆ 安全・安心まちづくり事業〔防犯カメラ、防犯灯設置補助等〕 安全対策課 25,677 20

☆ 幼児教育・保育無償化事業 子育て支援課 37,203 119 ★ 防災システム整備事業〔総合防災情報システム導入〕 安全対策課 71,000 23

生活困窮自立支援事業 福祉総合相談室 57,985 123 地域交通対策事業〔えちぜん鉄道西長田駅舎整備負担金〕 企画情報課 50,000 34

担当課 予算額
説明

資料Ｐ 三国駅周辺整備事業 都市計画課 155,101 202

小学校施設整備事業〔春江小、磯部小〕 教育総務課 299,510 216 ☆ 空き家等対策事業 都市計画課 10,079 205

小学校教育振興事業〔図書購入費〕 学校教育課 6,500 219 道路改良補助事業〔末政・随応寺線他４路線〕 建設課 141,958 210～212

☆ 中学校教育振興事業〔図書購入費、ＩＣＴ設備〕 学校教育課 38,500 223

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

６．安全で快適な暮らしを支えるまちづくり

３．学ぶ意欲を支えるまちづくり

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　6件［合計金額 162,415千円］、拡充事業17件［合計金額 681,802千円］】

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　-



　

　
 1-３. 歳出

　経常的な経費に関しては前年度からの増加を抑制した中で、特定財源を活用するなど創意工夫により必要な予算を計上しております。
　人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、180億9,413万円と全体の42.5％を占めておりますが、義務的経費以外の歳出については、以下のとおりです。
　主な建設事業として２年目となる本庁舎整備事業やハートピア春江改修整備事業のほか、小学校施設整備事業として今年度から続いている春江小学校の大規模改造工事
が完了します。
　その他の主な事業では、安全・安心なまちづくり事業として、昨年同様寄附市民参画基金を活用し、警察と連携し犯罪発生の恐れのある場所等に防犯カメラを設置、ま
た地区が整備するLED防犯灯設置の補助を拡充し、犯罪の防止、抑止力を高めることで、安全で快適な暮らしを支えるまちづくりを実現します。
　民生関係では、子ども医療費助成事業において10月から対象を高校3年生まで拡充するほか、多子世帯子育て支援事業において要件はありますが家庭育児応援手当を支
給します。またICTを活用した保育業務支援システムの導入や高齢者SOSネットワーク業務システムの導入、健康教育・相談事業の中で健康アプリによる行政ポイント付
与などに取り組みます。
　産業関係では、坂井高等学校と連携した６次産業化推進事業、地元水産物を使った料理教室・メニュー開発を目指す魚食普及・地産地消推進事業など新たな事業を展開
します。また、地域商業活性化事業では前述の行政ポイントを付与することで市内での消費拡大を図り、観光面では、観光ビジョン戦略事業、周遊滞在型観光推進事業、
観光施設維持管理事業を継続して実施し、今後、新幹線敦賀開業に向けて更なる観光振興事業に取り組む予定です。
　土木関係では、引き続き市道 末政・随応寺線他４路線の進捗を図り、三国駅周辺整備も進めていきます。また、全国的に懸案事項となっている空き家等対策事業も空き
家除却支援事業費補助金を交付するなど拡充していきます。
　教育関係では、寄附市民参画基金を活用し中学校教育振興事業では図書購入、ICT設備を充実します。「ワールドマスターズゲームズ2021関西」ディスクゴルフ競技
会の開催準備のため実行委員会の運営経費を計上、また今年度に引き続き丸岡城国宝化事業で天守の耐震診断を実施します。
　地方創生では、今年も奨学金返還支援やマッチング強化・移住就職支援事業と新たにSDGｓ推進事業を、シティセールス事業では、本市の「地域資源」と品川区との
「連携・交流」を活かした情報発信事業を関係所管課とも連携しながら本市の更なる認知度の向上とシビックプライドの醸成を図ります。
　歳出予算の予算額等主な内容は、３ページ、総合計画の重点施策については、４ページを参照して下さい。

１．令和２年度　当初予算編成の概要

 1-1. 概要

　令和２年度当初予算は、行財政改革によりムダを排除しながら、初年度となる「第二次坂井市総合計画」に基づく重点施策や、人口減少等の課題に対し新たな「第二次
坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の６つの政策分野を戦略的に取り組むとともに、老朽化が進む公共施設の長寿命化を図りました。
　そうした中、引き続き本庁舎整備や文化の森・YURI文化情報交流館（ハートピア春江）改修整備などの特別経費のほか、増加をたどる扶助費や会計年度任用職員の影響
等もあり２年続けて400億円を超える財政規模（425億5,300万円、前年度比15億2,700万円減　3.5％減）となりました。
　財源については、市税のやや減収など厳しい財政状況にありますが、地方交付税の増や市債の発行、地域振興基金、まちづくり整備基金及び寄附市民参画基金等の活用
により予算編成いたしました。なお、令和２年度末の起債残高は、約567億5,000万円余りを見込んでいます。（前年度末見込み額との比較で、約28億7,700万円の
増）
 1-２. 歳入

　市税については、雇用環境の改善が続く中で、市民税（個人）や固定資産税（家屋、償却資産）等で増額を見込むものの、法人市民税の税率改正のため全体では対前年
度比0.3％減、歳入全体に占める割合は、29.2％となりました。
　地方消費税交付金、また、法人市民税の補填となる法人事業税交付金を含めた地方譲与税及び各種交付金交付金の合計は、対前年比7.0％増を見込んでおります。
　地方交付税については、国の総額は増えており、また合併特例債償還費、地域社会再生事業費や会計年度任用職員の交付税算入もあって、本市においては合併特例措置
分の縮減（５年目）となるが、対前年比7.0％増としており、歳入全体に占める割合は、17.2％となりました。
　国庫支出金については、前年度に比べ増加しておりますが、子どものための教育・保育給付費交付金の増加が主な原因です。
　県支出金については、前年度に比べ減少しておりますが、強い農業づくり事業交付金や連棟ハウス整備事業補助金等の減少が主な原因です。
　市債については、61億7,190万円を計上しておりますが、合併特例債や臨時財政対策債など有利な起債が大部分を占め、庁舎、ハートピア春江や小学校の大規模改造
など計画的な普通建設事業に充てるものです。
　また、地域振興基金を約6億9,300万円、まちづくり整備基金を7億400万円、寄附市民参画基金を約7億3,000万円を繰り入れし、基金の目的に即した事業に充当い
たしました。なお、財政調整基金残高は、２年度末見込みで約23億8,200万円を見込み、安定的な財政運営に努めております。
　歳入予算の予算額等主な内容は、２ページを参照して下さい。
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 資料 No.４  

 

 

 本市では、2018年 10月にトヨタ自動車とソフトバンクが連携し設立した 

「モネ テクノロジーズ株式会社」と令和２年２月１日付で覚書を締結いたし

ました。 

本市といたしましては、モネ テクノロジーズ社が保有する次世代運行サー

ビスにおける最先端の知見を、本市における公共交通サービスの向上につなげ

て参りたいと考えております。 

 

 

 

 MONET Technologies（モネ テクノロージズ）株式会社 

◎ 加盟企業 

・ ソフトバンク 

・ トヨタ、日野自動車、ホンダ、いすゞ、スズキ、ダイハツ、スバル、 

マツダ他、460社が加盟 

◎ 覚書締結自治体 

 ・ 北海道、長野県、佐賀県、大阪府、愛知県他、29 自治体 



 

 資料 No.５  
河川クリーンキャンペーン実施について 

 

 

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、水質や生態系への影響が懸念されるなか、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で、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２年３月１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 

         ※ ４河川(竹田川、兵庫川、磯部川、田島川)を中心に呼びかけを行うが、地

域に密着した河川が他にある場合は限定しない。近隣用排水路も可。 

※ 居住地に河川がないため清掃場所の選定が困難である場合は、相談のうえ

調整する。 

 

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．平成 30年度実績 

 参加地区数 燃えるゴミ袋 燃やせないゴミ袋 

三 国 16 509 136 

丸 岡 28 146 85 

春 江 21 292 141 

坂 井 21 557 233 

合 計 86 1,504 595 

 



 資料 No.６  

みくに龍翔館郷土史研究講座 (講演会) 

「織田信長と 惟任
こ れ と う

(明智
あ け ち

)光
み つ

秀
ひ で

」 

 

 

 みくに龍翔館では、３月７日(日)に、郷土史研究講座(講演会)を開催します。講師に『明智

光秀』等のご著書である柴裕之先生をお招きし、「織田信長と惟任(明智)光秀」と題してお話

しして頂きます。 

 今年の大河ドラマの主人公であり、織田信長に仕える前は坂井市にある称念寺にいたとさ

れる明智光秀ですが、これまで主君の「革命児」織田信長についてゆけなかった保守的な「常

識人」と評価されてきました。そこで近年の研究成果をふまえつつ、信長のもとで「惟任」と

名乗っていた光秀の実像に迫ります。 

また事前解説として坂井市と明智光秀の関係についても、ご紹介いたします。 

 

 受講は、電話での事前申込制で、無料で聴講いただけます。なお、聴講者は、当日みくに龍

翔館の１階から４階までの常設展も無料で観覧できます。 

 当日の取材の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

 

１．日 時   令和２年３月７日(土) 13:30～15:30 

 

２．場 所   みくに龍翔館 特別展示室 

 

３．日 程   ① 13:30～13:50 解説「坂井市と明智光秀」 

角 明浩（坂井市みくに龍翔館学芸員） 

② 14:00～15:30 講演「織田信長と惟任(明智)光秀」 

柴 裕之（東洋大学非常勤講師） 

＊『図説 明智光秀』(戎光祥出版 2018 年)、『明智光秀』(同 2019 年)編著 

 

４．受講料   無料 

 

５．申込方法  みくに龍翔館に電話でお申込み 

(℡.0776-82-5666 先着 70名) 



 資料 No.７  

城小屋マルコについて 

 

 

 丸岡城の「お城ファン」が集うことができる交流拠点として空き家を改修し、カフェおよび

丸岡城に関する資料を展示するミニ資料館を整備しました。市民の会メンバーが日替わりマ

スターとなって、お城ファンへのおもてなしを行います。 

 

 

 

記 

 

【事業主体】 

一般社団法人 丸岡城を国宝にする市民の会 

 

【事業期間】 

平成 30年度～令和元年度（２か年） 

 

【補 助 金】 

 坂井市ふるさと茶屋整備支援事業費補助金 (市１/3、県 2/3) 

 

【物件詳細】 

住所  坂井市丸岡町霞町一丁目 25 

構造  １階平屋 (２階建を減築) 

面積  56.13㎡  

備考  城周辺地区特定景観計画区域内 

 

【竣 工 式】 

令和２年３月 27日(金) 午前 10時～ 
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