
【令和３年６月】坂井市長定例記者会見 
 

日時 令和３年６月１日(火) 10:00～ 

会場 本庁 ３階 災害対策本部室 

 

 

１．施政報告 

(１) 令和３年第２回(６月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ６月４日(金) ～ ６月 25日(金) 22日間 

○ 提出議案  21 件 (承認議案５件、人事案件２件、契約議案４件、報告議案３件、

予算議案２件、条例議案６件) 

  【資料】 

① 令和３年第２回(６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６月補正予算の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

③ ＳＡＫＡＩＷＥＤＤＩＮＧ ㏌ ゆりの里 カップル・学生参加者募集 

 

２．６月の主な行事等 

(１) 議会日程 

６月 

４日 

14 日 

15日 

17日 

18日 

21日 

25日 

 

(金) 10:00～ 本会議 （行政報告、議案説明、質疑、委員会付託） 

(月) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(火) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(木) 10:00～ 常任委員会 (産業建設常任委員会) 

(金) 10:00～ 常任委員会 (教育民生常任委員会) 

(月) 10:00～ 常任委員会 (総務常任委員会) 

(金) 10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決) 

 (２) その他 

６月 

９日 

20日 

 

25日 

 

(水) 10:30～ おさかな料理教室(見学型)       【春江中コミセン】 

(日)  9:30～ WAKUWAKU木育♪木こりのがっこう  【ちくちくぼんぼん】 

   14:00～ 福井丸岡 RUCK（日本 Fリーグ開幕）  【福井県営体育館】 

(木) 10:30～ おさかな料理教室(実習型)       【春江中コミセン】 

 

３．質疑応答 
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 資料 No.１  

令和３年第２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 

同意第７号 公平委員会委員の選任について 総務課 

同意第８号 

～２６号 
農業委員会委員の任命について 総務課 

承認第１号 
 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度坂井市一般会

計補正予算（第１４号）） 

財政課 

各所管課 

承認第２号 
 専決処分の承認を求めることについて（坂井市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を改正する条例について） 
職員課 

承認第３号 
 専決処分の承認を求めることについて（坂井市税条例等の一部を

改正する条例について） 
課税課 

承認第４号 
専決処分の承認を求めることについて（坂井市国民健康保険条例の

一部を改正する条例について） 
保険年金課 

承認第５号 
専決処分の承認を求めることについて（令和３年度坂井市一般会計

補正予算（第１号）） 

財政課 

各所管課 

議案第 25号 三国港市場リフレッシュ建築工事請負契約の締結について 林業水産課 

議案第 26号 明章小学校校舎大規模改造工事（建築）請負契約の締結について 教育総務課 

議案第 27号 坂井市みくに龍翔館施設改修工事（建築）請負契約の締結について 
文化課 

みくに龍翔館 

議案第 28号 坂井市みくに龍翔館施設改修工事（機械）請負契約の締結について 
文化課 

みくに龍翔館 

報告第１号 
令和２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 

各所管課 

報告第２号 
令和２年度坂井市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につい

て 

財政課 

各所管課 

報告第３号 
令和２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 29号 令和３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 30号 令和３年度坂井市病院事業会計補正予算(第１号) 三国病院 
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議 案 件       名 担当課 

議案第 31号 坂井市地方創生応援基金条例の制定について 企画政策課 

議案第 32号 
坂井市公平委員会委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 
総務課 

議案第 33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 
監査委員事務局 

議案第 34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 35号 坂井市税条例の一部を改正する条例について 課税課 

議案第 36号 
坂井市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
三国病院 

 



令和３年度　坂井市　６月補正予算の概要

１．会計別補正予算 （単位：千円、％）

※ 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（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）

【新型コロナウイルス感染症対策】 １１事業

主な事業

★

★

★

★

★

社会福祉総務事業
3,500 国庫支出金 2,000

・新型コロナワクチン接種にかかる移動サポート

幼保園等管理運営事業・私立保育園運営事業・放課後児童対策事業
2,940 国庫支出金 2,000

・幼保園や児童クラブ等の再開に対する慰労金支給

・県外に進学した高校生・大学生を対象に市特産品を「仕送り」

コミュニティセンター維持管理事業
23,800

国庫支出金 12,000

・オンライン講座等の通信環境を整備（全館Wi-Fi化） 繰入金(まちづくり) 11,000

地域商業活性化事業
126,500 国庫支出金 100,000

・カイモンカードの普及拡大と消費喚起（PayPayとコラボ）

地方創生推進事業

14,000 国庫支出金 13,500ふるさとを遠くで見守る応援事業

歳入減額を含めた実質補正額　193,256千円 (193,256)

観光ビジョン戦略事業

57,360 国庫支出金 50,000さかいdeお泊りキャンペーン

・宿泊施設での電子決済による支払に対し「クーポン特典付与」（2千円/人限度）

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

466,064

学校給食管理事業
6,500 国庫支出金 193,256

・市内小中学校の児童生徒の給食費負担の軽減（給食費半額）

諸 収 入 △ 166,453 合　計 12,498

合　計 22,702

繰 入 金 103,447 県 支 出 金 229,062

繰 越 金 78,708 市 債 △ 776,100

一般会計については、令和２年度３月追加補正で計上済の予算１,０３９,３００千円を減額をしているこ
とから、実質的には１,０７４,５００千円の増額補正

自主財源 （単位:千円） 依存財源 （単位:千円）

寄 附 金 7,000 国庫支出金 559,536

47,638 1.9

計 59,712,771 36,765 59,749,536 73,663,705 △ 13,914,169 △ 18.9

　病院事業 （第１号） 2,559,000 1,565 2,560,565 2,512,927

△ 230,772 △ 4.3

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

　公共下水道事業 5,173,785 5,173,785 5,404,557

△ 328,784 △ 3.1

　水道事業 2,424,889 2,424,889 2,572,777 △ 147,888 △ 5.7

企 業 会 計 10,206,549 1,565 10,208,114 10,536,898

　後期高齢者医療 1,118,629 1,118,629 1,014,192 104,437 10.3

　国民健康保険 7,861,993 7,861,993 8,019,065

特 別 会 計 8,980,622 0 8,980,622 9,033,257 △ 52,635 △ 0.6

△ 157,072 △ 2.0

増減
伸び率

補正前 ６月補正 補正後①

資料No.２

（①－②）

△ 13,532,750 △ 25.0

6月現計②

一 般 会 計 （第２号） 40,525,600 35,200 40,560,800 54,093,550

会　計 補正予算
令和３年度 令和２年度



上記以外（各部毎）

☆

★

☆

★

☆

★

★

★

２．病院事業会計補正予算（第１号）

通所リハビリテーション事業

・介護保険の通所リハビリテーション事業を実施するための開設費用

体育施設管理事業
3,227 －

・「福井丸岡ラック」の練習環境支援のため、丸岡中学校体育館を整備

小学校教育振興事業・中学校教育振興事業
40,200 繰入金(寄附） 40,200

・タブレット端末を有効活用するためのデジタルドリルの導入やAIロボットの本格導入等

除雪対策事業
67,300 －

・GPS除雪管理システムの導入と、除排雪機械の整備、運転者養成に対する補助等

【教育委員会】

【建設部】

市債 62,700

周遊・滞在型観光推進事業
130,000

繰入金(寄附） 64,000

・丸岡城周辺整備（一筆啓上茶屋移転）に伴う実施設計、発掘調査を委託

三里浜砂丘地園芸産地育成事業
139,488 県支出金 119,329

・ＪＡ福井県が整備するニンジンの集出荷施設に対する補助

水産業経営支援事業
2,000 －

・三国港市場改修工事に伴う商用スペース活用についてコンサルティング委託

【産業政策部】

水田麦・大豆産地生産性向上事業
93,665 県支出金 93,665

・米から麦・大豆への転換を進める取り組み、機械導入に対する補助

【生活環境部】

丸岡寄附市民参画基金事業
15,000

県支出金 7,000

・プロジェクションマッピング制作、丸岡城園路に行灯などを装飾 繰入金(寄附) 8,000

児童扶養手当支給事業
82,600 国庫支出金 82,600

・低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」

【健康福祉部】


