
【令和３年９月】坂井市長定例記者会見 
 

日時 令和３年８月３１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３回(９月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ９月３日(金) ～ ９月 28日(火) 26日間 

○ 提出議案  18 件 (承認議案１件、人事案件１件、報告議案６件、認定議案７件、

予算議案１件、条例議案２件) 

 

  【資料】 

①  令和３年第３回(９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９月補正予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

 

 

 

２．９月の主なイベント 

 (１)  東尋坊ＳＵＮＳＥＴ2021（一般社団法人ＤＭＯさかい観光局）・・・資料 No.３ 

  

 

 

３．９月の主な行事等 

(１) 議会日程 

９月 

3日 

13 日 

14日 

16日 

17日 

21日 

28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) 

(火) 10:00～ 常任委員会 (総務常任委員会) 

(火) 10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決) 

 



 (２) その他 

８月 31日(土) 

 

９月  1日(水) 

4日(土) 

5日(水) 

 15日(水) 

 

９月 15日(水) 

18日(土) 

22日(水) 

 

26日(日) 

午後～  100歳高齢者訪問         【市内高齢者宅・施設】 

    （～9/2(木)まで。取材対応は 8/31と 9/2) 

カイモン×PayPayキャンペーン（30日まで） 

『おしいれのぼうけん』複製画展（23日まで）【ハートピア春江】 

パパといっしょにおべんと塾（全３回）   【春江中コミセン】 

日没後～ 世界アルツハイマーデーライトアップ（21日まで） 

【丸岡城（22：00まで）、ユリーム春江（21：00まで）】 

10:30～ おさかな料理教室(実習型)     【春江中コミセン】 

10:30～ おさかな料理教室(見学型)     【春江中コミセン】 

9:00～ 福井国体・大会開催記念ハピネスフェスティバル 

 【三国運動公園】 

10:00～ 健康食育フェスタ 2021         【三国体育館】 

 

３．質疑応答 

 



資料 No.１ 

令和３年第３回(９月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

承認第６号 
専決処分の承認を求めることについて 

 (令和３年度坂井市病院事業会計補正予算(第２号)) 
三国病院 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

報告第４号 
公益財団法人坂井市農業振興公社の経営状況の報告に

ついて 

農業振興課 

財政課 

報告第５号 
公益財団法人坂井市文化振興事業団の経営状況の報告

について 

文化課 

財政課 

報告第６号 公益財団法人丸岡文化財団の経営状況の報告について 
文化課 

財政課 

報告第７号 
公益財団法人坂井市スポーツ協会の経営状況の報告に

ついて 

生涯学習スポーツ課 

財政課 

報告第８号 令和２年度坂井市健全化判断比率の報告について 財政課 

報告第９号 令和２年度坂井市資本不足比率の報告について 財政課 

認定第１号 
令和２年度坂井市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

会計課 

各所管課 

認定第２号 
令和２年度坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
保険年金課 

認定第３号 
令和２年度坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 
保険年金課 

認定第４号 令和２年度坂井市水道事業会計決算の認定について 上下水道課 

認定第５号 
令和２年度坂井市公共下水道事業会計決算の認定につ

いて 
上下水道課 

認定第６号 
令和２年度坂井市農業集落排水事業会計決算に認定に

ついて 
上下水道課 

認定第７号 令和２年度坂井市病院事業会計決算の認定について 三国病院 

議案第 38号 令和３年度坂井市一般会計補正予算(第４号) 
財政課 

各所管課 

議案第 39号 
坂井市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の制定について 
観光産業課 

議案第 40号 
坂井市個人情報保護条例等の一部を改正する条例につ

いて 
観光産業課 



令和３年度　坂井市　９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４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】 ４事業

主な事業

★

★

★

上記以外（各部毎）

☆

★

★

【教育委員会】

・三国運動公園野球場照明設備のＬＥＤ化

体育施設管理事業
98,000 市債 88,000

【福祉保健部】

【総務部】

多文化共生事業
2,900 －

・(仮称)坂井市国際交流センターの設立、運営に係る経費に対する補助

市債

国庫支出金 148,640

96,200

予防接種事業
148,640

私立保育所施設整備補助事業
101,300

・私立保育園が移転する土地の購入、用地造成工事費

・１０月以降のワクチンの接種体制を確保

1,000
地域情報化推進事業

1,200 国庫支出金
・高齢者のスマートフォンの利用促進

幼保園等管理運営事業
6,300 国庫支出金 5,800

・保育園等業務ＩＣＴ化の推進（タブレット端末の購入）

地方創生推進事業

75,000
国庫支出金
繰入金
（まちづくり整備）

37,671
33,000ガンバル学生応援クーポン（仮）

・地元の大学生・高校生の支援、市内での消費喚起（市内商品券 2万円/人）

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

87,400

企画事務事業
4,900 国庫支出金 4,500

・庁内のＩＣＴ化の推進と、窓口業務キャッシュレス化の環境整備

諸 収 入 2,490 合　計 459,355

合　計 361,645

繰 入 金 181,600 県 支 出 金 21,758

繰 越 金 176,055 市 債 226,300

自主財源 （単位:千円） 依存財源 （単位:千円）

寄 附 金 1,500 国庫支出金 211,297

△ 53,625 △ 2.0

計 59,934,506 821,000 60,755,506 75,054,478 △ 14,298,972 △ 19.1

　病院事業 2,579,535 2,579,535 2,633,160

△ 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

△ 430,047 △ 4.0

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

企 業 会 計 10,227,084 0 10,227,084 10,657,131

△ 157,072 △ 2.0

　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

△ 13,816,290 △ 25.0

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

9月現計②

一 般 会 計 （第４号） 40,726,800 821,000 41,547,800 55,364,090

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 ９月補正 補正後①
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 資料№2
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妊娠中の者へのワクチン接種について 

 

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、妊娠後期では重症化しやすく、早

産のリスクが高くなる等の感染事例が報告されています。 

このような状況を踏まえ坂井市では、感染により重症化リスクの高い妊婦及

び一緒に生活し出産をサポートする同居家族へのワクチン接種を進め、新型コ

ロナウイルス感染症が猛威を振るう現状においても安心して出産ができる環境

づくりを目指します。 

 

【接種対象者】 

 ①妊娠中の者 

   ・市内在住の者（約３４０人） 

   ・里帰り出産のため坂井市に滞在している者 

  ②妊娠中の者の同居家族 

 

【接種対応】 

 ①キャンセル枠が出た場合に妊婦等に接種 

  ・９月６日（月）～２５日（土）の集団接種及び個別接種でキャンセルが出

た場合には、事前に登録した妊婦等に連絡し接種を行う。 

②妊婦等に対する特別接種日を設け接種 

 ・９月２６日（日）の集団接種会場（春江中コミュニティセンター）で、事

前の申込者に接種を行う。 

※ 妊婦(妊娠届出者)には通知郵送、ホームページ、アプリ(母子モ)、窓口でも

周知。 

 

【申込みできる条件】 

 ・妊婦については、ワクチン接種について事前に健診先やかかりつけの医師に

相談を行った者 

 ・１回目の接種が済んでいない者 

 

【申込み受付】 

 ①キャンセル枠及び②特別接種の申込みについては、坂井市のコールセンタ

ー（０１２０－５６７－６０７）で９月１日（水）９：００～９月１０日（金）

１７：００まで受付ける。 

令和 3 年８月３１日 

市長定例記者会見資料 


