
【令和２年９月】坂井市長定例記者会見 

 

日時 令和２年９月１日(火) 10:30～ 

会場 市役所新庁舎 ２階 災害対策本部室 

 

 

１．施政報告 

(１) 令和２年第４回(９月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 ９月４日(金) ～ ９月 29日(木) 26日間 

○ 提出議案  26件 (承認４件、議案４件、諮問４件、報告７件、認定７件) 

  【資料】 

① 令和２年第４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２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) 坂井市体育施設(丸岡スポーツランド)   ・・・・・・・・・・・・・資料 No.３ 

    愛称およびネーミングライツパートナーの決定について 

     ９月 27日(日) 09:30～ 丸岡スポーツランド 

 (２) 福井しあわせ元気国体 レガシー事業   ・・・・・・・・・・・・・資料 No.４ 

    第２回ハピネスフェスティバルの開催について 

     ９月 27日(日) 09:00～13:00 三国運動公園 

 (３) 健康アプリ「歩こっさ＋
プラス

」公開スタート  ・・・・・・・・・・・・資料 No.５ 

     ９月１日(火)～ 

 

３．９月の主な行事等 

(１) 議会日程 

９月 

４日 

14 日 

15日 

17日 

18日 

23日 

29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) 

(水) 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、行政協議) 

 



 (２) その他 

９月 

５日 

９日 

 

10日 

11日 

 

13日 

17日 

17日 

 

(土) 10:00～ まちづくりカレッジ開講式        【高椋コミセン】 

(水) 19:00～ 学び女史プログラム          【春江中コミセン】 

        第１回「キャリアデザインと感情マネジメント」 

(木) 10:00～ おさかな料理教室(初級コース)      【三国コミセン】 

(金) 08:20～ 第 14回坂井市議長杯マレットゴルフ競技会 

                  【春江文化の森 マレットゴルフ場】 

(日) 10:00～ 空き家無料相談会            【三国コミセン】 

(木) 10:00～ おさかな料理教室(乳幼児コース)   【坂井木部コミセン】 

(木) 19:15～ 手話奉仕員養成講座体験・説明会    【東十郷コミセン】 

 

４．質疑応答 

 



資料 No.１ 

令和２年第４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９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５号)) 

財政課 

各所管課 

承認第 10号 
専決処分の承認を求めることについて 

 (令和２年度坂井市病院事業会計補正予算(第２号)) 
三国病院 

承認第 11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６号)) 

財政課 

各所管課 

承認第 12号 
専決処分の承認を求めることについて 

 (令和２年度坂井市病院事業会計補正予算(第３号)) 
三国病院 

議案第 58号 財産の取得について 学校教育課 

諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第７号 人権擁護委員候補者の推薦について 総務課 

諮問第８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 

行政経営課 

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 

行政経営課 

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 

行政経営課 

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 

行政経営課 

報告第８号 
令和元年度坂井市病院事業会計継続費精算報告につい

て 
三国病院 

報告第９号 令和元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 10号 令和元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 
令和元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 



 

議 案 件       名 担当課 

認定第２号 
令和元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 
令和元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 令和元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 
令和元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 
令和元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 令和元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 59号 令和２年度坂井市一般会計補正予算(第７号) 
財政課 

各所管課 

議案第 60号 指定管理者の変更(東尋坊駐車場)について 観光産業課 

議案第 61号 
坂井市東尋坊観光交流センター条例を廃止する条例に

ついて 
観光産業課 

 



   令和２年度　坂井市　９月補正予算の概要
補正予算額 （単位：千円）

9月現計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

１．一般会計補正予算（第７号）
１）補正の主な財源

・国庫支出金：488,143千円(うち、地方創生臨時交付金：458,488千円)

・県支出金　： 54,625千円

・市債　　　：104,145千円

２）補正の主な内容（★は新規事業　☆は一部新規または拡充　〇はコロナ対策） （単位：千円）

★

〇

★

〇

★

〇

★

〇

★

〇

★

〇

★

☆

〇

★

★

〇

★

★

〇

〇

☆

★

〇

29,400

19,000

　・寄附市民参画提案事業による遊具を新設

水産経営支援事業

　・魚価が下落した際の三国港市場の出荷手数料を支援補助

　・流通停滞に備え水産物ストック機能強化に対する支援補助

　・健康アプリ「歩こっさプラス」の推進(目標達成者に農産物直売所お買い物券を贈呈)

支援対策児童等見守り強化事業

　・子ども食堂が行う見守り活動に補助

　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への運行支援等

シティセールス事業（Webによるシティセールス事業）

　・コロナ終息後の旅行需要を見据え、Web媒体を活用した情報発信

丸岡寄附市民参画基金事業

次世代型地域交通導入推進事業

　・「新たな日常」を見据えた「オンデマンド型交通」の導入

地域交通対策事業、生活路線バス対策事業

一般管理事務事業（ＡＩロボット活用事業）

　・新庁舎総合案内窓口に検温機能を備えたＡＩロボットを設置

行政改革推進事業（指定管理者支援、感染症予防対策給付金）

　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理者に給付金を支給

【教育委員会】

事 業 名 称 等 補正額

4,000

78,000

地方創生推進事業（移住就職支援事業）

　・テレワーク環境の整備、お試し移住事業補助

　・寄附市民参画提案事業による観光レンタサイクルの整備

8,000

60,500

71,500

42,800

10,400

健康教育・相談事業

2,600

畜産経営支援事業

　・肉相場の下落で影響を受けている飼育農家を支援補助

ゆりの里公園管理運営事業

【産業環境部】

3,000

小学校施設整備事業

　・感染症予防の観点から前倒しして全ての学校トイレの洋式化・乾式化を行う
188,000

【市民福祉部】

【総合政策部】

東尋坊整備計画事業

　・地形測量、用地測量委託

9,000

42,000

【総務部】

10,382,532 16.1計 74,357,938 696,540 75,054,478 64,671,946

△ 7,221 △ 13.4
　病院事業 2,633,160 2,633,160 2,889,888 △ 256,728 △ 8.9
　農業集落排水事業 46,637 46,637 53,858

△ 401,105 △ 13.5
　公共下水道事業 5,404,557 5,404,557 5,544,097 △ 139,540 △ 2.5
　水道事業 2,572,777 2,572,777 2,973,882

26,181 2.6
企 業 会 計 10,657,131 0 10,657,131 11,461,725 △ 804,594 △ 7.0
　後期高齢者医療 1,014,192 1,014,192 988,011

△ 393,525 △ 4.2
　国民健康保険 8,019,065 8,019,065 8,438,771 △ 419,706 △ 5.0
特 別 会 計 9,033,257 0 9,033,257 9,426,782

（①－②） ％
一 般 会 計 （第７号） 54,667,550 696,540 55,364,090 43,783,439 11,580,651 26.4

資料No.２

会　計 補正予算
令和２年度 令和元年度 増減 伸び率

補正前 ９月補正 補正後①



資料 No.３ 

坂井市体育施設（丸岡スポーツランド） 

愛称およびネーミングライツパートナーの決定について 

 

対 象 施 設 丸岡スポーツランド (施設全体) 

愛   称   名 日東シンコースタジアム丸岡 

パートナー名 
日東シンコー株式会社 

(坂井市丸岡町舟寄 110-1-1) 

契  約  期  間 ５年間 

愛称使用期間 令和２年 10月１日～令和７年９月 30日 

ネーミングライツ料 年額 2,100,000円 

 

１．ネーミングライツについて 

  本市が所有する公共施設等に企業名や商品のブランド名などを冠した愛称を付与する権

利を民間事業者等（ネーミングライツパートナー）に与えることで、本市はその対価（ネー

ミングライツ料）を得ようとするものです。 

 

２．県内のネーミングライツ導入例 ※ (  )内は正式名称 

 ① 越前市……武生特殊鋼材ドリームサッカー場 (越前市サッカー場) 

        越前市ＡＷ－１スポーツアリーナ（武生中央公園総合体育館） 

② 福井市……セーレンプラネット (福井市自然史博物館分館) 

⇒ 本件で県内４例目 (既存施設での愛称募集・決定は県内初) 

 

３．決定までの経緯 

  ４月に当該施設のネーミングライツパートナーを募集したところ２社の応募があり、提

案内容などを基に広告審査会にて審査した結果、日東シンコー株式会社に決定しました。 

 

４．今後の予定 

 ・ 施設内外の案内板の書き換え、新規看板の設置 

 ・ ネーミングライツ使用開始セレモニーの開催 

      日時  令和２年９月２７日(日) ９時３０分から 

      場所  丸岡スポーツランド 

      内容  ・愛称決定記念セレモニー 

(市長・社長あいさつ、くす玉割り、記念品配布) 

          ・少年少女サッカー教室 



資料 No.４ 

福井しあわせ元気国体 レガシー事業 

第２回ハピネスフェスティバルの開催について 

 

平成 30年に行われた「福井しあわせ元気国体」のレガシー事業として、坂井市での国体競

技開催地にて、国体開催競技を中心としたスポーツイベントを下記のとおり実施します。 

 

日 時 令和２年９月 27日(日) ９時～13時 

場 所 
三国運動公園 

(坂井市三国町運動公園１丁目４－１) 

 

内 容 

 ① ｅスポーツ体験 (健康管理センター) 

   昨年の茨城国体でも文化プログラムとして実施された「ｅスポーツ」の中から、採用２

種目を体験します。また、坂井市住みます芸人「モグモグパクパク」も参戦し、会場を盛

り上げます。 

 

 ② ディスクゴルフ体験 (陸上競技場) 

   福井国体のデモンストレーション競技として実施され、来年には「ワールドマスター

ズゲームズ」として市内での世界大会も予定されている競技を体験。どれだけ少ない投

数で回れるかや投げた飛距離を競います。 

 

 ③ 歩こっさ教室 (人工芝グラウンド) ※要申込 

   園内に整備したウオーキングコースを参加者に披露します。また、坂井市独自の健康

スマホアプリ「歩こっさ＋（プラス）」と連携し、会場でのアプリインストールサポート

や特別参加ポイントの付与、スポーツタオルのプレゼント等を行います。 

 

 ④ かけっこ教室 (陸上競技場) ※要申込 

   前回も好評だったかけっこ教室を、今年は混雑を避けるため低学年の部と高学年の部

に分けて実施。正しい走り方を教えることで、早く走れるようになる喜びや楽しさを伝

えます。 

 

 ⑤ ボディバランス教室 (人工芝グラウンド) ※要申込 

 

 ⑥ 少年少女サッカー交流会 (丸岡会場：丸岡スポーツランド) ※要申込 

 

※新型コロナウイルス対策として、昨年よりも時間を短縮して実施します。 







資料 No.５ 

 

    歩きながら楽しめる 健康アプリ「歩こっさ＋
プラス

」公開スタート 

 

 

歩くことをもっと楽しく！ 

坂井市は、市民が心身の健康に関心をもち、主体的な健康づくりに取り組めるよう、独自

に開発したスマートフォンの健康アプリの利用を、本日 9 月 1 日から始めます。 

 

【事業概要】 

歩いた歩数や健康に関する取り組みに対してポイントを付与し、ポイントが貯まると特 

典が得られるという仕組みによって、継続できる健康づくりを推進する事業。 

 

【期待する効果】 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行に起因 

 した運動不足の解消 

・ 免疫力向上への寄与 

・ 非接触性を活かした情報収集の一助 

 

【対象者】 

坂井市民または坂井市に勤務する人で 20 歳 

以上の人 

 

【特典の取得方法】 

年間獲得ポイントが応募条件ポイント数を 

達成した場合、アプリ内に表示されます応募 

フォームから、必要事項を入力して送信する。 

 

【特典の内容】 

現時点では、坂井市行政ポイント引換券(500 円相当)、共通入浴券、次年度がん検診受

診無料券の中からもれなく 1 点。特典の追加についても検討中。 
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