
【令和３年 12月】坂井市長定例記者会見 

 

日時 令和３年 11月 24日(水) 13:30～ 

会場 市役所 ３階 災害対策本部室 

 

１．施政報告 

(１) 令和３年第４回(12月)坂井市議会定例会について 

○ 会期の予定 11月 26日(金) ～ 12月 20日(月) 25日間 

○ 提出議案 ９件 (財産取得議案１件、条例議案 2件、予算議案５件、一般議案１件) 

① 令和３年第４回(12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 12月補正予算の概要    ・・・・・・・・・・・・・・資料 No.２ 

 (２) 令和３年度坂井市除雪基本計画について (建設課)    ・・・・・・・資料 No.３ 

 (３) ガンバル学生応援クーポン事業について (企画政策課)  ・・・・・・資料 No.４ 

 (４) オンサイトＰＰＡモデルによる太陽光発電設備導入について (環境推進課) 

   ・・・・・・・・資料 No.５ 

 

２．11月～12月の主な行事等 

(１) 議会日程 

11 月 26日 

12月 ７日 

8日 

10日 

13日 

14日 

20日 

(金) 10:00～ 本会議 （行政報告、議案説明、質疑、委員会付託） 

(火) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(水) 10:00～ 本会議 (一般質問) 

(金) 10:00～ 委員会 (産業建設常任委員会) 

(月) 10:00～ 委員会 (教育民生常任委員会) 

(火) 10:00～ 委員会 (総務常任委員会) 

(月) 10:00～ 本会議 (委員長報告、質疑、討論、採決、行政協議) 

 (２) その他 

12月 

３日 

 

 

４日 

 

18日 

 

 

23日 

 

 

(金) 10:00～ 郷土料理講習会「手軽に作れるおせち料理」 【高椋コミセン】 

19:00～ 社会教育大会              【高椋古城ホール】 

19:30～ 防犯隊 年末警戒出発式       【坂井市役所大ホール】 

(土) 10:00～ 坂井市消費者フェスタ           【ユリーム春江】 

14:00～ 【疾病編】専門医に聞く！糖尿病の予防【坂井市役所大ホール】 

(土) 08:30～ わんぱく少年団「eスポーツ＆ Xmas飾り作り」 

【三国海浜自然公園】 

10:00～ 【運動編】糖コントロールエクササイズ【坂井市役所大ホール】 

(木) 16:00～ 高校選手権出場激励会（丸岡高校サッカー部） 

                【高椋コミセン３階大会議室】 

 

３．質疑応答 



資料 No.１ 
 

 

令和３年第４回(１２月)坂井市議会定例会 提出議案等一覧 

 

議 案 件       名 担当課 

議案第 42号 土地の取得について 保育課 

議案第 43号 令和３年度坂井市一般会計補正予算(第６号) 
財政課 

各所管課 

議案第 44号 
令和３年度坂井市国民健康保険特別会計補正予算  

(第１号) 
保険年金課 

議案第 45号 
令和３年度坂井市後期高齢者医療特別会計補正予算 

(第１号) 
保険年金課 

議案第 46号 令和３年度坂井市水道事業会計補正予算(第１号) 上下水道課 

議案第 47号 
令和３年度坂井市公共下水道事業会計補正予算 

(第１号) 
上下水道課 

議案第 48号 
指定管理者の指定（アーバンデザインセンター坂井）に

ついて 
企画政策課 

議案第 49号 
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 
三国病院 

議案第 50号 
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 

 



令和３年度　坂井市　１２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６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）

【健康福祉部】

【産業政策部】

★

★

３．国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

・会計間異動等に伴う人件費調整等

・マイナンバーカードの利便性向上、交付体制強化

  　後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、水道事業会計補正予算（第１号）、

  　公共下水道事業会計補正予算（第１号）

・会計間異動等に伴う人件費調整等

資料　№２

【教育委員会】

スポーツ大会運営事業
1,385 －

・令和６年開催予定の「ふくい桜マラソン」２年前キックオフイベント

水産業振興イベント事業
4,000 －

・リフレッシュされた三国港市場のオープニングイベント開催費用

観光事務事業
7,000 －

・映画「おしょりん」制作地元後援負担金

予防接種事業
75,869 国庫 75,869

・新型コロナウイルス感染症に係る３回目のワクチン接種体制費用

幼保園等施設整備事業
7,000 －

・加戸幼保園の改修工事に伴う仮園舎（旧加戸幼稚園）の改修費

事 業 名 称 等 補正額 特定財源

【総務部】

市長・市議会議員選挙事業
18,000 －

・令和４年４月２２日に任期満了に伴う市長および市議会議員の選挙費用

諸 収 入 91,878 合　計 235,927

合　計 221,473

繰 入 金 △ 23,000 県 支 出 金 62,405

繰 越 金 151,978 市 債 19,900

自主財源 （単位:千円） 依存財源 （単位:千円）

寄 附 金 617 国庫支出金 153,622

△ 58,025 △ 2.2

計 60,835,506 449,120 61,284,626 76,029,388 △ 14,744,762 △ 19.4

　病院事業 2,579,535 2,579,535 2,637,560

△ 222,322 △ 4.1

　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 5,173,785 700 5,174,485 5,396,807

△ 434,157 △ 4.1

　水道事業 2,424,889 △ 6,300 2,418,589 2,574,637 △ 156,048 △ 6.1

企 業 会 計 10,227,084 △ 5,600 10,221,484 10,655,641

△ 2.0

　後期高齢者医療 1,118,629 600 1,119,229 1,020,192 99,037 9.7

9,041,057 △ 63,115 △ 0.7

　国民健康保険 7,861,993 △ 3,280 7,858,713 8,020,865 △ 162,152

会　計 補正予算
令和３年度

△ 14,247,490 △ 25.3

特 別 会 計 8,980,622 △ 2,680 8,977,942

一 般 会 計 （第６号） 41,627,800 457,400 42,085,200 56,332,690

令和２年度 増減
伸び率

補正前 12月補正 補正後① 12月現計②



資料 Ｎｏ.３ 

令和３年度 坂井市除雪基本計画 

1. 除雪対策本部 

除雪対策本部長を副市長、除雪対策実施部長を建設部長とし、令和３年１２月１日から 

令和４年３月１５日まで除雪対策本部を設置する。 

 

2．出動基準（車道除雪の詳細な区分を３つから４つの区分に変更） 

○最重点除雪路線           ・・・積雪深が１０cm以上ある場合 

○幹線除雪路線（重点除雪路線）    ・・・積雪深が１０cm以上ある場合 

 

※重点除雪路線とは「顕著な大雪に関する気象情報」などが発表されるような短期間に集中的な

大雪の際に公共交通の運行や物流・燃料配送等を確保するため、県と連携して重点的に行う路線  

〈オイルロード・排雪場・物流拠点を繋ぐ経路、重要なバス路線〉 

 

○幹線除雪路線   ・・・積雪深が１５㎝以上ある場合 

〇一般除雪路線   ・・・積雪深が１５cm以上ある場合 

通学路の歩道除雪   ・・・歩道上の積雪深が２０cmを超え、歩行困難と判断した場合 

 

3．路線延長 

○最重点除雪路線 約３０．９㎞（１１路線） 

  （県管理道路とネットワークを構成する市道及び広域農道） 

○幹線除雪路線 約２１１．８㎞（２３５路線） 

  うち重点除雪路線 約１０．２㎞（１５路線）  

○一般除雪路線・その他 約５３９㎞（約２１４０路線） 

○歩道除雪 約２３㎞（２２路線）（歩道除雪については、県と連携をとりながら通学路の確保を図る） 

4．除雪体制 

○貸与除雪車：６８台（内リース車４６台） 

○借上除雪車：１２０台 

○小型除雪車（歩道）：１１台    計 １９９台（前年比：２５台増） にて道路除雪を行う。 
 

 

            ＜担当課：建設部建設課 ℡５０－３０５１＞ 



県内に
居住する学生

【概要と目的】
新型コロナウイルスの影響により、不安定となっている学生生活を支援するため、坂井市在住の学生に市内の登録事業者で使用
可能な2万円相当のクーポン券（1,000円券×20枚）を交付します。市内での消費を喚起し地域経済の活性化を図ります。

【対象者】 想定人数：約3,500人（高校生2500人、大学生等1,000人）
令和3年10月1日時点で、以下のすべてに該当する方

・坂井市に居住している、または過去に居住の方で現時点で県内に居住している方
・平成８年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた方
・県内の高等学校、高等専門学校、大学、短期大学、大学院等に在籍している方
・坂井市仕送りプロジェクトにて特産品の提供を受けていない方

【事業スキーム】

市内
取扱店舗

【クーポン券発行総額】 20,000円×3,500人＝70,000,000円

⑥支払い⑤報告・
請求

②クーポン券郵送

①Web申請

④報告・請求

⑦支払い

新型コロナウイルス感染症による地域経済活性化

坂井市ガンバル学生応援クーポン事業 【企画書】

Web申請
【学生⇒坂井市】

クーポン券発送
【坂井市⇒学生】

商品券使用期限

令和3年11月25日(木)
～

令和4年1月31日(月)

令和3年12月1日(水)
以降順次発送

令和4年2月28日(月)

【スケジュール】

商工会

③クーポン券
使用

【周知方法】
・市HPおよび広報紙掲載
・各メディアへのプレスリリース（市長定例記者会見）
・取扱店舗でのポスターおよびのぼり掲示
・高校および大学等でのポスター掲示
・えちぜん鉄道およびJR駅でのポスター掲示

【取扱店舗数】
※11/17時点
三国 138店舗
丸岡 130店舗
春江 116店舗
坂井 47店舗
計 431店舗



◇ゼロカーボンシティ実現に向けた
再生可能エネルギー設備の導入について（太陽光発電設備）

【坂井市】 ➡令和３年３月「第二次坂井市環境基本計画策定」策定

◇施策目標

 2050年までの温室効果ガス総排出量実質ゼロを目指し、省エネルギー
活動や再生可能エネルギーの導入を推進

 令和３年３月５日に「ゼロカーボンシティ宣言」をし、2030年において
温室効果ガス排出量H25年度比28.0％削減を目標

≪国の方針≫ ➡令和３年７月６日環境省地球環境局より

○公共部門の率先実行

公共部門における太陽光発電の率先導入を進め、2030年までに国・地方公
共団体が保有する設置可能な建築物屋根等の約50％に太陽光発電を導入す
ることを目指し、6.0GWの導入を見込む
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①環境基本計画の目標達成を目指す。

②モデル施設的な公共施設を選択しデータの収集を検討

坂井市として、国の財政支援がある「PPAモデル」での太陽光発電設備の導入を検討

③国の財政支援がある「オンサイトPPAモデル」での導入を決定
※坂井市とPPA事業者との間で締結する、売電単価や契約期間に好影響がある。

④国の財政支援の採択（令和３年１１月１１日採択）
【予定】令和４年３月末までにPPA事業者による太陽光発電設備設置

○再生可能エネルギーを活用した防災インフラ機能の充実
○地域民間企業と連携し地域コミュニティの充実（自主避難所機能強化）

【補助事業名】地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業

◎のうねの郷づくり推進協議会提案の地域民間企業と共同申請（令和3年9月27日申請）

「のうねの郷づくり推進協議会」からの提案内容

以上を実現させるため、のうねの郷コミュニティーセンターを活用する。



◎オンサイトPPAモデルによる太陽光発電設備導入について

≪PPA事業者≫

設
備
設
置
費
用

維持管理費用

約７５０万円 + α

契約期間の調整が必要となるが、電
気料金の増加を抑えつつ、太陽光発
電設備の導入を行い、CO2排出量を
抑える。

※設備の所有者は、
PPA事業者であるた
め、故障時の対
応・修繕対応は、
PPA事業者が実施

≪坂井市（施設管理者）≫

PPA事業者へ支払う電気代

既存発電事業者へ支払う電気代従来
の
電気
代

公 募 申 請

一般社団法人
環境イノベーション機

構

R3.11.11_採択（補助率：設置費用２分の１）

環境省

事業の委
託

購入単価契約締
結

法定対応年数を下回らな
い期間を想定して締結

【概要図①】

・PPA事業者
・のうねの郷協
・坂井市 ３者で共同申請
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太陽光発電設備

設置費用

太陽光発電設
備

維持管理費用

≪PPA事業者の責任範囲≫

（維持管理作業も実施）

既存の電力供給事業
（例：北陸電力株式会

社）

のうねの郷
コミュニテイーセン

ター

【電気料金の支払い】

●契約締結により購入単価決定

・耐用年数を基準に契約期間決
定
・PPA事業者の責任範囲をカバー
できる単価となる。
・イニシャル費用の平準化

◎災害時での活用例

・蓄電設備の設置により、非常用
電源供給機能も備える。

・EV車等対応充電器を設置しEV
車・PHV車を移動式蓄電設備と
して活用する。

＜のうねの郷CC_独自＞
・PPA事業者の協力を得て、隣接
指定避難所（長畝小学校）に臨
時給電が可能となる。

◎オンサイトPPAモデルによる太陽光発電設備導入について 【概要図②】




