
令和４年度６月補正予算について

　

●一般会計　補正予算（第２号）

1 補　正　額 （補正後予算額　４１５億５,７７４万２千円）

2 財　源 〇国庫支出金　９億１,８５０万２千円

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

・住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金 ほか

〇県支出金　１億６,４９０万３千円

・東尋坊活性化事業補助金 ほか

〇繰入金　２億８，６０５万４千円 ・基金繰入金

〇繰越金　４億９,５７５万７千円 ・前年度繰越金

〇諸収入　３,４８２万６千円

・物価高騰分小中学校給食負担金（1/2負担軽減）ほか

〇市債　　 １億７,４４０万円 ・合併特例事業債　ほか

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

結婚サポート事業
　坂井市で暮らす若い世代の新婚世帯に対する支援

　・市内で使用できる商品券　一組あたり１０万円
27,270 総務部

企画事務事業 　コミュニティ助成事業補助金（大関まちづくり協議会） 2,500 総合政策部

　４月に市長選挙があったため、当初予算は骨格予算で、今回は肉付け予算となりました。

　新型コロナウイルス感染症への対応や、原油・物価の高騰などによる影響に対する支援なども含め、市長公約で掲げ

た方針の具現化へ向けた取組をスタートします。

２０億７,４４４万２千円

事業名 事業内容 事業費 所管

★

庁内情報管理事業

　ペーパーレス化を促進するため、本庁舎内会議室等に庁内無線LAN

環境を整備
12,500 総合政策部

広域圏事務事業 　広域市町村圏電算負担金の増額 23,197 総合政策部

三國湊地区活性化事業 　空き家リノベーションによる新規起業者育成事業費補助金 3,000 総合政策部

★

地方創生推進事業

　コロナウイルスの影響により生活が不安定となっている学生を支援する

　・県外へ進学した学生応援一人当たり約１万円（約1,300人）

　・市内在住の学生応援クーポン一人当たり１万円（約3,500人）

59,056 総合政策部

★

行政区事務事業

　市公式LINEアカウントを用い、行政配布文書をデジタル発信するととも

に、自治会回覧板のデジタル化を推進する
9,494 総合政策部

協働のまちづくり事業 　まちづくり協議会が行う再興プロジェクト事業に対する支援 26,150 総合政策部

統計調査事業 　就業構造基本調査に伴う予算の組替え 0 総合政策部

★

次世代型地域交通導入

推進事業

　地域限定で実証実験を行ってきたオンデマンド型交通を市内全域で本

格運行する
36,515 総合政策部

★

協働のまちづくり事業
　災害ボランティアセンター運営のための備品等の整備 5,200 総合政策部



★

社会福祉総務事業

　住民税非課税世帯等の生活を支援

・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（1世帯10万円）
115,588 健康福祉部

★

生活困窮者自立支援事業

　生活困窮者世帯の生活を支援

・新型コロナ生活困窮者自立支援金給付事業の延長

・原油・物価高騰緊急対策生活困窮世帯支援金

（世帯の人数により、1世帯３万円～６万円）

28,960 健康福祉部

庁舎管理事務事業 　春江庁舎の空調機取替 3,500 財務部

事業名 事業内容 事業費 所管

がん検診事業
　抗がん剤治療や骨髄移植治療等後に、外見の変化を保管するための

ウイッグ等の購入費用、再接種が必要な予防接種費用の助成
800 健康福祉部

ふく育応援事業 　県が実施する「ふく育応援事業」の市が行う事務経費 2,000 健康福祉部

予防接種事業
　子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨差し控え期間に自費で任意接

種した費用を助成
936 健康福祉部

食育推進事業 　妊娠期の食事や離乳食についての動画作成 1,400 健康福祉部

★

私立保育所運営支援事業

　・私立保育所等における保育士等の処遇改善のための補助

　・給食材料費の物価高騰影響分の費用の補助

　・新型コロナ感染対策としてのおもちゃ保管庫の購入費用の補助

43,784 健康福祉部

★

放課後児童対策事業
　民間児童クラブにおける職員の処遇改善のための補助 1,048 健康福祉部

重層的支援体制整備事業

（相談支援）
　利用者支援事業に新たに会計年度任用職員を任用する 2,467 健康福祉部

★

幼保園等管理運営事業

　・給食材料費の物価高騰影響分の費用の増額

　・新型コロナ感染対策として、おもちゃ保管庫を購入
14,698 健康福祉部

地球温暖化防止対策事業
　2050年カーボンニュートラルを達成するため、坂井市版脱炭素ロード

マップを策定
10,075 生活環境部

一般廃棄物収集処理事業
　市内家庭および事業所から排出される燃やせるごみを組成調査し、廃

棄物の実態を把握するための委託料
4,700 生活環境部

放課後児童対策事業
　雄島児童クラブについて、雄島小学校校舎改修工事に伴う代替場所

借上げ
270 健康福祉部

証明交付事務事業
　各種証明書の発行窓口にキャッシュレス決済用端末およびセミセルフレ

ジを導入
6,939 生活環境部

★

農業肥料購入支援事業
　高騰する農業肥料の購入に対する補助 147,000 産業政策部

地域担い手づくり整備事業 　令和３年度３月補正計上（国の事業採択による減額） △ 3,377 産業政策部

丸岡寄附市民参画基金

事業

　バスターミナルに夜間の賑わいを創出するための施策として、バスターミナ

ルステージの部分屋根の設置等の工事費、イベント委託料等
23,496 生活環境部

水田麦・大豆産地生産性

向上事業
　米から麦や大豆等の生産へ転換する取り組み等に対する補助 34,359 産業政策部

水産業経営支援事業

　・燃油価格高騰の影響を受けた漁業者に燃油使用量に応じて補助

　・新規漁業就業者の育成に対する補助

　・新規海女の就業に要する経費に対する補助

11,915 産業政策部

県単小規模土地改良事業 　工事に対する補助（土地改良区） 7,260 産業政策部

ゆりの里公園管理運営事業 　令和４年３月の強風により破損した交流促進施設の修繕工事費 900 産業政策部



栽培漁業自立支援事業 　バフンウニの陸上養殖施設建設のための設計委託料、土地購入費等 28,420 産業政策部

★

観光ビジョン戦略事業

　アフターコロナを見据えプロモーションで使用する映像・写真の素材集を

制作
5,500 産業環境部

観光ビジョン戦略事業

　・三国祭山車蔵の修繕に対する補助

　・首都圏等を対象に食の魅力をPRする事業や、美と健康をテーマにし

た看板商品を創出するための事業等

　・歴史的風致維持向上計画の策定

17,785 産業環境部

事業名 事業内容 事業費 所管

三国港市場振興事業 　三国港市場の活性化に繋がる新たな取り組みに対する補助 5,000 産業政策部

シティセールス事業 　アンテナショップ再開のための改修工事費等 26,380 産業政策部

★

商工事務事業

　・【カイモンカード×PayPay】　電子決済サービス手数料など

　・中小企業者の経営革新やビジネスマッチングに対する支援
298,500 産業政策部

周遊・滞在型観光推進事業
　・丸岡城天守保存活用計画の策定

　・丸岡城周辺整備に伴う霞が城公園の解体工事
71,752 産業政策部

東尋坊再整備事業
　・ビジターセンター等の実施設計

　・東尋坊商店街リニューアル支援事業補助等
194,270 産業政策部

公園管理事業 　北陸新幹線建設工事に伴う公園工事 12,316 建設部

公営住宅ストック総合改善事

業
　愛宕団地５号棟建設工事 73,000 建設部

★

地域商業活性化事業
　キッチンカーまたは移動販売車の導入に対する補助 18,000 産業政策部

中小企業振興支援事業 　越前織の魅力発信や繊維産業の地域課題に対応する事業の支援 2,500 産業政策部

除雪対策事業 　除雪機械購入費および民間事業者の除雪機械整備に対する補助 135,700 建設部

橋りょう長寿命化事業 　国の交付決定に伴う事業費の減額 △ 2,600 建設部

空き家等対策事業
　空き家情報バンク登録物件の取得、または登録のための家財処分や

空家診断に対する補助
5,379 建設部

道路橋りょう維持事業 　市が管理する道路構造物等維持のための工事 40,000 建設部

交通安全施設整備事業 　道路照明灯の修繕を計画的に行う 6,000 建設部

河川事務事業 　急傾斜地崩壊危険地域の崩壊危険個所の法面の対策工事 27,720 建設部

道路改良事業 　路面性状調査および道路改良工事等 118,664 建設部

末政・随応寺線道路改良事

業

沖布目森田線道路改良事業

道路改良補助事業

　国の交付額決定に伴う事業費の増額または減額

△2,600

9,000

72,000

建設部

★

教育委員会事務局事業
　小中学校トイレ等の清掃業務委託 11,024 教育委員会

中学校管理事業 　丸岡中学校グラウンドのナイター照明制御盤取替 2,200 教育委員会



●国民健康保険特別会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　８０億８,３１６万６千円）

2 財　源 〇県支出金 ・特別交付金（保険者努力支援分）

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

事業名 事業内容 事業費 所管

★

小学校教育振興事業

中学校教育振興事業

　学級閉鎖対応やタブレットを活用した家庭学習の推進のための環境整

備

5,466

1,689
教育委員会

国際交流推進事業 　「文通」による国際交流と英語学習の実施 190 教育委員会

わんぱく少年団事業 　市内の全児童を対象に通年の自然体験プログラムを提供 4,731 教育委員会

小学校教育振興事業

中学校教育振興事業
　地元の農業、文化、観光、産業に触れる体験学習を拡充する

1,900

500
教育委員会

★

学校給食管理事業
　給食材料費の物価高騰影響分の費用の増額 20,156 教育委員会

文化の森・みくに市民センター

管理運営事業
　ハートピア春江の外灯及び井戸施設の改修工事 16,450 教育委員会

文化財保存管理事業 　埋蔵文化財保管施設改修工事等 2,313 教育委員会

ワールドマスターズゲームズ運

営事業

　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実行委員会

負担金
3,363 教育委員会

体育施設管理事業

　・春江体育館耐震診断

　・三国運動公園子ども広場コンビネーション遊具安全改修

　・丸岡スポーツランド新幹線高架下整備等

18,800 教育委員会

みくに龍翔館管理運営事業 　リニューアルオープンに向けた新しい展示備品購入等 6,994 教育委員会

みくに龍翔館改修整備事業 　リニューアルオープンの広報等費用および外構工事 35,200 教育委員会

埋蔵文化財発掘調査事業 　六呂瀬山古墳群発掘調査委託 10,000 教育委員会

ONOメモリアル管理運営事業 　駐車場の案内看板設置 250 教育委員会

普及啓発及び疾病予防諸経

費
　特定健診結果レポート作成業務 4,766 生活環境部

図書館管理運営事業 　三国図書館改修工事 107,200 教育委員会

４７６万６千円

事業名 事業内容 事業費 所管


