
 

あわら市定例記者会見  

 

令和４年８月１日(月) 10:00～ 

あわら市役所203会議室   

 

１ 市長市政報告 

(1) 第17回あわら湯かけまつりの開催について 

(2) 第33回あわらカップカヌーポロ大会の開催について 

(3) 小規模事業者応援給付金事業及び電子クーポン発行事業について 

 

２ ８月のイベント、主な行事予定等について 

２日(火) 11:00～ あわら市優良工事表彰式 (市役所) 

４日(木) 11:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (坪江公民館) 

６日(土) 10:00～ 工作教室「ぱっくん貯金箱をつくろう」 (金津本陣IKOSSA) 

 10:30～ おはなしホイホイ (金津図書館) 

７日(日)  7:00～ 嶺北消防組合消防総合訓練 (中央公民館) 

 8:15～ 水生生物観察会 (観音川) 

 13:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (国影公民館) 

 13:30～ 
北陸ブロックＢ＆Ｇスポーツ交流会 

（カヌー、サップ体験） 
(北潟湖) 

 14:00～ 第19回あわら市戦没者追悼式 (中央公民館) 

 16:30～ 越前加賀インバウンド推進機構首長会議 (市役所) 

８日(月) 10:00～ 子ども教室「バルーンアート体験教室」 (剱岳公民館) 

 16:30～ 芦原温泉発祥地修儀式 (芦原温泉発祥地公園) 

 16:00～ 第17回あわら湯かけまつり １日目 (あわら温泉湯のまち広場) 

９日(火) 9:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (北潟公民館) 

 9:00～ 単発講座「夏休み子ども絵画教室」 (北潟公民館) 

 12:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (中央公民館) 

 14:30～ 福井県史跡整備市町村協議会総会 (金津本陣IKOSSA) 

 16:00～ 第17回あわら湯かけまつり ２日目 (あわら温泉湯のまち広場) 

    

  （裏面へ続く）  



 

10日(水) 10:00～ 複業人材就任式 (市役所) 

 14:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (剱岳公民館) 

12日(金) 9:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (湯のまち公民館) 

 10:00～ 金津こども園おはなし会（５歳児） (金津こども園) 

 11:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (金津図書館) 

13日(土) 14:00～ おはなしホイホイ (金津図書館) 

16日(火) 11:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (細呂木公民館) 

18日(木) 14:00～ １歳半健診時読み聞かせ (保健センター) 

19日(金)  8:30～ 
第33回あわらカップカヌーポロ 

ジュニア大会 
(北潟湖カヌーポロ競技場) 

 11:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (吉崎公民館) 

20日(土)  8:30～ 
第33回あわらカップカヌーポロ大会

（～21日） 
(北潟湖カヌーポロ競技場) 

  9:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (保健センター) 

 11:00～ おはなし会 (芦原図書館) 

 13:30～ 
単発講座「親子でBTSのDynamiteを

踊っちゃおう♪」 
(坪江公民館) 

 14:00～ おはなしホイホイ (金津図書館) 

21日(日)  8:30～ 前期職員採用試験２次試験 (市役所) 

22日(月)  9:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (サカイドライビングスクール) 

 13:30～ 議会運営委員会 (市役所) 

23日(火) 10:00～ ９月市長定例記者会見 (市役所) 

 11:30～ マイナンバーカード出張申請受付 (本荘公民館) 

 13:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (サカイドライビングスクール) 

 13:30～ 全員協議会 (市役所) 

24日(水) 10:00～ 読み聞かせボランティア講座 (金津本陣IKOSSA) 

 13:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (伊井公民館) 

25日(水) 10:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (福井銀行芦原支店) 

 10:00～ 
マイナンバーカード出張申請受付

（～28日(日）) 
(イーザ三国店) 

 13:30～ 第３回生き活きライフセミナー「性の多様性」 (中央公民館) 

    

  （次ページへ続く）  



 

27日(土) 10:00～ 北潟湖の水を調べよう (北潟湖周辺) 

 10:00～ 子ども教室「スライムづくり教室」 (中央公民館) 

 10:00～ 単発講座「ハーブティーブレンド講座」 (吉崎公民館) 

 10:30～ いこっさ！おはなしの森 (金津図書館) 

 13:30～ 子ども教室「スライムづくり教室」 (湯のまち公民館) 

30日(火) 9:30～ 市議会定例会 本会議（開会） (市役所) 

 終了後 予算決算常任委員会 (市役所) 

 



シニア

初心者

大歓迎

毎週

水曜日

10時～12時
（7/27～9/28）

予約優先（各日定員10名）となっております。申し込みは、電話から。

〒919-0623
あわら市市姫三丁目１番１号
あわら市政策広報課スマートシティ推進グループ

電話番号：0776-73-8005

相談内容の例

・電源の入れ方、ボタン操作方法

・電話のかけ方、カメラの使い方

・アプリのインストール方法

・インターネットの利用方法

・メールの利用方法

・地図アプリの使用方法

・SNSの利用方法

贅沢スペースで開催！

（あわら市役所正面入り口左手）

あわら市
スマホ・タブレット

よろず相談所







【チャンピオンズリーグ】 53人 【 小学生男子の部 】 115人

№ チ　ー　ム　名 出身地 № チ　ー　ム　名 出身地

1 ＹＴＲチキンウィングス 愛知県 1 AWARA　VICTORY　BOYS 芦原小

2 みよしボターズ 愛知県 2 AWARA　最強　ファイターズ 芦原小

3 芦原フェニックス あわら市 3 最強Japan 芦原小

4 福井フェニックス あわら市 4 キタガタリベンジャーズ 北潟小

5 こぐっす　Ｕ39 神奈川県 5 きたがたデンジャラーズ 北潟小

6 鬼の居ぬ間にこぐっす 神奈川県 6 本荘パワー！！ 本荘小

7 パワフルキャット 本荘小

【チャレンジリーグ】 151人 8 ファイヤー７ 本荘小

№ チ　ー　ム　名 出身地 9 シーラカンス金津 金津小

1 どろぶね 愛知県 10 金津ウォーターポロ 金津小

2 C.C.OKALEMON あわら市 11 金津フェニックス 金津小

3 かわうそＣＰＣ 東京都 12 細呂木小学校Ａチーム 細呂木小

4 金津高校男子Ａ あわら市 13 細呂木小学校Bチーム 細呂木小

5 金津高校男子Ｂ あわら市

6 犀峡高校ＯＢ 神奈川県 【 小学生女子の部 】 50人

7 Revenant 兵庫県 № チ　ー　ム　名 出身地

8 マイナーズ 愛知県 1 ドルフィンズ・パワー 芦原小

9 あわら市観光研究会 愛知県 2 Kitagata MAX ５ 北潟小

10 FUKUI POLOX 愛知県 3 Kitagata star flower 北潟小

11 Team　アクセプト　Alligators 愛知県 4 Kitagata girls ６ 北潟小

12 卍党 兵庫県 5 ラッキー７本荘 本荘小

13 いわも党 兵庫県 6 金津ＹＭＣ 金津小

14 錯乱ボーイズ 大阪府

15 福井大学 福井県 【 中学生 】 23人

16 YamagishiSizukaFanclub（ＹＳＦ） 埼玉県 № チ　ー　ム　名 出身地

17 １あわらんぼーず あわら市 1 あわらカヌースポーツ少年団 あわら市

2 芦原中Ａ あわら市

【トライアルリーグ】 76人 3 芦原中Ｂ あわら市

№ チ　ー　ム　名 出身地

1 愛知大学カヌー部 愛知県 【 ビギナーズマッチ 】 51人

2 音水レイカーズＡＡ 兵庫県 № チ　ー　ム　名 出身地

3 音水レイカーズＢＢ 兵庫県 1 ぽたぽた焼き あわら市

4 鹿児島清和 鹿児島県 2 Team アクセプト Bears 愛知県

5 カニカニ団 岐阜県 3 Team アクセプト きゅうり娘 愛知県

6 ロブと愉快な仲間たち 大阪府 4 チームあゆっこ 滋賀県

7 チームＪＯＹ 滋賀県 5 Humpty あわら市

8 ＹＰＦ-α 福井県 6 ハミング あわら市

9 ＹＰＦ-β 福井県 7 チームタッチ あわら市

10 金津高校女子 あわら市

ｼﾞｭﾆｱ　　22チーム　　延べ188名

一般　　 40チーム　  延べ331名

合計　　　519名

第33回　あわらカップカヌーポロ大会　参加チーム一覧



新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが

減少した小規模事業者の皆さまに給付金を支給します！

７月21日(木)から受付開始

■対象となる事業者
①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年１月から５月
のいずれかひと月の売上が３年前(令和元年)、２年前(令和２年)
または1年前(令和３年)同月比30％以上減少

②市内に主たる事業所を有する小規模事業者
③雇用の維持や事業を継続する意思のある方

■給付金額

1事業者につき５万円
※１回限りの支給

令和４年７月21日(木)～９月15日(木)必着

ただし、下記の事業者の方は対象となりませんのでご了承ください。
・農業、林業、漁業、金融業・保険業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業
・協同組合、一般社団法人、公益社団法人、財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、
農業法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）、任意団体、政治団体
・事業実態がない事業者、市内での主たる事業が太陽光発電事業者等
・その他、応援給付金の趣旨・目的に照らし適当でないと判断する者

申請手続きについて（ウラ面もご覧ください）

申請受付期間

申請方法 郵送での申請

あわら市商工会本所

住所：〒９１９‐０６２１ あわら市市姫一丁目９‐２１

電話：０７７６－７３－０２４８

申請先・
問合せ先

(平日９時～17時)

※給付金に関する事務について、あわら市から委託を受け実施しています。

■小規模事業者とは…

中小企業基本法第２条第
５項に規定する「小規模
企業者」とします。



申請に必要な書類について

①あわら市小規模事業者応援給付金支給申請書（様式第１号－１）
②誓約書
③振込先の銀行名、支店名、口座及びカタカナの口座名義が印字された通帳等の
「表紙裏見開きページ」の写し

④令和４年１月から５月のいずれかひと月の売上が、３年前(令和元年)、
２年前(令和２年)または前年(令和３年)の同じ月と比べ30％以上減少
したことが分かる帳簿の写し
※ただし、令和４年中に、福井県中小企業者等事業継続支援金(令和４年２月28日
～)の給付を受けている場合は、その振込が確認できる通帳のページの写しを提
出することで、上記帳簿の写しの提出は不要となります。

⑤（法人）直近の事業年度分の法人税確定申告書 別表１の写し
（個人事業主）令和３年分の所得税確定申告書 第１表の写し

⑥（個人事業主）本人確認書類の写し
※⑤～⑥について、あわら市商工会会員は添付不要です。

申請書、申請受付要項、よくあるご質問は、次のいずれかの方法で入手できます。

①あわら市ホームページからダウンロード （こちらからご覧いただけます。↓）

②あわら市商工会、あわら市役所(2階商工労働課)の窓口
に設置しています。

申請書等の入手方法について

申請要件について

表面①～③の要件のほか、次の要件に同意する事業者

■給付金の受給前後を問わず、市から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、
これに必ず応じること。

■給付金の受給後に、市から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、
これに必ず応じること。

■反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思が
ないことを確約すること。

■市が産業労働行政推進のため、申請者の事業者名、事業所の住所、連絡先等の
情報をあわら市商工会に提供することに同意すること。

申請書類の内容に記入漏れ等があった場合、平日９時～17時の間に、申請書に記載した電話番号
に連絡いたします。なお、申請書類を受理してから２週間経過しても、電話による連絡が一切取
れない場合には、申請を取り下げたもの見なす場合があります。

※令和３年３月２日から令和４年３月31日までに創業した事業
者の方も、要件を満たす場合は対象となります。詳しくは、
ホームページをご確認ください。



 

 

 開催日 時 間 会 場 開催日 時 間 会 場 

8 月 5 日(金) 9：00～12：00 
剱岳公民館 

会議室 
8 月 19 日(金) 9：00～12：00 

北潟公民館 

集会室 

8 月 5 日(金) 14：00～17：00 
坪江公民館 

多目的ホール 
8 月 19 日(金) 14：00～17：00 

細呂木公民館 

小講堂 

8 月 12 日(金) 9：00～12：00 
湯のまち公民館 

多目的ホール 
8 月 26 日(金) 9：00～12：00 

中央公民館 

多目的ホール 

8 月 12 日(金) 14：00～17：00 
本荘公民館 

第一会議室 
8 月 26 日(金) 14：00～17：00 

伊井公民館 

多目的ホール 

  9 月１日(木) 14：00～17：00 
吉崎公民館 

図書室 

「ふく割アプリ取得」出張サポートのお知らせ 



〒918-8004 福井県福井市西木田2丁目8-1 福井商工会議所ビル内　TEL.0776-97-8745 FAX.0776-97-8747

※１０：００～１７：００（年末年始を除く）  

ふくいデジタルバウチャー推進協議会（福井県／福井県商工会議所連合会／福井県商工会連合会）

「ふく割」事務・コールセンター

運営

お問い合せ

新型コロナ感染症の拡大、原油・原材料高の影響を受けている

県内の小売店・飲食業・サービス業の皆さんを、お客様が店頭で

利用できる電子クーポンを発行し、お店での消費を応援します。

コールセンターにお電話でご連絡ください。

追ってコールセンターからスターターキットをお送りします。同封の書類に必要事項をご記入、必要書類を添付の上、ご返送ください。

2

tel.0776-97-8745

新規参加店のお申し込み方法は
どちらかの方法でお申し込みください。

通り

パソコンやスマートフォンから［ふく割］ホームペー

ジにアクセスの上、基本情報をご記入ください。

https://fukuwari.com/ふく割

新型コロナ、原油・原材料高で影響を受けている

県内の小売業・飲食店・サービス業の皆さまを

バックアップします!

お電話オンライン

ご連絡

または

※必要返送書類／参加登録申請書・振込先金融機関

通帳の表紙と通帳を開いた１・２ページ目のコピー

書類ご記入と

必要書類のご返送
コールセンターにて

システム登録・

QRコード登録

参加店にて

QRコードの

出力
登録完了まで1週間から

10日程度を要します。

利用開始

福井県の消費応援キャンペーン2022

あわら割 9月に
スタート予定！

これを機にぜひご参加ください！

参加店
募集中

ふく割

登録・参加は無料!

＃ふく割で発信インスタ・ツイッター

非接触型で安心!

ご利用までの

流れ

多くの業種のお店にクーポンが行き渡り、

皆さんにお使いいただけるクーポンを目指します！

ようふく割

しょうきぼ割ふく割

スポカルふく割

マスク会食割

2022 こうげい割

ふく×ふく割 えちぜんし割

福井市しょうきぼ限定 越前市
限定

えっちゃん

※あわら割は小規模店に限る


