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あわら市定例記者会見  

令和４年８月23日(火) 10:00～ 

あわら市役所 203会議室 

 

１ 市長市政報告 

(1) 第113回あわら市議会定例会について 

【提出議案20件、報告３件】 

 ◇会期の予定  ８月30日(火)～10月12日(水) 

 ◇放棄した非強制徴収公債権等の報告 

債権の名称 放棄した額 件数 放棄事由 所管課 

市営住宅使用料 70,200 1 相続放棄（第6号） 建設課 

水道料金 102,757 1 相続放棄（第6号） 上下水道課 

合計 172,957 2   

 

 ◇令和３年度の各会計の決算状況 

   議案書「歳入歳出決算審査意見書」参照 

  

◇令和３年度健全化判断比率 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.49） 

－ 

（18.49） 

6.7 

（25.0） 

35.8 

(350.0) 
   ※「－」の表示は、実質赤字、連結実質赤字が無いことを表している。 

※括弧内はあわら市に適用される早期健全化基準 

 

【参考】過去の健全化判断比率 

令和２年度 

 

令和元年度 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.59） 

－ 

（18.59） 

6.9 

（25.0） 

46.9 

(350.0) 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.64） 

－ 

（18.64） 

7.0 

（25.0） 

46.1 

(350.0) 

平成30年度 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.63） 

－ 

（18.63） 

6.9 

（25.0） 

38.0 

(350.0) 

平成29年度 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.62） 

－ 

（18.62） 

6.9 

（25.0） 

34.6 

(350.0) 

平成28年度 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（13.65） 

－ 

（18.65） 

7.2 

（25.0） 

30.5 

(350.0) 
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◇公営企業に係る資金不足比率 

水道事業会計 公共下水道事業会計 

－ 

（20.0） 

－ 

（20.0） 

※「－」の表示は、資金不足が無いことを表している。 

※括弧内は、企業会計の経営健全化基準 

 

  ◇令和４年度あわら市一般会計補正予算 

   一般会計補正予算(第６号) ３億6,802万３千円の追加 

→補正後の予算総額167億950万７千円 

 

  ◇条例の制定 

  ・議案第66号 あわら市議会議員及びあわら市長の選挙における選挙運

動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

 

・議案第67号 あわら市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行

う。 

 

・議案第68号 あわら市過疎地域の持続的発展に係る固定資産税の課税

免除に関する条例の制定について 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法等に基づき、過疎地域内の

産業の振興を図るため、あわら市過疎地域持続的発展計画に記載された振興す

べき業種（下記）の用に供する設備の取得等をした者に対して、固定資産税の

課税を免除するため、条例を制定する。 

○ 主な内容 

・振興すべき業種  製造業 

旅館業 

農林水産物等販売業 

情報サービス業等 

・資産の取得時期  令和４年４月１日～令和６年３月31日 

・取得価額     家屋・償却資産の取得価額の合計額が下表の額以上の

ものが対象。 

※ 対象建物の敷地である土地も課税免除の対象とな 

るが、取得価額の計算には含まない。 
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       事業者区分        

業種 
個人 

法人 

資本金規模 

5,000万円 

以下 

5,000万円超 

1億円以下 

1億円超 

 

取
得
価
額 

製造業 

500万円 

以上 

500万円 

以上 

1,000万円 

以上 

2.000万円 

以上 旅館業 

農林水産物等販売業 
500万円以上 

情報サービス業等 

 

・免除期間     課税されることになった年度から３年間 

・減収補填措置   課税免除した額の75％が普通交付税措置 

 

・議案第69号 道の駅蓮如の里あわら条例の制定について 

令和５年４月開業予定の道の駅蓮如の里あわらについて、公の施設として供

用開始するため、地方自治法第244条の２の規定に基づき、基本的な事項につ

いて規定する条例を制定する。 

○ 主な内容 

・名  称 道の駅蓮如の里あわら 

・所 在 地 あわら市吉崎１丁目801番地 

・施  設 ①地域振興施設 

       物販施設、飲食施設、地域情報・観光情報発信施設等 

      ②道路管理施設 

       駐車場、駐輪場、トイレ、休憩施設、道路情報発信施設 

・事  業 休憩の場の提供、道路情報・地域情報・観光関連情報の提供 

      地域資源を活用した特産品等の展示及び販売等 

 

・議案第70号 芦原温泉駅西口賑わい施設条例の制定について 

令和５年３月開業予定の芦原温泉駅西口賑わい施設について、公の施設とし

て供用開始するため、地方自治法第244条の２の規定に基づき、基本的な事項

について規定する条例を制定する。 

○ 主な内容 

・名  称 芦原温泉駅西口賑わい施設 

・所 在 地 あわら市春宮一丁目12番18号 

・施  設 ホール、広場、魅力体感施設、観光案内所、カフェレストラン 

・物販店舗 

・事  業 市民や観光客等の交流及び休憩の場の提供、情報発信、 

地域資源を活用した特産品等の展示及び販売等 

 

 ◇公の施設の指定管理者の指定に関するもの 

   ・議案第71号 公の施設の指定管理者の指定について 

○ 主な内容 

・施 設 名 道の駅蓮如の里あわら 

・指定管理者 あわら市吉崎２丁目107番地 

アワランニング合同会社（代表社員 宮谷 正志） 

・選考方法 公募型プロポーザル 
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・期   間 令和５年４月１日～令和10年３月31日（５年間） 

・根拠法令 地方自治法第244条の２第３項、第６項 

 

  ◇字の区域の変更に関するもの 

  ・議案第72号 字の区域の変更について 

地籍調査事業及び団体営土地改良（区画整理）事業に伴い、あわら市椚地係

及び樋山地係の字の区域を変更する。 

 

  ◇人事に関するもの 

  ・議案第73号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

現人権擁護委員の小濱弘範氏の任期満了に伴う候補者の推薦 

 

小濱
こ は ま

 弘
ひろ

範
のり

 氏（温泉１丁目514番地） 60歳（再任） 

 

・任期    令和５年１月１日～令和７年12月31日（３年） 

・根拠法令  人権擁護委員法第６条第３項 

 

 

(2) 北陸新幹線開業実感ウオークの開催について 

(3) あわら市郷土歴史資料館 秋季企画展の開催について 

 

 

２ ８月・９月のイベント、主な行事予定等について 

  ８ 月  

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(木) 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) 

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) 

 14:00～ 
セントピアあわら600万人来場者 

記念イベント 
(セントピアあわら) 
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  ９ 月  

１日(木)  金津高等学校学校祭（～３日） (金津高等学校) 

２日(金) 9:00～ マイナンバーカード出張申請受付 (伊井公民館) 

３日(土)  芦原中学校体育祭 (芦原中学校) 

４日(日) 10:00～ 中央公民館単発講座 つまみ細工教室 (中央公民館) 

 18:00～ 
単発講座「(布花)ローダンセのコサー

ジュ作り教室」 
(剱岳公民館) 

６日(火)  金津中学校体育祭 (金津中学校) 

８日(木) 9:00～ 伊井公民館単発講座「洋服リメイク」 (伊井公民館) 

９日(金) 10:00～ 
子育て支援センター ９月の親子ふれ

あい遊び（芦原青年の家） 
(福井県立芦原青年の家) 

10日(土)  芦原小学校運動会 (芦原小学校) 

  金津小学校運動会 (金津小学校) 

  本荘小学校運動会 (本荘小学校) 

  金津東小学校運動会 (金津東小学校) 

  細呂木小学校運動会 (細呂木小学校) 

 9:30～ 第19回あわら市社会福祉大会 (市文化会館) 

15日(木) 10:00～ 100歳慶祝訪問 （市内） 

17日(土)  北潟小学校運動会 (北潟小学校) 

 9:30～ 
郷土歴史資料館秋季企画展「ずっと、

道があった」（～11/13） 
(郷土歴史資料館) 

 10:00～ 
Fermentation Tourism Hokuriku～発酵

から辿る北陸、海の道（～12/4） 
(金津創作の森美術館) 

19日(月)  
北陸新幹線開業実感ウオーク 

（あわら市関連） 
(福井駅→芦原温泉駅) 

20日(火) 10:00～ 
ホテルプライムイン福井あわら

竣工式・内覧会 
(ホテルプライムイン福井あわら) 

22日(木) 9:00～ 伊井公民館単発講座「洋服リメイク」 (伊井公民館) 

24日(土) 10:30～ いこっさ！おはなしの森 (金津図書館) 

25日(日)  
北陸新幹線開業実感ウオーク 

（あわら市関連） 
(芦原温泉駅→県境の館) 

 8:00～ 市民バードウォッチング (刈安山展望台) 
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25日(日) 9:30～ 
防災に強い集落づくりセミナー 

（まち・むらときめきセミナー） 
（清風荘） 

29日(木) 10:00～ 単発講座「多肉植物寄せ植え」 (湯のまち公民館) 

 13:30～ 
第４回生き活きライフセミナー「イザッ

というときの為の防災管理術」 
(中央公民館) 

30日(金) 10:00～ 
本荘公民館単発講座「ビーガンキムチ

作りＷＳ」 
(本荘公民館) 

    

～  議 会 日 程  ～ 

  ８ 月 

30日(火) 9:30～ 第113回市議会定例会本会議(議案上程、提案理由説明等) 

 終了後 予算決算常任委員会(質疑、分科会調査依頼) 

  ９ 月 

７日(水) 9:30～ 本会議（一般質問） 

８日(木) 9:30～ 本会議（一般質問） 

９日(金) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（予算）総務厚生常任委員会 

12日(月) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（予算）総務厚生常任委員会 

13日(火) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（予算）産業建設教育常任委員会 

14日(水) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（予算）産業建設教育常任委員会 

22日(木) 9:30～  予算決算常任委員会(分科会長報告、採決等) 

 終了後 議会運営委員会 

26日(月) 9:30～  全員協議会 

 13:30～ 本会議（委員長報告、採決等） 

28日(水) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（決算） 総務厚生常任委員会 

29日(木) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（決算） 総務厚生常任委員会 

30日(金) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（決算） 産業建設教育常任委員会 

  １０月 

３日(月) 9:30～ 予算決算常任委員会分科会（決算） 産業建設教育常任委員会 

11日(火) 9:30～ 予算決算常任委員会(分科会長報告、採決等) 

 終了後 議会運営委員会 

12日(水) 9:30～ 全員協議会 

 13:30～ 本会議（予算決算委員長報告、採決等） 

   



■

■

■

■ 主な歳出

1 福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金 △ 6,180 千円

△ 1,276 千円

・電算共同利用費 △ 2,641 千円

・清掃センター費 △ 2,050 千円

・最終処分費 △ 193 千円

・余熱利用施設管理費 △ 20 千円

2 坂井地区広域連合負担金 △ 20,926 千円

・環境衛生費 △ 1,811 千円

・葬祭費 7,287 千円

・介護保険費 △ 26,402 千円

3 国県支出金返還金 158,510 千円

4 ふるさとあわらサポート基金事業 2,362 千円

基金繰入

5 拡 広域生活路線等維持対策補助金 2,079 千円

コロナ交付金

6 新 えちぜん鉄道緊急支援事業補助金 7,882 千円

えちぜん鉄道に対する減収補填 コロナ交付金

7 新 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 32,386 千円

集落営農組織に対する若者雇用や共同利用機械導入などの支援 県：10/10

京福バスに対する減収補填

農林水産課

令和４年度　一般会計補正予算（第３号）の概要

令和３年度国県支出金の確定に伴う返還金

補正予算として 368,023千円を増額し、予算の総額を16,709,507千円とする。
（前年同期比（令和３年８月31日）　＋365,718千円、2.2％増）
　※ R3.8.31：16,343,789千円

歳入では、国県支出金、繰入金、諸収入、市債、繰越金等を計上する。

・事務費

歳出では、福井坂井地区広域市町村圏事務組合及び坂井地区広域連合への負担金、経営
体育成基盤整備事業負担金などを減額する一方で、令和３年度国県支出金の確定に伴う返
還金、国産小麦産地生産性向上事業補助金、芦原温泉駅西口賑わい施設管理などのほ
か、新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業として、電子クーポン発行事業、北
陸新幹線開業対策事業、坪江・細呂木公民館トイレ改修工事などに要する経費を計上する。

福祉課・子育て支援課・健康長寿課

政策広報課・生活環境課

生活環境課・健康長寿課

市民協働課

生活環境課

生活環境課

ふるさと納税ポータルサイトへの広告掲載料

1



8 新 国産小麦産地生産性向上事業補助金 73,595 千円

小麦・大麦の生産向上に向けた営農技術や機械導入などの支援 県：10/10

9 経営体育成基盤整備事業負担金 △ 46,975 千円

10 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 △ 3,750 千円

11 北陸新幹線整備関連事業 37,158 千円

補償金：10/10

12 拡 電子クーポン発行事業　【DX】 20,000 千円

コロナ交付金

13 新 北陸新幹線開業対策事業 20,000 千円

あわら湯のまち広場への夜間ライトアップなどのデジタルナイトコンテンツ造成 国：1/2、コロナ交付金

14 新 北陸新幹線開業機運醸成イベント 5,000 千円 観光振興課

芦原温泉駅西口賑わい施設竣工式及びオープニングイベント 県：1/2、コロナ交付金

15 新 芦原温泉駅西口賑わい施設管理経費 23,325 千円

21,000 千円

施設の光熱水費等 2,325 千円

16 新 消防設備改修工事 5,500 千円

伊井小学校屋内消火栓ポンプ修繕

17 新 福井産給食推進事業 1,850 千円

県：10/10

18 新 公民館トイレ改修工事 48,500 千円

坪江公民館 22,300 千円 コロナ交付金

細呂木公民館 21,200 千円 　　　〃

工事設計・監理業務委託料 5,000 千円 　　　〃

排水路整備工事（伊井区）

学校給食への地場産食材利用に伴うかかり増し経費

市内小規模事業者で利用できる電子クーポン（ふく割）を追加発行

農林水産課

農林水産課

学校給食センター

文化学習課

農林水産課

農林水産課

商工労働課

観光振興課

観光振興課

施設管理予定の一般社団法人（R4.10設立）への運営補助

教育総務課

2



■ 主な歳入

1 90,961 千円

・広域生活路線等維持対策補助金 2,079 千円

・えちぜん鉄道緊急支援事業補助金 7,882 千円

・電子クーポン発行事業 20,000 千円

・北陸新幹線開業対策事業 10,000 千円

・北陸新幹線開業機運醸成イベント 2,500 千円

・公民館トイレ改修工事 48,500 千円

2 集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金 32,386 千円

3 国産小麦産地生産性向上事業補助金 73,595 千円

4 北陸新幹線整備関連事業補償金 33,913 千円

37,241 千円

・樋山地区換地関連業務 △ 3,328 千円

5 10,000 千円

6 市債 71,209 千円 財政課

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金

農林水産課

農林水産課

農林水産課

観光振興課地域と一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業

北陸新幹線県内延伸対策事業

・排水路整備工事（伊井区）等

財政課

3



越前たけふ駅

敦賀駅
敦賀市

ウオーキング区間（拡大図参照）

ランニング

第 1 区間（約 13.5km）

ランニング

第 2 区間（約 13.5km）

ランニング

第 3 区間（約 17.6km）

若狭湾

北

陸

自

動

車

道

越前市

南越前町

杉津PA（上り）

旧北陸本線

トンネル群
今庄駅

8

旧北陸本線

トンネル群トンネル群

南今庄休憩所

ウオーキング区間（約 2.5km）

敦賀駅敦賀駅敦賀駅

敦賀車両基地

きらめき
スタジアム

8

敦賀車両基地

8

Day1Day1
敦賀車両基地 ▶▶▶ 敦賀駅

9.17
S
A
T

第1日目 ・ 約45km

ウオーキング

敦賀駅 ▶▶▶ 杉津PA ▶▶▶ 今庄駅 ▶▶▶ 越前たけふ駅

ランニング

越前たけふ駅

北陸新幹線沿
線を

　元気にウオー
ク＆ラン！

N

（トンネル）ランニングコース

リレーウオークコース　　　　　 北陸新幹線ルート

提供：JRTT
鉄道･運輸機

構

提供：JRTT鉄道･運輸機構
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