
日時：令和3年2月24日　午前10時00分から

場所：市役所2階　第1会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1 複合施設の名称決定について 文化会館建設推進室

2
こうのとり授かりフォーラム「夢を叶える！授かり大国日本へ～新しい教育　キセキを届
ける生教育～」及びオンライン祭り「授かり大国日本を前祝い！wakuwaku養父まつり」の
開催について

経営政策課 3月7日

3

4

5

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 養父市の未収金にかかる12月を中心とした徴収強化月間の実施結果について 収納対策室

2 新型コロナワクチン集団接種シミュレーションの実施について 介護保険課 3月3日

3 「第17回養父市民展」の開催について 養父公民館 3月5日～7日

4
2021鉢伏アルペンＧＳ大会
（第11回養父市長杯アルペンスキー大会 兼 第４７回鉢伏ジュニアスキー記録会
兼 第３４回兵庫県ジュニア選手権大会 併催）開催について

関宮地域局 3月7日

5 令和２年度「立志の書収納式」について 学校教育課 3月12日

6 葛畑座・せきのみや子ども歌舞伎写真展について 関宮地域局
3月13日～
4月11日

１　発表事項

２　資料配布

養父市　定例記者会見



養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号  

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

２月 24日（水） 市民生活部文化会館建設推進室 079-662-6141 
室長 雲田裕史 

（主幹 山内直之）   
  

複合施設の名称決定について 

 

 令和３年９月にオープンを予定している複合施設の名称を決定しました。 

 

１ 名称 

正式名称：やぶ市民交流広場 

愛  称：YBファブ（ワイビーファブ） 

 

２ 名称について 

※名称の説明は別紙によります。 

 

３ 選考について 

  副市長以下、市職員並びに有識者で選考会を開催し、優秀作品の選考と名称案を検討し市にお

いて決定しました。正式名称の選考過程で、候補から愛称的な作品を選考から除いたが、世代を

問わず愛着をもってもらえるよう耳になじみやすい愛称も定めることとしました。愛称案は委員

提案。 

選考会は令和２年８月 21日、12月 21日、令和３年２月 16日に開催しました。 

【構成】副市長以下、関係部長、養父市区長会会長、養父市商工会会長、やぶ市観光協会会長、

養父市小学校校長会会長、養父市ＰＴＡ連絡協議会会長、養父市文化協会会長、関西大学教授及

び県芸術文化センタープロデューサー。 

 

４ 公募について 

（１）募集期間 令和２年５月 15日（金）から６月 30日（火） 

（２）応募件数 780人から 1402件の作品の応募有 

 

５ 最優秀作品と応募者  

 （１）応募作品 養父市民交流プラザ 

（２）氏名   村田 樹寿 （むらた きよし） 

（３）性別・歳 男性 40代 

（４）住所   北海道札幌市 

 

 



６ 応募者のコメント 

（応募のきっかけは？） 

 公募雑誌『公募ガイド』を見て、新しい施設のネーミングに興味がありぜひ関わりたいと思い

ました。 

（名称の理由は？） 

 長くなりすぎないよう端的にまとめようと考えました。何が重要かを考えた時に養父市の方が

文化だけでなくいろんな意味を含めて交流するということが大事で、それをあらわす名称が良

いと考えました。 

（受賞の気持ちは？） 

 新施設の命名に関わるという機会に参加できたことがとてもうれしいです。 

（新施設に対して思うこと） 

 市民だけでなくたくさんの方が楽しんで交流している施設になることを願っています。 

（新施設でどんなことをしてみたいか？） 

 旅行が趣味だけど養父市にはまだ行ったことが無いので、有名な但馬牛を食べたり、広場をゆ

っくり散歩してみたいです。 



別紙 

 

正式名称︓やぶ市民交流広場 

愛   称︓YB ファブ 

 

名称の説明 

『やぶ市民交流広場』 

 この名称は、「養父市民交流プラザ」という応募作品を、「養父」を市外の方にも読みやすいようひらがな標

記の「やぶ」とし、ホールや図書館、公民館、旧グンゼ八鹿工場建物群、広い屋外空間を、「プラザ」を和訳し

「広場」としたもの。 

 「やぶ」市の新しい文化施設における様々な活動を通じて、「市民」が市民同士だけでなく、市外や県外、ま

た海外の人々と「交流」することで文化的で豊かな人生を送るために、気軽に立ち寄ることができる「広場」とな

ってほしいという願いを込めた名称。 

 

『YB ファブ（ワイビーファブ）』 

養父（やぶ）＝ＹａＢｕの「Ｙ」と「Ｂ」、fabulous（素晴らしい）という意味の「ファブ」を繋げたもの。すべ

ての世代の人々に愛着をもってもらえるように音感的に耳になじみやすい呼び名としたもの。 

「B」には、Ｂｕｎｋａ（文化）、図書館＝Ｂｏｏｋ（本）、「ファブ」は建設地がグンゼ八鹿工場跡地で

あることにちなみ、fabric（織物）や fabrication（製造）の意味も込められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

やぶ 市民交流 広場 YB ファブ 

 

 

 

 

① やぶ 

名称は重要な PRツールであり場所を明確に示すために地名は必要であるが、「養父市」とすると続く「市民」と

並んだ場合、「市」が続くので「養父」のみとすることとし、さらに市外の人にとっては読みにくい漢字なので、ひら

がなで「やぶ」とする。 

 

② 市民交流 

活動内容（文化や芸術活動）ではなく、それによって起こる効果を名称に取り入れるべきだという考え方のも

と、当施設での様々な活動によって、市民同士が交流し、また市民と市外の人々が交流することを願って「市

民交流」とする。 

 

③ 広場 

当施設には、ホールや図書館、公民館、旧グンゼ八鹿工場建物群、広い屋外空間があり、それらの総称とし

て、「プラザ」を和訳し「広場」とする。また、愛称の後段がカタカナであるため、この箇所には漢字の配置とする。 

 

④ YB 

養父＝やぶ＝YaBu の「Y」と「B」であり、また「B」には Bunka（文化）や図書館＝Book（本）の意味も

込めている。「ワイビー」と読み、音感的にも良い。 

 

⑤ ファブ 

素晴らしい、とても良いの意（＝fabulous）。建設地がグンゼ八鹿工場跡地であることにちなみ、fabric

（織物）、fabrication（製造）の意味も込められている。 

 

① ② ③ ④ ⑤ 
正式名称 愛称 



養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号  

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

２月 24日（水） 
経営企画部 

経営政策課 
079-662-7602 

課長 田村 亘 

（主査 岡山 慎） 

 

  

こうのとり授かりフォーラム「夢を叶える！授かり大国日本へ～新しい教育 キセキを届け

る生教育～」及びオンライン祭り「授かり大国日本を前祝い！wakuwaku養父まつり」の開催

について 

 

 ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊では、今年度、「妊活に関する情報は共有されにくく、かつ正

しい情報が少ない」という課題の下、オンライン上で妊活に関する幅広い情報を発信していく

ことにより、誰もが気軽に参加できるオープンなコミュニティの構築に取り組みました。その

なかで、全７回にわたり開催してきた「こうのとり授かりフォーラム」も、最終回の開催を迎

えることとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１ タイトル  こうのとり授かりフォーラム最終回 

        夢を叶える！授かり大国日本へ～新しい教育 キセキを届ける生教育～ 

 

２ 日 時  令和２年３月７日（日）午前 10時～正午 

         午前 10時～午前 10時 30分 オンライン祭り 

         午前 10時 30分～正午    フォーラム 

 

３ 場 所  オンライン祭り、フォーラムいずれも、オンライン限定 

（Youtube生配信） 

 

４ 参 加 費  無料 

 

５ 申 込  以下のＵＲＬ(申込フォーム)からお申し込みください。 

        https://ws.formzu.net/fgen/S91823442 

 

６ 出 演 者  (1) 花森 淑子（はなもり よしこ） 

           一般社団法人日本妊活相談センター代表理事 

           漢方サロン りんどう 代表 

 

        (2) 恵 夕喜子（めぐみ ゆきこ） 

            ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊代表理事 

 

https://ws.formzu.net/fgen/S91823442


        (3) 清水 真有子（しみず まゆこ） 

            授かり治療経験者・2児を授かる 

            第四回・第五回フォーラム出演者 

            中学校教諭 

        (4) 広瀬 栄（ひろせ さかえ） 

            養父市長 

 

７ そ の 他  イベントの詳細については下記ホームページをご参照ください。 

        https://sazukaripjt.com/archives/474 

         

８ 主  催  ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊 

 

９ 企画運営  ママの働き方応援隊 但馬校 

 

10 運営協力  ＭＲＣプロモチーム 

 

11 問 合 せ  ママの働き方応援隊 但馬校 担当：松田佳苗 

        電話：090-9774-0168 メール：tajima@mamahata.net 

 

ホームページ 

https://sazukaripjt.com/archives/474


 

 

不妊大国・日本から 授かり大国・日本をめざして 

あの“赤ちゃん先生（別紙※1）”で活躍する 

子育て奮闘中のママ集団（別紙※2）が日本全国＆世界へ送る 

オンライン妊活フォーラム！ 
是非、取材ご検討ください。 
 
 
タイトル  第７回こうのとり授かりフォーラム 

『夢を叶える！ 授かり大国日本へ 新しい教育 キセキを届ける生教育』 
日時    2021年 3月 7日（日）10：30〜12：00 

（YouTube ライブ配信） 

参加費  無料 

主催    NPO法人ママの働き方応援隊 

後援    兵庫県養父市 

（内閣府地域少子化対策重点推進事業） 
 
※10：00～10：30 最終回特別企画『授かり大国ニッポンを前祝い！ wakuwaku 養父まつり』 
（オンライン）も開催 

 

《内容》 

「こうのとり授かりプロジェクト（※別紙３）」の一環としてお届けする全７回フォーラムの最終回。妊

活を個人で解決する時代はもう終わりです。少子化に歯止めをかけるため、未来を担う若者たちの

ために、多様性を大切にしながらも授かりたい人が授かれるひとづくり・まちづくりをどう展開してい

くか。本プロジェクトの発起人である養父市長、妊活のカリスマ、授かり治療経験者である中学校教

員、社会起業家と多様な立場からディスカッションを行い迫ります。※登壇者プロフィールは別紙参照 
 

《私たちの想い》 

私たちは、子育てに奮闘中の「はたらく」ママです。 
現在の日本では、女性も働いてキャリアをつくることが当たり前となり、結婚しても出産が後回しになり

がちです。また、「赤ちゃんは時期が来れば授かるもの」と安易に考えていた、という女性が多いのも現状

です。「妊活」は仕事や夫婦関係、職場での人間関係にも様々な影響があり、５人に１人が結果的に仕事

を辞めざるを得ないとのデータもあります。 

だからこそ、日本全国の多くの方に、「妊活」について学んでいただく機会を提供したい。「結婚・

妊娠・子育て」における様々な社会の課題を未然に防止し、子どもを授かったか否かに関わらず、

「男女ともにより幸せに活躍できる社会」を目指したい。 

「妊活」はデリケートな問題であり、賛否両論であるのは当然覚悟の上です。 

今、子育てに奮闘している私たちだからこそ、次世代の妊活を変えるためにできること

がある。そう信じて、私たちはこのプロジェクトを実施しております。 
 

 

 

報道用資料-１ 

本件お問い合わせ先 ママの働き方応援隊 （担当 まつだ） 
090-9774-0168  tajima@mamahata.net 



 

 

 

※１ 赤ちゃん先生プロジェクト  

赤ちゃんとママが地域の学校・高齢者施設・企業・行政機関へと出向き、教育・

研修プログラムの講師役を担う。孤独な育児・虐待・自殺・いじめ予防のほか、地

域創生、働き方改革にもつながっている。 

https://www.mamahata.net/company/akachansensei 

 

※２ NPO法人ママの働き方応援隊（通称：ママハタ） 
女性が出産後も働き続けられる社会を目指し、※１をはじめとした様々な「子育て中がメリットにな

る働き方」を企画運営している。法人本部は兵庫県神戸市、全国各地で事業展開中。 
ドコモ市民活動団体への助成（子ども分野）認定／Panasonic NPO サポートファンド組織基盤助成認定

／積水ハウスマッチングプログラム助成事業認定／第３回エクセレント NPO 大賞「市民賞」受賞／全日本社
会貢献団体機構助成事業認定／等、助成・受賞・メディア掲載実績多数。 

https://www.mamahata.net/ 

 

※３ こうのとり授かりプロジェクト  
こうのとりの郷、兵庫県養父市からスタートした妊活応援プロジェク

ト。２０２０年９月から２０２１年３月の間に全７回のオンラインフォーラムを

予定。すべての回に「赤ちゃんがほしい」と願う女性が全国から押し寄せ

るサロン りんどうの代表 花森淑子氏が登壇。花森氏と各種専門家や妊

活経験者とのディスカッションなどを交えたシリーズ。フォーラム当日は

YouTubeでライブ配信を実施するほか、過去回もYouTubeにて視聴可

能。妊活体験談等を紹介するサイトの運営もしています。 

https://sazukaripjt.com/ 

 

《登壇者プロフィール》 
広瀬 栄 (ひろせ さかえ)  

・兵庫県養父市長 

 

花森 淑子 (はなもり よしこ)  

・一般社団法人日本妊活相談センター代表理事 

・漢方サロンりんどう代表 

・鍼灸師・柔道整復師 

日本中の赤ちゃんが欲しい方々に神と慕われている妊活漢方の専門家 

https://www.rindo-i.jp 

 

清水 真有子 （しみず まゆこ）  

  ・中学校教諭（育休中） 

・授かり治療経験者、２児を授かる 

 

恵 夕喜子 （めぐみ ゆきこ） 

・NPO 法人ママの働き方応援隊代表理事 

「ママが変われば日本が変わる」日本中にママ社会起業家を誕生させている 

 

報道用資料-別紙 

▼過去の授かりフォーラム 
▼Youtubeプレイリスト 



養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号  

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

2月 24日（水） 経営企画部 収納対策室 079-662-3166 主幹 松田 敬三   
 

 

養父市の未収金にかかる 12月を中心とした徴収強化月間の実施結果について 

 

 市では、課題となっている市税及び公共料金等の多額の未収金解消に向け、12月を中心に「未収金

徴収強化月間」と定め、9 つの収納担当課で一斉に徴収体制を強化し、未収金の徴収を実施しました

ので結果を報告します。 

 

 １ 目 的 

  （１）多額な市税及び公共料金等の未収金の縮減 

  （２）うっかり納付忘れの者への催促 

  （３）高額滞納の未然防止 

  （４）納付が困難な者の早期把握及び対応 

 

 ２ 期 間 

   令和 2年 12月を中心に行った。（令和 2年 11月～令和 3年１月） 

 

 ３ 対象者 

   滞納のある者のうち、収納担当課で選定した者 

   ※督促及び催告書を送付したが、納付又は連絡がない者を中心に選定しました。 

 

４ 職 員 

   収納対策連絡会議を構成する９つの担当課の課長及び職員 

 

５ 取組計画（９課の合計） 

（１） 催告、捜索及び差し押さえ等 

    文書や電話、訪問により支払いを促しました。それでも納付に繋がらない滞納者に対しては、

差押等の滞納処分、給水停止を行いました。 

     文書催告 1,021通 

     電話催告 154件 

     差押・給水停止等 55件  



  （２）特別徴収班による訪問徴収 

     収納担当課ごとに特別徴収班を編成し、訪問徴収を行いました。 

     班体制 12班  訪問 335件  

 

  （３）兵庫県との連携 

     共同文書催告書 

     個人住民税を滞納している者に対して、共同で文書による催告を行いました。 

     文書催告 約 150通 

 

  （４）口座振替の推進 

     収納担当課及び各地域局で口座振替を推進しました。 

 

  （５）広報活動 

     広報誌及びＣＡＴＶでの周知を図りました。 

 

  （６）目 標（9課の合計） 

     市税及び公共料金等の合計で、42,495,339円 

     （内訳 現年度 30,080,304円  滞納繰越 12,415,035円） 

     ※令和元年度実績収納合計  39,452,973円 

     （内訳 現年度 26,054,700円  滞納繰越 13,398,273円） 

 

     ※対前年度比  3,042,366円増 

     （内訳 現年度 4,025,604円増  滞繰繰越 983,238円減）  

 

 ７ 添付資料 

  （１）収納対策連絡会議を構成する担当課 

  （２）収納対策連絡会議で取り上げる債権 

 

 ８ 問合せ先 

   〒667-8651 養父市八鹿町八鹿 1675 

    養父市役所 経営企画部 収納対策室（TEL：079-662-3166／FAX：079-662-2601） 



添付資料 

（１）収納対策連絡会議を構成する担当課 

   経営企画部 収納対策室 

   経営企画部 税務課 

   危機管理室 情報課 

   健康福祉部 介護保険課 

   健康福祉部 保険医療課 

   まち整備部 土地利用未来課 

   まち整備部 上下水道課 

   教育委員会教育部 こども育成課 

   教育委員会教育部 教育総務課学校給食センター 

 

 

 

（２）収納対策連絡会議で取り上げる債権 

   市税（市民税、固定資産税、軽自動車税） 

   国民健康保険税 

   介護保険料 

   保育料 

   住宅新築資金等貸付金 

   生業資金貸付金 

   市営住宅家賃 

   駐車場使用料 

   上下水道料金 

   し尿収集手数料 

   浄化槽清掃手数料 

   学校給食費 

   ＣＡＴＶ利用料 

   後期高齢者保険料 
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新型コロナワクチン集団接種シミュレーションの実施について 

 

 1.目的 令和 3 年 4 月以降から実施予定の新型コロナワクチン接種について、集団接種の

シミュレーションを行い、事務の確認・課題把握等を行う。 

  

2.日時 令和 3年 3月 3日（水）午後 5時 30分～ 

  

 3.場所 受付：八鹿文化会館入口 

     ワクチン接種：八鹿公民館 2階大会議室 

  

 4.対象者 スタッフ 40名、接種患者役 40名 計 80名を市職員がそれぞれの係に分かれ 

      実施する。 

         

5.問い合わせ等 新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクトチーム 

          健康福祉部介護保険課 課長 日下部光俊 

          ℡ ０７９－６６２－７６０３  
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「第 17回養父市民展」の開催について 

 

 

 「第 17回養父市民展」を下記のとおり開催します。 

 

１ 趣  旨 

市民の芸術・文化創作意欲を高めるため、発表の場をつくる。また、作者同士や市民との出会

いや交流を図り、養父市の新しい文化を創造する。 

 

２ 主  催 

 養父市、養父市教育委員会、養父市文化協会 

 

３ 主  管 

 養父市立養父公民館、養父市やぶ文化協会 

 

４ 期  間 

 令和３年３月５日（金）～７日（日）午前９時～午後６時（７日は午後３時まで） 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、中止の場合があります。 

 

５ 会  場 

養父市養父公民館（養父市広谷 250番地） 

 

６ 展示作品 

８８点（２月２１日現在） 

【内 訳】 

書 18点（書道、篆刻）、絵画 24点（油絵、水彩画、日本画等）、工芸等 25点（ちぎり絵、手 

芸等）、写真 21点 

 

７ 出展者住所 

養父市、朝来市、豊岡市ほか 

 

８ そ の 他 

 観覧者の投票（投票受付は３月７日午前１１時まで）により、部門（書、絵画、工芸等、写

真）ごとに「私のお気に入り賞」を１名ずつ贈呈する。贈呈式は、３月７日（日）午後３時から

養父公民館で行う。 

なお、これまでに同賞を２回受賞された方は投票対象外だが、「招待作家」として展示する。 

 

９ 問合せ先 

養父市立養父公民館（担当：山根） 

〒667-0101 養父市広谷 250番地（TEL 079-664-1141 FAX 079-664-1363） 
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2021鉢伏アルペンＧＳ大会 

（第 11回養父市長杯アルペンスキー大会 兼 第４７回鉢伏ジュニアスキー記録会 

兼 第３４回兵庫県ジュニア選手権大会 併催）開催について 

 

  

 

１ 主 催  養父市地域活性化事業実行委員会 

共 催  養父市・兵庫県スキー連盟 

後 援  養父市教育委員会 

 

２ 日 程  令和３年３月７日（日） 

 

３ 場 所  ハチ高原スキー場 

        

４ 内 容   西日本でも名高いウインタースポーツのメッカである、ハチ高原スキー場で観

光客およびスキー人口の拡大を図り、養父市にスキー文化を定着させるため 2021

鉢伏アルペンＧＳ大会を開催します。小学生からシニアの方、またレース初心者か

ら上級者まで幅広い選手に参加していただくことができる大会となっており、養

父市のウインタースポーツの祭典として今後長く開催される大会にしたいと考え

ています。また各スキー関連事業社および団体の協力を得ることで、今後のハチ高

原全体の発展を考える場として相互協力体制が構築できることに期待しています。 

 

５ その他  詳細は別添チラシのとおり 

  

６ 申込・問い合わせ先 

      大会事務局 養父市関宮地域局 

       667-1105 

 兵庫県養父市関宮 637番地 

       TEL079-667-2331  FAX079-667-3213 

 

 

 

 

 







 
令和２年度「立志の書収納式」について 

 

八鹿小学校同窓会では、毎年お盆に、20歳を迎えた卒業生が一堂に会して、同窓会定

期総会と、小学校卒業式に収納した未来の自分に当てた手紙を開封する希望の塔開扉式

を行っている。成人を迎えた年に集まることで、同窓会の一員であることとふるさと八

鹿の良さを再認識する機会の場としている。 

このたび、令和２年度に養父市立八鹿小学校を卒業する６年生が、希望の塔に未来の

自分にあてた手紙を収納する式を下記のとおり行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 主 催   養父市立八鹿小学校同窓会 

 

２ 日 時   令和３年３月12日（金）午後３時～ 

 

３ 場 所   養父市立八鹿小学校 北校舎多目的ホール、希望の塔前 
 

４ 内 容   開会行事のあと、卒業生が「希望の塔」に移動し、「立志の書」及び

「未来の自分への手紙」を収納する。 

 

５ その他   新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、実施する。 

 

６ 問合せ先  養父市立八鹿小学校同窓会事務局（八鹿小学校 教頭 北川 尚宏） 

        電話：079-662-2185 
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葛畑座・せきのみや子ども歌舞伎写真展ついて 

 

 

 １  主 催   葛畑農村歌舞伎伝承会 

    後 援   養父市・養父市教育委員会 

  

２  日 時   令和３年３月１３日（土）～４月１１日（日） 

         午前９時～午後５時 

 

３  場 所   関宮公民館ロビー 

 

４  内 容   葛畑座・せきのみや子ども歌舞伎公演の写真展示 

         『葛畑座』・伝統を受け継いだ『せきのみや子ども歌舞伎』の歴史を 

写真で振り返りながら、地域の伝統芸能や文化を学びます。 

また、同時開催で、関宮こども園のかわいい作品も展示します。 

 

５  その他   詳細は別紙チラシのとおり 

※期間中、関宮地域局にて歌舞伎グッズを販売 

 

６  問い合わせ先 

 養父市市民生活部 関宮地域局内 

葛畑農村歌舞伎伝承会事務局  

    〒667-1105養父市関宮 637 TEL 079-667-2331  FAX 079-667-3213 

    

 




	スケジュール

