
日時：令和3年8月25日　午前10時00分から

場所：養父市役所本庁舎2階　第1会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1 （株）但馬銀行のＪ-ＶＥＲ地域コーディネーター就任について 環境推進課 8月25日

2 山田風太郎に関する資料の新発見について 社会教育課 9月15日～

3
山田風太郎原作『柳生忍法帖』の宝塚歌劇観劇バスツアーの開催
について

社会教育課 10月9日

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
トヨタ自動車（株）女子バスケットボール部から市内でバスケッ
トボールをしている子供達へのメッセージについて

生涯スポーツ
センター

2
「第27回公募展木彫フォークアートおおや～ふるさとの命の姿
～」の開催について

大屋地域局

3
「第27回公募展木彫フォークアートおおや」関連企画の実施につ
いて

大屋地域局
9月17日～
10月3日

4

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） 

８月 25日（水） 産業環境部 環境推進課 
079-664-2033

（内線 2123） 

課長 田中正広 

(主幹 奥藤 啓) 

（株）但馬銀行のＪ－ＶＥＲ地域コーディネーター就任について 

 この度、地域の持続可能な発展に取り組む（株）但馬銀行(頭取坪田奈津樹氏)を「養父市

市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーター」に新たに任命し、産官が連携しカーボン・オフセ

ットを推進していくことといたしました。 

 今回は、これに加え、（株）但馬銀行によるオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の購

入、認証事業者証書の交付を次のとおり発表いたします。 

１ 養父市市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーターの役割 

  企業等への本市の取り組みの紹介や脱炭素化に向けたカーボン・オフセットの提案 

本市への購入希望者の紹介  

２ オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の購入について

  購入量：10ｔ-co2 

  目 的：養父市Ｊ－ＶＥＲコーディネーターの活動を行うにあたり、養父市が保有する

オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の購入を通じ、森林保全や地球温暖化

防止の取り組みを積極的にＰＲするため 

３ プロジェクト協力企業認証について 

オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）の購入を通じ、養父市の森林づくりへ協力した

企業等のうち、養父市Ｊ－ＶＥＲの周知・普及を推進するものを本市が認証する取り組み

  認証書交付式 日時：8月 25日午前 9時 30分  場所：市長室 

内容：認証書交付、写真撮影 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 本市では、森林の適正な管理と森林の CO2吸収量増加を目的とし、平成 25年に市行造林

（28団地 278ha）を対象とした「養父市市有林オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）」の

8,007ｔ-CO2のクレジットの認定を受け、地球温暖化防止やＣＳＲに取り組まれる企業へ販

売を進めてまいりました。 別紙 参考資料「養父市Ｊ－ＶＥＲの取組」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

連絡先

〒667-0133 養父市広谷 250-1 養父市産業環境部環境推進課 電話 079-664-2033 

担当者 奥藤・岸本 



別紙「参考資料」 
養父市市有林 J-VER の取組 

（令和３年７月末 時点） 

１．養父市市有林Ｊ－ＶＥＲの概要 

・プロジェクト名  ： 養父市市有林森林管理プロジェクト（登録日：2012 年 11 月 20 日） 

・プロジェクト概要 ： 森林経営活動による CO2 吸収量の増大（間伐促進型プロジェクト） 

・計画目的と内容： 温室効果ガスの排出増加による地球温暖化の抑制を図るため、森林の適正

な管理を進めることで森林の CO2 吸収量を増加させつつ、持続可能な森林

整備を目指し、更なる市有林の整備に繋げていくことを目的としています。 

・対象森林面積 ： 278ｈａ（市有林、市行造林 計 28 団地） 

・クレジット認定  ： 販売可能量：8,007ｔ-co2（認定量 8,254ｔ-co2） 

 

２．販売状況（平成 24 年から令和３年まで）  

年度 販売量（ｔ-co2） 

平成 24 年 100  

平成 25 年 22  

平成 26 年 492  

平成 27 年 906  

平成 28 年 102  

平成 29 年 295  

平成 30 年 81  

平成 31 年 51  

令和２年 513  

令和３年 25  

合計   2,587  

（表１） 年度別販売量 

  

３．Ｊ－ＶＥＲ取引イメージ  

 オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度は、京都議定書において、温室効果ガスの削減目標を受け

て創設されました。 

 事業活動等により排出される温室効果ガスをできるだけ減らす努力をした上、それでも排出してし

まう排出量を他の場所での吸収（削減）活動により埋め合わせようという考え方で、ルールの元に定

量化されクレジットとして運用されています。 

                 養父市での場合、クレジットの購入を通じて、森林整備に 

購入代金をあて、持続可能な森づくりを行い、CO2 吸収量 

の増加のほか森林が持つ多面的機能の回復や強化に役 

立てています。 

 企業等がこのクレジットを利用する場合、養父市の森づく

りに直接的に貢献していることになります。また、商品やサ

ービスにクレジットを利用する場合には、付加価値の向上

やブランディングに役立てられるほか、地球温暖化防止に

よる環境貢献企業としてのＰＲが可能になります。 

（図 1）取引イメージ 

◇累計販売量   2,587ｔ-co2 

〇現在の売出量  5,420ｔ-co2 



令和３年８月１８日

株式会社 但馬銀行

「養父市市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーター」への就任と

Ｊ－ＶＥＲの購入について

株式会社 但馬銀行（頭取 坪田 奈津樹）は、地域におけるＳＤＧｓの取り組

みをすすめるため「養父市市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーター」に就任い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 当行営業エリアの取引先の皆さまにカーボン・オフセットの提案を行い、Ｊ－Ｖ

ＥＲの認知度向上に取り組んでまいります。 

 また、当行においても養父市Ｊ－ＶＥＲを購入し、森林保全や温暖化防止への取

り組みに貢献してまいります。 

記

一、養父市市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーターの就任について 

１．目的 

養父市Ｊ－ＶＥＲの認知度向上に努め、地域の事業者によるＳＤＧｓやカ

ーボン・オフセットへの取り組みを拡げる。

２．事業内容 

 当行よりカーボン・オフセットに取り組む事業者を養父市に紹介する。

【概要図】

二、当行によるＪ－ＶＥＲ購入について 

 Ｊ－ＶＥＲの認知度向上や森林保全等の取り組みに積極的に貢献す

るため、養父市Ｊ－ＶＥＲを購入する。  

１．購入量 

 10ｔ 

２．使用内容 

店舗運営や訪問営業にかかる CO2 の排出削減 

【本件に関するお問合せ先】 

但馬銀行 但馬営業部 地域連携推進グループ 

担当：中島 ＴＥＬ：0796-24-2133 

以 上

カーボン

オフセット

実施者

(法人・個人) 

但馬銀行

養父市

J-VER

認証運営 

委員会 

①相談 ②取次ぎ 活動実施 

J-VER発行③J-VER購入

④J-VER売却



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） 

８月 25日（水）
養父市教育委員会 

社会教育課 
079-664-1628

課長 中村 文明 

（主幹 塚本  竜） 

山田風太郎に関する資料の新発見について 

１ 経緯と今後について 

山田風太郎（2001 年７月 28 日逝去）の父方の実家（豊岡市日高町太田の旧山田医

院）において、明治後期から昭和前期での書簡が 3,000 通以上新たに見つかり、当主

の山田巌氏から大半を風太郎記念館に寄贈されました。その中には、山田風太郎の青

年時代の手紙３通のほか、両親や義父母の書簡も多数含まれています。 

今回の書簡発見により、風太郎に関する新たな事実の判明や、これまで不明であっ

たことなどが多く、明らかになりつつあり、風太郎記念館としては、この膨大な書簡を

専門家の協力を得て読解し、順次公開する予定です。 

つきましては、下記期日から記念館展示室で特別展を開催します。 

２ 事業内容 

(1) 期 日  令和３年９月 15日（水）から ※終了期日は未定 

(2) 内 容  『新発見資料展 ～太田・山田家の書簡より（その１）～』 

３ 場 所 

山田風太郎記念館 展示室 

※住所及び連絡先は、下記の問い合わせ先のとおり

４ 問い合わせ先 

養父市立山田風太郎記念館 

〒667-1105 養父市関宮 605-1 

TEL 079-663-5522 









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） 

８月 25日（水）
養父市教育委員会 

社会教育課 
079-664-1628 

課長 中村 文明 

（主幹 塚本  竜）   
 

山田風太郎原作『柳生忍法帖』の宝塚歌劇観劇バスツアーの開催について 

 

１ 事業目的 

山田風太郎（2001年７月 28日逝去）の原作『柳生忍法帖』を宝塚歌劇の星組が秋に

公演されることとなりました。 

宝塚歌劇が風太郎作品を公演するのは初めてであり、風太郎作品を広く知っていた

だくため、下記のとおり開催します。 

 

２ 事業内容 

(1) 期 日  令和３年 10月９日（土） 午後３時 30分開演 

※当日のスケジュールについては、別紙のとおりです。 

(2) 参加費  １人 13,000円（Ｓ席チケット、バス、昼食込み） 

(3) 定 員  先着 30名 

 

３ その他 

【当日の行程】 

10:40 関宮地域局出発 ～ 11:00 養父市役所 ～ 観劇 ～ 20:35 養父市役所 

～20:55関宮地域局 

※バスの乗車場所は、養父市役所本庁又は関宮地域局となります。 

 

４ 問い合わせ先 

養父市立山田風太郎記念館 

〒667-1105 養父市関宮 605-1 

TEL 079-663-5522 









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） 

８月 25日（水） 生涯スポーツセンター 079-663-2021 
次長 中村 文明 

主幹 藤原 淳二  
 

トヨタ自動車（株）女子バスケットボール部から市内で 

バスケットボールをしている子供達へのメッセージについて 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 3 年 5 月に予定していたスーパーアスリ

ート事業バスケットボールセミナーを中止しましたが、そのセミナーでコーチとして招聘

予定だった昨シーズンＷリーグで優勝した「トヨタ自動車（株）女子バスケットボール部ア

ンテロープス」の選手からバスケットボールをしている市内の子供たちに向けたビデオメ

ッセージとサイン色紙をいただきました。 

 もちろん、アンテロープ所属の東京 2020オリンピック銀メダル女子バスケットボールチ

ームのメンバーや５位入賞を果たした女子３×３のメンバーからも応援メッセージをいた

だいています。 

 養父市とトヨタ自動車（株）は、養父市の一層の地域活性化と市民サービスの向上を目的

に、包括連携協定を締結した縁でメッセージをいただきました。 

 今後、コロナの感染状況が落ち着いたらミニバスケットボール大会や中学校体育連盟主

催の大会が始まります。夢と希望を持ち続け、一勝でも多く勝ってもらうため、オリンピッ

クで活躍した女子バスケットボール部の応援メッセージを配布しました。 

 

１ メッセージ元 トヨタ自動車（株）女子バスケットボール部アンテロープス 

   

２ 内容 バスケットボールをしている市内の子供たちに向けて「コロナ禍でもがんばっ

て練習しよう！！」というビデオメッセージとサイン色紙 

 

３ 配布先 市内でバスケットボールをしている小・中・高校生 ７団体 

  高校生  兵庫県立八鹿高等学校 

中学生  養父市立関宮学園、養父市立八鹿青渓中学校 

養父市立養父中学校 

小学生  関宮ミニバスケットボール倶楽部、 

八鹿ＦＵＴＵＲＥＳミニバスケットボールクラブ 

 

 



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） 

８月 25日（水） 市民生活部大屋地域局 079-669-0120 
局長 上村 圭 

（主幹 森本 重良）  
 

「第 27回公募展木彫フォークアートおおや～ふるさとの命の姿～」の開催について 

 

 木彫フォークアートおおや実行委員会は、第 27 回公募展木彫フォークアートおおや

を下記のとおり開催します。 

 

 １ 第 27回公募展スケジュールについて 

  （１）審査講評会 

     ①日 時 令和３年９月 12日（日）午後３時～４時（予定） 

     ②審査員 蓑 豊（兵庫県立美術館長） 

          岸野 裕人（元姫路市立美術館長） 
          マルテル坂本 牧子（兵庫陶芸美術館学芸員） 
          吉原 美惠子（元徳島県立近代美術館上席学芸員） 
          広瀬 栄（養父市長） 

     ③内 容 審査結果の発表、審査員による講評 

     ④その他 同日実施する審査会は非公開ですが、講評会についてはマスコミ

及び一般の方もご入場いただけます。 

  （２）展覧会 

      ①会 期 令和３年９月 17日（金）～令和３年 10月３日（日） 

午前９時～午後５時（最終日は 16時 30分まで） 

           ※期間中無休 

      ②入場料 無料 

  （３）授賞式 

      ①日 時 令和３年９月 26日（日）午前 11時（予定） 

      ②内 容 入賞者の表彰、大衆賞の発表 

  （４）運営ボランティアの募集について 

     展覧会をお手伝いいただけるボランティアスタッフを募集しています。業務

内容は展覧会の受付、作品の監視等です。報酬・交通費の支給はありません

が、第 27回公募展の作品集を１冊贈呈します。 

 

２ その他 

   新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定の変更、入場制限等の対策を行

う場合があります。 

 

 



３ お問合せ 

   養父市役所大屋地域局内 木彫フォークアートおおや事務局（担当：森本） 

   電話 079-669-0120 

 



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） 

８月 25日（水） 市民生活部大屋地域局 079-669-0120
局長 上村 圭 

（主幹 森本 重良） 

「第 27回公募展木彫フォークアートおおや」関連企画の実施について 

 第 27回公募展木彫フォークアートおおやの開催期間中に養父市文化交流施設木彫展示

館では、下記の企画を実施します。 

１ 養父市文化交流施設木彫展示館「第 26回入賞者作品展」について 

（１）概要

平成 20年から実施している企画展「第 26回入賞者作品展」は、第 26回に開催さ

れた公募展の入賞者の方の協力で、作品の展示販売を行うものです。 

（２）開催期間 令和３年９月 17日（金）～10月３日（日）午前９時～午後５時

※最終入場午後４時 30分、期間中無休

（３）会  場 養父市文化交流施設 木彫展示館（養父市大屋町大杉 826）

（４）内  容 第 26回公募展入賞者作品の展示販売

２ お問合せ 

養父市文化交流施設 木彫展示館 

電話 079-663-8070 
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