
日時： 令和3年11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 「次世代創生型私募債」発行に伴う寄付について 農林振興課

2
養父市立養父小学校
歴史ある郷土の名物料理「鯉料理体験」について

学校教育課 12月10日

3
令和３年度若者インフルエンサーとの共創事業による製品開発
について

商工観光課

4 「養父市観光誘客キャンペーンin 市川SA」について 商工観光課 11月27日

5
新型コロナウイルスワクチン接種　追加接種（３回目）につい
て（医療従事者への接種券発送と今後の接種計画（予定））

コロナワクチン
接種推進室

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 第6回人権学びステーションについて 人権・協働課 12月10日

2
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につい
て

収納対策室

3
養父中学校ボランティア部　ボランティア・スピリット・ア
ワード　ブロック賞　受賞について

学校教育課

4 令和３年度　除雪機動隊発隊式 建設課 11月29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） 

11月 25日(木) 
産業環境部 

農林振興課 

079-664-0284

(2133)

課長 岡 和昭 

(副課長 安達 一郎) 

「次世代創生型私募債」発行に伴う寄付について 

 この度、株式会社但馬銀行から「畜産振興支援」を目的とした指定寄付金 10万円の寄付

を受けましたので、発表します。 

１ 寄付の内容 

 今回の寄付は、株式会社但馬銀行が地域貢献の取り組みのひとつとして取り扱う「次世代

創生型私募債」の発行に伴う寄付で、但馬銀行が拠出する寄付金について発行企業であるサ

ンファーム株式会社が養父市を寄付先として指定したことにより実現したものです。

11月 25日、午前９時 30分から養父市役所２階市長室にて贈呈式が執り行われ、サンフ

ァーム株式会社 代表取締役 山本昌実様より目録の贈呈を受けました。 

２ 寄付金の使途 

 寄付金については、「畜産事業に役立ててほしい」とのサンファーム株式会社の希望によ

り、使途を畜産事業に限定した「指定寄付金」として受領します。 

サンファーム株式会社は、養父市八鹿町浅間の本社を拠点に養鶏事業や鶏肉加工事業な

どを展開しています。また、養鶏場で発生するふん尿が株式会社トーヨー養父バイオエネル

ギーのバイオマス発電の原料として利用されており、養父市がバイオマス資源の利活用を

推進するために策定した「養父市バイオマス産業都市構想」の実現に向けた取り組みの一役

を担っています。 

 養父市では寄付金を活用して、バイオマス産業都市の実現のために重要な畜産業の安定

経営に役立てるため、職員が畜舎訪問や鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生した際

の防疫作業に使用する「家畜防疫対策用安全衛生長靴」を購入する予定です。 

３ 問合せ先 

株式会社但馬銀行 八鹿支店（担当：支店長 中西 充） 

電話：079-662-2101 



【受⼊れ設備】

メタン発酵

ガス利⽤発電

【堆肥化施設】

【循環⽔再⽣利⽤施設】

売電排熱（温⽔）を場内にて有効利⽤ 循環肥料(消化液＆堆肥)の普及拡⼤

循環⽔

【地域資源 】

家畜糞尿

地域への⼟壌還元

堆肥販売

温室効果ガス排出削減

【メタン⽣成菌】

ベース電源、防災拠点として利⽤

熱利⽤、ごみ処理など

災害時の電⼒･ガス･熱供給

メタンガス精製によるガス供給

交流⼈⼝の増加

間伐材等の未利⽤⽊材

養父市バイオマス産業都市構想
○地域資源を活⽤した燃料・電気・熱エネルギーの創出
○肥料（液肥・堆肥）の⼟壌還元
○化⽯燃料使⽤量削減による温暖化対策

熱利⽤

【チッパー】【ガスエンジン】

熱利⽤【⽊質バイオマス発電所】 【チップ化⼯場】

燃料

利⽤

⽔素

利⽤
熱供給 燃料電池自動車【⽔素精製装置】

将来的に

【燃料電池】

【プール・温浴施設】

資源・エネルギー
の農業への利⽤

【貯留タンク】 消化液散布

雇⽤の創出・地位経済の活性

バイオマス⾼度化利⽤バイオマス⾼度化利⽤

再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）の活⽤

売電

新規需要創出

地域資源を活⽤した
燃料・電気・熱エネルギーの創出

環境学習フィールドの形成

事業系⼀般廃棄物⾷品加⼯残渣



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） 

11月 25日（木） 
教育部 

学校教育課 

079-664-1627

（2220）

課長 安東 博之 

（主幹 西垣 將輝） 

養父市立養父小学校 歴史ある郷土の名物料理「鯉料理体験」について 

 養父小学校がある養父市場は、鯉の養殖で有名な町です。江戸時代、養父市場が参勤交代

の大名が泊まる宿場町として栄えたころ、鯉料理が郷土料理として振る舞われました。 

 その歴史ある郷土料理のすばらしさに気づくとともに、実際に、生きた鯉を料理すること

により、命に感謝できる心を育てるために毎年、養父校区自治協議会の協力により、体験授

業を行っています。 

 今年度も、下記のとおり、双葉養魚の吉井さんをはじめ、多くの地域の方に教えていただ

きながら、鯉料理に挑戦します。 

記 

１ 主 催  養父市立養父小学校、養父校区自治協議会 

２ 日 時  令和３年 12月 10日（金）午前 10時 30分～午後１時 

３ 場 所  養父市立養父小学校 家庭科室（養父市養父市場 153番地） 

４ 内 容  生きた鯉４匹を使った鯉料理 

味噌汁（鯉こく）、甘露煮、フライ、うろこの唐揚げ、皮の湯引き 

５ 講 師  吉井靖子さん（双葉養魚） 他 地域の方 10人程度 

養父校区自治協議会事務局 

６ 問合せ先 養父市立養父小学校 教頭 電話：079-665-0300 



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） 

11月 25日（木） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285

課 長 柳川 武 

（主幹 満田 理恵） 

令和３年度若者インフルエンサーとの共創事業による製品開発について 

今年度実施している若者インフルエンサーとの共創事業において、事業者と連携し「養

父市の魅力の見える化」を目的とした商品開発を行っています。 

この度、参加事業者の「Devin（デビン）」が商品を完成させ、販売することになりまし

たので発表します。 

１ 商品名及び販売価格 

   商品名：ネクタリンみるく 販売価格：1,296円（税込） 

２ 商品概要 

兵庫県養父市の地元の魅力を発信したいという思いから Devin ではコンフィチュー

ルとジェラートをはじめとする製法や食の安心安全をモットーにお菓子を製造・販売。

「素材 1つひとつが輝ける商品づくり」をテーマに掲げ、Devinではキズなどがついた

B級品を農家から直接仕入れてコンフィチュールにするなど食品ロスにも取り組んでい

ます。また、農家とお客様そして Devinという繋がりの輪を大切にしています。

そこで、養父市の名産品である【ネクタリン】を使用し、新たに「ネクタリンみるく」

を商品化しました。近年、若者の間で流行している２層のコンフィチュールをコンセプ

トとし、若者インフルエンサーの「養父市の紅葉」、「写真に撮りたくなるようなかわい

さ」などの意見を取り入れた商品となっています。

３ 販売開始日 

  11月 27日(土)市川 SA北行き販売会後、随時自社オンラインショップにて販売開始 

４ 取扱店舗等 

  Devin公式オンラインショップ（https://devin.shop ） 

５ 商品の問合せ先 

 Devin 北本 滉希 

メールアドレス：devin31227@icloud.com     電話番号：080 1521 0892 

https://devin.shop/
mailto:devin31227@icloud.com


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） 

11 月 25 日(木） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285

課長 柳川 武 

（主幹 満田 理恵） 

「養父市観光誘客キャンペーン in 市川ＳＡ」について 

京阪神及び姫路方面から播但道を利用し、但馬方面に来られるお客様に「秋・

冬の養父市」の魅力をＰＲするとともに若者インフルエンサーとの共創事業で

開発した商品を含む物産販売を行う。 

１ 会場 

  兵庫県神崎郡市川町屋形 

播但連絡道路市川ＳＡ（北行き）エントランス広場 

２ 開催日時 

令和３年 11 月 27 日（土） 

午前９時～午後３時 

３ 出展団体 

養父市・やぶ市観光協会・若者インフルエンサーとの共創事業参加事業者 

４ イベント内容

養父市観光ＰＲパンフレットの配布 

・養父市観光パンフレット

・スキー場関連パンフレットなど

物産販売 

・養父市イメージキャラクター「やっぷー」のぬいぐるみ

・若者インフルエンサーとの共創事業による開発商品等

（ネクタリンみるくコンフィチュール、コシバクレイせっけんなど） 

５ 新型コロナウイルス感染対策 

・スタッフ出発前の検温 ・手指消毒液、ハンド検温器の備え付け

・常時マスク着用 ・30 分に一度、アルコールによる除菌



養父市観光 誘客キャンペーン 播但道市川 SA（北行き）

会場：市川 SA（北行き）エントランス広場

養父市

開発商品販売
若者インフルエンサーとの共創

による開発商品等の販売！！

ネクタリンみるく
コンフィチュール

コシバクレイせっけん

etc...

養父市観光 PR
養父市冬の観光スポット・

イベントをご紹介！！

スキー場 養父神社

やっぷーグッズ販売
養父市イメージキャラクター

のぬいぐるみ等の販売！！



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） 

11月 25日(木) 
健康福祉部 

コロナワクチン接種推進室
079-662-3167

室長 余根田 一明 

（主幹 小谷 千万里） 

新型コロナウイルスワクチン接種 追加接種（３回目）について 

（医療従事者への接種券発送と今後の接種計画（予定）） 

新型コロナウイルスワクチン接種の追加接種は、18 歳以上の者に対し、２回目接種完了

から原則８か月以上の間隔をおいて１回接種することとされており、この度、その接種の

ための接種券を下記のとおり発送します。また、今後の接種計画（予定）についてお知ら

せします。 

記 

１．医療従事者への接種券発送 

(1) 対象者及び発送日

①対象者 令和３年４月 30日までに２回目接種を完了した医療従事者 約 500人

※主に病院関係者

②発送日 令和３年 11月 26日（金）

(2) 発送する主なもの

・接種券一体型予診票

・案内文書及び予防接種済証（臨時接種）

２．今後の接種計画（予定） 

(1) １以外の医療従事者等への対応

①対象者 令和３年５月 15日までに２回目接種を完了した医療従事者等 約 350人

※主に診療所、歯科診療所、薬局、消防職員、集団接種従事者等

②接種券の発送 12月中旬以降

③接種時期 １月中旬以降に各医療機関で個別に接種

(2) 一般市民への対応

①接種方法

接種協力医療機関による個別接種と集団接種による

②接種券の発送 令和４年１月下旬以降

以後、２回目接種の完了時期を踏まえつつ、２週間程度ごとに分割 

して発送することを想定 



③接種開始時期 

   令和４年２月下旬頃 

    

 (3) その他 

  追加接種に関する日時、接種場所等の具体的な事項については、今後、関係者と調整 

しながら決定する。 

 

 ３．添付資料 

  ・11月 15日開催ワクチン分科会を踏まえた対応方針 



 

 

   232822272221234567     

 

 

 

 

養父市 健康福祉部  

 新型コロナワクチン接種推進室  

 

 

      新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）を受けるために必要な書類を 

送付します。 

 ワクチン接種を受ける方は、同封のご案内等をよく読んでいただき、下記の追加 

接種可能日以降のワクチン接種を予約してください。 

 

あなたがワクチンの追加接種（３回目）を受けることが可能となる日は 

２０２１年１月９日 からです。 

 

この書面は、あなたがワクチン接種をしたことを証明する大切な書面ですので、 

大切に保管してください。  

 

 

 

 

             2221234567 

 

                          養父 太郎 

                          兵庫県養父市八鹿町八鹿１６７５番地 

 

                          １９４７年４月１日 生 

 

兵庫県養父市長  

 

 

 

 

                     ２０２１   ４   １９                 ２０２１    ５    ９ 

                        ファイザー                            ファイザー 

               ＡＢ１２３４                          ＣＤ５６７８ 

              八鹿文化会館 八鹿文化会館 

 

 

 

〒667-8651 

 養父市八鹿町八鹿１６７５番地 

 

    養父 太郎  様 







 

第６回 人権学びステーションについて 

 

１ 目 的   養父市では、一人ひとりが人権に関する正しい理解や認識を深め、お互い

の人権を尊重できる「共生社会」の実現をめざしています。 

そのため、人権文化の創造に向け、様々な人権課題を学ぶ場として「人権

学びステーション」を開設し、そこで学び得た知識や技能を地域に発信して

います。年間７回開催予定で、第６回の講座は以下のとおりです。 

 

２ 日 時   令和３年12月10日（金）午後７時～午後９時 

 

３ 会 場   養父市立みふね会館 

 

４ 参加者   一般市民 

 

５ 演 題   「輝いて、楽しく・・・」 

（養父市自尊感情を育む事業） 

         

６ 講 師    前寄宮区長 齋藤 恭子さん 

         

７ 内 容    第５次男女共同参画基本計画（令和２年改定）の策定や女性活躍推進法（令

和元年改定）が制定されましたが、今なお、男女の役割を固定的にとらえる

意識が依然として根強く社会に残っています。男女がともに、いつでも、ど

こでも、いきいきと生活できる男女共同参画社会の実現に向けて、人間関係

を円滑にし、自尊感情を高めていく方策を人権の視点から学ぶ機会にします。 

 

８ 参加料   無料  

 

９ その他   電話かFAXでお申し込みください。  

 

10 問合せ先  養父市人権・協働課 電話 662-7601 FAX：079-662-7491         

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） 

11月 25日（木） 
市民生活部 

人権・協働課 

079-662-7601 

(1271) 

課長 高木 信彦 

（人権推進員 武田 俊彦） 

 



養父市自尊感情を育む事業                                       
 

輝いて、楽しく・・・ 
              

第５次男女共同参画基本計画（令和２年改定）の策定や女性活躍推進法（令和元年改定） 

が制定されましたが、今なお、男女の役割を固定的にとらえる意識が依然として根強く社会に残

っています。男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる男女共同参画社会の実

現に向けて、人間関係を円滑にし自尊感情を高めていく方策を人権の視点から学ぶ機会にしませ

んか。 

＊講 師  前寄宮区長 齋藤 恭子さん 

 
プロフィール 

1952年生まれ。宿南で生まれ宿南で育つ。豊岡市立神美小学校長を最後に 38年間の教員

生活を終える。退職と同時に地域活動デビューを果たし、平成 28年度から令和元年度まで寄

宮区長を務める。地域の先人や今を支える先輩から多くのことを学び、それを礎に地域づくり

に尽力されている。現在、養父市教育委員として、子どもたちの教育を支援している。 

 
＊と き  令和３年 12月 10日（金） 

午後７時～午後９時        

        

＊ところ  養父市立みふね会館 大会議室 

 

＊お申込み  電話か FAXでお申し込みください。 

【お申込み・問合せ先】  養父市人権・協働課  

電話 079-662-7601 FAX 079-662-7491 

 

主  催   人権学びステーション運営委員会・養父市・養父市人権教育推進協議会・ 

養父市男女共同参画センター 

〈申込用紙〉 

※ ご記入いただいた個人情報は、研修目的以外には使用いたしません。 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

名   前 住     所 電 話 番 号 

   



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） 

11月 25日（木） 
経営企画部 

収納対策室 
079-662-3166

課長 白岩 雅之 

（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

金の徴収にあたります。 

１ 背 景 

養父市では、平成 20年度の機構改革により、収納対策室を設置するとともに、９

つの収納担当課で、構成する連絡会議を設置し、連携を図りながら未収金の解消に

努めてきました。 

令和２年度決算で、未収金が４億 8,333万円（内訳 市税１億 5,141万円、国民健

康保険税 9,846万円等）と多額であり、前年度から 2,202万円増額しています。新型

コロナウイルス感染症対策で１年間を期限とする市税徴収猶予が 3,000 万円以上あ

り、その徴収にもしっかり対応することで今年度の未収金を大きく縮減することが

課題となっています。

※未収金の割合 ４億 8,333万円 ÷ 調定額 53億 7,514万円 ≒ 9.0％

２ 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方への催促

（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

３ 期 間 

令和３年 12月を中心に行う。 

４ 対象者 

滞納のある者（約 1,400者 個人及び法人）のうち、収納担当課で選定した方 

※督促及び催告書を送付したが、納付又は連絡がない方を中心に選定します。



 ５ 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 

 

 ６ 取組計画（９課の合計） 

  （１）催告書及び電話 

     催告書の発送や電話をかけることにより、支払いを促します。 

     文書催告 1,051通 

     電話催促 170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、訪問徴収を行います。 

     班体制 11班  訪問 307者  

 

  （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す。 

     文書催告 約 100通 

 

  （４）口座振替の推進 

     収納担当課、各地域局及び金融機関で口座振替の推進チラシを配布し、口座

振替を推進します。 

 

  （５）広報活動 

     広報紙及びＣＡＴＶでの周知を図ります。 

 

  （６）目 標（9課の合計） 

     市税及び公共料金等の合計 42,672,250円 

     （内訳 現年 25,279,624円  滞繰 17,392,626円） 

 

 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 

 

 

 

添付資料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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養父中学校ボランティア部  

ボランティア・スピリット・アワード ブロック賞 受賞について 

 

養父中学校ボランテイア部が、標記の賞を受賞しましたのでお知らせします。 

詳細については以下の通りです。 

  

記 

 

１ 概 要  ボランティア・スピリット・アワードとは、青少年が積極的にボランティア

活動に参加できるよう社会環境の醸成を目指し、米国プルデンシャルファイ

ナンシャルがアメリカで実施しているプログラムです。日本では 1997年か

らスタートしています。 

 

 

２ 受賞日  令和３年 11月 14日（日） 

 

 

３ 主 催  プルデンシャル生命保険（株）/ジブラルタ生命保険/ 

プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険（株） 

日本教育新聞社 

 

 

４ 問合せ先  養父市立養父中学校 教頭 電話：079-664-1001 

 

 

＜参考＞日ごろの活動内容 

・毎月、市内の高齢者の方へのふれあい郵便の作成 

・季節に合わせた掲示物を作成し、本校に隣接する老人ホーム訪問時にお届けする 

 （今年度は新型コロナウイルス感染症のため訪問は実施していない） 

・配食サービス依頼者を対象に季節毎のプレゼントを作成 

   １２月･･･クリスマスツリー（松ぼっくり） 

３月･･･ひな人形（折り紙） 

    ５月･･･鯉のぼり（つまみ） 

    ７月･･･テイッシュカバー（さしこ） 
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令和３年度 除雪機動隊発隊式  

 

１ 事業内容 除雪機動隊発隊式を開催 

 

２ 日 時 令和３年 11月 29日（月）11時から 

 

３ 場 所 八木川河川公園（養父市役所本庁前） 

 

４ 目 的 冬期の円滑な道路交通確保に必要不可欠な除雪業務の開始にあたり、除雪作

業の安全確保と士気高揚を図ることを目的として行う。 

 

５ 参加車両 除雪車５台 

 

６ 参加者 隊長：広瀬 栄 市長 

隊長補佐 ：谷口 和幸 危機管理監 

副隊長  ：圓山 修一 まち整備部長 

副隊長補佐：橋本 尚幸 まち整備部次長 

隊員：まち整備部職員ほか 約 20人 
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