
日時： 令和4年2月10日　午前10時00分から

場所： 養父市役所本庁舎3階　第2委員会室
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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 10日（木） 産業環境部 環境推進課 
079-664-2033

（内線 2123）

環境推進課長 田中正広 

(環境推進課 主幹 奥藤 啓) 

マックスバリュ西日本（株）からの寄附及びｵﾌｾｯﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ（J-VER）購入について

 養父市は、マックスバリュ西日本株式会社（広島県広島市）から「マックスバリュ養父店」

が販売した有料レジ袋 1 年分の代金に相当する寄附を受け、この寄附金のうち養父市が地

球温暖化防止のため取り組んでいるオフセット・クレジット（J-VER）の取り組みに賛同を

得て５ｔ-co2 分のクレジットを購入していただきました。 

マックスバリュ西日本では、本市から J-VER を購入したカーボン・オフセットが初の試み

であり、脱炭素化や地球温暖化防止に向け取り組みが広がっています。今では、本件を皮切

りに３自治体でのクレジット購入に発展し、環境貢献の一翼を担っています。 

 この度は、同社の持続可能な発展を目指した J-VER の購入と本市の森林整備への貢献を

顕彰するため、J-VER 協力企業認証書を交付します。 

記 

１．目的 養父市 J-VER協力企業認証書の交付を以って、養父市市有林オフセット・クレジ

ット（J-VER）を購入した企業による本市への森林整備への貢献を顕彰する。 

２．日時 令和４年２月 10日（木）9時 30分 

３．場所 養父市役所（２階）市長室 〈養父市八鹿町八鹿 1675〉 

４．概要 認証書交付 

※新型コロナ感染症の拡大状況によっては関係者リモートによる参加を予定

 本市としては、今回の販売代金を市有林・市行造林などの森林整備や、新しいクレジット

の取得などに活用する方針で、森林の適切な管理により、森林での水源涵養や地球温暖化の

防止、防災機能の強化、生物多様性の保全に繋げていく考えです。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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 8,007

ｔ-co2 のクレジットの認定を受け、地球温暖化防止や CSR に取り組む企業に販売を進めて

います。 

養父市の J-VERの仕組み、取組状況については、別紙 参考資料「養父市市有林 J-VERの

取組」をご参照ください。 

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



養父市市有林Ｊ－ＶＥＲの取組 

（令和４年２月 10 日 時点） 

１．オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）とは？ 

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。 

２．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）

３．販売状況の推移（平成 24 年から令和３年まで） 

年度 販売量（ｔ-co2） 

平成 24 年～令和２年度 2,562（５９件） 

令和３年度 4,854（2７件） 

合計 7,416（8６件） 

（表１） 年度別販売量 

４．Ｊ－ＶＥＲ取引イメージ  

養父市の場合、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。 

◇累計販売量 7,416ｔ-co2 

〇現在の売出量  591ｔ-co2 

※累計 86 件 63 事業者うちふるさと納税６件

カーボン・オフセットとは、自分の温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減できない量の

全部又は一部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせ）することを言います。 別紙「参考資料」 
（図 1）取引イメージ 



２０２２年２月３日  

マックスバリュ西日本株式会社 

養父市よりＪ—ＶＥＲ協力企業認証書を授与いただきます

マックスバリュ西日本株式会社（本社：広島県広島市南区 ／ 代表取締役社長：平尾 健一）は、

２０２２年２月１０日（木）に、養父市よりオフセット・クレジット（Ｊ―ＶＥＲ）の導入企業に対

して贈られる「Ｊ―ＶＥＲ協力企業認証書」を授与いただきますのでご案内申し上げます。 

マックスバリュ養父店（兵庫県養父市）では、限られた資源を有効活用し地球環境を守るため

２０２０年３月より、レジ袋の無料配布を終了いたしました。以降、レジ袋をご希望のお客さまに

は、バイオマス配合の環境に配慮した素材のレジ袋を有料にて提供しております。 

 この度、マックスバリュ養父店にて２０２０年度（２０２０年３月～２０２１年２月）に販売し

た有料レジ袋の収益金(※１) ４２，０４４円を、２０２１年６月、当社としては初となる養父市のオ

フセット・クレジット（Ｊ―ＶＥＲ）制度を導入したカーボン・オフセットに活用いたしました。こ

のカーボン・オフセットを通して養父市内の森林整備に活用されることで、地球温暖化の防止、防

災機能の強化、生物多様性の保全等にお役立ていただきます。 

当社は、今後も持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮した商品の拡充や資源の調達への取

り組みを通して、グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）を加速する活動を進めてまいります。 

※１ 有料レジ袋の収益金 … レジ袋販売価格（税抜）から原価を差し引いた金額。

記 

【Ｊ―ＶＥＲ協力企業認証書交付式概要】 

日  時：２０２２年２月１０日（木） ９時３０分より 

場  所：養父市役所 ２階 市長室（兵庫県養父市八鹿１６７５） 

出 席 者：養父市 市長  広瀬 栄  様 

  養父市 副市長 山下 吉正 様 

マックスバリュ西日本株式会社 兵庫東営業部 部長 山嵜 歩 

マックスバリュ西日本株式会社 マックスバリュ養父店 店長 合田 真一郎

【マックスバリュ西日本のＳＤＧｓの取り組み】 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、持続可能な世界を実現する 

ために国連サミットで採択された２０３０年までの国際目標です。 

当社ではこの１７の目標に向けて全社を挙げて取り組んでいます。 

この度の取り組みは、１１、１２、１３、１４、１５、１７の達成に 

該当します。 

― 有料レジ袋収益金をＣＯ２削減のために活用 ― 



参 考 

●オフセット・クレジット（Ｊ―ＶＥＲ）制度とは

自らの排出削減が困難な部分を、他の場所の削減量（クレジット等）で埋め合わせて相殺する

カーボン・オフセットの仕組みを活用して、国内における温室効果ガス排出削減・吸収を促進す

るため、国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を認証する制度。 

＜今回の取り組みイメージ＞ 

●マックスバリュ西日本のＪーＶＥＲ制度活用の取り組み

当社は、有料レジ袋の収益金を通して、各店舗が所在する地域の行政にご協力いただきながら

Ｊ―ＶＥＲ制度を活用し、ＣＯ２削減への取り組みを進めてまいります。

＜２０２１年度購入実績＞

・岡山県倉敷市（７５０，０００円）

・岡山県津山市（１４６，９１１円）

＜２０２２年度購入予定＞ 

  兵庫県養父市／岡山県倉敷市／岡山県津山市／愛媛県／高知県 

Ｊ—ＶＥＲ 
クレジットを譲渡

・・・ＣＯ２削減目標達成へ・・・

カーボン

オフセット

【この件に関するお問い合わせ先】 

マックスバリュ西日本株式会社 総合企画本部 広報部

土居・佐久間 ０８２－５３５－８５１６ 

地域と共に つながる想いを食卓へ 

森林整備事業 

による吸収 

レジ袋収益金でクレジット購入

(事業資金を支援) 

マックスバリュ養父店

削減が困難な 

排出量 



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 10日（木）
産業環境部 

商工観光課 

079-664-0285

(2163)

課長 柳川 武 

(主事 谷垣 仁宏) 

養父市の特産品である「八鹿浅黄」を使用した 

新しいチョコレートの完成について 

養父市大屋町を拠点に世界で活躍している、le flueve（ルフルーヴ）の上垣河大シェフ

が、チョコレートに欠かせない乳製品の代わりに、養父市の特産品「八鹿浅黄」を使用した

新しいチョコレートを完成させましたのでお知らせします。 

１ 商品の名称及び内容  

(１)ヴィ―ガン６ （６個６種入り）

これまでチョコレートに欠かせなかった乳製品を使わずに作った全く新しいチョコ

レート。乳製品の代わりに大豆である八鹿浅黄を使用した自家製のチョコレートを作

り、そこから「ボンボン オ ショコラ」に仕上げています。

価格：2,700円(税込)

販売開始日：自社オンラインショップで販売中

※令和 4年 1月 27日よりサロンデュショコラ東京 2022で先行発売しています。

(２)タブレットソイ（１枚入り）

八鹿浅黄とコロンビア産のカカオを使った全く新しい板チョコレート

八鹿浅黄の大豆の香りとカカオの香りを生かし、乳製品を使うことなくクリーミー

なチョコレートに仕上がっています。 

  価格：1,620円（税込） 

  販売開始日：自社オンラインショップで販売中 

２ 商品に込めた想い 

シェフは農家出身であり、現在も自宅で自家農園の食材を使いお菓子を作っています。 

その生まれ育った環境から日本のおいしい農産物の可能性や、農業のすばらしさをチ

ョコレートやお菓子と一緒にお客様に伝えたいという想いからブランドを運営しており、

その中の提案の一つが今回の地元大豆を使用したチョコレートです。 

乳製品の特性の一つである味わいを包み込む効果はいい面もありますが、逆に素材の味

を隠すともいえ、今回乳製品を使わないことによりチョコレートやその他の素材の味わい

を綺麗に引き出すことに成功しました。 

 そして、ヴィ―ガンをはじめ、さまざまな食に制限がある方とそうでない方も一緒に同

じチョコレートを楽しんでいただきたいという想いも、今回の商品に込めています。 

一昨年前からチョコレートの国際大会ICA（インターナショナルチョコレートアワード）



のアジア・パシフィックエリアに出品し、最高金賞をいただきましたが、世界大会では惜

しくも銀賞止まりでした。 

 今年も挑戦するとともに、今後も世界で勝負するため、国内の良いものを積極的にお菓

子に取り入れていきたいと考えています。 

３ 取扱い店舗：自社オンラインショップ 

４ お問い合わせ 

ルフルーヴウェブサイト：koudaiuegaki.com

電話：050-5217-5675



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 10日（木） 
市民生活部 

やぶぐらし課 
079-662-3172

課長 井上  武 

（主幹 上垣 太志） 

第 28回やぶ暮らしセミナー「八鹿浅黄」大豆を使った手づくり味噌づくり体験ついて 

一般社団法人田舎暮らし倶楽部では、養父市への移住に関心を持つ人を対象に、第 28回

やぶ暮らしセミナーを開催します。今回は昨年に続き、養父市の在来種「八鹿浅黄」大豆を

使った手づくり味噌づくり体験を行い、併せて移住のための相談会も行います。 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、リモートで行い、ステイホームで味噌づくりを

体験したい人、お一人でもご家族でも、初めての人でも気軽に参加できるように募集します。 

記 

１ 名  称  第 28回やぶ暮らしセミナー ～手づくり味噌づくり体験～ 

２ 日  時  令和４年２月 27日（日）午前 10時～午前 11時 

３ 場  所  養父市子育て・移住サポートセンター 1階移住相談室 

（兵庫県養父市八鹿町八鹿 1694-1） 

参加者は自宅にて参加 

４ 内  容  オンライン会議システム「Zoom」を使用した味噌づくり体験

参加者には事前に味噌づくりキットを送付する。  

５ 定  員  10組 ※先着順 

６ 参 加 費  1,800円（1セット送料込） 

７ 申込締切  令和４年２月 22日（火） 

８ 主  催  一般社団法人 田舎暮らし倶楽部 

９ 共  催  養父市 

10 申込み・問合せ先 

一般社団法人 田舎暮らし倶楽部 

電話：080-3830-2643 

メール：inakagurashiclub@gmail.com
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