
日時： 令和4年2月25日（金）　午前10時30分から

場所： やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）大会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1
Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付式＆合同記者発
表について

環境推進課

2

3

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 「第18回養父市民展」の開催について 養父公民館
3月4日
～6日

2

2022鉢伏アルペン大会（第12回養父市長杯アル
ペンスキー大会兼第48回鉢伏ジュニアスキー記
録会併催）開催について

関宮地域局 3月6日

3 第７回　人権学びステーションについて 人権・協働課 3月12日

4
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

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 25日（金）
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) 

 

 

Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付式＆合同記者発表について 
 

 本市では、全国の企業等に対し、本市の森林整備の取組や、持続可能な発展を目指したオ

フセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）を活用したカーボン・オフセットを推進しています。 

この度、「養父市市有林Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーター」である山陰合同銀行（島根県

松江市、取締役頭取：山崎 徹氏）の斡旋により、本市と契約締結に至った８事業者の取組

を顕彰するため、下記のとおりＪ－ＶＥＲ協力企業認証書交付式を開催します。 
 

記 
 

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

レジット（Ｊ－ＶＥＲ）を導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．企業（出席予定）※企業名、所在、購入量の順に記載 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

３．日時 令和４年２月 25日（金） 午前 10時 30分から 

     ※定例記者会見の場で交付式を開催します。 

４．場所 やぶ市民交流広場（YBファブ）大会議室 （養父市八鹿町八鹿 538番地 1） 

５．概要 認証書交付、記者発表（質疑応答） 

 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

認定を受け、地球温暖化防止やＣＳＲに取り組む企業にＪ-ＶＥＲの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。 

①白菱電気設備㈱ 豊岡市 20ｔ-co2 

②㈱もく保育園   姫路市 36ｔ-co2 

③オージヤ商事㈱ 小野市 10ｔ-co2 

④神戸合成㈱ 小野市 10ｔ-co2 

⑤キンボシ㈱ 小野市 10ｔ-co2 

⑥レザーソー工業㈱ 小野市 10ｔ-co2 

⑦中井工業㈱   加西市 10ｔ-co2 

⑧㈱シマダ 京丹後市 3ｔ-co2 



養父市市有林Ｊ－ＶＥＲの取組 

（令和４年２月 22 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 4,897（29 件）  

合計 7,459（88 件）  

（表１） 年度別販売量 
  

４．Ｊ－ＶＥＲ取引イメージ  

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。 

◇累計販売量   7,459ｔ-co2 

〇販売中クレジット  548ｔ-co2 

※累計 88 件 65 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 



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 25日（金）
市民生活部養父地域局 

養父公民館 
079-664-1141 

局長（館長）池田 雅美 

（主査 山根 英幸） 

 

 

 

 

「第 18回養父市民展」の開催について 

 

 

 「第 18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４年３月４日（金）～６日（日）午前９時～午後６時（６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 

養父公民館（養父市広谷 250番地） 

 

６ 展示作品 

81点（２月 23日現在） 

【内 訳】 

書（書道、篆刻）17点、絵画（油絵、水彩画、日本画等）25点、工芸等（ちぎり絵、
手芸等）19点、写真 20点 

 

７ 出 展 者 

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６日午後１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６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。 

 

 



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 25日（金）
市民生活部 

関宮地域局 

079-667-2331 

(内線 4105) 

局長 田中 貴樹 

（主幹 岩佐 英行） 

 

 

2022鉢伏アルペン大会 

（第 12回養父市長杯アルペンスキー大会 兼 第 48回鉢伏ジュニアスキー記録会併催） 

の開催について 

  

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４年３月６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ィ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 2022鉢伏アルペン大会を開催します。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が参加する大会となっており、

養父市のウィ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

ることを期待しています。 

 

５ その他  詳細は別添チラシのとおり 

  

 

 

 







 

第７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、さまざま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７回の講座は以下のとおりです。 

 

２ 日 時   令和４年３月12日（土）午後１時30分～午後３時30分 

 

３ 会 場   養父市立みふね会館 大会議室 

 

４ 参加者   一般市民 

 

５ 演 題   部落問題解決のあゆみと人権・民主主義 

         

６ 講 師   立命館大学特任教授 

         石倉 康次（いしくら やすじ）さん 

 

７ 内 容    部落差別の解消の推進に関する法律が施行されて５年が経過するなかで、

「同和問題」をはじめさまざまな人権課題をとおして、これからの人権教育・

啓発のあり方について学んだり、日常生活を人権の視点から見つめ直したり

する機会にする。 

 

８ 参加料   無料  

 

９ その他   ・定員30名（先着順）です。電話かFAXでお申し込みください。 

・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。 

・感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 

       

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 25日（金） 
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 25日（金）
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 

 

 ２ 期 間 

   令和 3年 12月を中心に行った。（令和 3年 11月～令和 4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 取組結果（９課の合計） 

（１）催告、捜索及び差押等 

    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 664通 

     電話催告 297件 

     差押・給水停止等 27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 11班  訪問 287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 81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 

     広報紙及び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、56,610,046円 

     （内訳 現年度 36,070,214円  滞納繰越 20,539,832円） 

     ※令和 2年度実績収納合計  42,495,339円 

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

 

     ※対前年度比  14,114,707円増 

     （内訳 現年度 5,989,910円増  滞繰繰越 8,124,797円増）  

 

 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 

 

  

  



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 

 


	資料
	定例記者会見2月25日
	スケジュール

	J-VER協力企業認証交付式
	J-VER添付資料
	アルペン大会
	第18回養父市民展開催docx
	chirashio
	人権学びステーション　第7回石倉康次
	徴収強化月間実施結果

	chirashiu

