
日時： 令和4年3月24日（木）　午前10時から

場所： 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
日の出ホールディングス株式会社
食品カンパニー但馬醸造所新商品の発売について

商工観光課

2

3

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
４月１日開始！全国初！養父市民限定マイナンバー
カード「18歳未満無料再交付サービス」について

市民生活部 4月1日

2 令和4年 養父市消防大会 の挙行について 防災安全課 4月3日

3
養父市「サッカー・フットサルクリニック」につい
て

生涯
スポーツセンター

3月27日

4 養父太鼓　鼓彩　ミニコンサートの開催について 養父公民館 3月27日

5 Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付式の開催について 環境推進課 3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） 

３月 24日（木） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285 

課長 柳川 武 

（主事 谷垣 仁宏） 

 

 

  

 

日の出ホールディングス株式会社  

食品カンパニー但馬醸造所新商品の発売について 

 

 この度、地域密着型の事業を進める「日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー 

但馬醸造所」が、新たな商品を完成させ、販売することになりましたので発表します。 

  

 

記 

 

 

１ 商品名及び内容 

 こうのとり ゆず 150ml 432円(税込) 

          400ml 745円(税込) 

 自社栽培の天滝ゆず果汁と香り華やかなこうのとり純米酢をあわせ、酸味を抑えて香り 

豊かに仕上げました。焼き魚、酢の物、ハチミツを入れてジュース、焼酎で割ってカクテ

ルとしてもご使用いただけます。 

※2022 スペイン国際酒類コンクールの食酢部門３月３１日～４月３日(開催地：カセレ

ス)に出品 

※ラベル揮毫 書道家 華汀 

 

 

２ 販売開始日 

 令和４年４月１日(金)～ 

 販売店：道の駅ようか、道の駅但馬楽座、道の駅やぶなど 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ その他 

 令和４年 華汀書道教室 作品展開催 

 場所 但馬醸造所 ２階 

 日時 令和４年４月１日(金)～３日(日) ３日間 

    午前９時 30分～午後 4時 

   

４ 問合せ先 

日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー但馬醸造所  

電話：079-669-1100 



 

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） 

３月２４日（木） 市民生活部 
079-664-0281 

（2112） 

部長兼課長 井上 剛 

（マイナンバーカード交付

推進担当 西垣文雄） 

 

 

 

４月１日開始！全国初！養父市民限定マイナンバーカード 

「18歳未満無料再交付サービス」について 

 

１ 目 的 

マイナンバーカードの交付率が約７５％となった養父市では、生後間もない乳児でもマ

イナンバーカードを取得しており、１８歳未満の者のマイナンバーカードの更新は５年と

なっています。マイナンバーカードは身分証明書として利用できますが、子どもの成長に

よりカード交付時の顔写真と整合がとれなくなることが考えられることから、養父市では

１８歳未満の市民を対象に全国で初となるマイナンバーカードの無料再交付サービスを令

和４年４月１日から開始します。 

 

２ 対 象 者 １８未満の養父市民 

 

３ 手 数 料 無料（通常マイナンバーカードの再交付には、手数料 1,000 円（再発行手数料

800 円、証明発行手数料 200 円）が必要） 

 

４ 条  件 ①１８歳未満の市民で、交付または再交付後２年以上経過している人 

        ただし、５歳以下の市民は、交付または再交付後 1 年以上経過すると無料再

交付の対象とする。 

 

②汚損して使用できなくなった場合、紛失した場合は対象としない。 

 

 

５ 問合せ先  養父市市民生活部 市民課マイナンバーカード専用ダイヤル 

        電話：079-662-3338 

 



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） 

3月 24日（木） 危機管理室 防災安全課 079-662-2899 
課長 津崎宏行 

  副主幹 藤原将司  
 

 

令和 4年 養父市消防大会 の挙行について 

  

標記のことについて、下記のとおり挙行しますのでお知らせします。 

なお、令和 4年大会はマスクの着用、検温、手指消毒など新型コロナウイルス感染症に万

全の体制を整えた上で、参集人数及び大会内容を縮小して開催します。   

 

記 

 

日 時 令和 4年 4月 3日（日）午前 9時～午前 10時 15分 

 

場所等 式典（やぶ市民交流広場ホール 養父市八鹿町八鹿 538-1） 

    ※式典のみ開催し、例年実施している分列行進及び一斉放水、アトラクション 

は実施しません。 

 

参 集 養父市消防団 約 130人 

    ※基本的に副分団長以上の参集とし、出席者数は約 130 人とします。（例年は

約 600名が出席）また、来賓はご案内を控えさせていただき、消防団及び市

関係者のみで開催します。 

 

駐車場 報道機関の皆様におかれましては、やぶ市民交流広場前駐車場（別紙会場周辺

図参照）をご利用ください。 

 

 



　式　　　　典 　－やぶ市民交流広場ホール－

（１）人員報告

（２）開式のことば

（３）団旗入場

（４）国旗注目

（５）黙祷

（６）市長式辞

（７）新入団員辞令交付

（８）新入団員宣誓

（９）団長訓示

（10）表彰伝達

  ・消防庁長官表彰

  ・兵庫県知事表彰

  ・日本消防協会長表彰

  ・兵庫県消防協会長表彰

（11）宣言

（12）国旗注目

（13）団旗退場

（14）閉式のことば

令和４年養父市消防大会次第



会場周辺図・駐車場配置図

八鹿病院

やぶ市民交流広場

報道機関・市役所関

係車・指令車駐車場

出席者駐車場

図書館棟利用

者駐車場

式典
出席者駐車場
（消防団）

図書館棟利用

者駐車場

報道機関・市役所関

係車・指令車駐車場



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） 

３月 24 日（木）
養父市教育委員会 

生涯スポーツセンター 
079-663-2021

所長 中村 文明 

（主査 栃尾 友里） 

養父市「サッカー・フットサルクリニック」について 

 令和元年８月に、但馬南サッカースクールが県代表として関西大会に出場したことなど

もあり、但馬内における児童のサッカー及びフットサルの技術力向上を目指し、但馬サッカ

ー協会の協力により、専門スタッフを招聘したクリニックを開催します。 

１ 日 時  令和４年３月 27日（日）午後１時～午後３時 

２ 場 所  八鹿総合体育館（養父市八鹿町小山 291-1） 

３ 内 容  サッカー及びフットサルの基本技術の講習と試合形式のゲームを通して技

術の習得を目指す

４ 対 象 但馬内の小学１～３年生の児童 

５ 講 師  ・アルコ神戸（日本女子フットサルリーグ優勝チーム）のメンバー

若林エリさん、山川里佳子さん、小野真咲さん

・但馬サッカー協会スタッフ

６ 参加費  無料 

７ その他  新型コロナウイルス感染状況により、中止もしくは規模縮小の場合があり

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） 

３月 24日（木） 養父地域局養父公民館 079-664-1141 館長 池田 雅美  
養父
や ぶ

太鼓
だ い こ

 鼓
こ

彩
い

 ミニコンサートの開催について 
 

 小学生から高校生の和太鼓集団「養父太鼓 鼓彩」の主催によるミニコンサートを下記のとおり開

催します。 

 同チームでは、３月 20日（日）に富山県で開催された第 24回日本太鼓ジュニアコンクール（主

催(公財)日本太鼓財団）に兵庫県代表として出場を予定しておりましたが、チーム関係者に新型コ

ロナ感染症患者が出たため止む無く出場を辞退しました。 

 子ども達は、これから進学や就職、受験を控え、現チームでの演奏が最後の機会になります。 

記 
 

１．日時と場所 ３月 27日(日)  開演午後２時～ (開場午後１時 30分～) 

        養父体育館(養父市広谷 250) 

２．注意事項  養父公民館で新型コロナワクチン接種を行っているため、駐車場がありません。 

        申し訳ありませんが徒歩等で会場へはお越しください。 
 

【養父太鼓鼓彩】 

平成 21年に養父公民館が主催する和太鼓教室に参加した児童を中心に、「和太鼓を続けたい、も

っと楽しみたい」としたメンバーで結成。「豊岡こうのとり太鼓（豊岡市）の吉岡賢次先生に師事

し、和太鼓を通じて礼儀と節度を身につけ技術の向上を図ることを目的に活動し、地域でのイベン

トや老人福祉施設への慰問演奏などを行っており、現在、小学生１年生から高校３年生までの 13

名で活動しています。 

【日本太鼓ジュニアコンクール】 

 日本太鼓ジュニアコンクールは、和太鼓の甲子園とも模され、海外を含む国内各地域を代表する

50チームが技術を競う 18歳以下の異年齢が混じるコンクールです。 

【主な賞歴】 

平成 25年度 第 15回日本太鼓ジュニアコンクール 特別賞 ブラジル太鼓協会賞 

      但馬青少年文化奨励賞 

平成 27年度 第 18回 日本太鼓ジュニアコンクール全国大会 入賞 

平成 28年度 第 19回 日本太鼓ジュニアコンクール全国大会 入賞 

平成 30年度 第 21回 日本太鼓ジュニアコンクール全国大会 入賞 

令和２年度 日本太鼓ジュニアコンクール近畿予選 準優勝 

【新メンバー募集】 

 養父太鼓鼓彩では、基礎から楽しく一緒に和太鼓を学べる新メンバーを募集中です。 

 ※見学については、お気軽にお問い合わせください。 

【合同練習日】毎週 水・金曜日 午後７～９時 養父市立養父公民館 ※水曜日は、自主練習 

【連絡先】 養父太鼓 鼓彩 代表 奥藤 啓  携帯電話 090-2113-1480 



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） 

３月 24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)  
 

Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付式の開催について 
 

 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」である但馬銀行（豊岡市）の

斡旋により、本市と契約締結に至った６事業者の取組を顕彰するため、下記のとおりＪ－Ｖ

ＥＲ協力企業認証書交付式を開催いたします。 
 

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） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

３．日時 令和４年３月 29日（火） 午前 10時から 

４．場所 養父市役所２階第１会議室 〈養父市八鹿 1675番地〉 

５．概要 市長謝辞、認証書交付、記念撮影 ※取材ご希望の際には開催時刻にお越しください。 

 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に取り組む企業へＪ-ＶＥＲの販売を進めております。 

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。 

 

企業名（購入順） 所在地 購入量 

➀㈱キヅキ商会 豊岡市 10ｔ-co2 

➁㈱旭運送 朝来市 10ｔ-co2 

➂㈱ユラク 豊岡市 20ｔ-co2 

➃中嶋石油㈱ 神戸市 10ｔ-co2 

➄㈱ワークス山根 豊岡市 10ｔ-co2 

⑥㈲ハタヤ 神戸市 10ｔ-co2 



養父市市有林 J-VER の取組 

（令和４年３月 24 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 4,917（30 件）  

合計 7,479（89 件）  

（表１） 年度別販売量         ※令和３年度 山陰合同銀行 16 件、但馬銀行８件の紹介 
  

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  528ｔ-co2 

※累計 89 件 66 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 
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