
日時： 令和4年7月11日（月）　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 養父市Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付について 環境推進課

2 学生ボランティア派遣事業の実施について 教育課

3
但馬牛平山牛舗と但馬醸造所の共同開発商品『お肉
屋さんのぽんず　ゆずとレモン』の発売について

商工観光課

4
災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協
定締結式の開催について

防災安全課

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
やぶ市民交流広場オープンハウス「ＹＢファブのナ
ツフェス！」の開催について

まちづくり文化交流課 7月17日

2

令和５年度採用養父市職員採用候補者試験の実施及
び養父市職員採用候補者試験オンライン説明会の開
催について

経営総務課

3 第19回風々忌の開催について 教育課 7月28日

4

5

１　発表事項

２　資料配布



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） 

７月 11日（月）産業環境部 環境推進課 
079-664-2033 

（内線 2121） 

課長 田中 正広 

(主事 岸本 晋弥)  
養父市Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付について 

 
 本市では、全国の企業等に対し、本市の森林整備の取組みや、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６事業者の取組を

顕彰するため、下記のとおりＪ－ＶＥＲ協力企業認証書を交付しました。 
 

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（交付予定） 

企業名 所在地 購入量 

➀ベルヴィ㈱ 市川町 40ｔ-co2 

➁㈱OZ 神戸市 20ｔ-co2 

➂㈱北近畿緑地建設 豊岡市 10ｔ-co2 

➃福井建設㈱ 養父市 10ｔ-co2 

➄㈱キョウワ 豊岡市 10ｔ-co2 

➅㈱やよい 姫路市 10ｔ-co2 

３．日時 令和４年７月 11日（月） 午前９時 30分から認証書交付 

                ※記者発表は午前 10時から 

４．場所 養父市役所２階 〈養父市八鹿町八鹿 1675〉 

認証書交付：市長室 

記者発表 ：第１会議室 

５．概要 認証書交付、記念撮影、記者発表  

 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の販売を進めております。 

養父市のＪ-ＶＥＲの仕組み、取り組み状況については、別紙 参考資料「養父市Ｊ－Ｖ

ＥＲの取組」をご参照ください。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

連絡先 

〒667-0198 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 岸本・奥藤 



養父市市有林 J-VER の取組 

（令和４年 7 月 6 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４年まで）  

年度 販売量（ｔ-co2） 

平成 24 年～令和３年度 7,500（92 件）  

令和４年度 46（6 件）  

合計 7,546（97 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   7,546ｔ-co2 

〇販売中クレジット  461ｔ-co2 

※累計 97 件 73 事業者うちふるさと納税７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） 

７月 11日（月） 教育部教育課 
079-664-1627

（2220） 

課長 石田 恵美 

（参事 安東 博之） 

 

学生ボランティア派遣事業の実施について 

 

長期休業期間等に養父市に帰省したり、ボランティア活動を志したりする学生に、ボラン

ティア登録していただき、学校等の教育活動の支援をしていただく。 

 これにより、学生のふるさと意識の醸成を図り、地域活動への貢献を促すとともに、学校・

地域の連携・協働を推進することで、地域とともにある魅力ある学校の実現をめざします。 

 部活動については、今後の段階的な地域移行を見据え、学生の参画を推進していきます。 

 

１ 期  間  令和４年７月 11日（月）～令和５年３月 31日（金） 

 

２ 活動場所  養父市立小・中・義務教育学校等 

 

３ 活動内容 

（１）部活動指導員 

   長期休業期間等に中・義務教育学校（後期課程）で行う部活動の支援 

   小・義務教育学校（前期課程）で行う陸上教室の支援 等 

（２）学習支援員 

   長期休業期間等に学校等で行う学習教室の支援 等 

（３）その他学校等が行う教育活動の支援 

 

４ 応募資格 

  下記の要件を満たす大学生、専門学校生等 

 ・児童生徒の活動の充実のために、意欲的に活動すること 

 ・教育委員会及び学校の指示に従うこと 

・活動により知り得た個人情報を漏らさないこと（守秘義務） 

・政治、宗教、営利に関する活動を行わないこと 

・登録しても、必ずしも依頼があるとは限らないことを了承できること 

 

５ 派遣までの流れ 

 ① ボランティアを希望する学生等は、登録書を養父市教育委員会事務局教育課（以下、

教育課）に提出する。 

 ② 派遣を希望する学校等は、その旨を教育課に連絡する。 

 ③ 教育課は、ボランティア登録者から適任者がある場合、面接等の審査を行い、派遣者

を決定し、学校等に通知する。また、活動を実施するにあたって、派遣する学生ボラン

ティアに注意事項を指導する。 

 ④ 学校等は、学生ボランティアと打ち合わせを行う。 



 

６ その他 

  無償ボランティアとする。ただし交通費（上限あり）は支給する。 



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） 

7月 11日（月） 
産業環境部 

商工観光課 

079-664-0285 

（2163） 

課長 田村 亘 

（主事 谷垣 仁宏） 

 

 

 但馬牛平山牛舗と但馬醸造所の共同開発商品 

『お肉屋さんのぽんず ゆずとレモン』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、「有限会社平山牛舗」と共同開発を行い、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 

お肉屋さんのぽんず ゆずとレモン 150ml    600円（税込）  

360ml   1,000円（税込） 

  

平山牛舗の上質な但馬牛にピッタリ合うよう、構想から１年以上を経て完成いたしまし

たオリジナルのぽん酢です。 

お肉の味を引き立たせるため余分なものを一切省き、食品添加物はもちろん、砂糖不使用

に仕上げました。但馬醸造自社栽培の「天滝ゆず」に、「レモン果汁」を加え、かつおと昆

布の天然出汁を使用することで、出汁の効いたさっぱり味に仕上げています。特に焼肉・焼

きしゃぶにおすすめいたします。 

 

２ 販売開始日 

 令和４年７月１日(金)～ 

販売店：平山牛舗 

 

３ 平山牛舗より 

 お肉の素材を活かすため、添加物や砂糖不使用のタレが欲しくて但馬醸造様に相談しま

した。 

 養父市の特産品「天滝ゆず」にレモン果汁をプラスしています。お肉と合わせてぜひパワ

ーをチャージしてください！レモンとゆずをたっぷり搾ったぽん酢で、さっぱりと但馬牛

のうまみをお楽しみください。 

 

４ お問い合わせ 

有限会社 平山牛舗 

電話：0120-80-4129 

 



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） 

７月 11日（月） 危機管理室 防災安全課 
079-662-2899 

（1252） 

課長 津崎 宏行 

（主幹 釜谷 匡人）  
 

災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定締結式の開催について 

 

 

 標記の協定締結式を下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時  令和４年７月 11日（月）午前 10時 45分（定例記者会見内） 

 

２ 場 所  養父市役所２階 第１会議室 

 

３ 内 容   今回、山本運輸株式会社と養父市が本協定を締結することにより、大規模

災害発生時等において、市がキャンピングカーの提供を受け、指定避難所等

における電源や温水シャワー、炊事設備等の確保を図るもの。 

 

４ その他  締結式次第及び協定書は別紙のとおり 

 



災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定締結式 次第 

 

と き 令和４年７月 11日（月). 

午前 10時 45分 

ところ 養父市役所２階 第１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 出席者紹介 

 

３ 協定の趣旨及び経過の報告 

 

４ 協 定 締 結  

 

５ あ い さ つ  

（１）養父市長 広瀬 栄 

 

（２）山本運輸株式会社 代表取締役 山本 洋介 様 

 

６ 記 念 撮 影 

 

７ 閉 会 



     
災害時におけるキャンピングカーの  

提供に関する協定書         
養 父 市         

山本運輸株式会社   



災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定書   
養父市（以下「甲」という。）と、山本運輸株式会社（以下「乙」という。）は、災

害時におけるキャンピングカー（以下「車両」という。）の調達及び供給に関して、次

のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 

第１条 この協定は、甲及び甲が支援を行う自治体等において、大規模な地震、風水害

その他の災害（以下「大規模災害」という。）が発生した場合又は発生するおそれが

ある場合に、甲が乙に対して車両の提供を要請する際に必要な事項を定めるものとす

る。 
（要請内容） 

第２条 甲は、大規模災害時において、車両の確保を図る必要があるときは、乙に対し

車両の提供を要請することができる。 

(1) 指定避難所運営に使用する車両の提供。 

(2) その他、甲及び乙が協議し合意した事項。 

（要請手続及び引き渡し） 

第３条 甲が乙に車両の提供を要請するときは、車両提供要請書により行うものとす

る。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等により車両の提供を要請し、後日速

やかに車両提供要請書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から要請があった場合、対応が可能な範囲で要請に応じるものとする。 

(1) 乙は、甲から車両の提供要請があったときは、できる限り速やかに貸与可能な台 

  数を整え、十分な保険を付した上で提供するものとする。 

(2) 車両の引渡しは、原則として甲が指定する場所へ車両を引渡すものとする。ただ 
し、乙が自ら甲の指定する場所で引き渡しができない場合は、甲又は甲の指定する 
者が引渡しを受けるものとする。 
（実績報告） 

第４条 乙は、第３条の規定により車両の提供を実施したときは、車両提供（報告・実 

績）報告書により、甲に報告するものとする。また、車両の提供が終了した時は実

績報告書を提出するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により

甲に報告し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（費用負担） 

第５条 第２条の規定により乙が車両提供した場合に要した経費については無償とす

る。ただし、その他の経費が生じた場合は甲と乙が協議の上、定めるものとする。 

（補償等） 

第６条 乙は、車両の提供に当たり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入する 

ものとし、甲は、提供期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡

し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分（保険加入者負担分）が発生した場

合は、原則甲が負担するものとする。 



（連絡責任者） 

第７条 甲及び乙の連絡責任者を別途定めるものとする。ただし、連絡責任者等に変更

が生じた場合は、速やかに報告するものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和５年３月 31日までとす

る。ただし、有効期間が満了する 1か月前までに、甲又は乙が各相手方に対し、特段

の意思表示をしない場合は、当該有効期間満了の日の翌日から更に１年間延長された

ものとみなす。その後においても、同様とする。 

（疑義等の決定） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義等の生じた事項について

は、必要に応じ、甲と乙が協議の上、決定するものとする。 

  

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自 

その１通を保有するものとする。 

 

令和４年７月 11日 

 

    甲   兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675番地 

         養 父 市 長  広 瀬   栄 

 

    乙   兵庫県養父市養父市場 1041番地２ 

山本運輸株式会社 
代表取締役   山 本 洋 介 



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） 

7月 11日（月） 
市民生活部 

まちづくり文化交流課 
662-0071 

課長 谷 徳充 

（主幹 池田 卓也） 

 

やぶ市民交流広場オープンハウス「ＹＢファブのナツフェス！」の開催について 

 

 やぶ市民交流広場が迎える初めての夏の催しとして「ＹＢファブのナツフェス！」を開催

します。 

 

イベント： やぶ市民交流広場オープンハウス「ＹＢファブのナツフェス！」 

日  程： 令和４年７月 17日（日） 午前 10時～午後９時 

場  所： やぶ市民交流広場（ＹＢファブ） 

主  催： 養父市 

企画協力： 武庫川女子大学音楽学部応用音楽学科「音楽活用実習」受講学生 

協  力： 地元区（諏訪町区、下町区）、 

養父市商工会青年部・女性部、養父市社会福祉協議会 

 

 複合施設であるＹＢファブの特徴を活かすため企画しました。ホールやリハーサル室な

どを使った音楽イベントや、小路やまちかど広場を使ったメタバース体験やオリエンテー

リング体験、屋外では、屋外特設ステージを使ったイベントと地元地区などが屋台でおもて

なしなど多くの催しを用意し、小さなお子様から大人まで一日中楽しめるイベントとなっ

ています。 

 

 詳細は添付のチラシのとおりですが、追加情報としては次のとおり 

① メタバース体験会では、吉本芸人の「モンスーン」が参加予定 

② 午前中に図書館棟で英語絵本の読み聞かせ会（午前 10時～10時 30分） 

    読み聞かせ会終了後には、人形劇「大きなかぶ」を上演（所要時間 30分程度） 

 

 ■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の３点を推奨 

①近距離でのマスクの着用、②密集、密接を避ける、③手指消毒 

 

 ■熱中症予防のため 

  ①ミストシャワーの設置 ②水分補給の勧め 
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令和５年度採用養父市職員採用候補者試験の実施及び 

養父市職員採用候補者試験オンライン説明会の開催について 

 

  令和５年度採用の職員採用候補者試験を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

Ⅰ 令和５年度採用養父市職員採用候補者試験募集内容 

１ 募集職種、採用予定人員 

 (１)一般事務職Ａ       若干名 

(２)一般事務職Ｂ       若干名 

（３)保健師          若干名 

  (４)児童福祉職         １名 

  (５)保育教諭         若干名 

 (６)土木技術職        若干名 

 (７)技能労務職（調理・運搬等） １名 

 

２ 受験資格 (職種ごとに定める全ての要件を満たすこと) 

 (１)一般事務職Ａ 

   ・平成４年４月２日以降に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人、又は令和５年３月末までに卒業見込みの人 

 (２)一般事務職Ｂ 

   ・昭和 57年４月２日から平成４年４月１日までの間に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人、又は令和５年３月末までに卒業見込みの人 

 (３) 保健師 

   ・昭和 62年４月２日以降に生まれた人 

・保健師資格を有する人、又は令和５年３月末までに同資格を取得する見込みの人 



 (４) 児童福祉職 

・昭和 47年４月２日以降に生まれた人 

・児童福祉法第13条第3項各号に規定する児童福祉司の任用資格と同等の資格等を有

する人又は令和５年３月末までに同任用資格を取得することが見込まれる人 

 （５)保育教諭 

   ・平成４年４月２日以降に生まれた人 

・保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人、又は令和５年３月末までに同資

格及び同免許の両方を取得する見込みの人 

（６）土木技術職 

   ・昭和47年４月２日以降に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人、又は令和５年３月末までに卒業見込みの人 

・次のいずれかの要件を満たすこと 

※高等学校以上の学校で土木に関する専門課程を専攻し卒業した人 

※土木に関する職務経験がある人 

(７) 技能労務職（調理・運搬等) 

   ・昭和 62年４月２日以降に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人、又は令和５年３月末までに卒業見込みの人 

   ・調理師免許及び中型（大型も可)自動車運転免許を有する人、又は令和５年３月末

までに同免許を取得する見込みの人 

 

３ 試験日等 

 (１) 試験日（第１次試験） 令和４年９月 18日(日) 

 (２) 試験会場       養父市立養父公民館 (養父市広谷 250)   

 (３) 試験内容      ①教養試験（技能労務職以外） 

              ②専門試験 (保健師、保育教諭、土木技術職) 

③職場適応性検査(全職種) 

④業務適性検査（技能労務職） 

    なお、第１次試験については、教養試験及び専門試験のみの成績で合否の判定を

行い、職場適応性検査は、第２次試験の判定に使用します。 

 

４ 受験申込書等 

  受験申込書及び受験票は、養父市役所及び養父、大屋、関宮の各地域局で交付するほ

か、養父市ホームページでダウンロードすることにより取得することができます。 

  養父市ホームページに掲載する試験案内に記載の必要書類を作成し、申込先へ持参す



るか郵送してください。 

 

５ 申込受付期間 

  令和４年７月 11日（月）から同年８月 23日（火）まで 

  (１) 持参の場合 平日の午前８時 30分から午後５時 15分までに下記申込先へ持参 

(２) 郵送の場合 ８月 23日(火)までの消印があるものに限る 

 

６ 受験申込み、お問い合わせ先 

  〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675番地 

養父市役所経営企画部経営総務課 

        電話 079-662-3161（代） 担当：南 

 

Ⅱ 養父市職員採用候補者試験オンライン説明会 

   職員採用候補者試験募集に際し、オンライン説明会を実施します。 

 １ 開催日時 

令和４年８月１日（月）午後２時～ 

  

２ 内容 

試験の説明、若手職員との意見交換 ほか 

  

３ 申込方法 

次の申込フォームに必要事項を記入して送信する。 

    

 

       https://logoform.jp/form/3Y7J/119238 

       （７月 11日より入力可） 

４ 実施方法 

     Zoomによる。 

     申込いただいた方にミーティング ID等をお送りします。 

 

 ５ 申込期限 

    令和４年７月 25日（月） 
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第 19回風々忌の開催について 

 

１ 事業目的 

山田風太郎（2001 年７月 28 日逝去）の没後 21 年となる本年も、恒例の追悼行事

“風々忌”を開催します。 

 

２ 事業内容 

 

(1) 日 時   令和４年７月 28日（木） 午前 10時～正午 

 

(2) 会 場   養父市立山田風太郎記念館別館（養父市関宮 605-1） 

 

(3) 内 容   別紙のとおり 

 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１９回 風々忌 

 

と き ： ７月 28 日（木） 

午前１０：００～１２：００ 

 

ところ ： 山田風太郎記念館・別館 

 

内 容 ： １.追悼行事 

〇 黙禱、献花 

２.コーラス（ 関宮ハーモニー ） 

〇「風の唄」ほか 

３.記念トーク 

〇「山田風太郎展を通して」 

姫路文学館・市太佐知学芸員 

 

主 催 ： 山田風太郎記念館・山田風太郎の会 

 

 


	1定例記者会見7月11日
	2協力企業認証交付式
	3J-VER参考資料
	4学生ボランティア派遣事業の実施について.
	5但馬牛平山牛舗と但馬醸造所の共同開発商品
	6災害時におけるキャンピングカーの提供に関する協定締結式
	7締結式次第
	9災害時におけるキャンピングカー提供に関する協定書
	10YBファブナツフェス
	11ナツフェス
	12市職員採用候補者試験
	13風々忌
	14風々忌チラシ

