
日時： 令和5年2月9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
市内事業者7社への養父市Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証
書交付について

環境推進課

2 認知症啓発映画上映会の開催について 介護保険課 3月18日

3
養父市ロケーション協力作品「レジェンド＆バタフ
ライ」特別上映会の開催について

商工観光課
2月25日～
26日

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
大阪府高齢者大学校「ミニコンサート」の開催につ
いて

商工観光課 2月17日

2
グンゼコレクション「浮世絵に描かれた養蚕展」の
開催について

まちづくり文化交流課
2月21日
～3月12日

3 第７回　人権学びステーションについて 人権・協働課 2月25日

4
第70回兵庫県広報コンクール映像部門において当市
制作作品が入賞しました

情報課

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 １ 

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９日（木） 産業環境部 環境推進課 
079-664-2033 

（2121） 

課長 田中正広 

(主事 岸本 晋弥)  
市内事業者 7社への養父市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、地球温暖化防止を目的として、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」である但馬銀行（兵庫県豊岡市千

代田町 1番 5号、取締役頭取：坪田 奈津樹氏）の斡旋により、本市と契約締結に至った７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します。 

２．企業（交付予定） 

企業名 所在地 購入量 

① ㈱くまだ建工社 養父市 10ｔ-co2 

② ㈱但馬近畿工業 養父市 10ｔ-co2 

③ ㈱西村交益社 養父市 10ｔ-co2 

④ ㈱ヒュッテやまなみ 養父市 10ｔ-co2 

⑤ 但馬オート㈱ 養父市 10ｔ-co2 

⑥ HYOGOソーラー住建㈱ 養父市 10ｔ-co2 

⑦ 八鹿アルミ㈱ 養父市 10ｔ-co2 

３．日時 令和５年２月９日（木） 午前９時 30分から認証書交付（30分程度を予定） 

                ※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に取り組まれる企業へＪ-ＶＥＲの販売を進めております。 

養父市のＪ-ＶＥＲの仕組み、取り組み状況については、別紙 参考資料「養父市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５年２月 7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年度から令和４年度まで）  

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 373（30件）  

合計 7,873（122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   7,873ｔ-co2 

〇販売中クレジット  134ｔ-co2 

※累計 122 件 88 事業者うちふるさと納税７

 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 ２ 

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 9日（木） 健康福祉部介護保険課 
079-662-7603 

（1166） 

課長 日下部光俊 

（保健師 森知美）   
 

認知症啓発映画上映会の開催について 

 

認知症になっても自分らしく安心して住み慣れた地域で暮らし続けるためには、認知症

について正しく理解することが必要です。 

市民の皆さまが認知症への関心や理解を深める機会として、映画上映会を認知症支援の

実践団体と共に開催します。 

上映後には、信友直子監督のオンライン講演があります。 

 

１ 主 催  養父市 / 認知症啓発映画上映実行委員会（養父市認知症カフェ連絡会） 

 

２ 日 時  令和５年３月 18日（土） 

         1回目 開場/午後１時 上映開始/午後１時 30分  

         2回目 開場/午後６時 上映開始/午後６時 30分  

 

３ 場 所  養父市立ビバホール（養父市広谷 250） 

 

４ 定員   各 300人 

        

５ 内容   信友直子監督 

       「ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえりお母さん～」 

（上映時間 各 101分） 

 

６ 入場料  無料（整理券が必要です） 

 

７ 整理券配布場所 介護保険課 079-662-7603 

養父市社会福祉協議会 079-662-0160   

養父支部 079-664-1142 

大屋支部 079-669-1598 

関宮支部 079-667-3248 

 



養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号 ３ 

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９日（木） 産業環境部 商工観光課 
079-664-0285 

（2166） 

課長 田村 亘 

  （主事 小村 亮太） 

 

養父市ロケーション協力作品「レジェンド＆バタフライ」 

特別上映会の開催について 

 

 令和３年秋、養父市がひょうごロケ支援ネット、であいの里、轟区、筏区の協力のもと、

ロケ支援事業の一環として杉ヶ沢高原における撮影に対応した映画『レジェンド＆バタフ

ライ』（製作：「THE LEGEND & BUTTERFLY」製作委員会、監督：大友啓史、脚本：古沢良太）

が、令和５年１月 27日（金）から全国公開中です。 

 この映画は、東映創立 70周年記念作品として製作された、織田信長（演：木村拓哉）と

濃姫（演：綾瀬はるか）が生きた激動の 30年を描いた感動超大作です。 

 杉ヶ沢高原は、現代物が全く見えない景色が広がっていることが監督によるロケ地選定

の決め手となり、織田信長と濃姫が狩りをするシーンが撮影されました。 

 また撮影の合間には地元より大根汁、よもぎ餅、栃餅、赤飯が振舞われ、出演者やスタッ

フの方々にご当地グルメの味をお楽しみいただきました。 

 そして、今回、撮影にご協力いただいた地域より、「心が弾む経験ができた」という言葉

とともに、映画を楽しめる環境がない但馬においても映画のヒットを応援したいという熱

意が伝わり、養父市でも同映画の上映会を開催することになりました。 

 現在公開中の本作を自治体主催で上映することは養父市が全国初となります。 

 

１ 主 催  養父市 

 

２ 日 時  令和５年２月 25日（土）、26日（日） 

       両日とも①午前９時 30分～ ②午後２時～ 

 

３ 場 所  やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）ホール棟 

        

４ 鑑賞券  全席指定 

一般 1,900円、大学生 1,500円、 

高校生・中学生・小学生・小人（３歳以上）・障がい者 1,000円、 

シニア（60歳以上）1,200円 

 

５ チケット販売  令和５年２月８日（水）午前９時～24日（金）午後５時  

       プレイガイド インターネット予約、市内各公民館窓口 

 

６ 問い合わせ先  養父市役所商工観光課（小村または田渕）  

       電 話：079-664-0285 

       メール：shoukoukankou@city.yabu.lg.jp 



 

次の写真については、提供可能です。ただし、クレジット「養父市提供」としてください。 

撮影風景① 撮影風景② 

撮影風景③ 

地元から振舞われた栃餅、よもぎ餅 







養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号 １ 

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９日（木） 産業環境部・商工観光課 
079-664-0285 

（2166） 

   課長 田村 亘 

（ 主事 小村 亮太 ） 

 

 

大阪府高齢者大学校「ミニコンサート」の開催について 

  

養父市と認定 NPO法人大阪府高齢者大学校は平成 26年より相互の発展と充実に資するた

め、両機関における生涯学習（文化、教育、環境等）の振興に係わる協定を結んでいます。 

今回３年ぶりにミニコンサートを開催する運びとなりましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時   ２月 17日（金）午後１時 30分～午後２時 30分（午後１時開場） 

       

２ 場 所   養父市立ビバホール 

        （兵庫県養父市広谷 250） 

 

３ 出演者   小澤 聖子（オペラ歌手） 

        山田 千愛（ピアニスト） 

 

４ 入場料   無料 

 

５ 主催・後援    主催：認定 NPO法人大阪府高齢者大学校 

         後援：養父市 

 

６ 問合せ    認定 NPO法人大阪府高齢者大学校 

        （大阪市中央区法円坂１丁目１-35） 

         電話：06-6360-4400 



        

お昼のひととき 素敵な音楽で贅沢な気分に！！ 
                                               

    

 

小澤聖子 

オペラ歌手・声楽家 

山田千愛 

ピアニスト 

イタリアコンコルソバッシオールネ賞受賞 

関西二期会会員・高大講師など幅広く活躍中 

かやぶき音楽家デュオコンクールグランプリ受賞 

神戸クルーズ船「コンチェルト」にて演奏活動中 

高大講座伴奏者としても活躍中 

日時 2023年２月 17日（金）１時 30分～２時 30分（１時開場） 

場所 ビバホール（養父市広谷） 

主催 認定 NPO法人 大阪府高齢者大学校       

後援 養父市 

この道・からたちの花 

宵待ち草・荒城の月 

トゥーランドット 

月の光・トルコ行進曲 

ラ・カンパネラ 

昭和ポップスメドレー 

入場無料 



養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号 ２ 

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９日（木） 
市民生活部 

まちづくり文化交流課 

079－662-0071 

（6020） 

課長 谷 徳充 

（主幹 森本 実千代 ）  
 

グンゼコレクション「浮世絵に描かれた養蚕展」の開催について 

 

やぶ市民交流広場の建つ場所は、かつてグンゼ株式会社の八鹿工場でした。その縁で、グ

ンゼ株式会社綾部本社が所蔵する浮世絵７点をお借りして、「浮世絵に描かれた養蚕展」を

開催します。養父市の養蚕と産業の歴史を考え、文化芸術に触れる体験ができる貴重な機会

です。 

期間中は、図書館とのコラボ企画やグンゼ八鹿工場の歴史と在りし日の写真のパネル展

示も行います。 

 当時働いていた方も、その当時を知らない方も、グンゼ八鹿工場と人びとの様子を見て、 

昭和の八鹿工場の風景を味わってください。 

 

 ※グンゼコレクションとは 

 グンゼ株式会社のＯＢの方から寄贈された養蚕に関係する 200 余点の浮世絵コレクショ

ンです。 

 

１ 主  催  養父市・養父市教育委員会  協力 グンゼ株式会社・グンゼ博物苑 

 

２ 開催期間  令和５年２月２１日（火）～３月１２日（日） 

        午前９時～午後５時 入場無料（月曜休館） 

 

３ 場  所  やぶ市民交流広場 展示室 

        

４ 内  容  

〇グンゼコレクション『浮世絵に描かれた養蚕展』 

       ・グンゼ株式会社綾部本社様よりお借りした浮世絵作品を展示 

 ・代表的な作者や浮世絵の楽しみ方などもパネルにて紹介 

    〇 同時開催：グンゼ八鹿工場からＹＢファブへ 

       ・展示室入口前にてパネルで歴史と写真を展示 

５ その他 「期日限定展示」及び「図書館とコラボ」についてはチラシ参照  

 

 

 







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５年２月25日（土）午後１時30分～午後３時30分 

３ 会 場 子育て・移住サポートセンター 

４ 参加者 市民 

５ 演 題 これからの部落問題 

６ 講 師 ノンフィクションライター

角岡 伸彦（かどおか のぶひこ）さん

７ 内 容 部落問題の真実を知らないと、部落に対してマイナスイメージを持ったり

ネットにあふれる情報を鵜呑みにしたり・・・。部落問題について自分の問

題として一層の理解を深め、因習や偏見、世間体に縛られず、日常生活を人

権の視点で見つめ直す機会とする。

８ 参加料 無料 

９ その他 ・定員80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（資料配布） 資料番号 ３ 

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９日（木） 
市民生活部 

人権・協働課 

079-662-7601

(1270)

市民生活部長兼人権･協働課長 

井上  剛 

（人権推進員 武田 俊彦） 



養父市人権文化を育む体験講座                                         
これからの部落問題        

 

部落問題の真実を知らないと、部落に対してマイナスイメージを持ったりネットにあふれる情

報を鵜呑みにしたり・・・。部落問題について自分の問題として一層の理解を深め、因習や偏見、

世間体に縛られず、日常生活を人権の視点で見つめ直す機会とすることで、より良い社会を築く

ヒントを一緒に考えてみませんか。 

＊講 師 ノンフィクションライター 角岡かどおか 伸彦のぶひこ さん 
プロフィール 

1963年、兵庫県加古川市生まれ。関西学院大学社会学部卒業後、

神戸新聞記者を経て、フリーライター。大阪市在住。 

著書に『ふしぎな部落問題』（ちくま新書）、『はじめての部落問題』

（文春新書）、『被差別部落の青春』（講談社文庫）『ゆめいらんかね、

やしきたがじん伝』（小学館文庫）、他多数 

 
＊と き  令和５年２月 25 日（土） 

午後 1 時 30 分～午後３時 30 分        
        

＊ところ  子育て・移住サポートセンター 
 

＊お申込み 定員 80 名(先着順)です。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 
 

※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。 
 

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〉                  受付 １月 30日（月）～２月 24日（金） 

※ 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 
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課長 津崎 朋彦 

（主査 岩見 ちはる） 

第 70回兵庫県広報コンクール映像部門において当市制作作品が入賞しました 

 兵庫県内の各市町が発行・発表した各種広報媒体の中から優秀な作品を選定する「第 70

回兵庫県広報コンクール」の映像部門において、当市が制作した作品が入賞しましたので、

お知らせします。 

なお、映像部門における入賞については、昨年に続き、２年連続となります。 

１ 入賞部門 映像部門 

※同部門応募総数 13点

２ 受賞した賞  努力賞 

３ 受賞作品 「インターネット上に『もう一つの養父市』 バーチャルやぶオープン」 

４ 制作意図 

 世界的に注目されていながら、行政として活用される例が少ないメタバースを高齢

化率の高い養父市の視聴者にわかりやすく伝え、市政への理解を深めてもらおうと制作

しました。 

一般公開を機に紹介することで、今年度の市の目玉施策の一つに市民にも積極的に関

わってもらい、もう一つの養父市のにぎわいを作っていく契機となることを目指しまし

た。 

５ 備考 

受賞した作品については、YouTubeにおいて公開しています。 
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