
日時： 令和5年2月24日（金）　午前10時から

場所： 市役所本庁舎3階　第2委員会室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1 「であいの里ひなまつり」の開催について 人権・協働課
3月3日
～4月3日

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 「第19回養父市民展」の開催について 養父公民館
3月3日
～5日

2 令和４年度　第13回お米食味会の開催について 農業委員会 3月8日

3
「養父市男女共同参画講演会・輝く女性活躍賞表彰
式」について

人権・協働課 3月11日

4 「子育て世代の防災ガイド」の作成について 防災安全課

5
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 24日（金） 
市民生活部 

人権・協働課 
079-662-7601

課長 井上 剛 

(主幹 小島 香織) 

「であいの里ひなまつり」の開催について 

 子どもの健やかな成長と幸せを願い、3月 3日から 4月 3日まで「であいの里ひなまつり」を開

催します。 

養父市内外の大勢の皆さまに寄贈いただきました家で飾らなくなった七段飾り、御殿びな、葛

畑土人形、子どもの着物などを展示します。 

今は継承者がなく途絶えてしまった伝統文化である「葛畑土人形」を保存していきたいという

思いで始めた「であいの里ひなまつり」は、今年で１3回目となりました。 

 以前は、冬期出稼ぎなどがあったことや雪深い地域で桃の花の時期も遅かったことなどもあっ

てか、古き時代より当地では４月３日を桃の節句として、おひなさまを飾り、桃の花や菱餅を供え

て、女の子の健やかな成長と幸せを願いお祝いしてきました。その名残もあり、毎年、４月３日ま

で開催することにしています。 

１.主催  出合校区協議会

２.期間・時間  令和５年３月３日（金）～４月３日（月） 毎日：午前９時 30分～午後４時

３.場所  出合コミュニティスポーツセンター（であいの里）（旧出合小学校）

養父市出合２４９番地 

４.展示  葛畑土人形約 470点、明治から現代風の御殿飾り 10点、

七段飾り約 30点(450体)、平面飾りのひな人形約 400体、内裏雛 12セット 

女児の着物、つるし飾り、掛軸 他 〔合計 人形約1400体、 その他100点〕 

５.期間中の催し

〇がっせぇアート展  （場所 であいの里 研修室） 

〇レジェンド＆バタフライ 映画公開記念パネル展 

〇加工品販売（常時： もち、漬物）（土日限定販売：あん餅、赤飯） 

６.問合せ  出合校区協議会  ℡０７９－６６７－８０２０

７.その他  令和３年１０月２１.２２．２３日「レジェンド＆バタフライ」ロケ隊一行のみなさんが、

着替えやメイク、休憩等の会場として、出合校区協議会を利用されました。（使用された部屋

は見ていただけます。）２３日、一行にあんもちを差入れました。休憩に帰るなり、綾瀬はるか

さんからの第一声は「おもちとっても美味しかった！」また、スタッフの方からも「よもぎがたく

さん入っていてとても美味しかった。郷里を思い出しました。」などと好評をいただきました。

綾瀬はるかさんからお礼の色紙が届きました。 

(楽屋、ロケ現場の写真は一切禁じられていて当方で撮った写真はありませんが、今回、東

映さんから許可を得た写真を展示します。) 

※ 新型コロナ防止対策にご理解とご協力をお願いします



子どもたちの健やかな成長を願って 令和 5年 3月 3日(金)～4月 3日(月)

 

みなさまのお越しをお待ちしております 出合校区協議会 

「であいの里 ひなまつり」 「がっせぇアート展」 ご案内

発行：令和 5年 2月 出合校区協議会(であいの里) 

〒667－1112 兵庫県養父市出合 249番地 

養父市出合コミュニティスポーツセンター内 

☎ 079-667-8020 Fax 079-667-8022

至鳥取 

出合出合診療所から西へ

直進約 100ｍ

北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山 IC 下車 国道 9号線 西へ約 12㎞関宮 

関宮関神社前信号左折 

 県道西へ約 5㎞ 

診 であいの里

出合橋 

至ハチ高原 

＊ 新型コロナ対策に
ご理解ご協力をよろしくお願いします。

【と  き】 令和５年３月３日(金)～４月３日(月) 毎日 ９時３０分～１６時００分 

【ところ】 養父市出合 249番地 出合コミュニティスポーツセンター （であいの里）（旧出合小学校） 

【内 容】 〔ひなまつり展示品〕葛畑土人形、御殿びな、７段飾り、明治から昭和の内裏さま、 

市松人形、掛軸、子どもの着物、つり飾りなど (約 1400体) 

  〔がっせぇアート展〕 絵画作品 （研修室） 

【その他】＊ 東映映画「レジェンド＆バタフライ」撮影風景写真等展示 （写真は遠景のものです。）

＊ 加工品販売   漬物・もち  土・日はあん餅、赤飯限定販売 

ひな人形は体育館いっぱいに展示 

します （昨年の展示風景） 

「がっせえアート展」力作を見に来てください 
研修室



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 24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 小島 聖弘） 

「第 19回養父市民展」の開催について 

第 19回養父市民展を下記のとおり開催します。 

１ 趣  旨 

芸術・文化を愛好する市民の創作作品を発表する場をつくる。作者同士や市民との出
会いを図り、生活の中に芸術を味わう楽しさを普及していく。 

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５年３月３日（金）～５日（日）午前９時～午後６時（５日は午後３時まで） 

５ 会  場 

養父市養父公民館（養父市広谷 250番地） 

６ 展示作品 

81点（２月 17日現在） 

書 16点（書道、篆刻）、絵画 19点（油絵、水彩画、日本画等）、工芸等 28点（ちぎり
絵、手芸等）、写真 18点 

７ 協賛イベント 

「邦楽 結いの会」による筝と尺八の演奏会 

日 時 令和５年３月４日（土） 午前の部 10時 30分・午後の部 2時 30分 

場 所 ビバホール２階ロビー（養父市広谷 250番地） 

入場料 無料 

８ 私のお気に入り賞 

観覧者の投票（投票受付は３月５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５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 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 24日（金） 農業委員会 079-664-1450
局長 岸 敬悦 

（主事 定岡 良樹） 

令和４年度 第 13回お米食味会の開催について 

 養父市農業委員会では、市内のお米づくりが、さまざまな問題を抱えている現状において、

米の品質・食味・大粒化等について再確認することで、生産者の更なる生産意欲向上と米の

品質・食味向上に資するため、第 13回お米の食味会を開催します。 

１ 主 催  養父市農業委員会（農政部会） 

２ 日 時  令和５年３月８日（水） 午後３時 30分～ 

３ 場 所  養父市公民館 ２階 視聴覚室 

（養父市広谷２５０番地） 

４ 内 容  食味会 

・対象品目 養父市産米４品目、基準米１品目

・審査方法 同一条件で炊飯した米を食べ比べて、参加者が審査

・審査結果 ２番目まで公表する

５ その他  参集約 40名 

・市内お米生産者

・食や農業に携わる関係者

・行政関係機関

・養父市農業委員会（農業委員、農地利用最適化推進委員）



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 24日（金） 市民生活部人権・協働課 
079-662-7601

（1272） 

課長 井上 剛 

（主幹 廣瀬 美惠子） 

「養父市男女共同参画講演会・輝く女性活躍賞表彰式」について 

 養父市の男女共同参画を促進するため、下記のとおり講演会及び表彰式を開催しま

す。 

京都で「佰食屋
ひゃくしょくや

」を展開し、「１日 100食限定」というお客さまにも従業員にもそ

して環境にも優しい経営を実現。この不安定な世の中を生き残っていくために、考え

抜いた手法や、ワーク・ライフ・バランスを実現し、みんなが幸せになる秘訣につい

てお話しいただきます。 

なお、講演前に、自らの希望と選択に基づく働き方により、仕事と生活を充実させ

ている女性を顕彰する「養父市輝く女性活躍賞」表彰式を行います。 

本事業は、昨年度、故辻本すみゑさんのご遺族、辻本康次さんから、故人の遺徳を

偲ぶことで男女共同参画の推進の一助になればとの思いから寄附をいただき、その寄

附金を財源に行う事業です。 

 辻本康次さんは、故人が男女雇用機会均等法の成立以前より女性管理職としてご活

躍されたことから、故人の遺志をつなぐ方々が活躍される社会の実現に向けて、養父

市男女共同参画推進員、兵庫県男女共同参画推進員としてご尽力いただいています。 

１ 日 時   令和５年３月 11 日（土）午後１時 30 分開会（開場：午後１時） 

２  場 所 養父市立ビバホール（養父市広谷 250番地） 

３ 講 師   株式会社 minitts代表取締役 

中村
なかむら

 朱
あけ

美
み

さん 

４ 演 題  ～みんなに必要な新しい働き方～ 

広がる可能性と夢の実現 

５ 参加方法   入場無料ですが、整理券をお求めください。整理券は 1 月 20 日
（金）から養父市役所人権・協働課、みふね会館のほか各地域局、
各公民館で配布しています。 

６ 主  催 養父市・養父市男女共同参画センター 



７ 共  催 養父市男女共同参画推進員会議 

８ その他 手話通訳あり、託児あり（３月３日（金））までに要申込） 

 

  



養父市記者発表資料（資料配布） 資料番号 ４ 

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

（主幹 釜谷匡人） 

「子育て世代の防災ガイド」の作成について 

NPO 法人りとるめいとは、今年度、「養父市提案型市民協働事業」に取り組み、主に子育

て世代を対象として全６回の防災講座を実施しました。 

この度、これらの防災講座の要点や内容等を盛り込んだ「子育て世代の防災ガイド」を作

成しましたのでお知らせします。 

記 

１ 目 的   日本各地で地震や豪雨等の自然災害が頻発する中、主に子育て世代を対

象に防災講座を実施してきた。その成果を講座に参加されていない方にも広

く周知することにより、防災意識の更なる向上に役立てるため。 

２ 部 数  400部 

３ 配布方法  ○市の実施する乳幼児健診時に配布

○養父市子育て・移住サポートセンターで配布

○市ホームページに掲載

４ 問合わせ  〒667-0021 

養父市八鹿町八鹿 1097-8 新町ハイツ 101 

NPO法人りとるめいと（TEL:079-662-2677） 











養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号 ５ 

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 24日（金） 経営企画部 収納対策室 079-662-3166 
室長 小野山 幸司 

（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 4年 12月を中心に行った。（令和 4年 11月～令和 5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、差押を行いました。 

     文書催告 627通 

     電話催告 370件 

     差押 22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 10班  訪問 347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 46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

広報誌及びＣＡＴＶでの周知を図りました。

（６）実 績（9課の合計）

市税及び公共料金等の合計で、38,621,489円

（内訳 現年度 29,258,351円  滞納繰越 9,363,138円） 

※令和 3年度実績収納合計  56,610,046円 

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

※対前年度比  17,988,557円減 

（内訳 現年度 6,811,863円減 滞繰繰越 11,176,694円減） 

※ 滞納繰越分の大幅な減額は、税務課のコロナに起因する徴収猶予の影響が大きい。 

昨年は、猶予した税が期限を迎え、まとまった収入となる特別な要因があった。

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 
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