
日時： 令和4年12月8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 養父市Ｊ－ＶＥＲ協力企業認証書交付について 環境推進課

2
但馬醸造所新商品　但馬漁業協同組合との共同開発
商品「のどぐろ魚醤」の発売について

商工観光課

3
朝倉山椒組合が新しい朝倉山椒苗木を開発　試験販
売を開始

農林振興課

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 上野星矢、川島麻実子特別レッスンについて まちづくり文化交流課 12月10日

2
「ロボカップジュニア2023兵庫ブロック大会in養父
市」開催について

養父公民館 12月18日

3
第７回養父市教育のあり方検討委員会開催について
（最終回）

教育課 12月19日

4
「ＹＢファブ映画まつり ～ＹＢｆａｂ ＣＩＮＥＭ
Ａへようこそ～」の開催について

まちづくり文化交流課
1月20日～

22日

5
第19回せきのみや子ども歌舞伎公演のチケット販売
について

関宮地域局 3月12日

6 令和４年12月期末勤勉手当の支給について 経営総務課

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 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） 

12月８日（木） 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、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 

①美岡工業㈱ 香美町 10ｔ-co2 

②マスミ鞄囊㈱ 豊岡市 10ｔ-co2 

③白菱電気設備㈱ 豊岡市 10ｔ-co2 

④㈱ユラク 豊岡市 20ｔ-co2 

⑤㈱さんびる 島根県 30ｔ-co2 

⑥平田運輸㈱ 加西市 30ｔ-co2 

３．日時 令和４年 12月８日（木） 午前９時 30分から認証書交付（30分程度を予定） 

              

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４年 12 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 303（23 件）  

合計 7,803（115 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   7,803ｔ-co2 

〇販売中クレジット  204ｔ-co2 

※累計 115 件 83 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） 

12月 8日（木） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285 

課長 田村 亘 

（主事 谷垣 仁宏） 

 

 

但馬醸造所新商品 但馬漁業協同組合との共同開発商品 

「のどぐろ魚醤」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 

のどぐろ魚醤 150ml 1,080円(税込) 

但馬漁業協同組合の「日本海の赤い宝石」と呼ばれるノドグロを主原料に、麹と塩だけを

使い自社で漬け込み発酵させて、魚独特の生臭さを抑え旨味の強いクセの無い味に仕上げ

ました。高級魚ノドグロの規格外品を使い一年以上かけて発酵させた天然の旨味は、炒め 

物・煮物・汁物などに少量加えるだけで、他の調味料では味わえない料理の味を激変させる

ほどの深い旨味を演出します。 

なお、塩分は一般的な醤油より高めなので、加減してお使い下さい。 

  

２ 販売開始日 

 令和４年 12月 21日(水)～ 

販売店：道の駅ようか但馬蔵、道の駅但馬楽座、道の駅やぶ など 

 

３ その他 

  鰰魚醤 200ml(1,200 円(税込))を 150ml(864 円(税込))とお求めやすい価格にリニュー

アルしました。 

 

４ お問い合わせ 

 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 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） 

12月８日（木） 産業環境部農林振興課 
079-664-0284 

（2133） 

課長 岡 和昭 

（主事 高階 麻由） 

※12月１日（木）に配布した資料と同内容です。  

 

朝倉山椒組合が新しい朝倉山椒苗木を開発 

試験販売を開始 

 

朝倉山椒生産組合が新しい朝倉山椒の苗木の開発に成功し、この冬から試験販売

を開始しますので下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

朝倉山椒の発祥地で朝倉山椒の生産振興に取り組む「朝倉山椒組合」では、平成

27年秋、朝倉地内から雄の穂木を採取して枯れにくく、一本で蕾と青実を収穫でき

るハイブリッドな苗木を開発しました。その後、栽培研究を重ね、今秋には出荷可

能となったことから、但馬地域の朝倉山椒栽培者に限定して 30本を販売します。 

開発した苗木は、植え付けによる受粉効果で天候に左右されにくく青実山椒の実

付きを向上させ、実山椒の収量アップと花のつぼみとして収穫することができ、農

家収入の増大につなげたいと考えています。 

今後、兵庫県北部農業技術センターなどの指導を受け、栽培について効率的な栽

培観察など研究を進め、令和 5年から苗木を増産し、販売を予定しています。 

 

 なお、販売は、但馬地域限定、12月 10日～20日、5,000円/本となります。 

 

 

◆ お問い合わせ 

朝倉山椒組合 組合長 才木  明  ℡079-662-4394 携帯 090-9058-4490 

 

 

◆ 苗木購入に関するお問い合わせ 

  やぶパートナーズ㈱内 朝倉山椒研究会 ℡079-661-9001 



（参 考・朝倉山椒組合作成）  

  朝倉山椒の栽培については、江戸時代に入って雌木を接ぎ木・取り木により、

広く丹後・丹波へ移植されたが、朝倉の実山椒は幕府への継続献上のほか、江戸の

多くの医師から「但馬朝倉産が絶品だ」と評価を受けている 

このような良質な山椒を生産することは、実山椒の移植だけでは増産につながらな

い 

また、朝倉地区の山林には花山椒が自生し良質な青実山椒が育つ環境にあると考え、

枯れにくい花山椒の苗木生産に着手 

雌木の実山椒の収穫期は５月下旬～６月上旬であるが、花山椒は４月中～下旬とな

り、花山椒は開花までのつぼみ（開花まで１週間）を食す（雄の花山椒は花の開花

のみで結実しない） 

収穫時期が１週間と短く、収穫量が少量のため、市場や高級料亭へ実山椒より高値

で取引されている 

辛みが弱く、山椒が苦手な人も「豚や鶏肉の山椒鍋」「豚の山椒しゃぶしゃぶ」「佃

煮」「天ぷら」など香りを楽しみながら食せる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（添付） 

雄木と雌木の写真 

 

 

 

朝倉山椒の雄と雌の相違 

○雄木 

つぼみの集合が特徴 

雄の花は「花山椒」と呼ばれ４月中旬に開花するが、開花後結実しない 

4月下旬～5月上旬が収穫期（つぼみから開花まで１週間と短期間） 

 花のつぼみを「鍋」「天ぷら」「佃煮」として食用 

 

 開花直前 20130427撮影           つぼみを収穫 20130501撮影 

 

 

○雌木 

 つぼみの２本の突起が特徴 

5月上旬に開花後、5月下旬に結実し、青実山椒となる 5月下旬～6月上旬が収穫期 

 青実を佃煮などで食する 

 

開花直前 20130501撮影           青実山椒 20130523撮影 

 



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） 

12月８日（木） 
市民生活部 

まちづくり文化交流課 

079-662-0071 

（6032） 

課長 谷 徳充 

（主幹 池田卓也）   
 

上野星矢、川島麻実子特別レッスンについて 

 

 ジャン＝ピエール・ランパル国際フルートコンクールで優勝し、世界的に注目を集めた 

日本が誇るフルーティストの上野星矢と、元東京バレエ団プリンシパルの川島麻実子が、 

12月 11日（日）のリサイタル前日に、以下のとおり地域の子ども達に特別レッスンを行い

ます。 

 

 

１ 日 時  令和４年 12月 10日（土） 午後６時から 1時間程度 

       （移動状況や準備等の都合により 30分程度早まる可能性あり） 

 

２ 場 所  やぶ市民交流広場 ホール及びリハーサル室 

 

３ 指導者  上野星矢（フルート） 

       川島麻実子（バレエ） 

       ※添付のチラシ裏面にプロフィールあり 

         

４ 内 容  ①上野星矢レッスン（場所 ホール） 

 養父中学校吹奏楽部の木管アンサンブルチームへのレッスン 

②川島麻実子レッスン（場所 リハーサル室） 

 八鹿バレエ教室の生徒（小学校高学年～高校生、一部成人）へのレッスン 

       ※①と②は同時に行います。 

       ※青柳いづみこ養父市芸術監督は都合により参加しません。 

 

５ その他  養父市芸術監督 青柳いづみこプレゼンツ 

～珠玉のクラシックシリーズ第２弾～ 

「上野星矢フルートリサイタル」 

        令和４年 12月 11日（日） 午後２時開演 （午後１時 30分開場） 

        （やぶ市民交流広場 ホール） 

       ※チラシを添付 

 

 







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） 

12月８日（木） 
市民生活部 

養父地域局（養父公民館） 

079-664-1141 

（内線 2400） 

局長 池田 雅美 

（主幹 小島 聖弘）  
 

「ロボカップジュニア 2023兵庫ブロック大会 in養父市」の開催について 

 

 養父市では、学習成果の発表、交流の機会として平成 16年度から「ロボカップジュニア」

を行なっている。令和４年度は「ロボカップジュニア 2023兵庫ブロック大会 in養父市」と

して開催する。 

ロボット製作は、子どもたちに「ものづくり」（ロボットの組立、操作）の喜びを与えて

くれる科学技術教育のよい教材である。また、製作の過程で「教える・教わる」などのコミ

ュニケーションの確立、探究心・創造性の育成など幅広い教育効果が期待できる。 

 

１ 主 催  養父市・養父市教育委員会 

 

２ 期 間  令和４年 12月 18日（日）午後０時 30分～午後３時 30分頃 

 

３ 場 所  養父市立養父体育館（養父市広谷 250番地） 

 

４ 内 容  自律型ロボットによる「サッカー」と「レスキュー」の競技大会 

       (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンステージ競技は行わない) 

       ※詳細は別紙のとおり 

 

５ その他  後援：兵庫県教育委員会但馬教育事務所 

       協力：近畿大学付属豊岡中学校・高等学校、ロボット科学教室たまらっく 

 

 



子ども達（１９歳以下の児童・生徒）が製作した自律型ロボットによる 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 
「オンステージ」の競技は開催しません。 

※スリッパ等の履物は各自ご持参ください。 

「サッカー」と「レスキュー」の競技です！ 

                    ロボカップとは 「西暦２０５
０年までに、人間のサッカー世

界チャンピオンチームに勝てる

ロボットチームを作る！」とい

う、 世界の人々に分かりやす
い、夢のある目標を掲げる事に

よって、真に人間社会に役立つ

ロボット技術を育成することを

目的とした、ユニークな国際プ

ロジェクトで、世界３５カ国から

競技者が集います。 

◆日  時：２０２２年１２月１８日（日）  

◆会  場：養父市立養父体育館（養父市広谷２５０番地） 

◆問合せ：養父市立養父公民館（ＴＥＬ：079-664-1141） 

主 催：養父市、養父市教育委員会 

後 援：兵庫県教育委員会但馬教育事務所 

協 力：近畿大学附属豊岡中学校・高等学校、ロボット科学教室たまらっく 

★公式サイト★ 

１２時３０分～試合開始 兵庫ブロック大会 

RobocupJunior 2023 

ｉｎ養父市 

 入場無料だよ！ 
見にきてね！ www.robocupjunior.jp 

ロボット同士の熱い戦い！ぜひ間近でご覧ください！ 



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） 
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第７回養父市教育のあり方検討委員会開催について（最終回） 

 

令和４年度に設置した「養父市教育のあり方検討委員会」では、養父市長からの諮問を

受け「教育のあり方に関すること」「子育てのあり方に関すること」「教育施設等のあり方

に関すること」について、これまで６回の会議を行ってきました。 

検討委員会では、義務教育だけでなく、保育を含めた子育てのあり方から、高校教育、

生涯教育に至るまで、０歳からの一貫した教育のあり方を検討するとともに、養父市まち

づくり計画に基づき、養父市が目指す「誰一人取り残さない、学びがあふれる教育環境の

実現」と学校を中心とした将来の地域づくりに向けて包括的に審議、検討してきました。 
  最終回の第７回検討委員会を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１ 開催日時   令和４年 12月 19日（月）午後７時～ 

  

２ 会  場   養父公民館２階 研修室Ａ 

          （〒667-0101 兵庫県養父市広谷 250番地  ℡079-664-1141） 

  

３ 内  容   議題 

         ・答申（案）について 

 

４ その他    第７回検討委員会で決定した答申は以下の日程で提出する予定です。 

         令和４年 12月 21日（水）午後６時 

         養父市役所 ２階 第１会議室  

    

 



 

「ＹＢファブ映画まつり ～ＹＢｆａｂ ＣＩＮＥＭＡへようこそ～」の開催について 

 

但馬唯一の映画館「豊岡劇場」が今年８月 31日に一時休館となり、但馬内で映画館で映

画を楽しめる環境がない状況で、やぶ市民交流広場の多様な活用と多くの市民の方に身近

な場所でスクリーンで映画を楽しんでいただくため、小さなお子様からお年寄りまで幅広

い年齢層が楽しめる映画作品の上映会を開催します。 

 

 

１ 主 催  養父市  

 

２ 開催日  令和５年１月 20日（金）、21日（土）、22日（日) 

 

３ 上映作品（上映開始時間） 

【1/20（金）】 

 『瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと』（午前 10時） 

 『とんび』（午後１時 30分／午後７時（※２回上映）） 

 【1/21（土）】 

 『ＳＩＮＧ ネクストステージ』（午前 10時） 

 『お終活』（午後１時 30分） 

 『トップガン マーヴェリック』（午後７時） 

 【1/22（日）】 

 『映画「それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル」』（午前９時 30分） 

 『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』（午前 11時 30分） 

 『ミニオンズ フィーバー』（午後１時 30分） 

 

４ 場 所  やぶ市民交流広場 ホール 

        

５ 入場料  一般 500円 小学生以下 無料（要申込） 
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（主幹 尾﨑 美香）  
 

第１9回せきのみや子ども歌舞伎公演のチケット販売について 

 

１  目 的 

 葛畑農村歌舞伎伝承会主催の「第１９回せきのみや子ども歌舞伎公演」のチケット

販売が始まります。今年は、但馬一円から集まった６人の子どもたちが演じます。夏

休み返上で集中稽古をし、皆様にお披露目できるよう頑張っています。一人でも多く

の方に見に来ていただきますようご案内します。 

 

２  公演日時 

令和５年３月 12日（日） 

    開場／午後１時 00分  開演／午後１時 30分 

    場所／養父市立関宮公民館 ノビアホール 

３  演 目 

・口上 

・葛畑三番叟 

・歌舞伎 

 「傾城阿波の鳴門 どんどろ大師の場」（けいせいあわのなると どんどろたいし

のば） 

４  発売日 

     先行販売 伝承友の会 令和４年 12月 21日（水）～ 関宮公民館のみ 

一般販売 令和５年１月 11日（水）～ 養父市内各公民館 

 Ｗｅｂ予約サイト https://ｐ-ticket.jp/yabu 

     ※お一人様 ５枚まで 

     ※伝承友の会入会 一口 1,000円～（年会費） 

 ５  入場料 （全席指定席） 

    高校生以上 1,300円 

中学生以下  500円 

※当日券の販売はありません。 

 ６  資 料 

    別添開催チラシ 
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令和４年 12月期末勤勉手当の支給について 

 

下記のとおり、養父市職員の令和４年 12 月期末勤勉手当の支給について、発表します。 

【支給率】 特別職（市長、副市長、教育長）2.175月分（前年 2.15月分） 

         議員         2.05月分 （前年 2.05月分） 

        一般職               2.25月分[期末 1.2月 勤勉 1.05月] 

（前年 2.225月分[期末 1.275月 勤勉 0.95月]） 

【支給日】 令和４年 12月９日 

【支給額等】  

区 分 

Ｒ４.12.９支給 Ｒ３.12.10支給 対 前 年 

人数 支給額(円) 人数 支給額(円) 

人 数 支給額 

比較

(人) 

比率

(％) 

比較 

(円) 

比率

(％) 

特別職 

一般職 
291 230,381,879 293 221,603,493 △2 99.32 8,778,386 103.96 

議 員 16 11,590,700 16 11,590,700 0 100.00 0 100.00 

合 計 307 241,972,579 309 233,194,193 △2 99.35 8,778,386 103.76 

※ 支給額は税込み 

 

【期末勤勉手当の主な増減理由】 

 〇 前年度に比べ総支給額が増となっているのは、今年の人事院勧告により若手職員の

給料月額が改定され増額となったことに加え、勤勉手当支給率が 0.95から 1.05へ増

となったことによるものである。なお、期末手当については前年の人事院勧告によっ

て支給率が 1.275から 1.2へ減となっている  

  



【特別職の手当額】 （  ）は前年 12月 10日時点の額 

市 長       1,873,327円（1,851,795円）  

副市長       1,507,275円（1,489,950円） 

教育長       1,399,612円（1,383,525円） 

議 長       969,650円（969,650円）  副議長  766,700円（766,700円）  

常任委員長等    721,600円（721,600円）  議 員  699,050円（699,050円）  

 

【一般職の平均手当額】  779,247円（ 743,710円）医師職を除く 

【一般職の平均年齢】   43歳 4月（ 43歳 7月） 
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