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留寿都高等学校国際交流部・養父市教育委員会ＡＬＴ（外国語指導助手） 

オンライン交流事業について 

 

このたび、留寿都高等学校国際交流部と養父市のＡＬＴとのオンライン交流会を実施し

ます。 

同校国際交流部では、学んでいる国際知識や英語を様々な国の方に聞いてもらうプレゼ

ンテーションや養父市との親睦を深める機会として養父市のＡＬＴとの交流を考えており、

養父市教育委員会では、ＡＬＴの教育活動の一環として留寿都村及び留寿都高等学校との

交流関係を深めるために実施します。 

  

記 

 

１ と き  令和５年３月８日（水） 

午後３時 45分から４時 45分 

 

２ ところ  養父市役所養父庁舎（養父市広谷 250-1） 

       ２階 相談室５ 

 

３ 内 容  プレゼンテーション 

・留寿都高等学校国際交流部 

英語もしくは日本語で留寿都村と留寿都高校について 

・養父市教育委員会ＡＬＴ（外国語指導助手） 

 英語もしくは日本語で養父市についてと日本に来て驚いたことなど 

 



留寿都高等学校国際交流部・養父市教育委員会ＡＬＴ（外国語指導助手） 

オンライン交流事業 

 

１ 事業の経緯 令和４年９月26日に開催された「養父市・北海道留寿都村の姉妹提携40 

周年記念式典」の報道記事を留寿都高等学校 国際交流部顧問の増井先生 

が目にされ、養父市と留寿都村との交流の歴史を知ったことから、国際交 

流部と養父市のＡＬＴとの交流を発案された。 

国際交流部では学んでいる国際知識や英語を様々な国の方に聞いてもら  

うプレゼンテーションとして、また養父市との親睦を深める機会として養父 

市のＡＬＴとの交流を考えている。 

養父市教育委員会ではＡＬＴの活動の一環として出席可能なＡＬＴに依    

頼し、留寿都村及び留寿都高等学校との交流関係を深めるものである。 

 

２ 内 容  プレゼンテーション 

・留寿都高等学校国際交流部 

英語もしくは日本語で留寿都村と留寿都高校について 

・養父市教育委員会外国語指導助手（ＡＬＴ） 

 英語もしくは日本語で養父市についてと日本に来て驚いたことなど 

 

３ 日 程  令和５年３月８日（水） 

４ 時 間  15時45分から16時45分まで 

５ 主 催  留寿都村立留寿都高等学校・養父市教育委員会 

６ 場 所  留寿都村立留寿都高等学校・養父市教育委員会（会議室） 

７ 出席者  留寿都村立留寿都高等学校 

             国際交流部顧問・英語教諭 増井 誠一 

             国際交流部員  ２人 

       養父市教育委員会外国語指導助手（ＡＬＴ） 

             ＡⅬＴ  アンドリア・マリッサ・エヴァンス 

             ＡⅬＴ  ハナ・リースミス  

             ＡⅬＴ  マデレイン・グレース・バーネヲール   

             ＡⅬＴ  テイラー・ケイ・ロズナオスキー 

             ＡＬＴ  デニス・ラグラ・カランダ 

       養父市教育委員会 教育課   課長 石田 恵美   

                教育課   主事 白山 真雪 

                教育課   地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 橋本 祐香里 
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養父市住宅マスタープラン（案）に対するパブリックコメントを募集します 

 

 養父市では、今年度「養父市住宅マスタープラン」の改定に取り組んでいます。このたび、

「養父市住宅マスタープラン策定会議」を経て、計画案がまとまりましたので、市民の皆さん

からの意見を募集し、寄せられた意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。 

  

記 

 

１ 意見募集対象資料  養父市住宅マスタープラン（案） 

 

２ 計画（案）の概要   本計画は、平成 23年に策定した住宅マスタープランの計画期間

が過ぎたことに伴い、令和３年度に策定した「養父市まちづくり

計画（第 3次養父市総合計画）」、国が住生活基本法に基づき改定

した「住生活基本計画（全国計画）」、また、それに基づく「兵庫

県住生活基本計画」も同年３月に改定されたことを踏まえて新た

に策定した計画であり、住環境をとりまく社会状況の変化に対し

て長期的な視点での目標や住宅施策の方向性を示したものです。 

 

３ 募 集 期 間  令和５年２月 28日（火）～令和５年３月 13日（月）午後５時 

           ※郵送の場合は３月 13日（月）午後５時必着 

 

４ 資料の閲覧場所  市のホームページ、又は養父市まち整備部土地利用未来課、各地域局

及び経営政策・国家戦略特区課において閲覧することができます。 

 

５ 添 付 資 料  養父市住宅マスタープラン（案）に対する意見募集について 

 



【意見募集：パブリックコメント】 

養父市住宅マスタープラン(案)に対する意見募集について 

令和５年２月 

まち整備部土地利用未来課 

 

 養父市住宅マスタープラン(案)について、養父市民の市政参加の推進等に関

する要綱に基づき、この計画案に対する皆さまのご意見を募集(パブリックコ

メント)します。 

 お寄せいただいたご意見は、市の考え方とともにその概要を公表します。 

 また、いただいたご意見に基づいて計画案を修正したときは、修正内容と理

由を公表します。 

 

1. 意見募集対象資料 

養父市住宅マスタープラン(案) 

 

2. 計画(案)の概要 

本計画は、平成 23年に策定した住宅マスタープランの計画期間が過ぎた

ことに伴い、令和３年度に策定した「養父市まちづくり計画（第 3次養父

市総合計画）」、国が住生活基本法に基づき改定した「住生活基本計画（全

国計画）」、また、それに基づく「兵庫県住生活基本計画」も同年３月に改

定されたことを踏まえて新たに改定した計画であり、住環境をとりまく社

会状況の変化に対して長期的な視点での目標や住宅施策の方向性を示した

ものです。 

 

3. 意見提出ができる人 

市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所がある

法人並びにその他の団体に該当する人が対象となります。 

 

4. 計画(案)の閲覧場所 

市のホームページ、又は養父市まち整備部土地利用未来課、経営企画部

経営政策・国家戦略特区課及び各地域局において閲覧することができま

す。 

 

5. 意見の募集期間 

令和５年２月２８日(火)から令和５年３月１３日(月)午後５時まで 

※ 郵送の場合は、３月１３日(月)午後５時必着 



-お問い合わせ先- 

養父市まち整備部土地利用未来課 

電 話 079-664-1410 

ＦＡＸ 079-664-0302 

E-Mail tochimirai@city.yabu.lg.jp 

6. 意見提出方法 

 以下のいずれかの方法で、ご意見を提出してください。いずれの場合

も、件名に「養父市住宅マスタープラン(案)」とご記入ください。 

 なお、電話での受付は対応しかねますので、予めご了承ください。 

《電子メールの場合》 

送付先：tochimirai@city.yabu.lg.jp 

《ＦＡＸの場合》 

送信先：０７９－６６４－０３０２(養父市まち整備部土地利用未来課 宛) 

《郵送の場合》 

〒６６７－０１９８ 

養父市広谷２５０－１ 

 養父市まち整備部土地利用未来課 宛 

 

7. 記入要領 

・ 意見提出の様式は問いません。 

※ 参考の意見様式を用意していますのでご利用ください。 

・ 氏名(法人の場合、法人名と代表者名)、住所、電話番号を必ずご記入の

上、ご意見の概要及び理由をご記入ください。(ご意見を十分に把握す

るため、連絡をさせていただくことがありますので、漏れなくご記入く

ださい。) 

 

8. 提出いただいたご意見の取り扱い 

・ ご意見に対して個別の回答は致しかねますのでその旨ご了承願います。 

・ 提出いただいた意見書は返却いたしません。 

・ 提出されたご意見については、氏名等の個人情報を除き公開する可能性
があることをご了承ください。ただし、意見中に個人に関する情報であ

って特定の個人を識別できる記述がある場合には、公表の際に当該箇所

を割愛します。 

・ ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理
し、意見公募に関する業務にのみ利用します。 
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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 

朝倉山椒の自社農園面積拡大の取り組みについて 

 

 朝倉山椒の自社栽培に取り組む「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」が栽培５年目を迎える今年、養父市朝倉山椒苗木購入費等補助金を活用して

ほ場の整備を行い、下記のとおり、新たに自社で朝倉山椒を定植します。 

自社の看板商品となったペースト調味料「ゆず山椒」の安定供給を目指して面積拡大に

取り組み、５年後には栽培本数４００本のほ場が完成する予定です。 

 

記 

 

１．日 時  令和 5年 3月 1日（水） 午前 10時 00分～ 

２．場 所  養父市大屋町中 1461-1番地付近 

        ※下記の地図をご確認ください。 

３．内 容  朝倉山椒苗木 50本の定植作業 

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 

        〒667-0322 兵庫県養父市大屋町筏 288-1 

        電話：079-669-1100  FAX:079-669-1101 

   

 



裏面に続く 
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国民健康保険税における平等割軽減誤りについて 

 

この度、国民健康保険制度における、特定世帯・特定継続世帯に対する平等割軽減措置につ

いて、当市で調査した結果、以下のとおり誤りが判明したので報告します。 

 

１ 誤りが確認された事実 

 市調査により、国保加入者が後期高齢者医療へ移行して国保の被保険者でなくなったこ

とにより、その世帯の国保加入者が１人になった場合（特定世帯・特定継続世帯）、軽減さ

れるべき平等割額が軽減されていないことが判明した。  
２ 調査の範囲 

  平成 24年度～現在 

  ※現行システムが導入された平成 24年度に遡って調査 

 

３ 件数及び概要 

  誤りが判明した件数 ４件 （還付予定総額 262,900円）  

  いずれも、軽減判定に必要な情報がシステムに正しく入力されていなかったことによる

もの。 

   

４ 判明に至るまでの経緯 

   ・令和４年 12月 19日   システム改修（賦課誤り防止のためのチェック機能強化） 

  ・令和４年 12月 19日   平成 30年度に遡ってデータ抽出処理 

  ・令和５年 ２月 ６日以降 抽出されたデータの調査及び内容の精査 

  ・令和５年 ２月 16日以降 国民健康保険税の還付方法等についての方針検討 

  ・令和５年 ２月 21日以降 平成 24年度に遡ってデータ抽出処理 

抽出されたデータの調査及び内容の精査  
５ 被保険者への対応 

誤りのあった被保険者に対し、謝罪し還付する。   



６ 再発防止策 

  システム改修機能強化とあわせて、職員の制度への理解と複数人でのチェック体制の徹

底を行う。 

 

７ 参考 

国民健康保険被保険者：3,149世帯（4,841人）【令和５年２月１日時点】 

特定世帯・特定継続世帯の軽減対象となる期間及び軽減額 

  ①特定世帯 

期 間：国保の資格を喪失した日の属する月（特定月）以降５年を経過する月までの間

にある世帯。 

軽減額：平等割半額 

  ②特定継続世帯 

   期 間：特定月以降５年を経過する月の翌月から特定月以降８年を経過するまでの間

にある世帯。 

   軽減額：平等割４分の１ 



  
八鹿小学校 令和４年度「立志の書収納式」について 

 

令和４年度に養父市立八鹿小学校を卒業する６年生が、希望の塔に未来の自分に宛て

た手紙を収納する式を下記のとおり行います。 

 

記 

 

１ 目 的   八鹿小学校同窓会は、毎年お盆に、20歳を迎えた卒業生が一堂に会し

て、「同窓会定期総会」と、小学校卒業時に書いた未来の自分に宛てた手

紙を開封する「希望の塔開扉式」を行っている。20歳を迎えた年に集ま

ることで、同窓会の一員であることとふるさと八鹿の良さを再認識する

機会の場としている。 

 

２ 主 催   養父市立八鹿小学校同窓会 

 

３ 日 時   令和５年３月１０日（金）午後３時００分より 

 

４ 場 所   養父市立八鹿小学校 体育館、希望の塔前 
 

５ 内 容   開会行事のあと、卒業生が「希望の塔」に移動し、「立志の書」及び

「未来の自分への手紙」を収納する。          

（20歳を迎えた翌年の夏に思い出の品を取り出し、小学校の思い出を語

る） 

          

６ 問合せ先  養父市立八鹿小学校同窓会事務局（八鹿小学校 教頭 藤原 琢万） 

        電話：079-662-2185 
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