
日時： 令和3年6月10日　午前10時00分から

場所： 八鹿公民館　展示室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1
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新商品の発売について

商工観光課 6月14日～

2
新型コロナウイルスワクチン接種
今後の対応について（2）

コロナワクチ
ン接種推進室

3

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 第８回やぶ医者大賞審査会の開催について 保険医療課 6月26日

2 「養父市人権講演会」について 人権・協働課 7月25日

3 令和３年養父市成人式の挙行について 社会教育課 9月25日

4 第27回公募展木彫フォークアートおおや作品募集について 大屋地域局

5 「やぶふるさと祭」の開催中止について 養父地域局

6 「せきのみやふれあいまつり」の開催中止について 関宮地域局

7 「大屋ふるさと祭り」の開催見合わせについて 大屋地域局

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  

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） 

６月 10日（木） 産業環境部 商工観光課 
079-664-0285 

（2163） 

課長 柳川 武 

（主事 谷垣 仁宏）   
 

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新商品の発売について 

 

 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 

（１）「柚子の雫 30ml」 

自社栽培の「天滝ゆず」から抽出した「天然精油（エッセンシャルオイル）」です。 

純度が高い原液ですので直接肌への塗布は厳禁です。  

部屋、リビング又は靴箱などに数滴落として香りをお楽しみ下さい。 

※瓶は日本製の遮光瓶を使用していますが、室内のなるべく光のあたらない場所に保管し、開栓後

１年を目安に使用してください。 

・価格:3,850円（税込） 

   

   

（２）「アルコール製剤 T-65 柚子の香り 30mlスプレー」 

「柚子の雫」を配合した爽やかな香りが特徴の携帯用のアルコール製剤です。  

・価格:864円（税込） 

・賞味期限:３年 

 

両商品とも、ラベル揮毫は書道家 華汀 

 

２ 販売開始日 

 令和３年６月 14日(月)～ 

販売店：道の駅ようか但馬蔵、道の駅但馬楽座、道の駅やぶ COINOBA VILLAGEなど 

 

３ 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  

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） 

６月 10日(木) 
健康福祉部 

コロナワクチン接種推進室 
079-662-3167 

室長 余根田 一明 

（主幹 小谷 千万里）    
新型コロナウイルスワクチン接種 
今後の対応について（２）  

 

本市における新型コロナウイルスワクチン接種の実施にあたり、当面の対応について下

記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１．高齢者に次ぐ接種順位の市民への接種券の発送について 

 (1) 基礎疾患を有する方（事前申請）、60歳～64歳の方へ接種券を発送 

 接種券発送日 ６月 16日（水） 

   対象：約 2,000人 

内訳：基礎疾患事前申請受付者（11日まで受付分）約 350人（6/9現在） 

   60～64歳 1,653人 

※基礎疾患事前申請は 11日以降も継続して受付し、随時接種券を発送 

  ☞希望する対象者の方は、申請をお願いしたい 
 

(2) 予約受付 

かかりつけの個別接種実施医療機関、集団接種（７月 11日（日）以降）ともに、 

接種券到着後、予約受付可能 

   

     ＜個別接種の予約方法＞ 

    市内接種実施医療機関に直接電話等により予約申込 

☞各医療機関の電話予約受付時間を厳守 

  ＜集団接種の予約方法＞ 

 ・コールセンター電話受付に加え、LINE予約受付を開始 

  ☞スムーズな予約のため、LINEの活用を推奨 

      ◆LINEによる予約方法 

       ①養父市公式 LINEへ友だち登録 

       ②ワクチン接種予約画面から予約登録 

       ③接種券番号と生年月日の入力で予約 

    ・養父市コールセンター（毎日、午前９時～午後５時） 

       ０７９－６６１－９０４０ 



(3) 高齢者施設等の従事者（居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の 

従事者含む）約 285人 

      高齢者施設の入居者と同時に接種する従事者以外の未接種者及び居宅サービス事

業所及び訪問系サービス事業所等に従事者については、市と事業所が接種場所・日

時等を事前に調整し、集団接種枠及び公立八鹿病院個別接種枠を優先的に確保した

うえで順次、接種する。 

 

２．市外高齢者施設等従事者の事前申請受付 

  養父市外の高齢者施設等（居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等含む） 

の事業所で働く市民の事前申請受付を 11日（金）から行う。 

  様式は、健康課・各地域局で配布又は市ホームページからダウンロード 

市健康課又は各地域局へ提出（郵送可） 

※申請様式：別添のとおり 

 

３．災害時（主に大雨を想定）の対応について 

 (1) 接種を中止する場合の考え方 

   午前６時の時点で避難情報（警戒レベル３：高齢者等避難）が発令されている場合 

は、その日の集団接種を中止する。 

発令が接種開始後の場合、例えば、午前 10時までに発令された場合は、午前中の接 

  種は実施し、午後の接種を中止する。午前 10時以降に発令された場合は接種を最後ま 

で実施する。 

 なお、大雨の規模、状況に応じて対応を変更する場合がある。 

   

４．その他 

(1) 集団接種（65歳以上）を受ける際のお願い 

  ①医師が予診を適切に行えるよう、お薬手帳を持参してほしい。 

    ②会場は２Fで、エレベーターも利用可能。日頃、車いす、手押し車等を使用されて 

いる方は、持参、来場のうえ、楽に移動できるよう準備いただきたい。 

 ※会場でも車いすを準備 

  

(2) 60歳未満の方への接種券の発送 

   今後の接種状況等により、公表している発送方法を変更したり、時期を前倒したり 

する場合もある。 

    

◆公表している接種券発送時期の想定 

対象 人数 接種券発送時期 接種開始の時期（イメージ） 

50～59歳 約 2,600人 ８月上旬 ８月中旬以降 

35～49歳 約 3,600人 ８月中旬 ９月上旬以降 

12～34歳 約 3,900人 ９月上旬 ９月下旬以降 

                       ※人数は先行接種した者を考慮していない 

                                   ※小学生への発送の取り扱いは検討中 

  

 



(3) 接種状況（６月９日 18：00時点）

１回目 4,666 人 約 53％

２回目 1,007 人 約 11％

添付資料 

◇新型コロナワクチン接種券交付申請書（高齢者施設等の従事者）



新型コロナワクチン接種券交付申請書 

（高齢者施設等の従事者） 

養父市長 様 

（申請者） 

住  所                

（フリガナ） 

氏  名                

 

電話番号    ―    ―      
 

被接種者  □本人  □同居の親族 

との続柄  □その他（      ） 

●被接種者（接種券の交付対象者） 

被接種者が高齢者施設等の従事者であるため、下記のとおり、新型コロナワク

チン接種券の交付を申請します。 

 

フリガナ 

氏 名 

 

生年月日 

（西暦） 
年   月   日 

 □申請者と同じ 

住 所 

〒    

    養父市 

□申請者と同じ 

 

●高齢者施設等について（別紙高齢者施設等の範囲参考） 

従事している高齢者施設等の名称  

 なお、施設または事業所から発行される「証明書」を添付してください。 

 

 

               【提出先】  

                 〒667-8651 

                 養父市八鹿町八鹿 1675番地 

                 養父市役所健康福祉部健康課 

                 他 各地域局 

               【問い合わせ先】 

                 養父市役所健康福祉部健康課 

                     電話 079-662-3167 

 

 

 

 



 

高齢者施設等の範囲                        別紙 

○介護保険施設 

・介護老人福祉施設 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

○居住系介護サービス 

・特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・認知症対応型共同生活介護 

○老人福祉法による施設 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

・有料老人ホーム 

○高齢者住まい法による住宅 

・サービス付き高齢者向け住宅 

○生活保護法による保護施設 

・救護施設 

・更生施設 

・宿所提供施設 

○障害者総合支援法による障害者支援施設等 

・障害者支援施設 

・共同生活援助事業所 

・重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る） 

・福祉ホーム 

○その他の社会福祉法等による施設 

・社会福祉住居施設（日常生活支援住居施設を含む） 

・生活困窮者・ホームレス自立支援センター 

・生活困窮者一時宿泊施設 

・原子爆弾被爆者養護ホーム 

・生活支援ハウス 

・婦人保護施設 

・矯正施設（患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る） 

・更生保護施設 

〇居宅サービス・訪問系サービス 

・ 訪問介護 

・ 訪問入浴介護 

・ 訪問リハビリテーション 

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・ 夜間対応型訪問介護 



・ 居宅療養管理指導 

・ 通所介護 

・ 地域密着型通所介護 

・ 療養通所介護 

・ 認知症対応型通所介護 

・ 通所リハビリテーション 

・ 短期入所生活介護 

・ 短期入所療養介護 

・ 小規模多機能型居宅介護 

・ 看護小規模多機能型居宅介護 

・ 福祉用具貸与 

・ 居宅介護支援 

・ 居宅介護 

・ 重度訪問介護 

・ 行動援護 

・ 同行援護 

・ 重度障害者等包括支援（訪問系サービス等を提供するもの） 

・ 自立生活援助 

・ 短期入所 

・ 生活介護 

・ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（A 型、B 型） 

・ 就労定着支援 

・ 計画相談支援 

・ 地域移行支援 

・ 地域定着支援 

 

（注）各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護

予防ケアマネジメント）、地域生活支援事業（訪問入浴サービス、移動支援事業、意思

疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センタ

ー、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業）を含む。 



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） 

６月 10日（木） 健康福祉部保険医療課 079-662-3165 
課長 余根田 一明 

（主幹 吉谷 美春）  
 

第８回やぶ医者大賞審査会の開催について 

 

 養父市では、平成 26年度から「やぶ医者は名医である」の語源にちなみ、若手医師の育成、医療

過疎地域の医師確保及び地域医療の発展に寄与することを目的とした「やぶ医者大賞」を実施して

います。 

 令和３年３月 10日から令和３年５月 28日まで、第８回やぶ医者大賞候補者を募集した結果、新

規３名（北海道、長野県、岡山県）を含む６名の応募がありました。（新規応募者に加え、過去２年

の応募者の３名（滋賀県、兵庫県、熊本県）に意思確認のうえ、審査の対象とします。） 

つきましては、下記のとおり審査会を開催しますので、取材いただきますようご案内いたします。 

 

記 

 

審査会 

日時  令和３年６月 26日（土）午後１時～午後３時頃 

場所  市役所２階第１会議室 

出席者 審査員 ７人（内、オンラインによる出席３名） 

 ＊審査会は、原則非公開としますが、冒頭、開会から経過報告まで（10分程度）カメラ撮り可。 

 

受賞者発表及び記者会見 

 午後３時 15分～（目途） 

＊当日は、審査状況によりお待ちいただく場合がありますが、あらかじめご了承ください。 

市役所１階ロビーでお待ちください。準備が整い次第、係員がご案内いたします。 

 

添付資料 

 審査員名簿、当日次第 

 

 

 



第８回 やぶ医者大賞審査会次第 

 

 

日 時：令和３年６月 26日（土） 午後１時から 

               場 所：養父市役所第１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 経過報告 

 

４ 審査委員長の選任について 

 

５ 審 査 

(１) 審査委員長あいさつ 

 

(２) 審 査 

 

 

 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

審査会終了後 プレス発表 

 



【審査員】

氏　　　名 職　　　　　名 審査会出欠

岡山　雅信 神戸大学大学院地域医療教育学部門特命教授 出席（オンライン）

小谷　裕都子 公立八鹿病院組合南但訪問看護センター　所長 出席（市役所）

後藤　葉一 公立八鹿病院院長 出席（市役所）

永井　良三 自治医科大学学長、東京大学名誉教授 欠席

中尾　一和
京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーションセン
ター教授、京都大学名誉教授

出席（オンライン）

中野　　 穣
社会福祉法人 関寿会　はちぶせの里統括管理者、一般社団
法人兵庫県介護支援専門員協会但馬支部副支部長

出席（オンライン）

西村　正樹 滋賀医科大学教授 出席（市役所）

枚田　一広 養父市医師会会長 出席（市役所）

平田　淳一 兵庫医科大学救急・災害医学講座主任教授 欠席

第8回やぶ医者大賞審査員名簿



 

「養父市人権講演会」について 

 

 

８月は「人権文化を進める市民運動」推進強調月間です。市では、この運動に向けて人権

啓発活動に取り組み、その中核事業として「人権講演会」を開催します。 

 

１ 主  催   養父市・養父市教育委員会・養父市人権教育推進協議会・但馬人権啓発

活動地域ネットワーク協議会 

 

２ 開催日時   令和３年７月25日（日）午後１時30分開会（開場：午後１時） 

 

３ 会  場   養父市立ビバホール（養父市広谷250番地） 

 

４ 参 加 者   一般市民 

 

５ 講  師   弁護士 菊地 幸夫 さん 

         

６ 演  題   「人を許す時が自分を高める時」 

           弁護士として活躍されている菊地さん。日常生活やコロナ禍の中、「い

かに自分を高めるか」を皆さんと一緒に考えます。  

 

７ 参 加 料   入場は無料ですが、整理券をお求めください。 

整理券は 6月 24日（木）から養父市役所人権・協働課、みふね会館、各地

域局、各公民館で配付します。 

 

８ 定  員   160名（先着順） 

 

９ そ の 他   ・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。 

          ・手話通訳あり 

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） 

６月 10日（木） 
市民生活部 

人権・協働課 

079-662-7601 

(1271) 

課長 高木信彦 

（人権推進員 武田 俊彦） 

 





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） 

６月 10日（木） 養父市教育委員会社会教育課 

079-664-1628 

（2232） 

課長 中村 文明 

（主幹 塚本 竜） 

【報道解禁】新聞：６月 15日（火）朝刊  テレビ・ネット：６月 15日（火）  

※記載がない場合は、発表時をもって報道解禁とします。 

 

令和３年養父市成人式の挙行について 

 

令和３年１月 10日（日）の実施を新型コロナにより延期していました標記の

事業について、下記のとおり実施します。 

ただし、状況によっては急きょ、中止又は再延期とする場合や内容を変更して

実施する場合があります。 

 

記 

 

１ 主 催  養父市 

 

２ 日 時  令和３年９月 25 日（土） 午後３時から（午後２時から受付） 

 

３ 場 所  やぶ市民交流広場ホール（座席数：651席） 

所在地：養父市八鹿町八鹿 538-1 

 

４ 対象者  平成 12年４月２日から平成 13年４月１日生まれの方 

※233名（男性 122名、女性 111名） 

 

５ その他  内容は、今後の新型コロナの感染状況により詳細を決定します。 

 



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） 

６月 10日（木） 市民生活部大屋地域局 079-669-0120 
局長 上村 圭 

（主幹 森本 重良）  
 

第 27回公募展木彫フォークアートおおや作品募集について 

 

 木彫フォークアートおおや実行委員会（会長：広瀬 栄・養父市長）では、第 27回公

募展木彫フォークアートおおやの作品募集を下記のとおり行います。 

 

１ 作品規格 

   木を素材とし、本展の趣旨を踏まえたフォークアートの木彫作品であること。幅、

奥行、高さの合計が 120cm以内（組み作品は展示時の大きさ）で、重さが 20kg以内

であること。応募者本人が制作したオリジナルの未発表作品で、出展数は、１人１点

とします。 

  

２ 募集期間 

   令和３年８月１日（日）～８月 31日（火） 

 

３ 出展料 

   3,000円（納入された出展料は、理由に関わらず返還できません） 

 

４ 出展申込み 

   「出展申込書」、「作品票」に必要事項を記入し、現金書留にて出品料を添えてお申

し込みください。 

 

５ 問い合わせ 

   養父市大屋地域局内 木彫フォークアートおおや事務局（担当：森本） 

   〒667-0311 養父市大屋町大屋市場 20番地１ 

   電話 079-669-0120  FAX 079-669-1682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪参考≫ 

１ 審査員 

   蓑 豊（兵庫県立美術館長） 

   岸野 裕人（元姫路市立美術館長） 
   マルテル坂本 牧子（兵庫陶芸美術館学芸員） 
   吉原 美惠子（元徳島県立近代美術館上席学芸員） 

   広瀬 栄（養父市長） 

 

２ 選定する賞及び入選数 

   グランプリ・文部科学大臣賞   １点（買上賞・副賞 100万円） 

   養父市ふるさと賞・兵庫県知事賞 １点（買上賞・副賞 50万円） 

   山田洋次記念賞         １点（買上賞・副賞 50万円） 

   優秀賞             １点（買上賞・副賞 30万円） 

   実行委員会特別賞        １点（買上賞・副賞 20万円） 

   大衆賞             １点（来場者による投票で決定・副賞 3 万円） 

   入選              約 40点  

※入賞及び入選作品は作品集に掲載予定。 

 

 



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） 

６月１０日（木） 
市民生活部 

養父地域局 

079-662-0281 

(2110) 

局長 池田 雅美 

（主幹 小島 聖弘） 

 

 

  

 

「やぶふるさと祭」の開催中止について 

 

 毎年８月１６日に養父地域局周辺を会場として開催しております「やぶふるさと祭」につき

まして、昨年に続き今年も新型コロナウイルス感染防止を図るため、「中止」することを決定い

たしました。 

 やぶふるさと祭は、お盆の帰省客を含めた養父市民の出会いと交流の場として、多くの方々

に愛され親しまれてきました。今後もこの祭りを大切にしていきたいと考えており、来年こそ

はコロナ禍も収束し、やぶふるさと祭を開催できることを願っております。 

祭を楽しみにされていた皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ください

ますようお願い申し上げます。 

 



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） 

６月 10日（木） 関宮地域局 
079-667-2331 

(4105) 

局長 田中 貴樹 

（主幹 岩佐 英行）  
 

「せきのみやふれあいまつり」の開催中止について 
 

養父市内外の市民同士ふれあいの推進と関宮地域の振興を目的として開催している「せき

のみやふれあいまつり」を、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年の開催を

「中止」することに決定いたしました。 

 

記 

 

＜せきのみやふれあいまつり中止概要＞ 

 ⑴日 程 令和３年８月２８日（土） 

 ⑵会 場 関宮ふれあいパーク周辺 

 ⑶内 容 ステージイベント、餅まき、盆踊り、出店、花火大会 

 

 

 

 



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） 

６月１０日（木） 市民生活部大屋地域局 
079-669-0120 

（3107） 

局長 上 村  圭 

（職員 田 村 英 幸）  
 

「大屋ふるさと祭り」の開催見合わせについて 

 

 地域住民のふれあいの推進と大屋地域の発展を目的として開催している「大屋ふるさと

祭り」を、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年の開催を見合わせることとし

ました。 

 

記 

 

 １．大屋ふるさと祭りの概要 

   (1) 日 程  例年８月１５日 

  (2) 会 場  おおやホール前駐車場 

  (3) 内 容  ステージイベント、盆踊り、夜店、福引 など 

  (4) その他  昭和 46年に商工祭として始まって以来、大屋地域の一大イベントとし 

 て定着。盆休みの８月１５日に開催しているため、帰省中の人や地元住 

民との交流、再会の場となっている。 

 

 ２．その他 

   令和３年５月２６日（水）に、例年実行委員会の役員として関わる各種団体の代表者 

  に意見を聞き、全員の判断で令和３年の開催見合わせを決定しました。 
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