
日時：令和3年1月25日　午前10時00分から

場所：市役所2階　第1会議室
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発表事項 発表者 開催日

1
①絵本[モミの木は高くそびえて]映像化
②PR冊子「もっとぶらっと」発刊　について

人権協働課

2
ふるさと納税にかかるリモート環境を活用した
　新たな体験型返礼品の提供開始について

経営政策課

3

4

5
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2
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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） 

１月２５日（月） 人権・協働課 
079-662-7601

（1271） 
主幹 小島香織 

①絵本「モミの木は高くそびえて」映像化

②PR冊子「もっとぶらっと」発刊   について 

１ 主 催  宿南地区自治協議会 

２ 期 間  報道発表後から 

３ 場 所  ①映像…宿南地区自治協議会 YouTube、養父市ケーブルテレビ

②PR冊子…移住相談窓口等

４ 内 容 令和元年（2019年）より宿南地区自治協議会は、兵庫県の「戦略的移住推進モデ

ル事業」の採択を受け、移住定住に力を入れており、地域をＰＲする活動を行って

いる。 

①絵本「モミの木は高くそびえて」映像化

モデル事業の取組の一つとして、池田草庵の教えをわかりやすく、また広く伝える

ことで、子育てのしやすい地域であることを PRする活動をおこなってきた。 

今回、平成 26年度に制作した、池田草庵の教えを子どもたちに伝える絵本「モミ

の木は高くそびえて」を 1編 1分弱の映像にした。全部で 32編。 

絵本の言葉を地元の宿南こども園５歳児、宿南小学校全児童、宿南地区自治協議

会内「学びの里宿南プロジェクト」のメンバーがナレーションを担当し、映像化し

た。作成したものは、YouTubeや養父市ケーブルテレビを通して、地域内外へ発信し

ていく。 

②PR冊子「もっとぶらっと」発刊

広報活動の一環として、PR冊子「もっとぶらっと」を令和２年１２月に発刊。地

域のよりローカルな情報を発信することで、移住後の生活が感じられるような冊子

となっている。昨年に続き 2冊目。 

５ その他  ①について、養父市ケーブルテレビでは、１月 30 日（土）から番組の間で放送し、

1週間ごとに更新する予定。

６ 申込・問い合わせ先 

宿南地区自治協議会 ０７９－６６２－３４００ 

担当：移住コーディネーター 森本 知子 



参考資料：動画の切り出し 

オープニング

宿南こども園の 5歳児の 

タイトルコール

本文 

宿南小学校児童 25名 

1人 1編は必ず読んでいる。 

全 32編 

意訳 

宿南地区自治協議会内「学びの里宿南」

メンバーによるナレーション

エンディング

池田草庵先生が大事にされていた言葉

「慎独」の紹介 



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） 

１月 25日（月） 
経営企画部 

経営政策課 
079-662-7602

課長 田村  亘 

（主事 渡邊  宰） 

ふるさと納税にかかるリモート環境を活用した 

新たな体験型返礼品の提供開始について 

養父市ふるさと納税の新たな返礼品として、下記のとおりリモート体験型返礼品を提供

いたします。このような取り組みは養父市で初の試みとなります。 

1. 返礼品名称：

『やぶ鹿リモート狩猟（罠猟）体験』

2. 寄附金額：

５０，０００円

3. 返礼品提供事業者：

「宝塚ジビエ工房」及び「やぶパートナーズ株式会社」（合同体で提供）

4. 返礼品の内容：別添資料を参照

5. 受付／提供開始日：

受付開始日：令和３年２月１日（月）（１クール定員 20人）※ふるさとチョイスにて受付

提供開始日：令和３年４月１日（２か月間を１クールとして実施予定）

6. 本件に関するお問い合わせ：

養父市経営企画部経営政策課（担当：渡邊）

TEL 079-662-7602 E-MAIL kikakuseisaku@city.yabu.lg.jp

7. 添付資料：

やぶ鹿リモート狩猟（罠猟）体験について（説明資料）

≪返礼品のポイント≫ 

・ リモート環境（スマホやＰＣ）で狩猟現場（囲いわな）を閲覧することができ、猟

師による実際の捕獲（わなを作動する様子）を見学することが出来ます。

・ 専用アプリ（サイト）で地元猟師との交流（チャット）することが出来る他、コラ

ム配信等も行い、狩猟について深く学ぶことができます。

・ ２か月間の体験期間で狩猟について学んでいただいた後、養父市産「やぶ鹿」ジビ

エ肉をお届けし、ストーリーを感じながらジビエを楽しんでいただきます。

mailto:kikakuseisaku@city.yabu.lg.jp


やぶ鹿リモート狩猟（罠猟）体験
養父市ふるさと納税返礼品



返礼品内容趣旨

《狩猟とはなにかをもっと多くの人に》
昨今、里山の荒廃により、野生鳥獣(特にシカやイノシシ)が田畑を荒らし、中山
間地域の大きな問題となっています。被害は増加の一途を辿っておりますが、有
効な対抗手段が見つからないのが現状です。養父市でも、毎年多くの被害が発生
しており、養父市猟友会等が中心となり、野生鳥獣の駆除作業を行っています。
毎年、シカやイノシシだけでも1200頭以上を駆除し、農家や市民生活の安全の
ために活動をしています。しかし、猟師の活躍は、あまり知られていないのが現状
です。
猟師の活躍を少しでも多くの人に知ってもらいたい。狩猟とはなにか考えても
らいたい。そんな想いの中で生まれたのが「リモート狩猟（罠猟）体験」です。

《ストーリーある商品を届けたい》
宝塚ジビエ工房は、平成２８年11月より養父市大屋町和田を拠点に、養父市内の獣害
駆除活動を行うとともに、安心安全で新鮮なジビエ肉を、京阪神を中心に全国に届けて
おります。
この度のリモート狩猟（罠猟）体験に参画していただくことで、ジビエ肉をお客様にお届
けするのではなく、猟師がどのように狩猟をしているのか、ジビエ肉になるまでの一連
の流れを皆さまに知っていただきたい。そんな想いを持って参加していただいています。

《養父市ふるさと納税新たな展開》
養父市では、平成20年度よりふるさと納税の受入を開始し、令和元年度には５億4000万円を超える寄附をいただいて
おります。養父市ふるさと納税の新たな展開として、リモート環境下での体験型返礼品を寄附者の方々に提供し、狩猟を通
して養父市の地域課題（鳥獣害被害）を考えていただき、より密な養父市の関係人口構築に努めていきたいと考えていま
す。



パートナー紹介

（狩猟パートナー）
【狩猟、ジビエ肉の発送】

宝塚ジビエ工房

（リモートパートナー）
【遠隔捕獲システム
「まるみえホカクン」】

株式会社
アイエスイー

（リモートパートナー）
【狩猟を学ぶコンテンツ
「マイわなネット」】

株式会社
Ｒoot

《様々な人々により創り上げた返礼品》
「リモート狩猟（罠猟）体験」には、宝塚ジビエ工房以外にもリモート環境を用いて農業や狩猟体験等の
サービスを提供している、株式会社Ｒoot（神奈川県南足柄市）、獣害対策商品を取り扱う株式会社アイ
エスイー（三重県伊勢市）との共同で実施いたします。狩猟現場をICTを活用して現場に居なくても疑似
体験でき、猟師との交流や狩猟について学べるコンテンツを提供することができました。養父市の鳥獣
害被害をより多くの人に知っていただくリモート体験型返礼品として、参画していただく事業者とともに、
取り組んでいきます。



体験期間（２か月）

やぶ鹿リモート狩猟（罠猟）体験内容

≪返礼品のポイント≫
☆リモート環境下でリアルタイムに狩猟現場（囲いわな）を閲覧することができ、獲物がわなに侵入した場合、
通知が届き、猟師による実際の捕獲（わなを作動する様子）を見学することが出来ます。

☆専用アプリ（サイト）で地元猟師との交流（チャット）することが出来る他、コラム配信等も行い、狩猟につ
いて深く学ぶことができます。

☆２か月間の体験期間で狩猟について学んでいただいた後、養父市産「やぶ鹿」ジビエ肉をお届けし、ストー
リーを感じながらジビエを楽しんでいただきます。

寄附者

（体験終了後）やぶ鹿発送

・罠猟現場のライブ中継
・地元猟師との交流
・狩猟を学ぶコンテンツ提供

養父市

宝塚ジビエ工房

（株）アイエスイー

（株）Ｒoot



①文書またはメールで最初の通知を受け取ると
「リモート狩猟（罠猟）体験」がスタートします。

☆ 最初の通知で、「リモート狩猟体験」の楽しみ方や専用ア

プリ（サイト）のID,パスワードをお届けします。
（提供開始期限の１週間前までにお届け）

☆ 提供開始日になりましたら、専用アプリ（サイト）へ入る

ことができます。

※契約期間は、2か月間が基本です。降雪の影響などで、囲いわなや遠隔システムが機能しな

かった場合、期間などは延長対応させていただきます。

やぶ鹿（ジビエ肉）のリモート狩猟（罠猟）体験



やぶ鹿（ジビエ肉）のリモート狩猟（罠猟）体験

②本物の猟師たちが使う ”リモートシステム”=「ホカクン」アプリにご招待。ホカ

クンからは以下の体験に参加できます。[（株）アイエスイー提供]

クラウドまるみえホカクン
ICTによる檻罠の遠隔監視・操作システム

クラウドまるみえホカクンは、複数の大型檻・罠の監
視・操作を一元管理できる捕獲システムです。

クラウド上に檻・罠の録画画像や侵入情報など捕獲に必
要な情報を蓄積することができます。

また、チャット機能を利用したリアルタイムな情報共有
により、地域の捕獲効率を高めることができます。

☆リアルタイム映像：

囲い罠に獲物が入る毎に通知が届き、獲物の映像

をライブで観察できます。

☆リアルタイムチャット：

獲物の様子をリアルタイムで観察しながら、捕獲す

るかどうかなどの臨場感あふれる猟師のチャット

に参加できます。

☆リアルタイム捕獲：

「リモート狩猟体験」の醍醐味は獲物捕獲の瞬間

です。本物の猟師が捕獲のタイミングを見計らい、

わなの扉を落とします。

※ リアルタイム映像等の提供は基本的に夜間のみとなります。



やぶ鹿（ジビエ肉）のリモート狩猟（罠猟）体験

③リモート狩猟体験をサポートする「マイわな体験ネット」では、普段触れること

のない以下のようなコンテンツを配信します。[（株）Root提供]

☆マイわな日誌：

「ホカクン」アプリや、そのほかの監視カ

メラの録画映像、見回りの時に気づい

た点などを編集し、解説と共にお届けし

ます。

☆マイわなコンテンツ：

猟師おすすめのジビエ調理方法を紹介

する「猟師メシ」や、狩猟活動や森を楽し

く学べる「狩猟クイズ」などをお届けしま

す。



④体験終了後、養父市内産「やぶ鹿」ジビエ肉を400ｇ発送させていただきます。

[宝塚ジビエ工房提供]

☆やぶ鹿の発送：

宝塚ジビエ工房より安全で新鮮な養父市内で捕獲した「やぶ鹿」ジビエ肉

（400g）を発送させていただきます。（体験終了後、約１～２週間後にお届け）

やぶ鹿（ジビエ肉）のリモート狩猟（罠猟）体験



寄附金額：50,000円

定 員 数：１クール20人

提供開始日：令和３年４月１日
（２か月間を１クールとして実施予定）

受付開始日：令和３年２月１日（月）～
（ふるさとチョイスにて受付）

寄附受付等について



本件に関する問い合わせ先

養父市経営企画部経営政策課（担当：渡邊）
TEL 079-662-7602
E-MAIL kikakuseisaku@city.yabu.lg.jp
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