
日時： 令和3年4月27日　午前10時00分から

場所： 八鹿公民館　大会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1
大徳醤油(株)の「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー地方創生
大賞」受賞について

商工観光課

2
養父市の特産品である「朝倉さんしょ」を使用した
　「山椒が香るタルタルソース」が完成しました！

商工観光課

3

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1 養父市地域おこし協力隊の委嘱式の開催について やぶぐらし課 4月30日

2 『ハンドブック養父市城郭事典』の発刊について 社会教育課

3 伝池田草庵所蔵の脇差の寄贈について 社会教育課

4

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） 

４月 27日（火） 産業環境部 商工観光課 
079-664-0285

（2165） 

課長 柳川 武 

（主事 小村 亮太） 

大徳醤油(株)の「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー 地方創生大賞」受賞について 

 このたび、大徳醤油株式会社の「醤油じかん 手作り醤油キット」が【ふるさと名品オ

ブ・ザ・イヤー 地方創生大賞】を受賞しました。 

１ 「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」とは 

ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会が主催となり、地域の素晴らしさを域外の消

費者に直接伝えようとする新たなチャレンジを、より多くの人に知ってもらうことを目

的とした表彰制度。政府の後援も得ながら積極的に表彰することで、地域の将来を支え

る名品とその市場開拓と“地域のファン化”を支援する。 

6年目となる今年度の最終審査会では、増田寬也さん（日本郵政株式会社取締役兼代表

執行役社長）、大西洋さん（株式会社羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員）、和田

明日香さん（モデル・食育インストラクター）、古田秘馬実行委員長が出席し、審議した。 

２ 「地方創生大賞」とは 

それぞれの名品、名品をめぐる人材・取組が、どれだけ地方の変革に向けて機運を醸

成し、その実現に成功したかという観点から選考・表彰する賞。2020年度は「モノ（名

品）部門」「コト部門」のそれぞれに地方創生賞を用意し、各カテゴリの最高位を、地

方創生担当大臣賞となる「地方創生大賞」とした。 

≪受賞品≫ 

ふるさと名品オブ・ザ・イヤー2020年度「地方創生大賞（モノ部門）」 

醤油じかん 手作り醤油キット 

※3月 29日オンラインで行われた授賞式で大賞が発表された。



 

３ 受賞コメント 

手作り醤油キットで簡単に醤油醸成を体験してもらうことで、一人でも多くの人に伝統

醸造に触れてもらい、未来の子供たちに残していきたいと考えている。コロナ禍において

家庭で過ごす時間が多くなり、ていねいな暮らしに価値観を見出す人が増える中、たくさ

んの方に楽しみながら１年以上ゆっくり手間暇かけて醤油作りにチャレンジしていただ

けるようになった。 

養父市という田舎から全国へ伝統の醸造技術を発信する姿勢が評価されたのではと考

えている。 

 

４ 商品情報 

  商品名：醤油仕込みセット（手作り醤油キット） 

  価 格：2,160円(税込) 

  販売店：大徳醤油オンラインショップ（https://www.daitoku-soy.net/product/110） 

      無印良品オンラインショップ（https://www.muji.com） など 

 

５ 問合せ  

  大徳醤油(株) 

  電話：079-663-4008 担当：代表取締役 浄慶 拓志 

   ※「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」表彰制度に関する問合せ 

     ふるさと名品オブ・ザ・イヤー事務局 

     E-mail:furusatomeihin@jtb.com 

    営業時間：月～金 9：15～17：45（土日祝休業） 

https://www.daitoku-soy.net/product/110
https://www.muji.com/


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） 
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商工観光課 
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（2165）

課長 柳川 武 

（主事 小村 亮太） 

養父市の特産品である「朝倉さんしょ」を使用した 

「山椒が香るタルタルソース」が完成しました！ 

養父市が誇る特産品「朝倉さんしょ」の魅力を伝える新商品がまた一つ誕生しました。 

カタシマ株式会社（代表取締役 廣氏良致）が、但馬で採れる新鮮な卵と野菜、お酢で作

るタルタルソースに、養父市の特産品である「朝倉さんしょ」を加えた新感覚のタルタルソ

ースを製造しましたのでお知らせします。 

１ 商品名及び販売価格 

  山椒が香るタルタルソース 700円（税込）/ 200g 

２ 商品概要 

 養父市を代表する特産品である「朝倉さんしょ」の生産拡大及び「朝倉さんしょ」の魅

力を広く発信する事を目的に、兵庫県但馬県民局の『「朝倉さんしょ」新商品開発支援事

業』の認定を受け、開発した調味料です。 

原料となる卵、野菜、お酢は但馬産にこだわり、味の決め手となる「朝倉さんしょ」は、

辛味を増したもの（※１）を使用することで、「朝倉さんしょ」の新しい魅力を活かしたタ

ルタルソース（※２）に仕上げました。

既に当社の人気商品である「朝倉山椒のタプナード」と同様に、養父市発祥の高級山椒

として世界から注目される「朝倉さんしょ」の加工商品として、養父市の農産物のブラン

ド力の向上に貢献できる可能性を秘めた魅力溢れる商品となっています。 

（※１）「朝倉さんしょ」の収穫適期は 1週間程度と言われていますが、今回使用した「朝倉さんしょ」は収穫適期を過

ぎたものを使用しています。収穫適期を過ぎることにより、「朝倉さんしょ」の辛みは増すとされています。 

（※２）マヨネーズをベースに玉葱、ハーブ、香味野菜、ゆで卵などの材料をみじん切りにして数種のスパイスを混ぜ

合わせた調味料です。 

３ 販売開始日 

  令和３年３月 10日（水） 

４ 取扱店舗等 

  以下のカタシマ直営店舗及び同社オンラインショップにてお買い求めください。 

養父本店（兵庫県養父市上野 1156-１ 電話 079-664-0351） 

豊岡店 （兵庫県豊岡市若松町 48-1 電話 0796-24-0618） 



丹波店 （兵庫県丹波市柏原町柏原 3083 電話 0795-73-0851） 

福知山店（京都府福知山市厚中町８ 電話 0773-24-2451） 

ラ・リビエール（兵庫県養父市大塚 22-１ 電話 079-665-0801） 

道の駅ようか但馬蔵（兵庫県養父市八鹿町高柳 241-1 電話 076-662-3200） 

道の駅但馬のまほろば（兵庫県朝来市東町大月 92-6 電話 079-676-5121） 

オンラインショップ（http://katashima-online.jp） 

  

５ 問合せ先 

カタシマ養父本店（担当：取締役 営業部長  廣
ひろ

氏
うじ

 隆之
たかゆき

） 

兵庫県養父市上野 1156-１ 電話 079-664-0351 
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市民生活部 
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次長 井上  武 

（主幹 上垣 太志） 

養父市地域おこし協力隊の委嘱式の開催について 

 今回、４月 30 日付で新たに２名の地域おこし協力隊を委嘱するに当たり、下記のとおり委

嘱式を行います。 

記 

１ 日 時  令和３年４月 30日（金） 午前 11時から 30分程度 

２ 場 所  養父市役所 第 1会議室 

３ 協  力  隊 

（１）協力隊氏名等  熊本 有沙（くまもと ありさ）37歳（女性） 

前住所地：富山県高岡市 

主な職歴等  大阪外語専門学校エアライン科 卒業 

富山空港保安業務 

八重山郡竹富町役場 勤務 

高岡市役所 勤務 

服飾雑貨の製作、販売 

活 動 計 画 ① 養蚕プロジェクトへの協力

② 蚕の飼育に関すること

③ 絹を使用した商品開発

（２）協力隊氏名等 迫 風歌（さこ ふうか）20歳（女性）

前住所地：大阪府八尾市 

主な職歴等  大阪府立港南造形高等学校 卒業 

嵯峨美術短期大学デザイン分野暮らしのグッズデザイン領域 卒業 

活 動 計 画 ① 学生との繋がりを構築

② おおやアート村ビッグラボでの活動

③ NPO法人おおやアート村の支援

その他、地域貢献活動などに取り組み、地域活性化を目指す

４ 活 動 期 間  令和３年４月30日から令和４年３月31日まで 

※活動に取り組む姿勢、活動成果等を勘案し、最長で３年まで延長
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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） 

４月 27日（火） 教育部社会教育課 
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（2235） 

課長 中村 文明 

(主査 松岡淳平)   
 

『ハンドブック養父市城郭事典』の発刊について 

 

１ 概要 

 この度、『ハンドブック養父市城郭事典』という冊子を発刊しました。養父市にある

60カ所の山城跡をこの一冊で紹介しています。現地調査で作成した「縄張り図」という

城郭平面図を掲載し、図と文書で城跡を解説しています。市内各地の山林の中に多くの

隠れた城郭遺構があります。 

市内には、国指定文化財に指定された八木城跡をはじめ、特色のある城郭が市内各地

に残っています。山城を通じて身近な文化遺産を発見する機会とするため、市内にある

すべての城跡の 60城を紹介する本を発刊しました。 

一般には 500円で販売します。 

  

２ 図書の体裁など 

  １）書籍 

    本の名称 ハンドブック養父市城郭事典 

    発行部数 1,000部 

    規格   Ａ５版 

         本文 210ページ、巻頭カラー4ページ 

    発行   養父市教育委員会 

      

  ２）一般販売 

    単価   １冊、500円 

    場所   下記５施設 

八鹿公民館(℡079－662－6141) 養父市八鹿町八鹿 1675 

          養父公民館(℡079－664－1141) 養父市広谷 250 

          大屋地域局(℡079－669－0120) 養父市大屋町大屋市場 20-1 

          関宮地域局(℡079－667－2331) 養父市関宮 637 

          社会教育課(℡079－664－1628）養父市広谷 250-1 

    販売開始 令和３年４月 27日（火） 

   

   ３）図書の内容 

       養父市に 60 カ所の山城が構築されています。その多くは有事の時に村人が逃

げ込む「村の城」だと言われています。織田信長の時代には全国統一のための大

規模な戦争がありました。但馬地域は、天正５年(1577)から天正９年（1581）に



かけて織田と毛利が戦う境目となり、東日本と西日本を基盤とする二大勢力によ

る戦争がおこります。但馬地域には羽柴秀吉に命じられた羽柴秀長が攻めてきま

す。こうした時代に養父市の城郭が発達しました。 

       養父市の城郭は、山を利用して作られた山城です。中世城郭といわれる「地侍

の城」です。「城」という字は「土で成る」と書くように、土を掘り、土を盛って

曲輪や堀を築いて造られています。一部で石垣を利用しますが、多くは造成した

山城です。山城を通じて身近な歴史文化遺産を再発見する機会となることを期待

します。 

       平成 22 年に発刊した『図説養父市城郭事典』の中の個別城郭の解説を中心に

Ａ５判に再編集し、ハンドブック養父市城郭事典として発刊しました。 

     《内容》 

       第一章 八鹿地域の城郭   16項目 17城跡 

       第二章 関宮地域の城郭   10項目 10城跡 

       第三章 養父地域の城郭   20項目 20城跡 

       第四章 大屋地域の城郭   13項目 13城跡 

       第五章 中世寺院と中世城郭  3項目 4寺院跡 

  

３ その他 

   養父市教育委員会から発刊するＡ５判の文化財図書は、平成 24 年『草庵先生と青

谿書院』、平成 25年『養父市まちの文化財』があります。今回の『ハンドブック養父

市城郭事典』で 3冊目になります。手軽に養父市の歴史文化遺産や新しい養父市の魅

力を発見するための文化財シリーズの冊子として発刊しています。 

      

 ４ 問い合せ先 

   養父市教育委員会教育部社会教育課(担当 松岡、谷本、電話 079-664-1628) 

 

５ 添付資料 

     『ハンドブック養父市城郭事典』１冊を配布します 
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伝池田草庵所蔵の脇差の寄贈について 

 

１ 概要 

 青谿書院の池田草庵先生にゆかりのある脇差２本が、草庵先生の子孫である池田祥吾

氏（養父市八鹿町宿南）から養父市に寄贈されました。脇差は池田家に伝来したもので

あり、その内の１本は池田草庵先生が所有した脇差とみられることから「伝池田草庵所

蔵」としています。池田草庵先生に係わる歴史的な資料として保存します。 

 青谿書院は、昭和 45年(1970年)3月 30日、青谿書院の名称で兵庫県指定文化財に指

定されました。平成 30年 5月、養父市は一般財団法人青谿書院保存会から土地、建物、

古文書などを一括して寄贈をうけ、現在は養父市立青谿書院記念館として、宿南地区自

治協議会に委託して運営しています。 

  

２ 寄贈された脇差について 

  脇差１  

柄や鞘などの刀の外装の特徴から池田草庵の所蔵品と推定し、伝池田草庵所蔵と 

しています。 

刃長 44.2㎝、反り 1.2㎝。室町期の制作です。 

付属する小柄には「伊賀守藤原金道」の銘があります。 

   

  脇差２  

白鞘の表面には「盛光刀 池田家所蔵」と墨書があり、２代目池田粂次郎の書体で

す。初代池田草庵の後継者です。 

刃長 39.8㎝、反り 1.0㎝。室町期の制作です。 

刀の外装(刀拵)はなく、白木の鞘に入ります。 

刀身の茎(なかご)には「盛光」の銘があります。備州長船盛光という刀工が、室町

時代、現在の岡山県瀬戸内市長船町で活躍しています。 

    

            

３ 伝池田草庵所蔵の脇差の特徴について 

①外装の特徴 

金具に海老や沢潟の浮き彫りがあり、鐔(つば)は車輪状の透かし(菊透かし)があ

ります。優雅で華奢に飾った脇差です。 

柄や鞘などの刀の外装(刀拵)をみると、柄には柄巻(つかまき)、目貫(めぬき)、

鵐留金具(ししどめかなぐ、柄頭の金具）、縁(ふち、鐔に接する金具)がある。鵐



留金具と鐔（つば）の縁(ふち)には海老(えび)と沢潟(おもだか)の装飾がありま

す。目貫には魚が浮き彫りにされています。鐔は直径 7.4 ㎝の車輪状の透かし

（菊透かし）をもつ上品な脇差です。 

②小柄の特徴 

鞘には小柄（小さな刀）、全長 21.8㎝を装着します。 

小柄の刀身には「伊賀守藤原金道」の銘があり、小柄には鶏の装飾がありま

す。伊賀守藤原金道は、安土桃山時代から江戸時代初期に活躍した京都の刀工

(刀鍛冶)です。金道家は幕末まで続きます。草庵先生が青年期に漢学を学んだ

京都の刀工の制作です。 

③池田草庵の漢詩「買刀」 

池田草庵は「買刀」の漢詩を作っています。漢詩には刀の特徴を書いていません

が池田家伝来の上品な脇差であることから、漢詩にある刀と推定しました。 

漢詩の中で、「これは第１級品の刀であり、お金がないので分割して買った。夜、

灯りのそばで見ている。外国が来ようとしている。私は勤王の高い志をもって 50

年が過ぎた。老いた私は役に立たないが、この刀によって私の志を表わしたい。」

と記しています。 

  

 ４ まとめ 

①２本の脇差は、池田草庵の子孫である池田家に伝来したものであり、池田家から

養父市に寄贈されました。その内の１本は池田草庵が所持した刀と考えられるこ

とから、伝池田草庵所蔵としました。草庵先生が作った「買刀」という漢詩に示

された脇差と推定します。 

今のところ公開の予定はありません。 

 

 ５ 問い合せ先 

   養父市教育委員会教育部社会教育課(担当 松岡、谷本 電話 079-664-1628) 

 

６ 添付資料 

  ①刀工（刀鍛冶）の人物名参考資料、『朝日日本歴史人物事典の解説』より 

   １、金道（伊賀守藤原金光） 

没年：寛永 6年 12月 11日(1630.1.24) 

生年：生年不詳 

桃山・江戸初期の京の刀工。美濃(岐阜県)の関鍛冶兼道の子で,文禄年中 

(1592～96)京に出て,西洞院夷川で作刀した。文禄年中に伊賀守を受領し,作

品にみる年紀は天正 9(1581)年が最も古く,日光東照宮に奉納した太刀の寛

永 3(1626)年が下る。弟に来金道,丹波守吉道,越中守正俊がいて三品派をな

したが,特に金道家は幕末まで 10代を数える。 

 



 

脇差１ 刃長 44.2㎝。外装、鞘には小柄 

               

 

脇差１ 小柄の刀身に「伊賀守藤原金道」。柄には鶏の浮き彫り 

        全長 21.8㎝ 



 

脇差１、鐔は「菊透かし」。鐔と柄の間の縁金に海老と沢潟の浮き彫り 

 

 

柄の端（柄頭）の鵐留 (ししどめ) 金具に海老と沢潟の浮き彫り 

 



 

脇差２ 刃長 39.8㎝。白木の鞘 

鞘に「盛光刀 池田家所蔵」の墨書、書体は池田粂次郎 

 

脇差２ 茎に「盛光」の２文字を刻む 


	通知
	スケジュール
	ADP574.tmp
	令和3年4月9日


