
日時： 令和5年3月9日（木）　午前10時から

場所： 市役所本庁舎2階　第1会議室
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各種市民サービスで使用するデジタルポイント名称
の公募・名称決定について

デジタルファースト課

１　発表事項

２　資料配布



 
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） 

３月９日（木） 市民生活部 市民課 
079-662-3163

（1115） 

課長 高橋 純子 

参事 石村 嘉康 

 

南但馬警察署と共同制作したマイナンバーカードケースについて 

 

１ 目的 

  現在、国を挙げて、マイナンバーカードの普及促進が実施されている。 

  令和５年１月末現在で、養父市はマイナンバーカード交付枚数率 89.1％で特別区・市

において全国第２位の交付率である。 

  養父市民は、マイナンバーカードに対する認識が高く、コンビニ交付や身分証明として

の利用状況等からも、常日頃から持ち歩かれている方も多いと思われる。 

  今後、マイナンバーカードを利用する機会がますます増えていくことから、南但馬警察

と共同制作したマイナンバーカードケースを様々な機会に市民に配布することで、マイ

ナンバーカードの普及啓発・利用促進及び交通安全啓発に努めることを目的とする。 

 

２ マイナンバーカードケース制作枚数 

  10,000枚 

 

３ 制作したマイナンバーカードケースのデザイン及び配布 

  養父市イメージキャラクター「やっぷー」が警察官の制服を着て、南但馬警察署マスコ

ットキャラクターの「だいこちゃん」と横断歩道での交通事故防止を呼び掛けるデザイン

のマイナンバーカードケースを作成し、各種キャンペーンで配布する他、養父市役所窓口

にて、新規マイナンバーカード交付時や、更新交付時等に市民へ配付する。 

 

４ 配布開始日等 

 ⑴ 配布開始年月日 

   令和５年３月９日から 

 ⑵ 配布場所 

   養父市役所及び各地域局窓口及び兵庫県警察養父警察センター 

 

５ マイナンバーカードケースの公開日時及び場所 

⑴  日時 

   令和５年３月９日（木） 午前 10時から（定例記者会見内） 

 ⑵ 場所 

   兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675番地 養父市役所内 第 1会議室 

   （定例記者会見の際に養父市長と南但馬警察署長が共同発表） 

   



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） 

３月９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）  
 

おおやアート村 BIG LABO 公募そらテン作品募集について 

 

 NPO法人おおやアート村では、おおやアート村 BIG LABOで３年ぶりの公募展「公募そら

テン」を下記のとおり開催します。テーマは「そら」。地球をとりまく「そら」に想いをめ

ぐらせ、自由な作品を大募集します。 

 

１ 作品募集 

   「そら」をテーマにした作品。 

① 平面 

      絵画・書・写真・版画・その他 

      サイズ：タテ 4ｍ×ヨコ 4ｍ以内 

② 立体 

      木彫・樹脂・その他 

      サイズ：幅 4ｍ×高さ 4ｍ×奥行 4ｍ以内 

      ※野外展示も可。ただし、作品が破損・紛失しても責任を負いかねます。 

③ 映像 

      上映時間 5分以内 

      ※DVD形式でご応募ください。 

 

２ 募集締切 

   令和５年３月 31日（金） 

 

３ 出展料 

   こども（高校生以下） 1,000円（ひとり 3点まで・団体可） 

   おとな        １点：2,000円、２点：3,000円、３点：4,000円 

 

４ 申込方法 

   【作品を持参される場合】 

    出展申込書に記入し、出展料を添えて持参ください。 

   【作品を送付される場合】 

    出展申込書に記入し、作品に添付して下記住所まで送付ください。 

    （締切日の３月 31日までに入金ください） 

    ※主催者側の都合により中止した場合を除き払い戻しはしません。 

 



５ その他  新型コロナ都合等でやむ得ない事情により開催できない場合があります。 

 

６ 問い合わせ先 

       おおやアート村 BIG LABO内 NPO法人おおやアート村 理事長 金谷智之 

       〒667-0315 養父市大屋町加保 7番地 

       TEL 079-669-2449 FAX 079-669-2448 

 



 

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） 

 ３月９日（木） 
健康福祉部 

保険医療課 
662-3165 

課長 余根田 一明 

（主査 長谷川雄也） 

 

 

 

第 10回 やぶ医者大賞候補者の募集について 

 

 養父市では、「やぶ医者」の語源が「養父にいた名医」であったことにちなみ、全国各地で地

域医療に貢献している若手医師を顕彰しています。これまでに 18名の若手医師に「やぶ医者」

の称号を贈っています。 

 第 10回目のやぶ医者大賞の候補者の募集を、下記のとおり行います。 

 

記 

 

１ 応募対象者 

医療過疎地域の病院又は診療所（民間含む）に通算５年以上勤務する令和５年４月１日

時点で 50歳以下の地域医療に貢献している医師及び歯科医師 

 

２ 応募方法 

   団体等による推薦が必要 

   所定の応募用紙に、必要事項を記入の上、資料を添えて、事務局(保険医療課)へ郵送 

 

３ 募集期限 

   令和５年５月 26日（金） 

 

４ 周知方法 

◇ダイレクトメール 

・全国の自治体長宛て（約 1,740団体）  

   ・過疎法該当自治体の医師会（約 400団体） 

   ・医学部を持つ全国の大学（約 80大学） 

   ・関係機関（日本医師会、全国国民健康保険診療施設協議会、全国自治体病院協 

議会など） 

  ◇市ホームページに掲載（過去の受賞者、表彰式の様子などをあわせて掲載） 

  ◇過去の受賞者へ紹介、推薦などを依頼 

 

 



５ 賞と副賞 

   表彰者 ２名以内 

賞状、記念品及び副賞 50万円 

 

６ 主催 

養父市 

 

７ 後援（申請中） 

公益社団法人 日本医師会、公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会、公益社団

法人 全国自治体病院協議会、関西健康・医療創生会議、認定 NPO法人日本ホルモンステ

ーション、公益財団法人 健康加齢医学振興財団、一般社団法人 兵庫県医師会、NPO 

法人 但馬を結んで育つ会、兵庫県市町診療施設運営対策協議会、兵庫県、養父市医師会、

公立八鹿病院 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

   審査会 令和５年７月１日(土) 

表彰式 令和５年 11月 11日(土)    

養父市立ビバホール（養父市広谷 250） 

 

９ 添付資料  

やぶ医者大賞実施要領、やぶ医者活躍地域 

チラシ（昨年度の表彰式、過去の受賞者、やぶ医者の語源など） 

 

 

 



名医の郷 養父市が贈る やぶ医者大賞実施要領 

 

１ 趣旨・目的 

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

する。 

※ 賞の名称については、「やぶ医者」の語源が「養父にいた名医」であったことに

ちなみ命名するもの。 

※ 若手医師を育てることを目的とすることは、地元（養父市八鹿町宿南）で私塾「青

谿書院」を開き、知識と実行力を兼ね備えた人材を育成した江戸時代の儒学者で

ある池田草庵（兵庫県養父市出身）にちなむもの。 

 

２ 主 催 

養父市 

 

３ 後 援（申請中） 

公益社団法人 日本医師会、公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会、公益社団

法人 全国自治体病院協議会、関西健康・医療創生会議、認定 NPO 法人日本ホルモンス

テーション、公益財団法人 健康加齢医学振興財団、一般社団法人 兵庫県医師会、NPO

法人 但馬を結んで育つ会、兵庫県市町診療施設運営対策協議会、兵庫県、養父市医師

会、公立八鹿病院 

 

４ 対象者 

医療過疎地域の病院又は診療所（民間含む）に通算５年以上勤務する令和５年４月１日

時点で 50歳以下（昭和 47年４月２日以降生まれ）の地域医療に貢献している医師及び

歯科医師。 

 

５ 応募方法 

団体等による推薦が必要。 

所定の応募用紙に、必要事項を記入の上、資料（顔写真１枚、活動の内容のわかる写真・

新聞記事等それぞれ３点程度）を添えて、令和５年５月 26 日（金）までに事務局へ郵

送すること。 

なお、今回受賞されなかった候補者は、以後３年間 候補者名簿に登載し、毎年、候補

者本人の意志確認をした上で、今後の審査の対象とする。 

 

※ 提出いただきました写真は必要に応じて報道機関等へ公開しますので、個人情報へ

のご配慮をお願いします。 



 

６ 審 査 

審査の時期 令和５年７月１日（土） 

   審査員（令和４年度） ※50音順  

岡山 雅信（神戸大学大学院地域医療教育学部門特命教授） 

     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） 

後藤 葉一（公立八鹿病院院長） 

永井 良三（自治医科大学学長・東京大学名誉教授） 

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特任教授・

京都大学名誉教授） 

中野  穣（社会福祉法人関寿会はちぶせの里統括管理者） 

     西村 正樹（滋賀医科大学神経難病研究センター 教授・図書館長） 

枚田 一広（養父市医師会会長） 

平田 淳一（兵庫医科大学救急・災害医学講座主任教授） 
 

７ 賞と副賞 

   表彰者 ２名以内 

賞状、記念品及び副賞 50万円 

 

８ 表彰式 

   期日  令和５年 11月 11日（土）  

会場  養父市立ビバホール（養父市広谷 250）  

   内容  表彰式及び地域医療などに関する講座など 

 

９ その他 

・ 受賞された方は、表彰式に出席し、15分程度講演等が必要。 

・ 講演料については、副賞に含むものとし、支給しない。ただし、旅費及び宿泊分は、

必要に応じ別途支給する。（最大２泊まで） 

 

 養父市（但馬地方）へのアクセス 

   コウノトリ但馬空港を利用いただければ、東京(羽田)から最短２時間です。 

   但馬空港～大阪(伊丹)空港間を１日２往復しています。 

   遠方の方には大変便利です。 

   なお、但馬空港へ送迎は責任を持って行います。  







やぶ医者活躍地域

❺岐阜県郡上市

廣瀬英生氏

臼井恒仁氏

❹滋賀県米原市

前川恭子氏

➊山口県萩市

澤田弘一氏

❹岡山県鏡野町

➊広島県北広島町

東條環樹氏

❷島根県西ノ島町

白石裕子氏

❺山梨県南部町

市川万邦氏

❻三重県鳥羽市

小泉圭吾氏

➏熊本県小国町

片岡恵一郎氏

❼長野県小谷村

中井和男氏

松本毅氏

❼愛媛県愛南町

❸滋賀県東近江市

花戸貴司氏

八木田一雄氏

❽北海道松前町

次田展之氏

❾広島県尾道市

松井善典氏

❽滋賀県長浜市

❸徳島県美馬市

藤原真治氏

❷香川県綾川町

十枝めぐみ氏

見坂恒明氏

❾兵庫県丹波市



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） 

3月 9日(木) 
経営企画部 

デジタルファースト課 

079-662-7605 

（1280） 

課長 安達 洋道 

（主幹 濱 嘉宏）  
 

各種市民サービスで使用するデジタルポイント名称の公募・名称決定について 

 

１ 目 的   

市では、市民生活の向上を目的にデジタル化を進めるとともに、デジタル化に慣れて

いただきたく取り組みを行っています。 

現在、紙のカードなどで管理しているポイント等について、スマートフォンなどで利

用できるよう準備を進めています。 

このデジタルポイントを市民の皆さまが親しみを持って使っていただけるよう名称

の募集を行いました。 

また、名称募集と並行して、デジタルポイント利用方法の検討や、ポイントのロゴや

イメージデザインを作成しました。 

   

２ 決定名称 やっぷる 

   

３ 公募状況 

（１）期 間 令和４年９月 10日（土）から令和４年 10月 10日(月) 

（２）応募作品数 33作品 

 

４ 選考方法   

名称選考会による投票 

選考会日程 令和４年 10月 31日 

   選考理由 発音しやすい、わかりやすい、おぼえやすい、親しみやすい。 

 

５ 考案者情報 

氏 名 植田 貴裕 （ウエダ タカヒロ） 

住 所 養父市八鹿町伊佐 

   名称についての説明 

「養父市キャラクターの名前にちなみ、養父市を広く知ってもらえるように」 

 

  



６ デジタルポイントの利用予定 

（１）やっぷー健康ポイント 

（２）養父市タクシー等利用料助成事業 

（３）デジタルクーポン事業 

 

７ ポイント利用開始時期 

   令和５年７月頃（デジタルクーポン事業の開始時期未定） 

 

８ デジタルポイント ロゴ・イメージデザイナー情報 

氏名 高橋 純 （タカハシ ジュン）  

   デザインコンセプト 

養父市を代表する氷ノ山と棚田の原風景を、目に優しいイラストとし子供から高

齢者まで認識しやすいデザインとした。 

 


	1定例記者会見3月9日
	2南但馬警察署と共同制作したマイナンバーカードケースについて
	3おおやアート村BIGLABO公募そらテン作品募集について
	4第10回やぶ医者大賞候補者の募集について
	6やぶ医者大賞実施要領
	5やぶ医者大賞募集チラシ
	7やぶ医者活躍地域図2023
	8デジタルポイント名称決定

