
日時： 令和4年8月10日（水）　午前10時から

場所： 市役所本庁舎2階　第1会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1
若者インフルエンサーと市内事業者が開発した養父
市をテーマにしたツアーの発売について

商工観光課

2
養父市ジビエ処理加工施設の新商品「やぶ鹿コロッ
ケ」の発売について

環境推進課

3
「第31回せきのみやふれあいまつり 花火大会」の
開催について

関宮地域局 8月27日

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
居空間構想事業の推進に係る慶應義塾大学大学院メ
ディアデザイン研究科との連携協定締結について

経営政策・国家戦略特区課

2
令和４年度八鹿小学校同窓会「希望の塔開扉式」に
ついて

教育課 8月14日

3

養父市インターンシップ支援事業の実施について
～国家戦略特区のまちでのしごと体験とＵ・Ｉター
ンの促進～

商工観光課
8月18日
～19日

4
おおやアート村 BIG LABO オープン10周年記念企画
「夜のBIG LABO」の開催について

大屋地域局 8月21日

5 学生ボランティア派遣事業の実施について 教育課 8月23日

6 養父中学校美術科「パティシエ体験授業」について 教育課 9月2日

7
「第28回公募展木彫フォークアートおおや～ふるさ
との命の姿～」の開催について

大屋地域局
9月16日

～10月2日

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  

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） 

８月 10日（水） 
産業環境部 

商工観光課 

079-664-0285 

（2164）  

課長 田村 亘 

（主事 小林 憲斗） 

 

 

若者インフルエンサーと市内事業者が開発した 
養父市をテーマにしたツアーの発売について 

 

 養父市は、養父市創生を推進する上で、若者を主とした観光交流人口の増加及び将来的 

な移住定住人口の増加、若者が中心となって域内の生産性を高めるという取り組みが不可

欠であると考え、平成 29年度より、インフルエンサーを活用した地元企業との製品開発及

びその PR事業を実施しています。 

これまで、市内外のイベントでの養父市の PRや SNSを活用した情報発信などに取り組み、

多くの方々に向けて養父市の存在を広めているほか、市内事業者と連携して地域に眠る優

れた経営資源を活用した商品開発や観光開発に積極的に取り組んでいます。 

このほど、株式会社 MEリゾート但馬のハチ高原 THE PARK（https://hachi-thepark.jp ）

のグランピング施設を使用してのファッションツーリズムを作成しました。クラブツーリ

ズム株式会社と MEリゾート但馬、インフルエンサーとで企画を行い、8月 10日(水)よりク

ラブツーリズムの公式オンラインサイトで販売を開始します。 

 

１ 開発内容 

ファッションツーリズム in YABU City（共同開発企業：株式会社 MEリゾート但馬） 

   

ファッションツーリズムは、私たちの生活に関するあらゆる文化や体験などをインフル

エンサーならではの視点から‘おしゃれ（日常を特別）’なことにするとともに、興味を持

った人や集団を‘旅’で結び付ける取組です。 

今回のツアーは、ハチ高原でグランピングや BBQ などを行う中で養父市の自然を楽しむ

と同時に自分磨き、心身共に綺麗になる事をテーマにインフルエンサーが企画したもので

す。参加者の皆さんは、インフルエンサーのすすめるフォトスポットで撮影し、ツアーの内

容や現地の魅力を Instagram等の SNSを活用して伝えます。 

https://hachi-thepark.jp/


また、クラブツーリズム株式会社は、ツアーに参加し、画像の投稿に協力した方の中から、

プロトラベラーとして活躍できるような方を発掘することも、企画しています。 

 

○日  時  令和４年９月 12日（月）から 13日（火） 

○費  用  35,000円（税込）／1名 

○募集人数  ８名（先着） 

○内  容  グランピング、焚き火、BBQなど 

 

２ 問合せ先 

スタニング株式会社  

Co-Creation事業部 ディレクター 村上 

〒669-5301 兵庫県豊岡市日高町江原 118-2 

電話 0796-20-1055 

ファックス 0796-42-3826 

メール seina@stunning.co.jp 

mailto:seina@stunning.co.jp


 

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） 

８月 10日（水） 産業環境部環境推進課 
079-664-2033 

（2122） 

課長 田中 正広 

（主査 松田 渉）  
 

養父市ジビエ処理加工施設の新商品「やぶ鹿コロッケ」の発売について 

 

 この度、養父市ジビエ処理加工施設として認定している宝塚ジビエ工房が、やぶの太鼓

判にも認定されている「やぶ鹿（※１）」を使用した新商品「やぶ鹿コロッケ」の販売を

開始しました。 

養父市では、年間約 3,900 頭のシカを捕獲していますが、大部分が活用されずに処分さ

れています。このシカの利活用が喫緊の課題であり、ジビエを推進することでシカ等の有

害鳥獣駆除を一層進め、農林業の振興を図るとともに、新たな特産品の開発や地域振興を

図ります。 

 

１ 販売業者  宝塚ジビエ工房 

 

２ 販売開始  令和４年８月３日（水）から 

 

３ 販売場所  道の駅ようか但馬蔵 

        

４ 商品内容  やぶ鹿コロッケ（冷凍）360ｇ（90ｇ×４個入り）ガストリックソース入  

        り 

 

５ 問い合わせ先 宝塚ジビエ工房 宇仁菅 諭 TEL090-8799-5663 

 

※１「やぶ鹿」は、捕獲から解体、精肉などすべての作業を安全安心で高品質な食肉の製

造のためにこだわっています。捕獲した鹿は、1 時間以内に処理施設に持ち込み、速や

かに剥皮し内臓を摘出します。その後、個体を電解水で洗浄殺菌し、1 週間程度、低温

熟成室で熟成します。熟成した枝肉を精肉しショックフリーザーで急速冷凍することに

より、肉の細胞壁の破損を防ぎ、解凍時にはほとんどドリップが出ません。肉質の良さ

のほかに国内初となる自社開発のトレーサビリティアプリで捕獲日時・場所・捕獲者な

どの情報を追跡できることも特徴で、養父市地域ブランド推奨品「やぶの太鼓判」にも

認定されています。 

 







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） 

８月 10日（水） 市民生活部関宮地域局 
079-667-2331 

（4105） 

局長  田中 貴樹 

（主幹 岩佐 英行） 

 

 

「第 31回せきのみやふれあいまつり 花火大会」の開催について  
 関宮地域の夏の最大のイベント「せきのみやふれあいまつり」は、新型コロナ感染症拡大

防止のため、令和２、３年度は中止していましたが、今年度については、規模を縮小して開

催します。 

コロナ収束の願いを込めて、夜空に大輪の花が咲く「光のつばさ」をテーマに、午後８時

から約 30分間、連続で約 600発打ち上げる予定です。 

 

記 

 

１ 期 日  令和４年８月 27日（土）午後８時 ～ 午後８時 30分 

 

２ 会 場  関宮ふれあいパーク芝生グラウンド（養父市関宮 627番地） 

       ※打ち上げ場所は関宮農村広場 

 

３ 主 催  せきのみやふれあいまつり実行委員会 

（実行委員長：関宮区長会長 藤原睦幸） 

       （区長会，商工会，観光協会，消防団，地域自治組織，金融機関，商友会， 

老人クラブ，社協等 関宮地域内の各種団体等で構成） 

 

４ 内 容  詳細につきましては、別紙チラシをご覧ください。 

 

５ 問合せ先 

 

せきのみやふれあいまつり実行委員会事務局 中尾 一夫 事務局長  

（関宮まちづくり協議会内）電話・FAX：（079）667-2211 
 







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） 

8月 10日(水) 
経営企画部 

経営政策･国家戦略特区課 

079-662-7602 

（1240） 

課長 安達 一郎 

（参事 松浦 伸史） 

 

 

   居空間構想事業の推進に係る慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科との 

   連携協定締結について 

 

 市では、「養父市まちづくり計画」に定める「豊かで持続可能なスマートヴィレッジの共

創」を実現するため、次世代を担う子ども達が学校外でデジタル技術等に触れ、制限を受け

ることなく自由に学び、創造力を刺激し育む環境を整備することとしており、令和４年度に

３Ｄプリンタ、ＰＣ、ドローン、映像機材、編集ソフト等が導入された「居空間構想拠点」

を整備し、令和５年度の開設を目指しているところです。 

 この度、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(Keio Media Design＝KMD)と養父

市は、同科が保有する最新のデジタル技術をはじめとした先端教育並びに学術研究等を活

用し、「居空間構想拠点」の整備・運用をはじめ、産業、学術、まちづくり、教育、文化な

どの分野で相互に協力して活力ある地域づくりを推進するため、令和４年７月 15日付けで

連携協定を締結しました。 

 今後、「居空間構想拠点」において遠隔ロボット等を活用したリモート学習など様々な学

習機会を創出するとともに、様々な分野で連携してスマートヴィレッジの共創を目指しま

す。 

 また、居空間構想拠点の運用開始に先駆けて、本年９月にプレイベントとして、市内在住

の親子を対象とした「パソコン組み立て親子ワークショップ」を計画しています。詳細は、

決まり次第発表します。 

 

【協定内容】 

 

(目的) 

 豊かな地域の未来を創造するため、産業、学術、まちづくり、教育、文化などの分野で相

互に協力し、活力ある地域づくりに寄与すること。 

 

（連携協力事項） 

（１）人材資源の地域格差を解消するための経験共有プラットホームの創造に向けた連携 

（２）地域共創を目指した体制構築および運営支援のための連携  

（３）文化・教育・学術の振興、発展のための連携  

（４）DX・デジタルを含む人材育成のための連携  

（５）その他、本協定の実現に必要な事項 

  



【慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(Keio Media Design＝KMD)について】 

 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科は、グローバルに活躍できるクリエイティ

ブリーダーである「メディア・イノベータ」を育成するとともに、創造社会を牽引するため

の様々な活動を行っています。 

 また、国際社会の一員として先端的な活動を行うため、英語と日本語を公用語とし、ネッ

トワークインフラを最大限に活かした環境整備に取り組んでいます。 



  
令和４年度八鹿小学校同窓会「希望の塔開扉式」について 

 

平成25年度の八鹿小学校卒業生が、卒業時に希望の塔に収納した未来の自分にあてた

手紙を取り出す式を、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、小学校卒業時に書いた未来の自分に当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する。 

 

２ 主 催   養父市立八鹿小学校同窓会 

 

３ 日 時   令和４年８月14日（日）午前10時～11時 

 

４ 場 所   養父市立八鹿小学校 交流ホール、「希望の塔」前 

 

５ 内 容  ・卒業生が卒業時に「希望の塔」に収納した「立志の書」や思い出の品

を取り出し、卒業当時の思い出や夢を語る。 

・<次第>①開会、②校歌斉唱、③当時の先生の話、④卒業生代表の言葉、

⑤希望の塔の扉の「鍵」の引き渡し式、⑥希望の塔の開扉、⑦閉会。 

・今年度は平成 25年度卒業生が対象。 

・新型コロナウイルス感染防止の為内容を縮小して実施し、例年行って

いる同窓会総会と懇親会は中止する。 

 

６ 問合せ先  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 

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） 

 8月 10日（水） 教育部教育課 
079-664-1627 

（2220） 

参事 安東 博之 
（主幹 西垣 將輝） 

 



 
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） 

８月10日（水） 
産業環境部 

商工観光課 

079－664-0285 

（2163） 

課長 田村 亘 

（主事 谷垣 仁宏）   
養父市インターンシップ支援事業の実施について 

～国家戦略特区のまちでのしごと体験とＵ・Ｉターンの促進～ 
 

株式会社但馬銀行（頭取 坪田 奈津樹）と養父市は、大学生等が養父市内の企業を訪れ、

仕事の役割を現場で体験することで、自らの専攻、将来のキャリアに役立てる「養父市イン

ターンシップ支援事業」を下記のとおり実施します。 

 

記  
１ 名  称   養父市インターンシップ支援事業 

 

 ２ 主  催   株式会社但馬銀行、養父市 

 

 ３ 協  力   株式会社ローカルフラッグ 
 

４ 対象学生   大学生、大学院生、短大生、専門学校生、高校生（学年不問） 定

員 20人    
５ 開催日時   8月 18日（木）～19日（金） 1泊 2日  
６ 内  容   (1) キャリアセミナー（1日目午後） 

            芸術文化観光専門職大学学長 平田オリザ氏による講演会、参

加企業で働く先輩社員との意見交換会などを行い、様々な業種の

企業を知る機会を設ける。 

          (2) インターンシップ（2日目） 

            学生に職業体験の機会を提供することで、参加学生がＵ・Ｉタ

ーンして働くことを具体的にイメージし、将来の職業選択に役立

つ経験ができる。 

          (3) 合同報告会（2日目） 

            インターンシップをした学生がそれぞれの活動成果を報告する

合同報告会を実施。 

  



７ 参加企業   株式会社オーシスマップ、全但バス株式会社、八鹿鉄工株式会社、

社会福祉法人かるべの郷福祉会、株式会社谷常製菓、ナカバヤシ

株式会社、社会福祉法人さつき福祉会、福井建設株式会社、株式

会社但馬銀行、養父市役所 10企業(事業所) 

 

８ 問合せ先      株式会社但馬銀行 但馬営業部  
ＴＥＬ  0796-24-2133 

Ｅ-mail   houjin@tajimabank.co.jp 







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） 

８月 10日（水） 市民生活部大屋地域局 
079-669-0120 

（3105） 

局長 上村 圭 

（主幹 森本重良）  
 

おおやアート村 BIG LABOオープン 10周年記念企画「夜の BIG LABO」の開催について 

 

１ 主 催  NPO法人おおやアート村 

 

２ 日 時  令和 4年 8月 21日（日）午前 10時～午後９時 

 

３ 場 所  おおやアート村 BIG LABO（養父市大屋町加保 7番地） 

 

４ 内 容   現在開催中のおおやアート村 BIG LABOの 10周年記念展にあわせて、夏

の夜を楽しむイベントを企画しました。 

       ◆日曜購買部では、ハンドメイド作品などの販売を行います。 

       ◆夜の展覧会では、特別に夜間開館を行い、昼間とは違う表情の作品を楽し

むことができます。 

       ◆ちょこっと縁日では、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなどを楽しむ

ことができます。 

       ◆星の観望会では、星の専門家による星の話や、グラウンドでの天体望遠鏡

での観察などを行います。 

 

５ その他   新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来場者の方にはマスク

着用、手指の消毒等の協力をお願いします。 

 

６ 問い合わせ先 NPO法人おおやアート村 おおやアート村 BIG LABO 

         TEL 079-669-2449 
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（担当者職氏名） 

８月 10日（水） 教育部教育課 
079-664-1627

（2220） 

課長 石田 恵美 

（参事 安東 博之）  
 

学生ボランティア派遣事業の実施について 

 

本市では、長期休業期間等に、学校等の教育活動を支援していただく学生ボランティア

を募集しているところです。 

このたび、学生ボランティアの応募があり、下記のとおり活動しますので、お知らせし

ます。 

 

記 

 

１ 陸上競技練習の指導 

（１）日 時 令和４年８月 23日（火）午前８時 30分～午前 10時 

（２）場 所 養父市立関宮学園運動場（雨天の場合：関宮学園前期課程体育館） 

養父市吉井 180番地   

（３）内 容 学生ボランティア 1人が、関宮学園前期課程の児童を対象に、陸上競技練

習の指導支援を行い、陸上競技の楽しさを伝えます。また、走り方や練習

方法などの指導を行います。 

 

２ 問い合わせ先  教育部教育課 電話：079-664-1627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【参考】令和４年 7月 11日（月）記者発表資料 

 

長期休業期間等に養父市に帰省したり、ボランティア活動を志したりする学生に、ボラン

ティア登録していただき、学校等の教育活動の支援をしていただく。 

 これにより、学生のふるさと意識の醸成を図り、地域活動への貢献を促すとともに、学校・

地域の連携・協働を推進することで、地域とともにある魅力ある学校の実現をめざします。 

 部活動については、今後の段階的な地域移行を見据え、学生の参画を推進していきます。 

 

１ 期  間  令和４年７月～令和５年３月 

 

２ 活動場所  養父市立小・中・義務教育学校等 

 

３ 活動内容 

（１）部活動指導員 

   長期休業期間等に中・義務教育学校（後期課程）で行う部活動の支援 

   小・義務教育学校（前期課程）で行う陸上教室の支援 等 

（２）学習支援員 

   長期休業期間等に学校等で行う学習教室の支援 等 

（３）その他学校等が行う教育活動の支援 

 

４ 応募資格 

  下記の要件を満たす大学生、専門学校生等 

 ・児童生徒の活動の充実のために、意欲的に活動すること 

 ・教育委員会及び学校の指示に従うこと 

・活動により知り得た個人情報を漏らさないこと（守秘義務） 

・政治、宗教、営利に関する活動を行わないこと 

・登録しても、必ずしも依頼があるとは限らないことを了承できること 

 

５ 派遣までの流れ 

 ① ボランティアを希望する学生等は、登録書を養父市教育委員会事務局教育課（以下、

教育課）に提出する。 

 ② 派遣を希望する学校等は、その旨を教育課に連絡する。 

 ③ 教育課は、ボランティア登録者から適任者がある場合、面接等の審査を行い、派遣者

を決定し、学校等に通知する。また、活動を実施するにあたって、派遣する学生ボラン

ティアに注意事項を指導する。 

 ④ 学校等は、学生ボランティアと打ち合わせを行う。 

 

６ そ の 他 

  無償ボランティアとする。ただし交通費（上限あり）は支給する。 
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養父中学校美術科「パティシエ体験授業」について 

 

 養父中学校では、美術科の抽象表現の学習の一環でカタシマ㈱の協力のもと、「色とかたちの

表現～ふるさと養父の彩り・洋菓子を創ろう～」と題し、新作ケーキ開発授業を行います。新

作ケーキ開発のため、カタシマ（株）のパティシエを招き、パティシエ体験授業を実施します。 

 

１ 日 時  令和４年９月２日（金）午前 9時 40分～午前 11時 30分（下記学習計画の②） 

 

２ 場 所  養父中学校ランチルーム（１F）  養父市十二所 838番地 

               

３ 内 容  パティシエ体験授業 

 

４ 学習計画（全 12時間） 

① 色の学習（１ｈ）……色の性質や感情、配色、抽象表現などデザイン効果の学習。 

 

 ②パティシエ体験（２ｈ）…パティシエによる実技披露、ケーキの制作実習 

 

 ③新作ケーキ開発（８ｈ）…企画書①…平面デザイン画制作  

                            企画書②…レプリカ制作（デザイン画を基に立体作品に） 

  ④新作合評会（１ｈ）……全員の企画書を鑑賞し、最優秀作品を選出。 

                          ・最優秀賞に選抜された作品１点を実践販売。 

 ⑤新作ケーキ審査発表（10分程度）…校長が審査発表と表彰。 

  ⑥店舗期間限定販売（２月下旬～３月下旬・30日間）……最優秀作品をカタシマ全店にて実

践販売。 

５ 問合せ先 養父中学校 ☎079-664-1001 
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「第 28回公募展木彫フォークアートおおや～ふるさとの命の姿～」の開催について 

 

木彫フォークアートおおや実行委員会は、第 28回公募展木彫フォークアートおおやを下記の

とおり開催します。 

 

記 

 

 １ 第 28回公募展スケジュールについて 

  （１）審査講評会 

     ①日 時 令和４年９月 11日（日）午後３時～午後４時（予定） 

     ②会 場 養父市立おおやホール（展示会場） 

③審査員 蓑 豊（兵庫県立美術館長） 

          吉原 美惠子（元徳島県立近代美術館上席学芸員） 
          松本 俊彦（兵庫県立円山川公苑元美術館担当学芸員） 
          広瀬  栄（養父市長） 

     ④内 容 審査結果の発表、審査員による講評 

     ⑤その他 同日実施する審査会は非公開ですが、講評会については報道機関および

一般の方もご入場いただけます。 

  （２）展覧会 

      ①会 期 令和４年９月 16 日（金）～令和４年 10 月２日（日）午前９時～午後

５時（最終日は午後４時 30分まで） 

           ※期間中無休 

      ②会 場 養父市立おおやホール（兵庫県養父市大屋町山路７番地） 

      ③入場料 無料 

  （３）授賞式 

      ①日 時 令和４年９月 23日（金・祝）午後１時（予定） 

      ②会 場 養父市大屋市民センター（おおやホールの隣り） 

      ③内 容 入賞者の表彰、大衆賞の発表 

  （４）運営ボランティアの募集について 

     展覧会をお手伝いいただけるボランティアスタッフを募集しています。業務内容は

展覧会の受付、作品の監視等です。報酬・交通費の支給はありませんが、第 28回公

募展の作品集を１冊贈呈します。 

 



２ その他 

   新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定の変更、入場制限等の対策を行う場

合があります。 
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