
日時： 令和4年9月12日（月）　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
但馬醸造所の新商品 純米酒粕を使用した「但馬の
石鹸　翡翠」の発売について

商工観光課

2
みんなで使って応援！養父市デジタルクーポンの
配付について

商工観光課
デジタルファースト課

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
第28回公募展木彫フォークアートおおやの審査結
果について

大屋地域局

2

おおやアート村BIGLABO 10周年記念イベント第２
弾「10年間にお世話になった作家によるアーティ
ストトーク」の開催について

大屋地域局 9月23日

3
養父市国際交流協会主催事業「ブータン　山の教
室」自主上映会開催について

経営政策・国家戦略特区課 9月24日

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） 

９月 12日（月） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285 

課長 田村 亘 

（主事 谷垣 仁宏） 

 

 

但馬醸造所の新商品 純米酒粕を使用した「但馬の石鹸 翡翠」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 

但馬の石鹸 翡翠 85ｇ 1,340円(税込) 

天滝の麓で 3年以上長期熟成させた純米酒粕を磨き上げ、アミノ酸を凝縮。株式会社ささ

やまビーファーム（本社：丹波篠山市）に製造を委託し、材料に熱を加えず素材の反応熱だ

けでじっくり時間をかけて熟成させる昔ながらの『コールドプロセス製法』でひとつひとつ

手づくりしています。 

また、無農薬、無化学肥料で育てられた丹波篠山産ローズマリーの精油を配合し、やさし

い香りを加えることにより酒粕の香りを抑えました。 

乾燥肌にやさしい、しっとり、マイルドなつかい心地で、防腐剤、界面活性剤不使用で全

身を洗うことが出来る無添加石鹸です。 

  

２ 名前の由来 

 大屋町の加保から関宮に続く道路（加保坂）の横にはヒスイ原石が露出しています。 

このヒスイ原石は地層と一体的になった岩石として存在しており、自然産状を示す日本

唯一の事例といわれ、昭和 58年 3月『加保坂の硬玉(ヒスイ)原石露頭』として兵庫指定文

化財になりました。 

ヒスイ原石の出土地は日本国内に８か所ありますが、ヒスイが現地で見学できる場所は

新潟県糸魚川と養父市大屋町などわずかです。   

 

３ 販売開始日 

 令和４年９月 10日(土)～ 

販売店：道の駅ようか、道の駅但馬楽座、道の駅やぶ など 

 

４ 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） 

9月 12日（月） 

経営企画部 

デジタルファースト課 

産業環境部商工観光課 

079-662-7605 

079-664-0285 

課長 安達 洋道 

(主幹：濱 嘉宏) 

課長 田村 亘 

（主幹：片岡 智紘） 

 

 

 

みんなで使って応援！養父市デジタルクーポンの配付について 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による地域経済の低迷を緩和するとともに、地域における

消費を喚起・下支えすることを目的に、市内に本店を置く事業所、店舗等で共通して使用でき

るクーポンを発行し全市民に配付します。 

令和 4 年度は、加速するデジタル社会に対する意識の高揚を図ることなどを目的に QR コー

ド付きのデジタルクーポンカードを配付します。 

 

 

１ クーポンの内容   5,000円分/1枚(QRコード付きカード) 

 

 

２ 配付枚数      全市民に１人１枚 

 

 

３ 使用期間      令和 4年 9月 15日(木)から令和 5年 1月 6日(金)まで 

 

 

４ 使用方法      ①QRコード付きクーポンカードで使用する 

            ②スマートホン等にアプリをインストールして使用する 

            ※詳細は別添資料参照 

 

 

５ 使用可能店舗    市内に本店を置く登録店舗（別紙加盟店一覧参照） 

            一覧作成以後の申請については随時受付。 

 



  

 

令和４年度みんなで使って応援︕ 

養⽗市デジタルクーポン（カード）配布のお知らせ 

 

養⽗市では、コロナ禍における地域経済の活性化や消費喚起を⽬的に、市内の加盟店で利⽤できるデジタ

ルクーポンを市⺠のみなさまに交付します。 

今回交付するデジタルクーポンは、デジタル社会への対応に向けた養⽗市の新たな取り組みです。 

 

 

市⺠１⼈︓５，０００ポイント（５，０００円分） 

 

 

使⽤期間は、令和４年９⽉ 15 ⽇（⽊）から令和５年１⽉ 6 ⽇（⾦）までです。 

 

 

 

 

 養⽗市デジタルクーポンとは、専⽤アプリ・カードを利⽤して、加盟店で 1 ポイント 1 円として利⽤で

きるキャッシュレス決済サービスです。 

 現⾦との併⽤が⾏えます。残⾼ 1 ポイントまでの利⽤ができます。 

 使⽤期間内に必ず加盟店にてご使⽤ください。使⽤期限を過ぎますと、ポイントが消滅しご使⽤できま

せんのでご注意ください。 

 

 

 給付内容 

養⽗市⺠ 1 ⼈５，０００円分のポイント 

 給付対象者 

令和４年７⽉８⽇から令和５年１⽉６⽇までに養⽗市に住⺠票がある⽅ 

※令和４年 9 ⽉１⽇以降に転⼊された⽅は、転⼊届提出の窓⼝にてカード発⾏の案内を致します。 

※令和４年 9 ⽉１⽇以降に出⽣されたお⼦様は、出⽣届提出の窓⼝にてカード発⾏の案内を致します。 

 

 

養⽗市デジタルクーポンに関するお問い合わせ 

■カード発⾏元︓養⽗市商⼯観光課 

電話番号︓079-664-0285（受付時間平⽇ 8︓30〜17︓15） 

■システム管理者︓養⽗市デジタルファースト課 

電話番号︓079-662-7605（受付時間平⽇ 8︓30〜17︓15） 

カードでの使い方は裏面へ スマートホンでの使い方は内開きへ 

養父市デジタルクーポンとは 

給付の概要 

お問合せ 



  

 

 

 

１．同封の市内加盟店⼀覧表にて      ２．カードを持って加盟店へ⾏ 

店舗の確認をしてください。        きましょう。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．⽀払い時に養⽗市デジタル            

クーポンで決済と指定して         

ください。                       

                            

  

サンプル

QRコード

サンプル

4．店舗側の決済端末で 

⼊⼒した⾦額を確認 

したら決済完了︕ 

 

※決済後、残⾼の確認 

ができます。  

サンプル

カードでの使い方 



  

 

１. 専⽤アプリの取得 

専⽤アプリ「chiica（チーカ）」をダウンロードしてください。 

 

Google PlayApp Store スマートホンでの使い方 



  

２. カードポイントの移行 

「デジタルクーポンカード記載の QR コード」より、下記の方法で専用アプリへポイントを 

移行してください。 

 

※ポイントの移行はカードからアプリへの移行の 1 度きりです。１度移行したポイントをカード 

 に戻すことはできないのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

デジタルクーポンカード裏面の残高確認 QR コードを読込いただくか、 

https://chiica.jp/point/history/input/index.html よりご確認いただけます。 

サ

加 盟 店 
chiica アプリを開き 

QR コード表示ボタンを 

押し店舗に提示して決済 

 

もしくは 

 

QR コード読込ボタンを 

押し、店舗備付けの QR 

コードを読込み、支払い 

金額を入力し、店舗に 

金額確認し決済 

 

支払い時に養父市デジタ

ルクーポンで支払と指定

してください。 

残高確認 







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） 

９月 12日（月） 市民生活部大屋地域局 079-669-0120 
局長 上村 圭 

（主幹 河邊 正人）   
 

第 28回公募展木彫フォークアートおおやの審査結果について 

 

第 28 回公募展木彫フォークアートおおやの審査会を下記のとおり開催し、グランプ

リ以下入賞作品及び入選作品を選定しました。 

 

記 

 

１ 審査会 

 ア 日 時 令和４年９月 11日（日）午後 12時 30分～午後３時 

 イ 会 場 養父市立おおやホール（展示会場） 

ウ 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） 

 エ 内 容 入賞・入選作品の選定 
オ その他 審査会終了後、審査員による講評会を実施しました。 

 

２ 審査結果 

 別紙のとおり 

 

３ その他 

 ア 展覧会 

⑴ 会 期 令和４年９月 16日（金）～10月２日（日） 

開館時間：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、入場無料 

  ⑵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） 

 イ 授賞式 

⑴ 日 時 令和４年９月 23日（金・祝）午後１時～ 

  ⑵会 場 養父市大屋市民センター（おおやホールの隣り） 

  ⑶内 容 入賞者の表彰、大衆賞の発表、平田オリザ氏の講話 

 



第28回公募展「木彫フォークアートおおや」入賞・入選作品

■グランプリ・文部科学大臣賞 ■入選（40点） （受付順）
　 作品名 17

作　者 前田　忠一 (まえだ　ただかず) 　【東京都】 2 少年と鳩 池田　雅彦 (福井県)
6 枯れた声の合唱 中岡　恭二 (岡山県)
7 トラネコ 關口　和男 (兵庫県)

■養父市ふるさと賞・兵庫県知事賞 9 かたつむりチルドレン 早川　政春 (愛知県)
作品名 53 「ADAMAS(アダマス)」 知られざる美しい世界 10 絶滅種ドードー「進化してますか？」 半田　真之 (北海道)
作　者 中尾　健二 (なかお　けんじ) 　【兵庫県】 11 ふーむ（ｈｍｍ） 山田　克己 (北海道)

12 コロ助の夏（ステイホーム） 西岡　良和 (岡山県)
■山田洋次記念賞 16 鎮守の森 鈴木　伸治 (愛知県)

作品名 14 DIYおうちで散髪 18 土に生きる 拔水　政人 (京都府)
作　者 水嶋　昌雄 (みずしま　まさお) 　【兵庫県】 28 守る 奥村　佳洋 (奈良県)

29 慟哭 池谷　雅之 (静岡県)
■優秀賞・芸術文化観光専門職大学長賞 30 泣き虫　あーちゃん 田畑　住子 (和歌山県)

作品名 21 「俺、キンタローマン」 33 越えてやる！ 山中　良行 (鹿児島県)
作　者 井上　佳也 (いのうえ　よしなり) 　【奈良県】 37 あまのじゃく 梅田　修 (石川県)

40 福猫（豆まき用　豆まねき猫） 小林　篤 (長野県)
■実行委員会特別賞 41 跳べ！ 木村　寛富 (大分県)

作品名 4 大きなおむすび 43 刻まれた風景、輪 東　光司 (徳島県)
作　者 宮澤　清日子 (みやざわ　きよひこ) 　【東京都】 45 いつか蝶に 栗田　智彦 (宮城県)

48 鯨と泳ぐ 宮﨑　英世 (兵庫県)
■大衆賞（9月16日～9月22日の来場者の投票により決定） 49 指定席 小谷　次彦 (兵庫県)

51 袋小路 長沼　克己 (岐阜県)
55 君をさがしに 大坂　一成 (奈良県)
57 森の妖精 太田　樹子 (栃木県)
58 みんなそれぞれ、でもなかよし 辻󠄀井　博 (兵庫県)
60 おらの人生　すべて　まる 戸村　賢治 (静岡県)
62 風清か 小谷　政雄 (滋賀県)
66 そよかぜ 小岩　芽生 (兵庫県)

★審査日 令和４年９月11日（日） 67 消えかける里山 山内　崇敬 (山口県)
71 ショック！ 宮崎　みどり (東京都)

★会場 養父市立おおやホール 75 静かなる祈り 冨樫　佐智子 (愛知県)
80 錆びついた記憶 呉　行弼 (東京都)

★応募出展数 110点 86 森の賢者 米村　海 (山梨県)
97 センコウハナビ 今井　芳郎 (長野県)

★審査員 蓑　豊（兵庫県立美術館長） 99 広げよう💙Ｈｅｙ！輪！ 河野　美奈 (兵庫県)
吉原美惠子（元徳島県立近代美術館上席学芸員） 101 海洋プラスチック 安達　匡 (京都府)
松本俊彦（兵庫県立円山川公苑元美術館担当学芸員） 102 岩上のお狐さん 原谷　明弘 (福岡県)
広瀬　栄（養父市長） 106 狛犬の玉遊び 大仁田　龍一郎 (栃木県)

108 a believer in destiny 柳田　憲児 (茨城県)
★主催 養父市・木彫フォークアートおおや実行委員会 109 瀬戸際 澤田　伸也 (兵庫県)

110 八十八 橋本　和也 (兵庫県)

愚かなり人間 　作品名 　作　者



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） 

９月 12日（月） 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 BIGLABO 10周年記念イベント第２弾 

「10年間にお世話になった作家によるアーティストトーク」の開催について 

 

１ 趣旨 

 おおやアート村 BIGLABOは 10周年記念展を開催していますが、これに合わせた記念イベ

ント第２弾として BIGLABOに関係する作家によるトークイベントを開催します。 

 

２ イベント名 

 ビッグラボの 10年間にお世話になった作家によるアーティストトーク 

トークテーマ：〇人〇色 自分らしく表現する生き方 

 

３ 出演者 

 藤本イサム（彫刻家）、池田丈一（彫刻家）、松田政斗（木彫作家）、久山淑夫（美術家）、

池田雅彦（彫刻家）、石野善浩（月蛙：洋画家）、近藤研秀（書家）、松田一戯（木彫作家） 

 

４ 内容 

作家８人による座談会形式のアーティストトークイベント。10 周年展に出展中の作品の

解説、創作活動を通じて伝えたいことなど、作家の話を聞いたり、参加者からの質問に答え

たり、交流を深めながら行います。 

 

５ 日時 

 令和４年９月 23日（金）午後２時～ 

 

６ 会場 

 おおやアート村 BIG LABO 展示場（旧兵庫県立八鹿高等学校大屋校） 

  養父市大屋町加保 7番地 

 

７ その他 

入館料（一般 300円）が必要ですが、10周年記念展を観覧することができます。 

 

８ 問合せ 

 NPO法人 おおやアート村 理事長 金谷智之 携帯 090-2286-3242 

  おおやアート村 BIGLABO TEL 079-669-2449  FAX 079-669-2448 
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発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
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（主事 渡邊  宰） 

 

 

養父市国際交流協会主催事業 

「ブータン 山の教室」自主上映会開催について 

 

養父市国際交流協会（会長：井上正司）は、やぶ日本語教室など養父市に住む外国にルーツ

のある方々への支援や養父市民への国際交流啓発活動を中心に活動を行っています。 

このたび、養父市民の国際交流啓発の一環として「ブータン 山の教室」自主上映会を開催

します。 

 

 

１ 主 催 養父市国際交流協会 

  後 援 養父市教育委員会 

 

２ 日 時 令和４年９月 24日（土） 午後７時開始（午後６時 30分開場） 

 

３ 場 所 ビバホール（養父市広谷） 

 

４ 料 金 大人 ５００円 

      学生（小・中・高） ２００円 ※ ともに当日販売は３００円増 

※ 前売り券はビバホール（養父公民館）にて販売。 

 

５ 上映映画について（別添資料参照） 

「ブータン 山の教室」 

2019年公開 日本語字幕版 110分 

監督：パオ・チョニン・ドルジ 

 ヒマラヤ山脈、標高 4800 メートルにある秘境ルナナ村に響くブータン民謡。都会から来た

若い先生と、村の人たちと子どもたちの心の交流を描いた感動作。（作品 HPより） 

・ 第 94回アカデミー賞®国際長編映画賞ノミネート 

 

６ お問い合わせ 

養父市国際交流協会 

事務局 村上 隆司 TEL 090-5090-2469 

          E-Mail himajakeitai@docomo.ne.jp 

mailto:himajakeitai@docomo.ne.jp
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