
日時： 令和4年10月11日（火）　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
国指定文化財名草神社保存修理工事完成記念式典及
び記念イベントの開催について

歴史文化財課
商工観光課

10月23日

2
一般社団法人日本ドローン協会との無人航空機によ
る災害対策活動に関する協定締結式の開催について

防災安全課

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
八鹿青渓中学校美術科「イラストレーター体験出前
授業」について

教育課 10月18日

2 養父市戦没者追悼式の実施について 社会福祉課 10月18日

3 「第６回中瀬金山まつり」の開催について 関宮地域局 10月23日

4
「史跡八木城跡に触れ、殿屋敷に遊ぶ」イベントの
開催について

歴史文化財課 10月23日

5 令和４年度　純米吟醸酒「仙櫻」の蔵出しについて 商工観光課 10月27日

6 第４回　人権学びステーションについて 人権・協働課 10月28日

7 「渡辺うめ人形特別展」の開催について 生涯スポーツセンター
11月3日
～29日

8 養父市人権フェスティバルの開催について 大屋地域局 11月11日

１　発表事項

２　資料配布

養父市　定例記者会見



9
「第15回落語inおおや！全国素人名人会」の開催に
ついて

大屋地域局 11月19日



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） 

10月 11日（火） 
産業環境部商工観光課 

教育部歴史文化財課 

079-664-0285

079-664-1628

課長 田村亘（田渕あずさ） 

課長 谷本進（山根実生子） 

国指定重要文化財名草神社保存修理工事完成記念式典及び記念イベントの開催について 

国指定重要文化財名草神社修理工事の完成を祝う完成記念式典と記念イベントを開催し

ます。 

積雪による本殿と拝殿の破損から 11年、８年間の保存修理工事によって修理が完成しま

した。修理工事では、基礎や柱に耐震補強を行い、屋根に補強材を入れて積雪対策を強化し

たほか、外観は美しく彩られた江戸時代の姿に復元しました。 

また、完成を記念して、「ＮＡＧＵＳＡＩ 山の上の芸術祭」をテーマとして、養父市・名

草神社災害復旧工事奉賛会・芸術文化観光専門職大学がコラボして、名草神社を彩るパフォ

ーマンスを披露します。今回のために専門職大学が制作した構成劇「わすれなぐさ」をはじ

めて上演します。大杉の森に囲まれた名草神社で、風に悠久の時を感じながらお楽しみくだ

さい。 

１ 主催等  養父市、名草神社災害復旧工事奉賛会 協力:芸術文化観光専門職大学 

２ 期 間  令和４年 10月 23日（日）午前 10時～午後３時 

３ 場 所  名草神社（養父市八鹿町石原字妙見 1755-6） 

４ 内容（日程） 

10:00～ 記念式典 

あいさつ、祝辞、県指定無形文化財九鹿ざんざか踊り奉納 

 11:15～ 記念イベント午前の部 

あいさつ 

歌謡ショー：浜千代子氏、フルート演奏：田中利奈氏 

13:00～ 記念イベント午後の部 

芸術文化観光専門職大学 構成劇「わすれなぐさ」 

今回のイベントにあわせて新しく制作されたオリジナル劇。 

名草神社三重塔を見上げる女子高生が、一人の少年と出会って 

巻き起こすちょっと不思議な物語。 

 14:15～ 名草神社災害復旧工事奉賛会による餅まき 



５ その他 （１）会場について 

式典の会場は本殿前です。イベントの会場は三重塔前です。奉賛会が 

とち餅などを販売します。また軽食の販売もあります。 

（２）雨天の対応について

記念式典は、雨天の場合も実施します。

記念イベントは、雨天中止、少雨は実施します。

６ アクセス やぶ市民交流広場、小佐コミュニティスポーツセンター、名草神社を往

復する無料のシャトルバスを運行します。 

７ 観覧申込 シャトルバスには定員がありますのでインターネットでのイベント観

覧申込みが必要です。 定員に達し次第、受付を終了します。

養父市ホームページにイベント詳細および申込みリンクを掲載してい

ます。

https://www.city.yabu.hyogo.jp/kanko_ibento/rekishi/1_2/9823.ht

ml

８ 報道機関の取材について  

現地は駐車場に限りがありますので、取材をいただける場合は、歴史文

化財課にご連絡をお願いします。また当日は、石原付近に交通整理のた

めの職員を配置しますので、報道機関であることをお知らせください。 

９ 問い合わせ先 

記念イベント関係 養父市産業環境部商工観光課    （担当：田渕・田村） 

電話：079-664-0285 

記念式典関係   養父市教育委員会教育部歴史文化財課（担当：山根・谷本） 

電話：079-664-1628 



【参考】 

（１）国指定重要文化財名草神社保存修理工事の概要について

妙見山の中腹、標高 800メールの位置に、江戸時代に建てられた国指定重要文化財の名草

神社本殿、拝殿、三重塔の３棟の建造物があります。名草神社（本殿・拝殿）は平成 22年

６月 29日、名草神社三重塔は明治 37年２月 18日の指定です。  

平成 24年３月、名草神社では３ｍを超える積雪によって本殿及び拝殿が大きく破損しま

した。宗教法人名草神社が事業主体となり、平成 27年度から文化庁・兵庫県・養父市の財

政的な支援を得て、本殿と拝殿の修理工事を開始しました。令和 3年度に本殿と拝殿の修理

工事が完成し、令和４年度は本殿の周囲と拝殿付近の石垣整備工事を実施しました。建造物

の破損から 11年、修理工事開始から 8年をかけて完成しました。 

本殿 

宝暦４年（1754）に再建されたもので、規模は桁行 17.6ｍ、梁行 9ｍ、棟高 10.6ｍ、平

面積 171㎡です。屋根はこけら葺です。建造物の正面に多くの彫刻がみられ、内陣や蟇股彫

刻などに彩色が見られます。建造物の外部も上部は丹塗（赤色）が行われ、当初は鮮やかな

外観であったと分かりました。本殿は外周部の基礎石が２段積まれ、雪に埋まっても土台が

腐朽しにくい積雪対策がとられています。さらに縁が建物の内部に取り込まれ、雪囲いを兼

ねた軒支柱をたてるなど、屋根の積雪荷重対策も行われています。 

今回、建造物の外部の彩色を元に戻し、錆で覆われていた屋根の鍍金仕上げの金具も金色

に戻し、建設当時の江戸時代の鮮やかな姿に戻りました。赤色の塗装は顔料の種類によって

水銀（水銀朱）、鉛（鉛丹）、鉄（ベンガラ）があります。いずれも金属を主成分としていま

す。本殿と拝殿は鉛丹が使用されています。 

拝殿 

元禄２年（1689）の建立で、規模は桁行 11.7ｍ、梁行 5.4ｍ、棟高 9.1ｍ、平面積 63.7㎡

です。屋根はこけら葺です。石垣の上に建ち、中央が通路となる割拝殿という形です。塗装

は明治以降にベンガラで塗装されていましたが、当初の丹塗で塗直しを行いました。あわせ

て正面に掲げられた絵馬を修復しました。正面からみて左側が神功皇后と武内宿祢、右側が

日本武尊（当初は仲哀天皇と推定したが訂正）とみられます。神宮皇后は桃の節句、日本武

尊は端午の節句に飾られる題材でもあり、子孫繁栄、家内安全、健康長寿、武運長久などを

祈願した絵馬です。拝殿が建てられた当初に奉納されたものと推定しています。 







養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号  

発表日 担当部課名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

10月 11日（火） 危機管理室防災安全課 
079-662-2899 

（1252） 

課長 津崎 宏行 

（主幹 釜谷 匡人）  
 

一般社団法人日本ドローン協会との無人航空機による災害対策活動に関する協定締結式 

の開催について 

 

標記の協定締結式を下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時  令和４年 10月 11日（火） 午前 10時 15分 

 

２ 場 所  養父市役所２階 第１会議室 

 

３ 締結先  一般社団法人 日本ドローン協会 代表理事 溝部 公憲 氏 

（東京都港区赤坂２丁目 20番 10号） 

        

 

４ 内 容   今回、一般社団法人日本ドローン協会と養父市が本協定を締結すること

により、大規模災害発生時等において、無人航空機（ドローン）による災害

現場の撮影や画像解析、物資の輸送等を行い、もって状況把握や災害の拡大

防止等を図るもの。 

 

５ その他  ・協定締結式次第及び協定書は別紙のとおりです。 

       ・協定締結式終了後、無人航空機（ドローン）のデモフライトを行います。 

 



一般社団法人日本ドローン協会との無人航空機 

による災害対策活動に関する協定締結式 次第 

 

と き 令和４年 10月 11日（火). 

午前 10時 15分 

ところ 養父市役所２階 第１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 出席者紹介 

 

３ 協定の趣旨及び経過の報告 

 

４ 協 定 締 結  

 

５ あ い さ つ  

（１）養父市長 広瀬 栄 

 

（２）一般社団法人 日本ドローン協会 代表理事 溝部 公憲 様 

 

６ 記 念 撮 影  

 

７ 閉 会 



 

 

 

 

 

 

 

無人航空機による災害対策活動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 父 市 

 

一 般 社 団 法 人 

日本ドローン協会  

 

 

 



 

 

無人航空機による災害対策活動に関する協定書 

 

 兵庫県養父市（以下「甲」という。） と一般社団法人日本ドローン協会（以下

「乙」という。）は、兵庫県養父市内において、地震、風水害その他の大規模災

害により、市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれが

ある緊急の事態が発生した場合等(以下「災害時等」という。）における無人航空

機による災害対策活動（以下「協力活動」という。）の実施に関して、次の協定

を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、災害時等において、状況把握や災害の拡大防止、復旧・復

興に資するために、甲が乙に依頼する無人航空機による協力活動について、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（協力活動の内容と依頼） 

第２条 災害時等において、甲が乙に対して依頼する協力活動は、次のとおりと

する。 

(1) 災害現場等の撮影、画像解析等 

(2) その他の無人航空機を使用した業務 

２ 前項の規定による甲から乙に対する依頼は、別に定める様式に基づき文書

により行うものとする。ただし、文書によって依頼するいとまがないときは、

電話等で口頭により依頼し、その後、速やかに文書を交付するものとする。 

 

（協力活動の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により、甲から依頼を受けたときは、速やかに必要な

無人航空機及び人員を出動させ、甲が指定する現場指揮者の指示に従い協力

活動を行うものとする。ただし、乙自体が被災した場合その他のやむを得ない

事情により協力活動が困難な場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前条の依頼があったときは、協力活動を実施する区域や飛行の方法に

応じて、関係法令等で定める必要な申請等を行うものとする。 

 

（協力活動の完了） 

第４条 乙は、協力活動が完了したときは、直ちに甲に対し、口頭により完了報

告を行うとともに実施した協力活動内容等を書面により報告するものとする。 

２ 災害時等における乙の協力活動により撮影した成果品の所有権は、前項の

規定による報告の際に甲に帰属するものとする。 

 



 

 

（著作権の譲渡） 

第５条 乙は、甲に対し前条第２項の成果品に関する著作権（著作権法（昭和

45年法律第 48号）第 17条第１項に規定する著作権をいう。）を譲渡する。 

２ 前項の著作権は、前条第１項の規定による報告の際に乙から甲に移転する

ものとする。 

３ 乙は、甲又は甲が指定する第三者に対し、著作者人格権（著作権法第 17

条第１項に規定する著作者人格権をいう。）を行使しないものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 第２条の規定により要した経費については無償とする。ただし、その他

による経費が生じた場合は、甲と乙が協議の上、定めるものとする。 

 

（安全管理） 

第７条 甲は、無人航空機の運航に係る情報(運航時間、運航範囲等)を関係機関

に通報し、活動全体の安全確保に努める。 

２ 乙は、現場の安全確保のため、ＧＰＳ等による位置の安全機能を使用するこ

となく安定した離着陸空中操作が可能な操作技術者に活動を管理させるもの

とする。 

３ 乙は、現場の安全を最優先事項とし、安全に支障があると判断した場合には

活動を行わないものとする。 

４ 乙は、現場にいる警察官、消防署員、市職員等から立ち退きや中止等の指示

があった場合は、その指示に従うものとする。 

 

（連絡体制等の構築、相互協力） 

第８条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために、平時から連絡体制等を

整備し、相互に情報交換するとともに、防災に必要な訓練や研修等について協

力するものとする。 

 

（保証） 

第９条 乙は、協力活動に伴い、第三者に損害を及ぼしたとき、若しくは乙の技

術者等に損害が生じたときは、その事実を遅帯なく甲に報告し、その処置につ

いて甲及び乙が協議の上、決定するものとする。 

２ 乙は、協力活動に当たり、必要な保険（損害賠償等）に加入している無人航

空機を使用するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 10条 甲及び乙は、この協定の実施に当たり、個人情報の保護に配慮すると

ともに、活動上知り得た情報を関係機関以外の外部に漏らしてはならない。甲



 

 

又は乙の構成員でなくなった後も同様とする。 

 

（協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙が

協議の上、決定する。 

 

（有効期間） 

第 12条 この協定の有効期間は、締結の日から令和５年３月 31日までとする。

ただし、この期間満了の日の１か月前までに、甲及び乙いずれからもそれぞれ

相互に対して文書による異議の申し出がないときは、更に１年間延長するも

のとし、その後の期間満了についても同様とする。 

 

（実施細目） 

第 13条 この協定の実施に関する手続等の細目については、別に定める。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通

を保管するものとする。 

 

 

令和４年 10月 11日 

 

甲 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675番地    

                 兵庫県養父市 

                養父市長 広 瀬  栄      

 

 

    乙 東京都港区赤坂２丁目 20番 10号    

一般社団法人 日本ドローン協会 

代表理事 溝 部 公 憲 



 

「無人航空機による災害対策活動に関する協定書」実施細目 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、「無人航空機による災害対策活動に関する協定書」（以

下「協定書」という。）第 13条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定

めるものである。 

 

（協力活動の内容） 

第２条 協定書第２条第１項各号に規定する、甲が乙に対して依頼する協力活

動は、次の各号により行うものとする。 

(1) 乙は、甲が指定する被災現場の映像を指定する期日に撮影するものとす 

る。 

(2) 乙は、撮影した映像を甲が指定する記録媒体に保存し、甲が指定する期 

日までに、指定する場所に納品するものとする。 

(3) 映像の保存形式については、甲が指定する形式とする。 

(4) 映像の無線伝送については、その都度、甲及び乙が協議の上、実施する。 

(5) 撮影した映像の公開は、甲及び乙が協議の上、乙が映像を編集し、甲が 

報道機関に対して提供するものとする。 

(6) 甲により提供された映像素材を報道機関が利用する場合は、テロップク 

レジットの表示を「映像提供：養父市」及び「協力：一般社団法人 日本ド 
ローン協会」とする。 

(7) 乙は、甲の依頼により撮影した被災現場の映像等を、甲の許可無く、イ 

ンターネットや、ＳＮＳ、テレビ放送その他の特定の発信者から不特定の受 

け手へ向けての情報伝達手段で公開しないものとする。 

(8) 画像解析については、その都度、甲及び乙が協議の上、実施する。 

(9) 乙は、物資の輸送に適した装備を有する場合、無人航空機を使用し、物資 

を安全に目的地まで輸送することとする。 

(10) 乙は、甲と協議の上、現場を確認して安全な飛行経路を選定するもの 

とする。 

(11) 輸送する物資は、甲及び乙が無人航空機の能力等を考慮し、決定する。 

(12) 上記以外に甲が必要と認める活動が発生したときは、甲及び乙が協議の 

上、決定する。 

 

（協力の依頼） 

第３条 協定書第２条第２項に規定する、甲が乙に対して協力を依頼する文書



 

の書式は、「無人航空機による災害対策活動に関する依頼書（様式第１号）」に

より行うものとする。 

 

（協力活動の完了） 

第４条 協定書第４条第１項に規定する協力活動を完了したときは、乙は「無人

航空機による災害対策活動に関する活動報告書（様式第２号）」により、甲に

報告するものとする。 

 

（連絡体制等の整備） 

第５条 協定書第８条に規定する連絡体制等について、甲及び乙は、担当者、緊

急連絡先その他の連絡に必要な事項を相互に報告するものとする。また、乙は、

協力活動に必要な無人航空機の情報を甲へ報告するものとする。なお、本実施

細目の有効期限の途中において内容の変更が生じた場合は、速やかに相手方

に報告するものとする。 

 

附 則 

この実施細目は、協定締結の日から効力を生ずる。 

また、上記内容においては、状況に応じて甲及び乙が相談の上、削除や追加が

できるものとする。 

 

令和４年 10月 11日 

 

甲 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675番地    

                 兵庫県養父市 

                養父市長 広 瀬  栄      

 

 

    乙 東京都港区赤坂２丁目 20番 10号    

一般社団法人 日本ドローン協会 

代表理事 溝 部 公 憲 
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八鹿青渓中学校美術科「イラストレーター体験出前授業」について 

 

 養父市立八鹿青渓中学校では、美術科のデザインの学習の一環で、八鹿中学校の卒業生であ

るデザイナー余根田直樹氏の協力のもと、「イラストレーター体験出前授業」を実施します。 

 

１ 主 催  養父市立八鹿青渓中学校 

 

２ 日 時  令和４年 10月 18日（火） 

午前 10時 40分～午前 11時 30分 

 

３ 場 所  養父市立八鹿青渓中学校体育館（１F）  養父市八鹿町九鹿 201番地 4 

 

４ 内 容  イラストレーター体験出前授業  （３年生 90名） 

・デザイナー余根田直樹氏 講話 

・動物人間名刺の交換会（鑑賞会） 

友人の作品鑑賞を行い、作品の良さ、デザインの魅力について感じる。 

 

       これまでの授業 

・余根田氏の活動から人々の暮らしをよりよくするためのデザインについて考 

える。 

・イラストレーター体験で、動物人間の制作を通して自分自身について考え、 

自分を動物に表した動物人間名刺を制作。 

 

５ 余根田直樹氏紹介 

地域や商品の魅力を伝えるデザインや SDGs の取り組みとして環境×アートの

活動などを行っている。海岸でのゴミ拾い等の活動から環境問題を考え、漂流

したブイ（浮き玉）を使った看板などを作成。 

 

６ 問い合わせ先 

      養父市立八鹿青渓中学校 校  長 中島剛太郎  

                  担当教諭 福田綾郁 

電話   079-662－2237 
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養父市戦没者追悼式の実施について 

 

養父市では、市内の戦争犠牲者へ追悼の誠を捧げるとともに、戦争の悲惨さ、平和の尊

さを後世へ伝え恒久平和を祈念するために、令和４年度養父市戦没者追悼式を行います。 

 

１ 日 時 令和 4年 10月 18日（火） 午後 2時開式（受付は午後 1時から） 

２ 会 場 やぶ市民交流広場 ホール 

３ 主 催 養父市 

４ 参集者 150人（見込み） 

５ 方 式 献花方式 

６ 次 第 

・開式のことば 

・戦没者名簿奉奠 

・黙とう 

・式 辞 

・追悼のことば 

・来賓紹介 

・宣言文朗読 

・献 花 

・合唱奉納（みやびコーラス） 

・閉式のことば 

 

７ 来 賓 衆議院議員、兵庫県知事、兵庫県議会議員、養父市議会議員、 

兵庫県遺族会長、養父市遺族会会長他役員、養父市社会福祉協議会会長 

      養父市区長会、市内民生委員児童委員協議会会長 

      養父市老人クラブ連合会会長、養父市女性会会長 

      養父市婦人共励会会長 

 

８ 実施度 平成 16年度以降、３年毎に実施（直近は、令和元年度） 



 

 

『第６回中瀬金山まつり』の開催ついて 

 

日本遺産に認定されている「銀の馬車道 鉱石の道」の「鉱石の道」がある中瀬地区にお

いて、歴史・文化遺産を活かした地域おこしに取り組んでいる中瀬金山会（会長 村上 正 氏）

がみだしのイベントを開催します。 

中瀬金山関所館内では、中瀬金山にまつわる資料や中瀬産の自然金（本物）をはじめとし

た鉱物の展示、また同敷地内の広場では、砂金すくいなどの体験コーナーや金山焼き（大判

焼き）・たこ焼き・地元農産物・花卉などの販売が行われます。更に中瀬地区内の５ヶ寺を

巡るスタンプラリーやガイド付の鉱山町歩きも計画されています。 

 

 

１．日時  令和４年 10月 23日（日）午前９時 30分から 午後４時 まで 

 

２．場所 中瀬金山関所（養父市中瀬 896番地 10）及び中瀬地区内 

 

３．内容 

▶ 展示物コーナー（関所館内）  歴史パネル、本物の自然金、鉱物展示 

（関所広場）  トロッコ、鉱山石臼 

▶ 体験コーナー（関所周辺広場） 砂金すくい体験、 

５ヶ寺巡りスタンプラリー（特典あり） 

 鉱山町歩き 

▶ 満足コーナー（特設テント）  金山焼き（大判焼き）、たこ焼き、各種飲物等 

▶ 物販コーナー（特設テント）  地元農産物・中瀬園芸季節の花 

 

 

４．主催：中瀬金山会 ／ 後援：養父市・養父市教育委員会・鉱石の道推進協議会 

協賛：日本精鉱㈱中瀬製錬所 
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「史跡八木城跡に触れ、殿屋敷に遊ぶ」イベントの開催について 

 

 国指定文化財である史跡八木城跡を生かした地域づくりに積極的に取り組んでいる八木

城跡町づくり会が、史跡八木城跡の殿屋敷地区において、地域の宝である八木城跡を交流

広場として楽しむ「史跡八木城跡に触れ、殿屋敷に遊ぶ」イベントを開催します。 

 史跡公園として整備が進む広い芝生広場や休憩施設を生かして、音楽やダンスのほか、

地元で活動するお店によるお菓子やパンのほか、手作り雑貨の販売などを行います。ま

た、小さなお子様も楽しめる輪投げなども用意しています。 

 かつて八木城主が暮らした殿屋敷という場所で、歴史に思いを馳せながら是非楽しいひ

と時をお過ごしください。 

 

 

１ 主 催  八木城跡町づくり会 

       （後援 兵庫県・養父市・高柳地区自治協議会・やぶ市観光協会・八木老人 

       クラブ） 

 

２ 期 間  令和４年 10月 23日（日）午前 10時～午後１時 

 

３ 場 所  殿屋敷遺跡（養父市八鹿町八木字殿屋敷） 

        

４ 内 容 音楽ライブ、ダンス、飲食販売、手作り雑貨等販売など 

 

５ その他  入場無料、少雨決行 

 

６ アクセス 北近畿自動車道、八鹿氷ノ山ＩＣ下車、鳥取方面５分 

       下八木バス停徒歩１分 

       ※会場周辺に駐車場有。国道９号付近に警備員を配置して案内します。 

 

７ 問い合わせ先 

   イベント関係：八木城跡町づくり会 090-2592-9778（小林） 

   史跡・整備関係：養父市教育委員会教育部歴史文化財課 079-664-1628 

           （担当：谷本・松岡） 

 

 



 

【参考資料】 

（１）殿屋敷遺跡の整備と活用について 

 殿屋敷遺跡は、国指定文化財である八木城跡の一部であり、城主館の遺跡です。約 1万㎡

の広さがあります。平成 27年度から、養父市が歴史公園として整備を進めており、全体の

約 60％の整備が完成し、堀跡や休憩施設のほか、芝生広場が整備されています。 

 八木城跡町づくり会では、休憩施設が完成した令和元年度から殿屋敷遺跡を活用するイ

ベントを開催しています。音楽コンサートをはじめ、熱気球で上空から八木を眺めるイベン

トや、納涼祭りなどを実施し、地域活性化に取り組んでいます。今回で３年目の取組です。 

 

（２）史跡八木城跡殿屋敷地区について 

 殿屋敷遺跡は、周囲に堀を巡らした八木城主八木氏の館跡です。八木地域は鎌倉時代か

ら戦国期、天正８年（1580）まで活躍した八木氏の本拠地です。八木氏は但馬守護の山名

宗全に属し、山名四天王の一人に数えられています。 

 山上にある八木城跡は戦国時代の八木氏の居城であり、その後豊臣秀吉から任命された

別所氏が城主となります。殿屋敷遺跡はこれらの城跡とともに平成９年３月６日に国指定

史跡となりました。 

 指定範囲には、鎌倉期の地頭館を中心とする殿屋敷遺跡、豊臣期の石垣を持つ八木城跡、

八木城跡の詰城にあたり戦国期の城郭の特徴を残す土城跡の３つの遺跡があり、中世の各

時期の遺構が良好に遺存しています。 

 殿屋敷の城主館はこれまでの発掘調査等から、堀が周囲に巡る方形館であることが確認

されています。堀に囲まれた館の中心部は約80ｍ四方で、堀は幅約2.5～６ｍ、深さ約0.6

～2.5ｍです。殿屋敷遺跡で発掘した石垣は、豊臣大名である別所氏が築いた八木城の石垣

と比べて古い特徴を持っています。堀に囲まれた方形館は但馬では他に類例がなく、さら

に堀に伴う石垣を持つ事例は全国的にも希少な事例です。出土遺物から、館の最終時期は

概ね16世紀中頃から第３四半期であると考えています。 
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令和４年度 純米吟醸酒「仙櫻」の蔵出しについて 

 

 

 純米吟醸酒「仙櫻」につきまして、下記のとおり蔵出しを行います。 

なお、今回は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、例年のような式典

や利き酒会は行わず、山陽盃酒造㈱と養父市の関係者による蔵出しのみを行い

ます。 

 

記 

 

１ 開 催 日  令和４年 10 月 27 日（木） 午前 10 時より受付け開始 

                     午前 10 時 30 分より蔵出し開始   

２ 会  場  明延鉱山探検坑道「明寿蔵
めいじゅくら

」 

３ 内  容  今年６月に蔵入れした「仙櫻」の蔵出し 



 

第４回 人権学びステーションについて 

 

１ 目 的   養父市では、一人ひとりが人権に関する正しい理解や認識を深め、お互い

の人権を尊重できる「共生社会」の実現をめざしています。 

そのため、人権文化の創造に向け、さまざまな人権課題を学ぶ場として「人

権学びステーション」を開設し、そこで学び得た知識や技能を地域に発信して

います。年間７回開催予定で、第４回の講座は以下のとおりです。 

 

２ 日 時   令和４年10月28日（金）午後７時～午後９時 

 

３ 会 場   養父市立みふね会館 大会議室 

 

４ 参加者   市民 

 

５ 演 題   「あたりまえって何だろう？」 

         

６ 講 師   社会福祉法人かるべの郷福祉会かるべの郷ドリーム相談所 

         主任相談支援専門員 中川 祐一（なかがわ ゆういち）さん 

         ピアサポーター   藤本 武宏（ふじもと たけひろ）さん 

         ピアサポーター   高木  淳（たかぎ じゅん）さん 

 

７ 内 容    ピアサポーターによるリカバリーストーリーをとおして、精神疾患の発病

から回復過程に至るまでに経験された不安、工夫、希望、人がもつ力、人に

与える力等を知り、日常生活を人権の視点から見つめ直すことで、地域で共

生するために当事者、福祉・医療とのつながりを学ぶ機会とする。 

 

８ 参加料   無料  

 

９ その他   ・定員30名（先着順）です。電話かFAXでお申し込みください。 

        ・新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

        ・感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 

養父市記者発表資料（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） 

10月 11日（火） 
市民生活部 

人権・協働課 

079-662-7601 

(1270) 

課長 井上  剛 

（人権推進員 武田 俊彦） 



養父市人権文化を育む体験講座                                         
あたりまえって何だろう？        
ピアサポーター(同じ疾患、障害を持つ仲間のこと)によるリカバリーストーリーをとおして、

精神疾患の発病から回復過程に至るまでに経験された不安、工夫、希望、人がもつ力、人に与え

る力等を知り、日常生活を人権の視点から見つめ直すことで、地域で共生するために当事者、福

祉・医療とのつながりをごいっしょに学びませんか。 

＊講 師  

社会福祉法人かるべの郷福祉会かるべの郷ドリーム相談所 

主任相談支援専門員  中川 祐一（なかがわ ゆういち）さん 

ピアサポーター      藤本 武宏（ふじもと たけひろ）さん 

 ピアサポーター     高木   淳（たかぎ  じゅん）さん 

プロフィール 

中川 祐一さん（障害福祉サービスに関することをはじめ、住まいや地域生活といった暮らし 

        に関することなど、さまざまな悩みに応じる“相談支援”をとおして、障が 

いをもつ方の生活を支えている。） 

藤本 武宏さん（ピアサポーターとして８年目。学生時代に双極性障害の診断を受ける。） 

高木   淳さん（ピアサポーターの新メンバー。自己病名は「アンバランス型統合失調症」。） 

 
＊と き  令和４年 10月 28日（金） 

午後７時～午後９時        
        

＊ところ  養父市立みふね会館 大会議室 
 

＊お申込み 定員 30名(先着順)です。電話か FAXでお申し込みください。 
 
【お申込み・問合せ先】  養父市人権・協働課  

電話 079-662-7601 FAX 079-662-7491 
※感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 
主  催   人権学びステーション運営委員会・養父市・養父市人権教育推進協議会・ 

養父市男女共同参画センター 

〈申込用紙〉               受付 10月 11日（火）～10月 27日（木） 

※ ご記入いただいた個人情報は、研修目的以外には使用いたしません。 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

名    前 住     所 電 話 番 号 

   



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） 

 10月 11日（火） 
教育委員会 

生涯スポーツセンター 
079-663-2021 

所長 高木 信彦 

（主査 西村 朋也） 

 

「渡辺うめ人形特別展」の開催について 

 

１ 主 催  養父市・養父市教育委員会 

 

２ 期 間  令和４年 11月３日（木・祝）～11月 29日（火） 

       午前９時～午後５時まで（最終日は正午まで） 

       ※11月８日（火）は休館日 

 

３ 場 所  養父市立全天候運動場交流棟（兵庫県養父市八鹿町国木 697番地 1） 

 

４ 入館料  無料 

 

５ 内 容  養父市立全天候運動場では 76点の作品を所蔵しており、通常は 15点を 

入れ替えて常設展示していますが、今回は、約 35点を特別展示します。 

 

渡辺うめ（わたなべうめ）プロフィール 

  1907（明治 40年）～2014年（平成 26年） 

青森県青森市出身。戦争により、昭和 19年、東京から夫の郷里である兵庫県八鹿町（現在

の養父市）に疎開し、その後の半生を過ごしました。75歳から本格的に人形制作を始め、107

歳で亡くなる直前まで創作活動は続きました。 

その功績は顕著で、「兵庫県知事賞」や「兵庫県文化功労章」など数多くの賞を受賞し、 

平成５年には兵庫県とワシントン州姉妹提携 30周年文化使節の一員として渡米、シアトル 

で人形展を開催しました。また、平成８年には、テレビ朝日「徹子の部屋」に出演しました。 

 

６ 新型コロナウイルス感染症予防対策について 

   ・ 来館者名簿への記入、マスクの持参・着用及び手指消毒をお願いします。 

・ 館内では他の来館者との間隔を２メートル程度開けてご覧いただきます。 

・ 「三つの密」を避けるため、入館をお待ちいただく場合があります。 

 







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） 

10月 11日（火） 
市民生活部 

大屋地域局 

079-669-0120

（3103） 

局長 上村 圭  

（主事 近藤 一樹）  
  

養父市人権フェスティバルの開催について 

 

普段何気ない行動や発言の中に、いつでも当たり前のように人権尊重の意識があふれて

いるまちを目指すため、養父市人権教育推進協議会大屋支部と養父支部合同で人権啓発イ

ベント「養父市人権フェスティバル」を開催します。人権作文発表や人権講演の聴講を通

して参加者の人権意識向上を図ります。 

  

 １ 主 催  養父市、養父市教育委員会 

養父市人権教育推進協議会大屋支部・養父支部 

 

 ２ 日 時  令和４年 11月 11日（金） 開場 午後６時 30分 開会 午後７時 

 

 ３ 場 所  養父市立おおやホール 

 

 ４ 内 容 （１）小中学校の生徒・児童による人権作文発表  

          大屋小、広谷小、大屋中、養父中 計４名 

       （２）アトラクション 

 えむきっどの皆さんによるダンス発表 

（３）人権講演 

          トーク＆ピアノ演奏 

～いちばん大切にしたいのは“思いやりの心”～ 

          講師：清水 紘子さん（ピアニスト） 

 

 ５ 入場料  無料（事前申込み不要） 

 

 ６ その他  人権ポスター・標語の展示（大屋・養父地域優秀作品） 

  

 

 

 

 





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） 

10月 11日（火） 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）  
 

「第 15回落語 inおおや！全国素人名人会」の開催について 

 

 全国トップクラスのアマチュア落語家がおおやホールに集い、プロ並みの落語を披露し

ます。 

 

１ 日時  令和４年 11月 19日（土）午後２時開演（午後１時 30分開場） 

 

２ 会場  養父市立おおやホール（養父市大屋町山路７番地） 

 

３ 出演  春歌亭丹馬（兵庫）ほか６人 別紙プロフィールのとおり 

 

４ 入場料 500円（全席指定席／当日券は 500円増し） 

 

５ チケット販売 

（１）Ｗeb予約 予約サイト https://p-ticket.jp/yabu 

 （２）窓口販売  大屋地域局、やぶ市民交流広場、養父公民館、関宮公民館 

 

６ 大屋中学校生徒招待公演について 

 大屋中学校の生徒を招待し、レベルの高い話術を楽しんでいただきます。 

（１）日時 令和４年 11月 18日（金）午後２時開演 

（２）会場 養父市立おおやホール（養父市大屋町山路７番地） 

（３）対象 大屋中学校１～３年生 70人 

（４）出演 春歌亭丹馬（兵庫）ほか５人 

※演目は、19日の公演と異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

落語 inおおや！ 出演者紹介 

春乃そよかぜ（はるの・そよかぜ） 
本名、田邊颯花（たなべ・そよか）。2007年、兵庫県豊岡市生ま 

れ。たんたん落語笑年団に所属。今年６月に永楽館で行われた 

「第５回全国子ども落語大会で最優秀賞を受賞。但馬での定期 

的な落語会にレギュラー出演。老人会や敬老会の人気者。近大  
豊岡中学校３年生。 

 

 

 

春歌亭 丹馬（しゅんかてい・たんば） 

本名：田中久典（たなか・ひさのり）。1953年、兵庫県丹波篠山市生ま 

れ。高校講師。「たんたん落語会」を結成し、地元各地で定期寄席を開 

催しているほか、敬老会、高齢者学級、PTA総会、各地の文化祭など、 

あちこちに出演。笑福亭鶴笑師とのプロ・アマ共演の落語会も開催。ま 

た、出石永楽館での「全国子ども落語大会」の事務局長もつとめる。 

 

 

 

南遊亭 栄歌（なんゆうてい・えいか） 

本名：塩崎明洋（しおざき・あきひろ）。1957年、三重県生まれ。三重 

県津市の総合病院内科勤務の医師。三重大学落研で落語をはじめ、社会 

人になってからは三重・「寝床の会」、愛知・社会人落語「落語の会」東 

海支部に所属。落語をするかたわら、笛・太鼓などの下座にも傾倒。本 

人は「下手の横好き」というが、ウクレレからゴルフまで趣味は幅広い。 

 

 

 

秋風亭てい朝（しゅうふうてい・ていちょう） 

本名：本名、沖博義（おき・ひろよし）。1956 年、広島県生まれ。 

(株)ＮＴＴファシリテーズの営業マン。長年、広島演芸協会の会 

長を務める。「てい朝の落語をぶつ会」は 26 年目で 61 回を数え 

る。広島で落語教室の講師を務め、地元アナウンサーにも落語を 

教えている。夢は 90 歳まで落語を続けること。 



 

 

参遊亭遊若（さんゆうてい・ゆうじゃく） 

本名、若田部真紀（わかたべ・まき）。年齢不詳。埼玉県生まれ。  

グラフィックデザイナー。埼玉県内で落語会のボランティアをす  

るうちに地元愛に目覚め、都内から埼玉に転職。三遊亭遊三師匠  

の実践落語教室、越谷サンシティ落語研究会、東京アマチュア落  

語研究会、楽語の会東海支部など６つの会に所属。  

 

 

 

竜宮亭無眠（りゅうぐうてい・むーみん） 

本名、井上信行（いのうえ・のぶゆき）。１９６４年、神戸市生まれ。  

技術系のサラリーマン。23 年間の岐阜生活の間に「楽語の会東海  

支部」を立ち上げ、名古屋を中心に広く公演数を増やし、東海地  

区での活動を確立する。現在は兵庫県明石市に在住。軽妙な語り  

口、持ちネタの数の豊富さにはプロも舌を巻く。  

 

 

 

粗忽家酔書（そこつや・よいしょ） 

本名、桶川律暢（おけがわ・りつのぶ）。1960年生まれ。鳥取県出身で、 

福岡県在住。私立高校の教員。大学で落語研究会に入り、卒業後、「宗 

像落語会」を結成。2007年から始めた「ゆりっくす日曜百円寄席」は 

今年度で 16年目になる。落語だけでなく独学で身に着けた紙切りで寄 

席を盛り上げる。また、太鼓も上手くプロの落語会でもバチを握る。 

 

 

 

下座紹介 

千里家 一福（せんりや・いっぷく） 

本名：土井道渡（どい・みちと）。1984年、大阪府生まれ。システムエン 

ジニア。「高石落語集団パンセの会」、「社会人落語集団天狗の会」に所属。 

関西大学の落研（落語大学）で三味線に出会い、寄席囃子の魅力に取り附 

かれる。あちこちの落語会に顔を出し、三味線を弾いている。 



太鼓は粗忽家酔書ほか、笛は南遊亭栄歌。 
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