
日時： 令和4年12月27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
「みんなで泊まって応援！養父市スキー客宿泊施設
利用促進事業」について

商工観光課

2
㈱トーヨー養父農業生産法人「トマトオーナー」の
モニター募集について

環境推進課

3
㈱ジチタイアドと空き家等の解消に向けた連携協定
の締結について

環境推進課

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
「第15回おおやでっかい夢の書き初め会」の開催に
ついて

大屋地域局 1月7日

2 第５回地域プレイヤー養成講座について やぶぐらし・地方創生課 1月8日

3
第28回公募展木彫フォークアートおおや作品集の販
売について

大屋地域局

4

5

6

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） 

12月 27日（火） 産業環境部商工観光課 
664-0285 

（2162） 

課長 田村 亘 

（主幹 片芝研作）  
 

 

「みんなで泊まって応援！養父市スキー客宿泊施設利用促進事業」について   
新型コロナウイルス感染症および光熱費等高騰の影響により、市内宿泊事業者、スキー場

運営事業者の経営環境が著しく悪化していることから、市内に宿泊したスキー客のリフト

券購入に係る費用を補助し、宿泊を伴うスキー客の誘客を促進することにより、当該事業者

の経営と雇用の維持を支援し、市内経済の巻き返しを図ることを目的に本事業を実施しま

す。 

 

 

１ 事業実施期間 

 令和５年１月 10日（火）の宿泊から 予定枚数（約 10,000枚）に達し次第終了 

 

２ 事業概要 

   ・市内の登録宿泊施設（やぶ市観光協会ＨＰに掲載）に宿泊する宿泊者で希望する方

にチェックイン時に宿泊証明書を発行（１人１泊につき１枚） 

   ・宿泊者は宿泊当日または翌日に市内４スキー場いずれかのリフト券販売窓口に宿泊

証明書を提出し、リフト１日券と交換（ハチ高原スキー場、若杉高原おおやスキー

場は別途ＩＣチケット保証金が必要。返金あり。） 

 

３ その他 

   ・兵庫県が実施している「ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド」が令和５年３

月まで期間延長される見込みのため、併用していただくことでよりお得にスキー・

スノーボードを楽しんでいただけます。 

   【参考】令和５年１月以降の「ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド」支援内容 

   ・割引率：20% ・割引上限額：交通付旅行商品 5,000円（１泊あたり） 

                  上記以外    3,000円 

   ・クーポン券 平日：2,000円 休日：1,000円 

 

４ お問合せ先 

   やぶ市観光協会  電話：079-663-1515 







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） 

12月 27日（火） 
経営政策・国家戦略特区課 

国家戦略特区担当チーム 

079-664-2033 

（2123） 

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ産業環境部長 兼 国家

戦略特区担当部長 漆畑貴俊 

(環境推進課 主幹 奥藤 啓）  
 

㈱トーヨー養父農業生産法人のトマトオーナーのモニター募集について 
 

 平成 28年４月から養父市で営農を開始した国家戦略特区事業者の株式会社トーヨー養父

農業生産法人(代表取締役 岡田吉充氏)が、同社の養父農場で生産するトマトの株のオーナ

ー制度（ファンクラブ）を始めるにあたり、下記のとおりモニターを募集することとなりま

した。 

 ファンクラブに入会すると「こいとま。」オーナーになることができ、月１～２回の定期

出荷により摘みたてのトマトが食卓に直送され楽しんでもらうことができるほか、従来の

農産物オーナー制度と違い、会員限定のインターネットコンテンツとしてトマトを美味し

く食べられるレシピや生育情報や、養父市と連携したイベント情報の配信を予定しており

ます。また、ファン・ミーティングとして生産者とのふれあいイベントや翌７月頃には収穫

体験を実施予定です（社会情勢を鑑みて延期・中止となる可能性があります）。 

 

１ モニター募集概要 

   今季の会費を納入すれば、ファンクラブ会員特典として「こいとま。」10～18個入り

のギフトボックスにて、２月から６月までに計 10 回(養父農場のトマト４株分の収穫

量)を希望の届け先に配送(着払い)。価格は、１口あたり 11,000円（税抜）。先着 50組。 
 

２ モニター募集期間  

令和５年１月１日(日)～31日(火)   
 

３ 応募方法  

以下、同社のオンラインショップ・ホームページの QRコード若しくは入力フォーム、

ファックスから応募のこと。 
 

４ その他 

   詳細については、同社が作成した別添の資料をご覧ください。 
 

５ 申込・問い合わせ先   

   株式会社トーヨーエネルギーファーム アグリ本部営業部 横田直也 

 TEL:03－5492－0874   FAX：03－3212－6210 

 MAIL：y_fanclub@toyo-yabufarm.com 

 ※問い合わせは、土日祝を除く平日にお願いいたします。 





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） 

12月 27日（火） 産業環境部 環境推進課 
079-664-2033 

（2123） 

課長 田中 正広 

(主幹 奥藤 啓）  
 

㈱ジチタイアドと空き家等の解消に向けた連携協定の締結について 
 

 養父市は、増加する空き家への対策として、全国の空き家問題解決のための総合プラット

フォーム「akisol（アキソル）」を運営する株式会社ジチタイアド（以下、ジチタイアド）

と、空き家等の解消に向けた連携協定を令和４年 11 月 16 日に締結しましたのでお知らせ

します。 
 

１ 背景・目的 

 空き家に関する問題は年々深刻な社会問題となっており、空き家を放置することで隣家

とのトラブルや、治安上の懸念増加など様々な問題が発生しております。現在、本市では、

空き家バンクや除却助成金などで問題解決に取り組んでおりますが、空き家等に関する苦

情や相談件数は増加傾向にあります。 

主な原因としては、空き家の処分や活用等に関して「解体や家財処分などの費用がどの程

度かかるかわからない」、「具体的な活用や処分の方法がわからない」など、必要な情報が不

足していることが挙げられます。 

そこでこの度、空き家所有者等へ情報取得の機会を創出し、問題解決のための多面的なサ

ポートが可能となるよう、空き家に関連する様々な問題の解決につながるサービスを有す

る民間事業者と連携することとしました。空き家問題解決のための総合プラットフォーム

「akisol（アキソル）」の活用により、所有者等による空き家等の適正な管理や活用、除却

を推進し、良好な生活環境の保全及び安全・安心なまちづくりの推進に寄与することが期待

されます。 
 

２ 連携協定の内容 

・養父市は、空き家対策総合プラットフォーム「akisol（アキソル）」を、市の窓口や広報、

公式オームページ等で周知 

・ジチタイアドは、akisol（アキソル）の運営、管理、広報、関連事業者の募集・登録促進、

情報提供を受けた所有者等へのフォローアップの実施 
 

３ akisol（アキソル）の概要 

・空き家に関する相談窓口（相談無料） ・空き家・空き地の０円譲渡マッチング 

・空き家所有者と以下の事業等を実施する業者とのマッチング 

遺品整理、草木の伐採、害虫駆除など空き家の管理に関すること 

 

【次項 運営会社の株式会社ジチタイアドに続く】 



４ 株式会社ジチタイアドについて 

代表者：代表取締役社長 時津孝康(福岡県福岡市中央区薬院 1-14-5 MG薬院ビル 7F) 

資本金：1,000万円（2021年 12月 1日時点） 

大株主：株式会社ホープ（持株比率 100％） 

事業内容：自治体の財源確保・コスト削減を目的とする広告事業等 



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） 

12月 27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回おおやでっかい夢の書き初め会」の開催について 

 

 

 １ 日時 令和４年 1月７日（土）午後１時 30分開会 （午後１時開場） 

 

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 内容 

（１）八鹿高等学校書道部、書家 近藤研秀さん、書道家 華汀さんによる書道パフォー

マンス 

（２）参加者全員で 2023ｃｍ×200cｍの和紙に寄せ書き 

※完成した作品は、1月 11日から 1月 27日まで大屋市民センターロビーで展示し 

ます。 

  （３）ベーゼンドルファー ピアノ演奏 

  

４ 参加費 無料 

 

５ 主催  おおやホール文化振興会・養父市立おおやホール 

 

６ その他 マスク着用でお越しください。 

      会場内の手指消毒にご協力ください。 

      受付時に検温を行います。 

      今後の新型コロナウイルス感染状況により変更する事があります。 



 

 

第５回地域プレイヤー養成講座について 

 

 一般社団法人田舎暮らし倶楽部では、養父市への移住に関心を持つ方の支援ができる、

活力のある地域づくりを担う「地域プレイヤー」養成講座を開催します。 

この講座は、故郷養父市に愛着をもって、持続可能な活動を活発化するため、地域の文化・

歴史・風土を学び、地域を支える人材を育成することを目的に実施します。 

今回は、養父市を調査された養父市地域おこし協力隊ＯＢで現在、兵庫県立人と自然の博

物館研究員の衛藤彬史氏です。 

内容としては、「演題 里山が持つ価値、美しさを次代につなげるには？」です。 

「養父市の農業特区について」や「養父市の農業と農村のこれから」等養父市にまつわる

内容となっています 

記 

 

１ 名  称  第５回地域プレイヤー養成講座 

２ 日  時  令和５年１月８日（日）午後２時から４時  

３ 場  所  養父市子育て・移住サポートセンター ２階多目的ホール 

        （兵庫県養父市八鹿町八鹿 1694-1） 

４ 講  師  衛藤 彬史氏（兵庫県立人と自然の博物館研究員） 

５ 内  容  里山が持つ価値、美しさを次代につなげるには？ 

サブテーマ 

農業特区について、養父市の農業と未来 

        人口動態を読み解く、農村の今とこれから 

６ 参 加 費  無料 

７ 申込締切  令和５年１月６日（金）17：00 

８ 主  催  一般社団法人 田舎暮らし倶楽部 

９ 共  催  養父市 

10 申込み・問合せ先 

         養父市子育て・移住サポートセンター 鵜殿（ウドノ） 

         電話：079-665-5033 

         （年末年始の休館日 12/27-1/3） 

養父市 記者発表資料（発表・資料配布）  

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） 

12月 27日(火) やぶぐらし・地方創生課 079-662-3172 
課長 井上  武 

（主幹 藤原 淳二） 

 



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） 

12月 27日（火） 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作品集の販売について 

 

 令和４年９月 16日から 10月２日にかけて開催した「第 28回公募展木彫フォークアー

トおおや」の入賞・入選作品を収めた作品集が完成しました。 

 作品集は入賞入選作家、関係機関に頒布するほか、希望者に販売します。 

 

１ 第 28回作品集概要 

（１）規格 

Ｂ５判 48ページ 

表紙・裏表紙：カラー 

本文：カラー・入賞６作品（大衆賞含む）、モノクロ・入選作品 39作品 

（２）価格 

１冊 1,000円  ※別途送料が必要です。 

（３）発行部数 

500部 

（４）その他 

第６回～第 27回公募展作品集及び第 20回記念図録も販売中です。 

※第１回～第５回作品集は完売 

 

２ 購入方法 

   電話、ファックス、Ｅメールのいずれかの方法で、郵便番号、住所、氏名、電話番

号、希望部数をお伝えください。事務局から折り返し納付書を送付します。入金確認

後に作品集を発送します。 

 

３ 申込み・問合せ 

  養父市役所大屋地域局内 木彫フォークアートおおや実行委員会事務局 

   〒667-0311 養父市大屋町大屋市場 20番地１ 

   電話 079-669-0120 FAX 079-669-1682 Ｅメール folkart@city.yabu.lg.jp 
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