
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） 

１月 23日（月） 教育部教育課 
079-664-1627

(2220)

課長 石田 恵美 

（主幹 西垣 將輝） 

養父市立学校の登校停止について 

標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

記 

１ 対応

学校（園）名 学年 登校停止（臨時休園）期間 

広谷小学校 １年 １月 24日（火）～25日（水） 

２ 理由 

上記対象の関係者に新型コロナウイルス感染症患者が複数確認されたため 

３ 備考 

 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患

者やその家族・関係者等が特定されないよう、また、混乱を避けるため、医療機関への取

材や施設に対する風評被害がないよう、特段のご配意をお願いします。 



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） 

１月 25日（水） 教育部教育課 
079-664-1627

（2224） 

参事 安東 博之 

（主事 日下部麻衣子） 

養父市立建屋小学校 パックンマックン講演会の実施について 

養父市立建屋小学校は、小規模特認校として、ＡＬＴの常駐による日常的にネイティブ

な英語にふれる活動など、特に英語に力を入れた特色のある取組を行っています。 

令和４年度は、約３年ぶりにパックンマックンを建屋小学校に招聘し、グローバルな視

点から「建屋小学校に期待すること」をテーマに講演会を開催します。 

１ 主 催  養父市教育委員会 

２ 日 時  令和５年３月４日（土）午後１時 30分～午後３時 15分 

（受付開始 午後１時～） 

（１）建屋小学校長による「建屋小学校（小規模特認校）について」の説明

午後１時 30分～40分

（２）パックンマックン講演会 午後１時 45分～午後３時 15分

３ 場 所  養父市立建屋小学校 

養父市建屋 1048番地 電話：079-666-0240 

４ 対象者 （１）養父市立建屋小学校児童・保護者、校区地域の方 

（２）小規模特認校制度を活用した就学を検討されている方など

（市外居住の方も可）

※（１）（２）合わせて、定員 130名程度 

５ 申込方法（入場無料ですが、事前に申込みが必要です。） 

・下ＱＲコードによる参加申込フォーム、もしくは電話でお申込みください。

（１）建屋小学校児童・保護者、校区地域の方 （２）その他の方

https://logoform.jp/f/9GqCA https://logoform.jp/f/kK0Q0 

  ※（２）については、１月 30日（月）午前８時 30分～受付開始 

６ 申込締切日 令和５年２月 28日（火） 

７ 電話による申込み・問合せ先 養父市教育委員会 教育部教育課 電話：079-664-1627 

（受付時間：平日 午前８時 30分～午後５時 15分） 



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） 

１月 26日（木） 
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） 

「節分に鬼退治！！」の開催について 
おおやスポーツセンター（おおやＢ＆Ｇ海洋センター）の節分企画「節分に鬼退治 

！！」について、下記のとおり開催します。 

内容：①面つくり（「鬼」のお面をつくります） 

②鬼退治（スポーツチャンバラで鬼退治を行います）

③豆まき

１ 日 時 令和５年１月 29日（日） 午後１時～午後３時 

２ 会 場 おおやＢ＆Ｇ海洋センター体育館 

３ 内 容 詳細は別添チラシのとおり 

４ 参加費 無料 

５ 対 象 幼児・小学生 申込先着 20人 

６ その他  新型コロナウイルスの感染拡大状況によって中止することがあります 



2023.1.15

おおやスポーツセンター

養父市大屋町大屋市場975

☎079-669-1601（FAX共）

節分に鬼退治!!
　今年の冬は雪も少なくてちょっと物足りない
けれど、こたつに入ってゲームばかりしてない
かな？
そんなことしてると「なまけ鬼」や「いんふる
鬼」がやってくるよ！
1月29日は節分には少し早いけれど、みんなで
いっしょに体を動かし、大きな声を上げてこ
わーい鬼を追い出そう！

■どんなことするのかな？

その①：麺つくり　面つくり
　世界で１つだけのオリジナルの「鬼の面」を
つくります。ラーメンは作りません。

その②：鬼退治
メーン！コテッ！ドー！柔らかい竹刀を使う
“スポーツチャンバラ”で鬼を撃退!!

その③：豆まき
　赤鬼、青鬼めがけて“ピンポン豆”を投げつけ
鬼を退治します。おもしろいよ～！

おおやスポーツセンター節分企画のご案内
お友だちも
誘ってね！

13:00～15:00
と　き 2023年1月29日（日）

受付 12:30～

ところ おおや海洋センター 体育館

対　象 幼児・小学生　申込先着20名

開会

服　装 あったか～い服装で来てね！

申込み
問合せ

参加費 無料　

持ち物 マスク、うわばき、タオル、飲み物

鬼は～ソト！

福は～ウチ！

たっ たっ

助けて～っ
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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） 

１月 27日(金) 危機管理室 079-662-2899

室長 坂本 龍二 

危機管理室  防災安全課 

参事 谷口 和幸 

下水疫学調査（下水サーベイランス）の市単独事業としての継続実施について 

令和４年９月 26日付記者発表資料にてお知らせしたとおり、養父市では、ウィズコロナ

を見据えた取り組みの一つとして「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」に参画

しています。 

昨年９月に新型コロナウイルス感染症の新規感染者の全数把握が中止され、地域での正

確な感染者数の把握が困難な状況で、下水から最新の地域の感染動態を追える本事業の意

義は大きいと判断し、市内の感染状況を示す指標の一つとして、データを把握し、令和４

年 11 月 25 日から市のホームページにてサーベイランスデータを公表するとともに、市役

所本庁舎壁面に感染状況を投影するなど、市民への注意喚起に活用しています。 

「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」については、内閣官房の令和４年度予

算に基づく事業であることから、令和５年１月 31日をもって終了しますが、今後も、新型

コロナウイルス感染症対策として、市民への注意喚起を継続するために、実証事業終了後

も令和５年３月末までの２カ月間は、養父市の単独事業として下水サーベイランスを継続

することとしましたので、お知らせします。 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行も予想される状況であることか

ら、市では、引き続き、感染症予防の啓発を継続します。  



参考 

 

養父市記者発表資料（記者発表） 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 26日(月) 
危機管理室 防災安全課 

経営政策・国家戦略特区課 
079-662-3169 

危機管理室 防災安全課 

参事 谷口 和幸 

経営政策・国家戦略特区課 

課長 安達 一郎 

（主幹 濵 宏文） 

 

 

「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」への参画について 

 

養父市では、ウィズコロナを見据えた取り組みの一つとして、今般「下水サーベイラン

スの活用に関する実証事業」に参画することとしましたのでお知らせします。 

本実証事業は、内閣官房がウィズコロナ時代の実現に向けた技術実証・導入事業として

令和 4 年度に公募・実施するもので、本市と連携協定を締結している塩野義製薬株式会社

が出資する株式会社 AdvanSentinel、シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社と共同

体を組織し、応募・採択を受けたものです。 

下水サーベイランスとは、採水した下水中に含まれるウイルスの遺伝子を検査・分析し、

感染症の流行等の監視を行う技術であり、欧米ではすでにこの技術を新型コロナウイルス

感染症の動向を追跡するシステムとして社会実装しています。日本においてもこの技術を

早期確立・実用化することで、新型コロナウイルス感染症ひいてはインフルエンザや新た

なパンデミックへの効果的な対策につなげることを目的としています。養父市は、本事業

の共同体として、フィールドの提供やデータ活用、実用化に向けた手法検討等に協力しつ

つ、社会実装に向けてデータを活用する側の視点を提供すべく本実証事業に臨みます。 

 

記  
１ 事 業 名 下水サーベイランスの活用に関する実証事業 

 

２ 期  間 令和４年７月 20日～令和５年１月 31日 

 

 ３ 参画機関 株式会社 AdvanSentinel（アドバンセンチネル）、養父市 

シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社 

 

 ４ 備  考 採水は、市内５カ所の浄水場で、概ね週３回実施しています。 

 

 【お問い合わせ先】 

   

株式会社 AdvanSentinel（アドバンセンチネル） 

   問い合わせ窓口 TEL：06-6209-6837、Mail：wbe@advansentinel.co.jp 
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課長 石田 恵美 
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養父市立学校の登校停止について 

 

標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 対応    

 

学校（園）名 学年 登校停止（臨時休園）期間 

広谷小学校 ４年 １月 27日（金）～31日（火） 

   

   

   

 

 

２ 理由 

 上記対象の関係者に新型コロナウイルス感染症患者が複数確認されたため 

 

３ 備考 

 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患

者やその家族・関係者等が特定されないよう、また、混乱を避けるため、医療機関への取

材や施設に対する風評被害がないよう、特段のご配意をお願いします。 
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