
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） 

１月 28日（土） 危機管理室 防災安全課 079-662-2899 課長 津崎宏行 

大雪対応に伴う記者発表（ＮＯ．１） 

養父市では、大雪に警戒するため、１月 28 日（土）10時 00 分に養父市災害警戒本部を

設置しました。 

【理由】 

・熊次地区、大屋町の南谷・西谷地区などで警戒を要する積雪量となっているため。

・市内数カ所で停電が発生しているため。



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 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

１月 28日（土） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 防災安全課長 津崎宏行 

大雪に伴う被害の状況について 

現在も災害警戒本部を継続中、大雪に伴う市内の被害状況は下記のとおりです。 

なお、今後も被害が確認でき次第、報道機関に報告します。 

記 

被害の状況 令和５年１月 28日（土）16時現在 

【孤立集落】（倒木による通行障害と停電） 

〇日畑 ６世帯７人・・・・・継続中 

（養父土木及び関西電力送配電が復旧作業中） 

※区長との逐次連絡により、区民の安全確認を継続

【停電】 

〇日畑  ３０軒・・・・・・・継続中（関西電力送配電が通電作業中）

〇石原  １０軒・・・・・・・継続中 ※居住住民なし

〇今滝寺 １０軒未満・・・・・継続中 ※居住住民なし

〇下網場 ８０軒・・・・・・・午前中に通電

〇上網場 ９０軒（上網場浄水場含む）・・・・・午前中に通電 

〇薮崎  １０軒未満・・・・・午前中に通電

〇明延  １０軒未満（明延浄水場含む）・・・・・昼過ぎに通電 

〇大久保 ２０軒・・・・・・・午前中に通電

〇葛畑  ９０軒・・・・・・・午前中に通電

〇別宮 １１０軒・・・・・・・・午前中に通電

【通行止め】 

〇県道日影養父線（倒木による）    継続中 

〇市道上網場２号線（電線切断による） 10：10解除 

〇県道福岡出合線（大野峠で倒木）   12：00解除 



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 28日（土） 市民生活部 養父地域局 
079-664-0281 

（2113） 

局長 池田 雅美 

（主幹 小谷 昭人）  
 

文化財防火訓練の中止について 

 

 

 下記のとおり１月 18日付けでお知らせしていました、文化財防火訓練については、大雪

のため、訓練中止となりましたのでお知らせします。 

 

 

 

記 

 

１ 目 的  １月 26日（木）の文化財防火デーを受け、文化財を火災から守ることを目

的として行う。 

また、火を取り扱うことが多い季節のなか、消防団員の資質向上と地域住 

 民の防火意識の高揚を目的とし、大薮区内泉光寺付近からの火災を想定し

た養父市消防団養父方面隊と南但消防本部との合同の演習火災訓練を実施

する。 

 

２ 日 時  令和５年１月 29日（日） 午前 11時から 

 

３ 場 所  泉光寺付近（養父市大薮） 

 

４ 出 動  養父方面隊（本部、特設第２分団、第８～10分団）、南但消防本部 

        

５ 内 容  消防団、消防本部訓練 午後 11時 待機場所より出動 

        

       １線目 

         第８分団（上薮崎部）が大薮川を水源とし、消防本部と連携し、 

消防本部が火点へ放水 

 

       ２線目 

         特設第２分団が防火水槽を水源とし、第９分団、第８分団（薮崎 

部）と連携し、第８分団（薮崎部）が火点へ放水 

         第１０分団が大薮川を水源とし、防火水槽へ給水 

様式 1 



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 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

１月 30日（月） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 防災安全課長 津崎宏行   
 

大雪に伴う被害の状況について 

 

現在も災害警戒本部を継続中、大雪に伴う市内の被害状況は下記のとおりです。 

なお、今後も被害が確認でき次第、報道機関に報告します。 

 

記 

 

被害の状況    令和５年１月 30日（月）17時現在 

 

【孤立集落】（倒木による通行障害と停電） 

〇日畑 ６世帯７人・・・・・継続中 

              （養父土木及び関西電力送配電が復旧作業中） 

  ※区長との逐次連絡により、区民の安全確認を継続 

 

  

    【停電】 

       〇日畑 ３０軒・・・・・継続中（関西電力送配電が通電作業中） 

 

 

    ※特記 

倒木処理、通電作業により、一旦は孤立と停電状態が解消していたが、 

再度の倒木の発生により、再び上記の被害状況となる 

 



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 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

１月 30日（月） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 防災安全課長 津崎宏行   
 

大雪に伴う被害の状況について（訂正） 

 

大雪に伴う被害状況の記者発表資料に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたし

ます。 

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

【孤立集落】日畑 

（誤）６世帯７人 

 

      （正）４世帯５人 

 

※特記 

     ・孤立発生時に日畑集落に滞在していた方は３人 

     ・３名のうち２人は自主避難中 

 



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 30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 全学年 

１月 30日（月）～２月１日（水） 

４年生のみ 31日（火）まで 

登校停止としていましたが変更します 

   

   

   

 

 

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（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 31日（火） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 課長 津崎宏行   
 

 

大雪に伴う被害の状況について 

 

県道日影養父線の倒木に起因した停電による八鹿町日畑区の状況は下記のとおりです。 

 

記 

 

被害の状況           令和５年１月 31日（火）16時現在 

 

【孤立集落】（倒木による通行障害と停電） 

〇日畑 ４世帯５人（※実際の常時居住者は４人） 

区民４人は、自主避難施設「小佐ふれあい倶楽部」（八鹿町小佐 833番地） 

に全員自主避難 

 

＜現在までの経過と今後の予定＞ 

1/30（月）13：15頃  倒木による停電 

    ※関西電力送配電による復旧作業中に倒木があり作業を一時中断 

     18：30 区民２人自主避難施設へ 

         ※４人の内、１人は福祉施設に宿泊、残り１人は区内に留まる 

1/31（火）9：00～ 養父市森林組合による倒木処理開始 

               （夕刻に道路上の倒木処理が完了） 

     15：00～ 翌日の予防伐採のため倒伏の可能性がある樹木の確認作業 

2/ 1（水）8：30～ 養父市森林組合により予防伐採の実施 

                 ※並行して電気復旧作業も実施 

2/ 2（木）8：30～ 関西電力送配電による電気復旧作業により地区の孤立状態の早

期解消を目指す 

         

 

 



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） 

２月２日（木） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 課長 津崎宏行   
 

 

大雪に伴う被害の状況について 

 

県道日影養父線の倒木に起因した停電による八鹿町日畑区の状況を下記のとおりお知ら

せします。 

 

記 

 

○２月２日（木）16時 03分頃 

関西電力送配電による電気復旧作業により日畑区の停電は復旧しました。 

 

※自主避難施設に避難していた区民４人は、17時頃から逐次帰宅の予定です。 

 



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） 

２月３日（金） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 
課長 津崎宏行 

（主幹 釜谷匡人）   
 

大雪に対する養父市災害警戒本部の解散について 

 

養父市では、令和５年１月 28日（土）午前 10時 00分から大雪に対する養父市災害警戒

本部を設置していましたが、令和５年２月３日（金）午前 10時 00分に解散しました。 

 



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） 

２月３日（金） 危機管理室防災安全課 079-662-2899 
課長 津崎宏行 

（主幹 釜谷匡人）   
 

大雪に対する養父市災害警戒本部の解散について 

 

養父市では、令和５年１月 28日（土）午前 10時 00分から大雪に対する養父市災害警戒

本部を設置していましたが、令和５年２月３日（金）午前 10時 00分に解散しました。 

 



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） 

２月３日（金） 市民生活部公民館 
079-662-0070 

（6101） 

館長 田村 典嗣 

（主幹 山内 直之）  
  

第 28回養父市ふるさと歴史講演会を開催します 

 

 先人たちによって培われてきた多くの歴史や文化といった歴史文化遺産に目を向け養

父市を再発見する機会として「第 28回養父市ふるさと歴史講演会」を開催します。 

 養父市が誇る偉大な先人である池田草庵、京都府知事を務めた北垣国道の業績、上垣守

国の養蚕技術などを知り、日本の近代化のために活躍した人間像を探りながら、ふるさと

養父市の魅力を再発見します。令和２年２月の第 27 回が開催中止となり、３年ぶりの開

催です。 

 

 

１ 日 時  令和５年２月 19日（日）午後１時 30分開会～４時（予定） 

 

２ ところ  やぶ市民交流広場 大会議室 （養父市八鹿町八鹿 538-1） 

 

３ 参加費  無料 

 

４ 内 容  講演①「ふるさとの先人 北垣国道」 

           講師 藤原弘幸さん（養父の歴史文化を探る会） 

       

       紙芝居「草庵先生と北垣国道」（宿南地区自治協議会） 

 

       講演②「上垣守国と養蚕の国」 

            講師 谷本 進（養父市教育委員会歴史文化財課） 

 

５ 主 催  養父市・養父市教育委員会 

 

６ 参加申込 準備の都合上、要申込、当日受付可。 



◇第 28回◇ 

 養父市ふるさと歴史講演会 
 

          
 

◆と き 令和５年２月１９日（日）午後１時３０分～ 

◆と こ ろ やぶ市民交流広場 大会議室 

◆入場料 無料 

◆申 込 電話または、ＱＲコードよりお申し込みください。 

※ＱＲコードでは、申込後に手続完了メールが 

即時返信されます。メールの返信が無い場合 

は、電話にてお問合せください。 

◆内 容  

 

   講 演 ふるさとの先人北垣国道 

           養父の歴史文化を探る会    藤原 弘幸さん 

紙芝居 草庵先生と北垣国道 

     宿南地区自治協議会 

   講 演 上垣守国と養蚕の国 

養父市教育委員会歴史文化財課 谷本 進 

◆問合先  やぶ市民交流広場（養父市八鹿町八鹿 538-1）079-662-0070 

◆主 催  養父市、養父市教育委員会 
私たちが暮らす養父市には、先人たちによって培われてきた多数の歴史や

文化があります。そうした歴史や文化遺産に目を向けて養父市を再発見する

機会として養父市ふるさと歴史講演会を開催します。 
養父市が誇る偉大な先人である池田草庵先生、京都府知事を務めた北垣国

道氏の業績、上垣守国さんの養蚕技術などを知り、日本の近代化のために活

躍した人間像を探りながら、ふるさと養父市の魅力を再発見します。 



 

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） 

２月３日（金） 
教育委員会 

生涯スポーツセンター 
079-663-2021 

所長 高木 信彦 

（主幹 藤盛 瑞穂） 

 

おおや B&G海洋センターが 

Ｂ＆Ｇ財団 優良センター表彰 10年連続「特Ａ評価」で表彰されました 

 

令和５年１月 24日(火)、東京ビッグサイト国際会議場で開催された「第 15回 Ｂ＆Ｇ全

国サミット」で、「おおやＢ＆Ｇ海洋センター（指定管理者：全但バス・但南建設共同事業

体）」が、指導員の配置やイベント・教室の開催状況等、利用者数などの運営状況が評価さ

れ、優良海洋センター表彰で、10年連続「特Ａ評価」を獲得し、優良センター表彰を受け

ました。 

 

 

「第 15回 Ｂ＆Ｇ全国サミット」について 

 

１ 日 時  令和５年１月 24日（火） 午後２時～５時 15分 

 

２ 会 場  東京ビッグサイト 会議棟 7階 国際会議場 

 

３ 内 容  詳細は別添資料のとおり 

 

４ 出席者  海洋センター自治体 首長 254人・副首長 27人・教育長 182人 ほか 

        総勢 750人超 

              

５ 優良センター表彰 

20年連続「特Ａ評価」獲得・・１自治体、１センター 

10年連続「特Ａ評価」獲得・・14自治体、15センター 

         

※養父市は 10年連続「特Ａ評価」獲得 

 

 



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） 

 ２月３日（金） 
まち整備部 

土地利用未来課 
079-664-1410 

課長 大津 耕平 

（主査 岡山 慎） 

 

  

養父市都市計画マスタープラン改訂版（案）に対するパブリックコメントの募集について 

 

 養父市では、令和 3年度から「養父市都市計画マスタープラン（平成 24年３月策定）」の改

定作業に取り組んで参りました。このたび、「都市計画マスタープラン改訂版策定会議」を経て、

計画案がまとまりましたので、市民の皆さんからの意見を募集し、寄せられた意見を参考にす

るため、パブリックコメントを実施します。 

 また、本計画を多くの市民のみなさまに手にしていただき、お目通しいただけるよう、計画

名称（「都市計画マスタープラン」）を「都市計画マスタープラン」の趣旨を踏まえた分かりや

すい名称としたく、計画名称についてもみなさまから募集します。 

 

記 

 

１ 意見募集対象資料  養父市都市計画マスタープラン改訂版（案） 

 

２ 計画（案）の概要  本計画は、養父市まちづくり計画に掲げる将来像「豊かで持続可能な
スマートヴィレッジの共創」の実現に向けた都市づくり・まちづくり

分野を担うものであり、今後の養父市の計画的かつ総合的な都市づく

りを進めるための指針となるものです。 

特に、本計画では、都市づくり・まちづくりを一体的に進めるため、

都市計画区域（八鹿地域）外も含め市全域を対象地域としているほか、

実現に向けた方針の中でも、まちづくり分野を重点項目に位置付けて

おります。 

 

３ 募 集 期 間  令和５年２月６日（月）から令和５年３月７日（火）午後５時まで 

            ※郵送の場合は３月７日（火）午後５時必着 

 

４ 資料の閲覧場所  市のホームページ、又は養父市まち整備部土地利用未来課、経営企画

部経営政策・国家戦略特区課及び各地域局において閲覧することが

できます。 

 

５ 添 付 資 料  養父市都市計画マスタープラン改訂版（案）に対する意見募集につい
て 



【意見募集：パブリックコメント】 

養父市都市計画マスタープラン改訂版(案)に対する意見募集について 

令和５年２月 

まち整備部土地利用未来課 

 

 養父市都市計画マスタープラン改訂版(案)について、養父市民の市政参加の

推進等に関する要綱に基づき、この計画案に対するみなさまのご意見を募集

(パブリックコメント)します。 

 お寄せいただいたご意見は、市の考え方とともにその概要を公表します。い

ただいたご意見に基づいて計画案を修正したときは、修正内容と理由を公表し

ます。 

 また、本計画を多くの市民のみなさまに手にしていただき、お目通しいただ

けるよう、計画名称（「都市計画マスタープラン」）を「都市計画マスタープラ

ン」の趣旨を踏まえた分かりやすい名称としたく、計画名称についてもみなさ

まから募集します。  

 

 

1. 意見募集対象資料 

養父市都市計画マスタープラン改訂版(案) 

 

2. 計画(案)の概要 

本計画は、養父市まちづくり計画に掲げる将来像「豊かで持続可能なス

マートヴィレッジの共創」の実現に向けた都市づくり・まちづくり分野を

担うものであり、今後の養父市の計画的かつ総合的な都市づくりを進める

ための指針となるものです。 

特に、本計画では、都市づくり・まちづくりを一体的に進めるため、都

市計画区域（八鹿地域）外も含め市全域を対象地域としているほか、実現

に向けた方針の中でも、まちづくり分野を重点項目に位置付けておりま

す。 

 

3. 意見提出ができる人 

市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所がある

法人並びにその他の団体に該当する人が対象となります。 

 



4. 計画(案)の閲覧場所 

市のホームページ、又は養父市まち整備部土地利用未来課、経営企画部

経営政策・国家戦略特区課及び各地域局において閲覧することができま

す。 

 

5. 意見の募集期間 

令和５年２月６日(月)から令和５年３月７日(火)午後５時まで 

※ 郵送の場合は、３月７日(火)午後５時必着 

 

 

6. 意見提出方法 

 以下のいずれかの方法で、ご意見を提出してください。いずれの場合

も、件名に「養父市都市計画マスタープラン改訂版(案)」とご記入くださ

い。 

 なお、電話での受付は対応しかねますので、予めご了承ください。 

《電子メールの場合》 

送付先：tochimirai@city.yabu.lg.jp 

《ＦＡＸの場合》 

送信先：０７９－６６４－０３０２(養父市まち整備部土地利用未来課 宛) 

《郵送の場合》 

〒６６７－０１９８ 

養父市広谷２５０－１ 

 養父市まち整備部土地利用未来課 宛 

 

7. 記入要領 

・ 意見提出の様式は問いません。 

※ 参考の意見様式を用意していますのでご利用ください。 

・ 氏名(法人の場合、法人名と代表者名)、住所、電話番号を必ずご記入の

上、ご意見の概要及び理由をご記入ください。(ご意見を十分に把握す

るため、連絡をさせていただくことがありますので、漏れなくご記入く

ださい。) 

 

 

mailto:tochimirai@city.yabu.lg.jp


-お問い合わせ先- 

養父市まち整備部土地利用未来課 

電 話 079-664-1410 

ＦＡＸ 079-664-0302 

E-Mail tochimirai@city.yabu.lg.jp 

 

8. 提出いただいたご意見の取り扱い 

・ ご意見に対して個別の回答は致しかねますのでその旨ご了承願います。 

・ 提出いただいた意見書は返却いたしません。 

・ 提出されたご意見については、氏名等の個人情報を除き公開する可能性
があることをご了承ください。ただし、意見中に個人に関する情報であ

って特定の個人を識別できる記述がある場合には、公表の際に当該箇所

を割愛します。 

・ ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理
し、意見公募に関する業務にのみ利用します。 
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