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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） 

３月 22日（水） 
市民生活部 

養父地域局 

079-664-0281 

(2110) 

局長 池田 雅美 

（主幹 林 哲也） 

 

  

４年ぶり開催 

但馬に春の訪れを告げる養父の奇祭「お走りまつり」 

 

 神輿巡行での但馬に春の訪れを告げる養父の奇祭「お走りまつり」が４年ぶりに開催され、

まつりの見どころである神輿が大屋川を渡る「川渡御」(小城橋付近)も４年ぶりに行われます。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、神輿巡行の規模を縮小するとともに、２

日間の行程を１日(日帰り)に短縮されます。また、感染防止の観点から、以下の対応で行いま

す。 

〇巡行の同行人数を削減するため、旗持ちやこども神輿を中止します。 

〇「飲酒」や「大声」を出すことを自粛します。 

〇途中の休憩所での接待も遠慮し、トイレ休憩と水分補給のみとします。 

〇参加者には３回のワクチン接種を受けていることを求めます。 

 

記 

 

１ 神事斎行日 令和５年４月 15日（土） 

 

２ 主な行程 

  9：00 養父神社お立ち 

12：30 川渡御(小城橋付近) 

13：30 建屋公民館到着 

14：45 齋神社到着（養父市長野 265） 

16：00 齋神社出発 

16：20 堀畑公民館到着 

17：10 養父市場コミセン到着 

18：30 養父神社お着き 

※行程につきましては、別添のチラシをご覧ください。 

 

３ 問い合わせ先 

お走り祭り保存会事務局（養父神社） 

 電話：079-665-0252 
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令和５年度一円電車体験乗車会の開催について 

 

 一円電車は、正式には「明神電車」といい、乗車料金が 1円だったことから「一円電車」

の愛称がつきました。この電車は、近代化産業遺産や日本遺産を構成する遺産であるとと

もに、県文化財として認定されています。鉱石の道明延実行委員会では、一円電車の運行

を中心に鉱山遺産を活用した地域活性化に取り組んでいます。令和５年度の一円電車体験

乗車会についてお知らせします。 

 

１ 開催日（予定） 

４月第２日曜、５月～11月第 1日曜、５月ゴールデンウィーク、夏休み中の日曜日 

４月９日（日） 

５月３日（水・祝）、５月４日（木・祝）、５月５日（金・祝）、５月７日（日） 

  ６月４日（日） 

７月２日（日）、７月 23日（日）、７月 30日 

８月６日、８月 13日、８月 20日（日）、８月 27日（日） 

９月３日（日） 

10月１日（日）※あけのべ一円電車まつり 

11月５日（日） 

 

２ 運行時間等 

 午前 10時～整理券による運行終了まで（午後３時頃の予定） 

  整理券配布 午前の部：午前 10時～、午後の部：午後 1時～ 

 

３ 会場 

 あけのべ一円電車ひろば（養父市大屋町明延） 

 

４ 内容 

 あけのべ一円電車ひろば内にある軌道（一円電車明延線・150ｍ）を走る一円電車くろ

がね号の体験乗車会です。 

 

５ 会費 

 大人（高校生以上）300円、小人（中学生以下）１円 

 ※大人の会費は、あけのべ一円電車ひろばへの入場料・乗車運賃を含みます。 

 

６ 問合せ 

 鉱石の道明延実行委員会事務局（大屋地域局内） 

  電話 079-669-0120 
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3月 22日（水） 危機管理室 防災安全課 079-662-2899 
課長 津崎 宏行 
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令和 5年養父市消防大会を挙行します 

  

 

標記のことについて、下記のとおり挙行しますのでお知らせします。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大のため、令和 2・3年大会は中止、令和 4年大会は

縮小体制（人数縮小、式典のみ）での開催となりましたが、令和 5年大会は 4年ぶりに通常

体制（分列行進、式典、一斉放水）で開催します。  

 

記 

 

１ 日 時  令和 5年 4月 2日（日）午前８時 30分～11時 30分 

 

２ 場所等 養父市立やぶ市民交流広場周辺（養父市八鹿町八鹿 538-1） 

分列行進 やぶ市民交流広場正面駐車場    午前 8時 30分～ 8時 50分 

式  典 やぶ市民交流広場ホール     午前 9時～11時 

一斉放水 やぶ市民交流広場前八木川河川敷 午前 11時 10分～11時 30分 

      ※雨天時は式典のみ開催します。 

 

３ 参 集 養父市消防団 約 400人 

    ご来賓（予定） 衆議院議員、県議会議員、但馬県民局長等 

    ※令和 4年消防大会は縮小体制による開催のため消防団及び市関係者約 130人

の出席となりましたが、令和 5年大会はご来賓もご案内をさせていただき開

催します。 

 

駐車場 報道機関の皆様におかれましては、やぶ市民交流広場正面駐車場（来賓駐車場、

別紙会場周辺図参照）をご利用ください。 

 

 



１．分　　列　　行　　進 　－やぶ市民交流広場正面駐車場－

２．式　　　　　　　　典 　－やぶ市民交流広場ホール－

（１）人員報告

（２）開式のことば

（３）団旗入場

（４）国旗注目

（５）黙祷

（６）市長式辞

（７）新入団員辞令交付

（８）新入団員宣誓

（９）団長訓示

（10）表彰授与

  ・市長表彰

  ・消防長表彰

  ・団長表彰

（11）表彰伝達

  ・叙勲

  ・消防庁長官表彰

  ・兵庫県知事表彰

  ・日本消防協会長表彰

  ・兵庫県消防協会長表彰

（12）来賓祝辞

（13）宣言

（14）国旗注目

（15）団旗退場

（16）閉式のことば

３．一　　斉　　放　　水 　－やぶ市民交流広場前八木川河川敷－

令和５年養父市消防大会次第
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3月 23日（木） 
市民生活部 

やぶぐらし・地方創生課 

079-662-3172 

（1263） 

次長 井上 武 

（主幹 藤原 淳二） 

 

 

企業版ふるさと納税贈呈式を行います 

-伊東電機株式会社（加西市）から寄附を受領- 

 

伊東電機株式会社（本社：兵庫県加西市）から、企業版ふるさと納税の申し出があり、

この度、1,000万円の寄附を受領しました。寄附金は、同社の「養父市のチャレンジする

姿勢を応援したい」というご意向を踏まえて活用する予定です。 

つきましては、下記のとおり企業版ふるさと納税贈呈式を行いますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 寄附者 伊東電機株式会社 代表取締役 伊東 徹弥 様 

    （兵庫県加西市朝妻町 1146-2） 

 

２ 寄附金額 1,000万円 

  

３ 寄附活用事業 様々な「公共」（主体）が地域を豊かにするまちづくり事業 

         地域の価値を生かした仕事づくり（価値創造） 

 

４ 贈呈式日時  令和５年３月 28日（火）午前 11時 市長室 

 

５ 出席予定者  伊東電機株式会社 代表取締役 伊東 徹弥 様 

         養父市 市長 広瀬 栄 

             副市長 山下 吉正 
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３月 24日(金) 
経営企画部 

経営政策・国家戦略特区課 
079-662-7602 

課長 安達 一郎 

（主事 苗村 孝之） 

 

 

養父市メタバース「バーチャルやぶ」における「ＶＲ野田ゲーランド in バーチャ

ルやぶ」のオープンについて 

 

吉本興業株式会社と取り組んでいるメタバース事業について、下記のとおり新コンテ

ンツ「ＶＲ野田ゲーランド in バーチャルやぶ」がオープンすることとなりました。 

記 

１ 「ＶＲ野田ゲーランド in バーチャルやぶ」について 

吉本興業所属タレントのマヂカルラブリー・野田クリスタル氏が制作するゲーム、

通称「野田ゲー」を、ＶＲクリエイターのＶＲ蕎麦屋タナベ氏がＶＲ用にアレンジし、

バーチャルやぶ内で無料プレイすることができるコンテンツです。 

２ コンテンツ内容 

 養父市の観光資源に触れながら、野田ゲーの名作「つり革」「ブロックくずして」
「まぁまぁあぶないじゃん」をバーチャルで体感することができます。加えて、今

回のために野田クリスタル氏が考案した新作「アテンド速すぎくん」も収録。野田

クリスタル氏の実体験に基づき、楽屋までのアテンドが速すぎる社員をモチーフ

にしたユニークなゲームとなっています。※コンテンツのイメージ等は添付の吉

本興業発表資料をご参照ください。 

 ３月 31日（金）までは毎日 21～22時の間、バーチャルやぶサポーターがゲーム操

作等をお手伝いします。 

３ オープン日時  令和５年３月 24日（金） 

４ YouTube配信 

オープンを記念して、野田クリスタル氏の YouTube内にて、本ゲームの実況配信を

行います。 

日 時  ３月 28日(火) 21 :30～（予定） 

出 演  野田クリスタル、ＶＲ蕎麦屋タナベ 

視聴方法 野田クリスタル公式 YouTubeチャンネル 

（https://www.youtube.com/@user-ed7fg4gz3q） 

５ その他 

実施に関する詳細はバーチャルやぶ公式 Twitter（＠virtualyabu）で随時発信して

まいります。 

 

   ※添付資料 吉本興業発表資料 
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2023年3月24日

VR蕎麦屋タナベ
株式会社タナベ 代表取締役。吉本

興業所属VRクリエイター。
蕎麦屋を営みながらメタバースの企画

制作も行う。

URL:https://www.vrtanabe.co
m/

野田ゲー初のVR化!

新作野田ゲーも遊べる 「VR野田ゲーランド in バーチャルや
ぶ」が兵庫県養父市 地方創生メタバースにオープン！

【本件に関するお問い合わせ】

吉本興業 プロモーション統括室 楠秀司

電話：080-2424-9133
メール:kusunoki.hideshi@yoshimoto.co.jp

兵庫県養父（やぶ）市と吉本興業は、連携協定に基づき、「地方創生」につながる地域メタバースのプロジェク

トとして、地域の魅力をエンタメの力で盛り上げていくメタバース「バーチャルやぶ」の開発・運営を行っております。

2023年3月24日（金）、バーチャルやぶ内に野田ゲーとコラボした「VR野田ゲーランド in バーチャルやぶ」が
オープンしますのでお知らせします。

今回、マヂカルラブリー・野田クリスタルが制作するゲーム、通称”野田ゲー”を、VRクリエイターのVR蕎麦屋タナ
ベがVR用にアレンジ。養父市の観光資源に触れながら、野田ゲーの名作「つり革」「ブロックくずして」「まぁまぁあ
ぶないじゃん」をバーチャルで体感することが出来ます。

さらに今回のために野田クリスタルが考案した新作「アテンド速すぎくん」も収録。野田クリスタルの実体験に基づ

き、楽屋までのアテンドが速すぎる社員をモチーフにしたユニークなゲームとなっております。

全てのゲームはVRChat内バーチャルやぶで無料でお楽しみいただけます。Quest単体での動作にも対応してい
るほか、3月31日（金）まで毎日21-22時、バーチャルやぶサポーターがゲームのお手伝いをいたします。
また今回のオープンを記念し、毎週火曜にライブ配信している野田クリスタルのYouTube内にて、本VRゲーム
の実況配信を行います。

詳細は随時バーチャルやぶ公式Twitter(@virtualyabu)でご案内します。
ぜひ皆様にも体験していただき、貴社メディアでご紹介くださいますよう、何卒よろしくお願いします。

3月28日（火）21:30～野田クリスタルYouTube内でゲーム配信も実施

「VR野田ゲーランド in バーチャルやぶ」 ゲーム実況配信

◆日時 3月28日(火)21 :30～(予定)
◆出演 野田クリスタル、VR蕎麦屋タナベ
◆視聴方法 野田クリスタル公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@user-ed7fg4gz3q

野田クリスタル

吉本興業所属のお笑いコンビ・マヂカルラ

ブリーのボケ担当。コンビとして「M-1 グラ
ンプリ2020 」優勝。
個人として自作ゲーム「野田ゲー」を使用

したネタで「R-1 ぐらんぷり2020 」優勝。
Twitter ID：@nodacry



2023年3月24日

「VR まぁまぁあぶないじゃん」
Nintendo Switch「スーパー野田ゲーPARTY」にも収録されている、麻雀と弾幕避けの要素が入ったゲームをVR
用にアレンジ。四方八方から飛んで来る麻雀牌をうまく避ける、シンプルながらもVRならではの体験ができます。

「VR ブロックくずして」
おなじみ野田ゲーの「ブロックくずして」のVR版。デッカチャンを操作して、球に当たらないように避け続けます。
玉に当たるとデッカチャンが巨大化し、どんどん不利になっていきます。

「アテンド速すぎくん」
今回新作となる野田ゲー。

アテンドが速すぎるマネージャーに追いついて、無事に楽屋までたどり着けるかを競うゲームです。

「VR つり革」
M-1グランプリで披露したネタがモチーフの「つり革」。
ヘッドマウントディスプレイをつけても遊べますが、電車酔い必至です。
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吉本興業 プロモーション統括室 楠秀司

電話：080-2424-9133
メール:kusunoki.hideshi@yoshimoto.co.jp
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