
日時： 令和3年11月10日　午前10時00分から

場所： 養父市役所本庁舎2階　第1会議室

資料
番号

発表事項 発表者 開催日

1
日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー但馬醸造所
新商品の販売について

商工観光課 11月15日～

2 企業進出について「旧養鶏舎跡地にウイスキー蒸溜所建設」 商工観光課

3 第２次養父市環境基本計画を策定 環境推進課

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
令和３年度兵庫県学校歯科保健優良校表彰「最優秀校」受賞
について

学校教育課 11月17日

2 令和４年度養父市若者未来応援奨学生の募集について 教育総務課
11月17日～
12月3日

3

１　発表事項

２　資料配布

養父市　定例記者会見



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） 

11月 10日（水） 
産業環境部 

商工観光課 
079-664-0285

課長 柳川 武 

（主事 谷垣 仁宏） 

日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー但馬醸造所 

新商品の発売について 

 この度、地域密着型の事業を進める「日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー 

但馬醸造所」が、新たな商品を完成させ、販売することになりましたので発表します。 

記 

１ 商品名及び内容 

但馬の辛みそ 150ｇ 540円(税込) 

地元老舗こがね味噌の米みそをベースに但馬醸造の黒にんにく酢・生姜酢・鰰魚醤・柚

子山椒などを加え、国産一味唐辛子でスパイシーな辛みそに仕上げました。そのまま

きゅうりやキャベツなどの生野菜につけてよし、和えてよし、薬味として鍋物・ラーメン

に、また炒め物などにも加えると癖になるピリ辛味に仕上がります。 

※ラベル揮毫 書道家 華汀

２ 販売開始日 

令和３年 11月 15日(月)～ 

  販売店：市内道の駅など

３ その他 

第２回大屋小学校児童による天滝ゆずの収穫体験 

日時 11月 15日(月) 午前９時～正午 

場所 但馬醸造所柚子畑（大屋町筏） 

  参加 大屋小学校６年生 22人 

４ 問合せ先 

日の出ホールディングス株式会社食品カンパニー但馬醸造所 

電話：079-669-1100 



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） 

11月 10日（水） 
産業環境部 

商工観光課 

079-664-0285

（2163）

課長 柳川 武 

（主事 谷垣 仁宏） 

企業進出について 

「旧養鶏舎跡地にウイスキー蒸溜所建設」 

 この度、養父市大屋町中間地内の旧養鶏舎跡地に、下記のとおり企業が進出することとな

りましたのでお知らせいたします。 

１ 企業概要 

(1)企 業 名 株式会社ウィズワン

(2)本社所在地 大阪市中央区今橋 2-4-10 EDGE淀屋橋ビル 6F

(3)代表取締役 澤田 宗士

(4)創 業 平成 13年 8月 24日 

(5)資 本 金 7,350万円

(6)事業内容  全酒類卸売業、一般酒類小売業、アミューズメント事業、ゴルフ事業

２ 進出概要 

(1)施 設 名 株式会社ウィズワン 養父蒸溜所(仮称)

(2)進 出 地 兵庫県養父市大屋町中間 850番地周辺

(3)事業内容  国産ウイスキーの生産及び販売

(4)施設規模  敷地面積約８千㎡、蒸溜棟・樽貯蔵庫 2棟を併設。

(5)事 業 費 非公開

３ 進出に至った経緯等 

株式会社ウィズワンは酒類卸売業・小売業を行っており、新規事業としてウイスキーの

蒸溜所建設を進めるにあたり、計画地選定でいくつかの候補を視察した中で、本計画地の

美しい山並みが空に向けて立ち並ぶ様子や敷地の横を流れる美しい河川などの立地が決

め手となった。 

また、大手酒類メーカーに在籍していた、豊富な知見を持つ顧問による指導の下、特許

技術を用いた製造方法により高品質かつブランド力に優れた商品を月間約２万本製造す

る見込み。 



４ 現状及び今後のスケジュール 

 令和３年８月初旬 地元代表区長と面談 

     ８月中旬 旧養鶏舎解体開始 

     ９月中旬 旧養鶏舎解体完了 

     ９月下旬 地盤調査 

 令和４年３月中旬 養父蒸留所建設工事着工 

     10月下旬  養父蒸留所建設工事竣工 

     11月   稼動開始  

 

５ 行政との関わり 

 兵庫県 産業立地条例による産業立地促進制度に基づく支援 

 養父市 各種手続きに関する助言及び、補助対象事業への支援 

 

６ 問合せ先 

 株式会社ウィズワン 

 大阪市中央区今橋 2-4-10 EDGE淀屋橋ビル 6F 

 電話：06-6201-3070 

 （担当者：勝本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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） 

11月 10日（水）
産業環境部 

環境推進課 

079-664-2033

（内線 2123）

課長 田中 正広 

(主幹 奥藤 啓) 

第２次養父市環境基本計画を策定 

養父市には、北近畿で最高峰となる氷ノ山があり、これに連なる山々から流れ込む豊かな

水は多様な生態系を維持し、私たちの暮らしを支えています。市民の貴重な財産である自然

環境は、様々な歴史や文化とともに先人たちによって大切に守られ、私たちに引き継がれて

きました。 

しかしながら、近年では異常気象や有害野生鳥獣が引き起こす自然的要因や、人々の暮ら

しぶりや事業活動による人的要因により、安全に安心して暮らせる生活が脅かされる状況

も散見されるようになってきました。また、温室効果ガスの増加や、地球温暖化に端を発す

る気候変動が世界規模の課題として認識され、ひとりひとりにこの「地球」を守っていくた

めの対応が求められるようになっています。 

 豊かな自然環境を守り、次代に継承していくためには、生活や社会活動による自然環境へ

の影響を再認識し、「持続可能な社会」を実現させるための努力が必要です。 

 このような背景を踏まえ、国連で採択された「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の理念

を体現し、総合的に環境政策を推進するため、第２次養父市環境基本計画を策定しました。 

◇体系

本計画は、養父市まちづくり計画に準拠し、環境分野での上位計画として、環境に関連す

る施策や事業、個別計画に対して方向性を示すものです。「環境共生」「協働」「継承」の３

つのテーマを軸として、環境スローガン「人と環境の調和を みんなで次世代へ繋ぐまち 養

父」を掲げ、これを実現するために３つの取組方針を定めています。 

取組方針１：養父市を取り巻く地球規模の環境問題に取り組む 

取組方針２：養父市が抱える身近な環境問題を解決する 

取組方針３：ひとりひとりが環境に対する意識や理解を深める 

さらに各取組方針には基本的施策、これに基づく具体的施策が紐づき、2021 年度（令和

３年度）から 2030年度（令和 12年度）までの 10年間を対象とし、施策や事業の展開を図

っていきます。（第１次養父市環境基本計画 2011～2020年） 







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） 

11月 10日（水） 
教育部 

学校教育課 

079-664-1627

（2220）

課長 安東 博之 

（主幹 西垣 將輝） 

令和３年度兵庫県学校歯科保健優良校表彰「最優秀校」受賞について 

このたび、令和３年度学校歯科保健優良校表彰（応募総数 147校：小学校 108校、中学校

39 校）において、養父市立高柳小学校が小学校の部「最優秀校」に選出され、下記のとお

り、表彰式に参加します。 

これは、本年度の歯科保健状態が良い（永久歯の虫歯の数が少ない）ことや、前年度の学

校歯科保健活動の状況（虫歯予防の取組）が評価されたものです。 

記 

１ 主 催  一般社団法人兵庫県歯科医師会 

２ 表彰日  令和３年 11月 17日(水) 

３ 場 所  兵庫県歯科医師会館 神戸市中央区山本通５丁目７番 18号 

４ 問合せ先 養父市立高柳小学校 電話：079-662-2058 



 

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） 

 11月 10日（水）
教育部 

教育総務課 

079-664-0282

（2210） 

課長 石田 恵美 

（主幹 中西 理絵）   
 

令和４年度養父市若者未来応援奨学生の募集について 

 

１ 事業概要 

養父市教育委員会では、養父市の将来を担う人材の育成と養父市への定住を促進する

ため、修学意欲のある若者の未来を応援する奨学金制度を実施しています。 

このたび、令和４年度から新たに大学等に進学する人、または既に在学している人を

対象に奨学生の募集を行います。 

大学等を卒業後、１年以内に養父市に居住することで以後の８年間は奨学金の返還が

猶予され、引き続き８年間以上居住すると返還が免除されます。（ただし、継続した居

住期間が８年未満の場合は奨学金を返還する必要があります。） 

実質的には給付型を備えた奨学金制度で、月額５万円（年間 60 万円）を大学等に在

学中の学生に無利息で貸与しています。 

卒業後、養父市に住む意志のある学生で、応募要件を満たす人ならどなたでも申請す

ることができます。 

 

２ 募集期間   令和３年 11月 17日（水）～令和３年 12月３日（金） 

 

３ 面接日    令和３年 12月 18日（土） 

 

４ 募集人数   10人以内   

 

５ 貸付対象者  令和４年度に大学、短期大学、高等専門学校専門課程専攻科、専修学校

（専門課程）に入学予定の人並びに在学中の人 

 

６ 奨学金額   在学期間中 月額 5万円（年間 60万円） 

大学等を卒業後１年以内に養父市に居住し、引き続き８年間以上居住すると奨学金の

返還は免除されます。（ただし、継続した居住期間が８年未満の場合は奨学金を返還す

る必要があります。） 

 

７ 主な応募要件 

（１）市に３年以上住所を有する者が扶養する者 

（２）卒業後、市に居住する意志のある者 

（３）修学の意欲があり品行方正である者 



（４）確実な連帯保証人（２人）を付することができる者 ※適用除外者あり 

（５）他の給付型奨学金を受けていない者、または受ける予定のない者 

（６）申請者、扶養者に市税の滞納がないこと 

（７）令和３年度所得証明書（令和２年中）による世帯の所得額が 500万円未満であるこ

と。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響等社会情勢の変動により所得が減少し、

令和３年中の所得が 500万円未満となることが予想されることを証明できる書類（退

職証明書、離職票、給与明細書等）の添付があれば審査の対象とする。 

 

８ 選考方法   申請書類、小論文の審査、面接を行った後に選考委員会で選考します。 

※応募要件や詳しい内容については、教育総務課にお問い合わせください。 
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