
日時： 令和4年5月25日（水）　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

一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート
(YMBS)によるマウンテンバイクトレイル整備事業に
ついて

経営政策・国家戦略特区課

2

3

4

資料
番号

内容 配布元 開催日

1
令和４年度“知と創造”農学セミナー受講生募集に
ついて

農林振興課

2

スマート農業実演会（直進アシスト機能付き田植え
機、ドローンによる水稲除草剤散布）の開催につい
て

農林振興課 5月31日

3 第１回　人権学びステーションについて 人権・協働課 6月17日

4
令和４年度「仙櫻」「明延」の蔵入れ及び
令和３年度に蔵入れした「明延」の蔵出しについて

商工観光課 6月1日

5 令和４年度第１回総合教育会議の開催について 教育課 6月3日

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） 

5月 25日(水) 経営政策・国家戦略特区課 079-662-3169 
 課長 安達 一郎 

   （参事 松浦 伸史） 

 

 

 

 

一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート(YMBS)による 

マウンテンバイクトレイル整備事業について 

 

 一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート(代表：村山千春)は、かねてより養父

市において、マウンテンバイクトレイル事業の展開を検討していたところ、この度、明延

区からの積極的な誘致もあり、同エリアにおいて、コース等の整備準備が整ったことか

ら、記者発表をするに至りました。 

欧州、カナダ、豪州、ニュージーランド等欧米諸国では、地域経済に対する貢献の期待

からマウンテンバイクトレイルの普及が進んでいます。 

 

また、我が国におけるマウンテンバイクトレイル整備の有効性につきましては 

①  鳥獣対策 

②  適切な森林涵養 

③  林道の維持・整備 等 

が期待されることから、最近では、林野庁や環境省が補助金等の支援に動きだしており、政

府も注目しつつあります。 

 

当市としてましても、このような事業は、地域経済の活性化や観光振興等にも繋がること

から、ニューツーリズムとしてのアウトドアスポーツの振興に協力して参ります。 

 

詳細は、別紙 YMBSによるプレスリリース内容をご参照ください。 

 

 

以 上  

 



報道関係者の皆様へ 

 

 

2022年 5月 25日 

 

一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート 

 

養父市でのマウンテンバイクトレイル事業について 

 

このたび、一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート（所在地 養父市大屋町）では、

養父市明延の自然を活かしたニューツーリズムの振興促進を目的に、地元明延区の支援の下、

マウンテンバイクトレイル事業を展開することとなりました。 

 

ありのままの自然の山林を走りまわれるマウンテンバイクトレイルは、新たな地域振興 

としての経済効果や最近の SDG’sの追い風から、海外において急速に整備が進んで 

おります。 

 

これまで明延エリアでは、キャンプ場の開設や一円電車の復活、かつての坑内を利用した 

探検ツアー等様々な取組みを通して、地域の魅力を発信、誘客に繋げてきておりますが、 

私どもは、地域のご支援の下、新たにマウンテンバイクトレイル事業を立ち上げることで、

更なる地域貢献に繋げていきたいと考えております。 

 

尚、本事業構想につきましては、令和 3年度兵庫県市町村振興協会の助成金制度を活用した

朝来市と養父市の共同研究(明延～神子畑エリアの観光振興)に於けるワークショップ 

(委託先：兵庫県立芸術文化観光専門職大学)で提案されたアイディアも参考としました。又、

本邦におけるマウンテンバイクトレイル整備の有効性につきましては、①鳥獣対策②適切な

森林涵養③林道の維持・整備等が期待されることから、最近では、林野庁や環境省が支援に

乗り出す一方、去る 4月 13日には、マウンテンバイク・BMX議員連盟を立ち上げる動き 

あり、政府も注目しつつありますこと申し添えます。 

 

◆ 事業エリア ： 兵庫県養父市大屋町明延地区（明延鉱山跡周辺） 

◆ 目   的 ： 新たなニューツーリズムの創出。 

子どもから大人まで、初心者から上級者まで楽しめる 

マウンテンバイクが走行できるフィールドの提供。 

◆ コース内容 ： 子ども向けパンプトラック含め後日詳細発表予定 

◆ トレイル利用料：未定（QR決済等キャッシュレスシステム導入予定） 

◆ 整備開始  ： 2022年 4月中 

◆ 運用開始  ：  2022年 7月中旬ごろ 



◆ 運営主体  ： 一般社団法人やぶマウンテンバイカーズサポート 

但馬マウンテンバイク愛好会 

◆ 協   力 ：   明延区、『鉱石の道』明延実行委員会等 

 

◆ ロケーション： 

 

 

 

 

  

<本リリース問合せ先>  

一般社団法人 やぶマウンテンバイカーズサポート 

  兵庫県養父市大屋町中字向山 13-8-71 

代表者  村山千春 

電  話  090-1060-4812 

メール yabu.mtbs@gmail.com 

mailto:yabu.mtbs@gmail.com


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） 

５月 25日（水） 産業環境部農林振興課 
079-664-0284 

（内線 2136） 

課長 岡 和昭 

（主幹 白岩 祐樹）  
 

令和４年度“知と創造”農学セミナー受講者募集について 

 

“知と創造”農学セミナー受講者の募集を開始します。今年度は６月 25 日（土）から

全 10 回を開催する予定です。関西大学の山本秀樹副学長、京都大学の飯田訓久教授、鳥

取大学の霜村典宏農学部長をはじめとする鳥取大学農学部教授、また兵庫県立但馬農業高

等学校の先生方にご講義をいただきます。今年度も新型コロナウイルス感染症防止のため、

ソーシャルディスタンスの確保などの対策を講じた上での開催となります。 

募集の案内に関する詳細は別紙チラシのとおりです。 

 

記 

 

 

１ 場  所 兵庫県立但馬農業高等学校（養父市八鹿町高柳 300-1） 

 

２ 定  員 20人程度 

 

３ 日  時 別紙チラシのとおり 

 

４ 費  用 10,000円 

 

５ 募集期限 令和４年６月 22日（水）まで 

 

６ 申込方法 メール、郵送またはＦＡＸのほか直接担当課への提出 

        ※電話での申込みも可能です。 

 



令和４年度

開催案内

目的
国家戦略特区の指定を受けた養父市で、農業に関心を持たれている
方を対象に作物や栽培など、農業の専門的な知識を学べる場として、
セミナーを開催します。
但馬農業高等学校の教諭をはじめ、鳥取大学・関西大学・京都大学
の教授を外部講師として招き、講義を行います。

場所 兵庫県立但馬農業高等学校 養父市八鹿町高柳３００‐１

開催

費用 １０，０００円（全１０回分）

募集 令和４年６月２２日（水）まで

※上記の日程、講義内容は予定であり、新型コロナウイルス感染防止対策や学校行事等の諸事
情により、中止や変更となる場合があります。

お申し込み方法は裏面⇒

回
数

月 日
講 師
（所 属）

内 容
（中止・変更の可能性あり）

1 令和４年６月25日（土）
一田 創
（但馬農高）

開講式 ９：３０～
おいしい野菜をつくろう

2 令和４年７月９日（土）
飯田 訓久
（京都大学）

スマート農業のプラットフォーム化

3 令和４年８月20日（土）
竹村 圭弘
（鳥取大学）

冬季低日照地域での省エネ栽培が期待され
るEOD技術について

4 令和４年９月10日（土）
山本 定博
（鳥取大学）

未来に繋がる土づくり

５ 令和４年10月８日（土）
木戸 一孝
（鳥取大学）

農業生産工程管理を踏まえた病害虫防除管
理

６ 令和４年11月５日（土）
西原 英治
（鳥取大学）

耕作放棄地を利用した薬用植物及び機能性
作物の栽培の試み

７ 令和４年12月10日（土）
山本 秀樹
（関西大学）

ハバネロから分離された辛味成分（カプサ
イシン）の獣害問題への応用（その後）

８ 令和５年１月21日（土）
木原奈穂子
（鳥取大学）

地域資源管理の組織づくり

９ 令和５年２月11日（土）
小林 正司
上垣 弘也
（但馬農高）

果樹と生活
くらしと草花

10 令和５年３月４日（土）
霜村 典宏
（鳥取大学）

特別講義・閉校式
きのこ栽培の可能性

下記日程のとおり 時間は９：３０から１２：００ 全10回



申込方法

① Eメールからのお申し込み

受講申込書と同じ内容をご記入いただき、nousei@city.yabu.lg.jp
までお申し込みください。

② 持参、郵送またはファックスでのお申込み

申込書に必要事項をご記入の上、下記送付先まで持参、郵送ま
たはファックスでお申し込みください。

【申込書送付先、お問い合わせ先】
〒667-0198 兵庫県養父市広谷250-1 養父市役所農林振興課
TEL：079-664-0284 FAX：079-664-2528

ふりがな

申込者住所

〒

ふりがな

申込者氏名

職 業

年 齢
歳

連 絡 先
（ ） －

※日中に連絡のつきやすい電話番号をご記入ください。

メールアドレス

“知と創造”農学セミナー

受講申込書

※令和４年６月２２日（水）までにお申し込みください。



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） 

５月 25日（水） 産業環境部 農林振興課 
079-664-0284

（2131） 

課長 岡 和昭 

（副課長 稲津義彦）  
 

スマート農業実演会（直進アシスト機能付き田植え機、ドローンによる水稲除草剤散布）

の開催について 

  

 

市では、中山間地農業の持続性を高めることを目的に、市、ＪＡたじま、県で養父市スマ

ート農業推進会議を設けています。農業者のみなさんに身近にスマート農業を体験してい

ただく機会として、今年度は数回の実演会を予定しています。 

 

 

１ 主 催  養父市スマート農業推進会議 

（養父市農林振興課、ＪＡたじま、兵庫県朝来農業改良普及センター） 

 

２ 日時及び場所 

（１）直進アシスト機能付き田植え機 

 令和４年５月 31日（火）午後１時 30分～午後３時 八鹿町宿南 

（２）ドローンによる水稲除草剤散布 

令和４年６月９日（木）午後５時 30分～午後６時 30分 八鹿町馬瀬 

    

３ 今後のスマート農業の実演会の計画 

   ７月 ３日（日） リモコン草刈機 八鹿町馬瀬 

   ７月１１日（月） ドローンによる除草剤散布 八鹿町宿南 

   ９月２６日（月） 農作業の労力軽減アシストスーツ 八鹿町宿南 

 

 

４ 申込・問い合わせ先 

  産業環境部 農林振興課 担当：稲津 079-664-0284 

  兵庫県朝来農業改良普及センター 担当：椿野 079-672-6890 



直進アシスト機能付き田植機
実演会

スマート農業実演会

2022年５月31日（火)
13:30～15:00

雨天時は6/1に延期

実演会

養父市八鹿町宿南 水稲栽培予定ほ場
（裏面地図参照）

※コロナ感染予防のためマスクを着用ください

日時

場所

申込み 裏面の申込書を５月２６日（木）までに下記へ御提出

またはFAXしてください。定員35名まで（先着順）
養父市農林振興課

TEL：079-664-0284 FAX：079-664-2528

主催 養父市スマート農業推進会議

（養父市農林振興課、JAたじま、兵庫県朝来農業改良普及センター）

ハンドルを自動制御し、設定された経路を自動走行
して無人で田植え作業を行う田植機の
実演会を開催します。
是非、ご参加頂き、スマート農業を

身近に感じてみてください。

その他、水管理システム設置（５月中旬～８月下旬）

今後、以下の実演会を予定しています。

養父市八鹿町宿南 養父市八鹿町馬瀬

ドローン 7/11（7/12、7/13） 6/9（6/10）

アシストスーツ 9/26（9/27、9/28）

リモコン草刈機 7/3（8/7）



拡大図

氏名 住所 日中連絡がとれる電話番号

直進アシスト機能付き田植機実演会参加申込書 FAX 079-664-2528

駐車場が狭いため、できるだけ乗り合わせでお越しください。

直進アシスト機能付き田植機実演会会場地図

実演会駐車場は、
圃場周辺とします。
※当日、係がご案
内します。



ドローンによる水稲除草剤散布
実演会

スマート農業実演会

2022年６月９日（木)
17:30 ～ 18:30

雨天時は６/10に延期

実演会

養父市八鹿町馬瀬 水稲栽培予定ほ場
（裏面地図参照）

※コロナ感染予防のためマスクを着用ください

日時

場所

申込み 裏面の申込書を６月３日（金）までに下記へ御提出

またはFAXしてください。定員35名まで（先着順）
養父市農林振興課

TEL：079-664-0284 FAX：079-664-2528

主催 養父市スマート農業推進会議

（養父市農林振興課、JAたじま、兵庫県朝来農業改良普及センター）

水稲除草剤をドローンで散布す
る実演会を開催します。
是非、ご参加頂き、スマート農

業を身近に感じてみてください。

その他、水管理システム設置（５月中旬～８月下旬）

今後、以下の実演会を予定しています。

養父市八鹿町宿南 養父市八鹿町馬瀬

ドローン 7/11（7/12、7/13）

アシストスーツ 9/26（9/27、9/28）

リモコン草刈機 7/3（8/7）



拡大図

氏名 住所 日中連絡がとれる電話番号

ドローン実演会参加申込書 FAX 079-664-2528

駐車場が狭いため、できるだけ乗り合わせでお越しください。

ドローン実演会会場地図

当日、駐車場
の案内は係が
行います。



 

第１回 人権学びステーションについて 

 

１ 目 的   養父市では、一人一人が人権に関する正しい理解や認識を深め、お互いの人権を尊

重できる「共生社会」の実現をめざしています。 

そのため、人権文化の創造に向け、さまざまな人権課題を学ぶ場として「人権学びス

テーション」を開設し、そこで学び得た知識や技能を地域に発信しています。年間７

回開催予定で、第１回の講座は以下のとおりです。 

 

２ 日 時   令和４年６月17日（金）午後７時～午後９時 

 

３ 会 場   養父市立みふね会館 大会議室 

 

４ 参加者   市民ほか 

 

５ 演 題   「だれもが人権尊重される社会をめざして～人とのつながり～」 

         

６ 講 師   NPO法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワークドーナツの会 

（兵庫ひきこもり相談支援センター但馬地域ブランチ） 

事務局長 戸田 和代さん 

 

７ 内 容    子どもや若者は社会の希望であり、未来を切り拓く存在である。しかし、家族や社会の

環境は大きく変わり、不登校や引きこもりの子どもや若者が増加している。家庭、学校、

地域、関係諸機関がつながり社会全体で子どもや若者を見守り、自尊感情を高めていく方

策を人権の視点から学ぶ機会にする。 

 

８ 参加料   無料  

 

９ その他   ・定員30名（先着順）です。電話かFAXでお申し込みください。 

        ・新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

        ・感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 

 

10 問合せ先  養父市人権・協働課 電話 662-7601 FAX：079-662-7491 

                養父市立みふね会館  電話・FAX 662-5535        

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） 

５月 25日（水） 
市民生活部 

人権・協働課 

079-662-7601 

(1270) 

課長 井上 剛 

（人権推進員 武田 俊彦） 
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（担当者職氏名） 
５月 25 日（水） 産業環境部商工観光課 079-664-0285 

課長 田村 亘 

（主事 小林 憲斗）    
令和４年度「仙櫻」「明延」の蔵入れ及び 

令和３年度に蔵入れした「明延」の蔵出しについて 
 

 養父市が誇る純米吟醸酒「仙櫻」及び純米酒「明延」を広く周知するとともに、多く

の日本酒ファンに祝っていただくことを目的に、下記のとおり蔵入れ・蔵出しを開催

します。 

なお、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、昨年同様、今回につきましても式

典や利き酒会は行わず、山陽盃酒造㈱と養父市の関係者で行いますので、予めご了承

をお願いします。 

 

記   
１ 開 催 日  令和４年６月１日（水） 午前 10 時 30 分より 

２ 会  場  明延鉱山探検坑道「明寿蔵
めいじゅくら

」 

３ 内  容  「仙櫻」と「明延」の蔵入れ、昨年蔵入れした「明延」の蔵出し 
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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） 

5月 25日（水） 養父市教育委員会教育課 079-664-0282 
教育課長 石田 恵美 

(教育課主幹 中西 理絵) 

 

令和４年度第１回総合教育会議の開催について 

 

 令和４年度第１回の総合教育会議を下記のとおり開催します。 

 これは、市長と教育委員会（教育長及び教育委員）が、教育の課題及び目指す姿等を共

有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくための会議で

す。 

記 

 

１ と き 令和４年６月３日（金）午後３時 30分～ 

２ ところ 養父公民館 Ａ研修室 

３ 内 容 

（１） 新型コロナウイルス感染症の状況について 

   （２） 養父市教育のあり方検討委員会について 

   (３)   子ども第三の居場所について 

   (４)  その他 
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