
ましこ未来計画推進状況
（平成２３年度）

 美しいまちをつくる        Ｐ １ ～   ４ 

 健康なまちをつくる        Ｐ ５ ～  ８ 

 文化のまちをつくる        Ｐ ９ ～ １０ 

 仕事のあるまちをつくる      Ｐ１１ ～ １２ 

 自立したまちをつくる       Ｐ１３ ～ １４ 



［政策名：　美しいまちをつくる］　　　［基本目標：　1　環境にやさしいまちづくり］　　　［施策：　（1）地球温暖化防止に取り組もう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○益子町地球温暖化防止実行計画の推進 通年 町

・計画に基づき、また福島原発事故に伴う電力需給対策として、役場庁舎及び出先機関
における節電の徹底を行った

・冷暖房使用に係る省エネの徹底、不必要な照明の消灯の徹底、照明の間引き、パソコン
使用時の省エネの徹底等

○「クルマの休日」　町職員による実施　総走行距離 22,670km　CO2削減 4,624kg 通年 町（職員）

○エコカーの導入促進　益子環境Weeks期間中に電気自動車体験会を実施　参加30名 H23.6.12 町民、町

○「“とちぎ発”節電アクション大作戦」への参加呼びかけ

・広報ましこ（7月号）、広報ましこお知らせ版（7月上半期号）及び益子町ホームページ
エコメニューでの参加者呼びかけ

H23.6.26～ 町

・町職員にチャレンジ報告書を配布、参加呼びかけ H23.6.27～ 町（職員）

○庁舎ライトダウン・デー

・「エコ通勤統一行動週間」に合わせ、午後6時に役場庁舎及び保健センターの一斉消灯
を行う「庁舎ライトダウン・デー」を実施

H23. 9.14
H23.12.14

町

○省エネ及び節電の推進

・広報ましこ（1月号及び2月号）及び益子町ホームページエコメニューに啓発記事を掲載 H24.1  H24.2 町

○エコドライブの推進

・広報ましこ（8月号）及び益子町ホームページに啓発記事を掲載 H23.8 町

・栃木県が実施する「エコ通勤統一行動週間」への参加

　　9月実施：参加者 67名/182名(36.8％）　12月実施：参加者 43名/185名（23.2％） H23.9  H23.12 町（職員）

○住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度　町ホームページでの補助制度の紹介 通年 町

・制度概要説明チラシ作成：住民課窓口配布及び町ホームページに掲載 H23.12.5 町

○補助制度を利用したシステムの設置　補助金交付件数：42件 通年 町民、町

H24.1～ ㈲高島油店、町民

1

具体的行動計画

省エネルギー対策を進
めます

太陽光などの新エネル
ギーの導入を促進しま
す

①

②

③

美

バイオマスエネルギー
の有効利用を進めます

○森林資源の有効活用の推進のためペレットストーブを導入し、町民へのPRを開始した。ま
た、ペレットストーブの燃料である木質ペレットの販売を開始した。



［政策名：　美しいまちをつくる］　　　［基本目標：　1　環境にやさしいまちづくり］　　　［施策：　（2）ふるさとの川を守ろう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○浄化槽設置費補助金　　申請数：5人槽/6基　　7人槽/35基　　10人槽/2基 通年 町

○公共下水道整備状況　　整備面積 A=5.6ha　管整備延長 L=910.5m 通年 町

・下水道工事住民説明会（下町後町公民館）

○アクリルたわしの利用促進　　広報・町ホームページに啓発記事掲載。 H23.10 町

○住民による河川環境保全活動

　自治会による取組

・百目鬼川周辺及び河床の除草作業の実施（内町、栗崎、新町、田町） H23.8.27～28

・百目鬼川・サヤド川周辺及び河床の除草作業を実施（城内、サヤド） H23.8.27

・百目鬼川周辺の除草作業を実施（西明寺・一の沢） H23.7.17　8.27 自治会

ボランティア団体による取組

・［百目鬼川をきれいにする会］益子環境Weeks期間中に百目鬼川清掃（ガッカラ橋～百
目鬼橋）や周辺の花畑の手入れを実施

H23. 5. 8
H23. 6. 5

百目鬼川をきれいに
する会

・［益子里山の会（河川部会）］益子環境Weeks期間中、益子駅東口周辺において微生物
を活用した側溝の水質浄化活動を実施。また、海の日に、百目鬼川及びサヤド川の水質浄
化活動を実施

H23. 6. 5
H23. 7.18

益子里山の会
（河川部会）

○水生生物調査　　町内の小学生による水生生物調査の実施 通年

・参加者：田野小3年生5名　益子小4年生43名　益子西小5年生10名　七井小5年生52名

○水質検査　　14カ所の河川水・4カ所の工場等排水の水質検査を実施 H23.8.31 H24.2.15 町、町議会

○“ましこ”ふるさとの川・里山フェスティバル開催 H23.10. 2 町民、町、県

［主な内容］・環境保全活動・ましこの綿摘み体験・木工体験ワークショップ

　　　　　　・百目鬼川の水生生物捕獲、観察・移動水族館・環境活動の記録展示

・参加者：約950名　　　会場　土舞台周辺及び陶芸メッセ・益子

・主催：益子ふるさとの川委員会及び益子里山の会

※益子ふるさとの川委員会の構成

百目鬼川周辺8自治会（新町、田町、内町、栗崎、サヤド、西明寺、一の沢）、百目鬼川
をきれいにする会、益子里山の会（河川部会）、益子町環境基本計画推進委員会
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具体的行動計画

美

生活排水の浄化を進め
ます

自治会、推進委員会
町、県

①

② 河川の環境整備を進め
ます

各小学校、推進委員
会、町

河川に関するイベント
を開催します

③



［政策名：　美しいまちをつくる］　　　［基本目標：　1　環境にやさしいまちづくり］　　　［施策：　（3）資源循環型のまちづくりを進めよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○事業所での生ごみリサイクルの推進 通年 事業者、町

　町内のスーパーや飲食店から発生する生ごみのリサイクルを推進するため、生ごみ堆肥
化施設を有する市町と協議し、リサイクルを推進している。

　・芳賀町内㈲ドンカメ（民営）での処理量　4月～9月：2,735kg　 10月～3月：7,575kg

　・茂木町内美土里館（町営）での処理量　　4月～9月：22,485kg　10月～3月：16,310kg

○生ごみ処理機等設置費補助金制度

　補助制度を利用した生ごみ処理機等の設置（補助金交付決定件数） 通年

　・生ごみ処理容器［密閉式］7件（12個）［埋込式］21件（23個）

　・生ごみ処理機［一般家庭］4件　［事業所用］ 1件

○家庭での生ごみリサイクルの推進　参加者：80名 H23.6.26

・EMネットましこが、益子環境Weeks期間中に一般町民を対象とした講演会・学習会
「“現地で学ぶ”生ごみ堆肥と家庭菜園」を実施

○生ごみ堆肥化モニター制度

　微生物を活用した生ごみの堆肥化に自宅で取り組んでいただく「生ごみ堆肥化モニ
ター」を公募し、委嘱及び講習会を開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・第１回講習会　モニター委嘱者30名　　講習会参加者45名 H23.6. 5

・第２回講習会　モニター15名　　EMネットましこ6名 H23.7.31

・EMネットましこが、2011EMフェアを開催（モニターも参加）　参加者約60名 H23.8.28

○広報ましこ（2月号）及び益子町ホームページに啓発記事を掲載 H24.2.1 ～ 2.29 町

○資源物回収奨励金制度

・自治会等団体による紙類・缶類等の資源物回収の実施結果　729,670kg 通年

・未実施団体への呼びかけ　　駅前子供会育成会   H23.8.28～

○レジ袋無料配布の中止に向けた取組　「レジ袋削減に関する意見交換会」を開催 H24.3.22 町民、事業者、県、町

参加者－町民（益子町消費生活研究会5名）、事業者（㈱かましん、㈱ベイシア、㈲スー
パーモガキ、益子町商工会各1名）、栃木県（県東環境森林事務所3名）、益子町（住民課
3名）
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生ごみの堆肥化と有効
利用を進めます

①

資源物の回収運動を進
めます

具体的行動計画

ごみの減量化を推進し
ます

③

町民（処理機等設置
者）、町

EMネットましこ
町民

EMネットましこ
町民（モニター

他）、町

町民、事業者（回収
業者）、町

②

美



［政策名：　美しいまちをつくる］　　　［基本目標：　2　美しい景観づくり］　　　［施策：　（1）里地里山の保全・再生を進めよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○元気な森づくり事業地元説明会の開催（小泉地区） H23.7.2  7.30 町・自治会

○町民が木にふれる機会を提供するため、ワークショップによる県産材を活用したベンチづ
くりを行った。

H23.7.30 ～7.31
H23.8.6 ～8.7

町

○里山林整備を実施（町内3箇所）

・将来まで守り育てる里山林整備　　　前沢地区（町有林）10.0ha H23.11.9～H24.2.6 町

・野生獣被害軽減のための里山林整備　前沢地区（民有林）3.0ha H24.2.6～H24.2.29 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小泉地区（民有林）13.28ha　 H23.10.30～ 1.27

○里山林整備実施済み地における管理作業の実施（町内１６箇所） 通年 自治会及び管理団体

② 町有林の有効活用を進めます ○間伐の実施　・林業再生間伐事業により赤法花町有林（7.70ha）の間伐を実施 H24.2.17～3.31 芳賀地区森林組合

③ ○耕作放棄地解消圃場選定会議 H23.6.14 町
耕作放棄地対策協議会

○耕作放棄地解消作業（県補助事業）・七井 富士山：48a　　・七井 高尾地：56a Ｈ23.11.2～12.9 耕作放棄地対策協議会

○　　　　〃　　　　（町補助事業）・下大羽 柏木：41a　　・上大羽 中大羽：39a H23.4 ～ 5 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　・大郷戸 大日陰：78a　・山本 中ノ内：13a H23.7 ～ 9 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　・山本 久保越：19a　　・山本 宮下：13a H23.6 ～ 9 〃

④ ○ハナミズキ苗無料配布（産業祭） H23.11.23

［政策名：　美しいまちをつくる］　　　［基本目標：　3　花をいかした地域づくり］　　　［施策：　（1）みんなで花を育てよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○オープンガーデンの実施　　参加者：22名(団体) H23.4～H24. 3 花博実行委員会

○フラワーボランティア活動（ひまわり・ビオラ・マリーゴールド） 会員78名 H23.4～H24.2 〃

○花いっぱい運動コンクールの実施　　参加団体：一般の部(26団体)学校の部(11団体) H23.7.27  8.31 町ぐるみ協議会

② ○ガーデニング教室　５回実施　参加延べ人数約50名 通年 町

③ ○大規模花畑　　・ひまわりイベント(上山地区17ha) H23.7.23～ 8.14 花博実行委員会

　　　　　　　　・コスモスイベント(生田目地区11ha) H23.10.15～ 10.30 〃 4

県東環境森林事務所
町緑化推進委員会

具体的行動計画

元気な森づくり事業を
進めます

農地の有効利用と環境
整備を進めます

花木による景観づくり
を進めます

美

具体的行動計画

花いっぱい運動の輪を
広げます

花に関する教室や講習
会を開催します

花のまちづくりを継続
的に実施します



［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　1　食を通じた健康づくり］　　　［施策：　（1）食のあり方について考えよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○2歳児歯科健診時講話・試食　・「朝ごはんの内容を考えよう」　4回実施 通年 町・食生活改善推進員

○12ヶ月児健康相談時講話　・「1日の生活リズムと朝ごはん」　　12回実施 〃 町

○田野小、益子小の家庭教育学級・学級活動での講話・クッキング　3回実施　 〃 町

② ○シルバー人材講話・試飲　　　　　　　　　　　1回実施 通年 町

○4ヶ月児健診時講話　　　　　　　　　　　　　12回実施 〃 町

○離乳食教室　　　　　　　　　　　　　　　　　3回実施 〃 町

○あじさい会（糖尿病友の会）調理実習　　　 　10回実施 〃 あじさい会・町

○メンズキッチン（男性料理教室）　　　　　　　6回実施 〃 食生活改善推進員・町

○お父さんの台所塾（男性料理教室）　　　　　　5回実施 〃 有楽塾・町

○幼稚園、小学校、自治会での講話・料理教室（健康福祉課実施）4回実施 〃 町

○健康福祉まつり　展示・試食 H23.11.12 町・食生活改善推進員

○駅伝大会　減塩豚汁配布 H23.11.13 食生活改善推進員

○産業祭「食事バランスチェック」 H23.11.23 食生活改善推進員

○小中学校学級活動　食に関する講話・親子ｸｯｷﾝｸﾞの実施（学校教育課実施） 17回実施 通年 町

［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　1　食を通じた健康づくり］　　　［施策：　（2）心と体にやさしい食事をしよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○小学校料理教室　1回実施　○小学校特別支援学級料理教室　6回実施 通年 町・食生活改善推進員

○平成23年度子どもの料理コンクール作品募集 H23.6.1～ 7.21 食生活改善推進員・町

○おやこの食育教室　　2回実施 通年 食生活改善推進員

○高齢者介護予防教室（秋の味覚料理教室）　3回実施 〃 町

○美味しい減塩料理教室（高血圧予防教室）（講話・料理） H23.12. 7 町・食生活改善推進員
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健

具体的行動計画

朝ごはんの大切さを理
解します

食事の摂り方を考えま
す

①

具体的行動計画

身近な食材を調理して
食べます



［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　1　食を通じた健康づくり］　　　［施策：　（2）心と体にやさしい食事をしよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

② ○ましこ直売所市の開催（かましん益子店） H23.8.1～ 2 町・農畜産物復興協議会

○土祭市場の開催（藍の道町営駐車場） H23. 9.11 〃

○ふるさとの川・里山フェスティバル農産物市の開催（藍の道町営駐車場） H23.10. 2 〃

○とちぎ食と農ふれあいフェアー H23.10.15～16 町

○コスモスまつり時農産物販売 H23.10.15～30 生田目自治会

○産業祭 H23.11.23 産業祭執行委員会

○益子復興感謝市 H24. 3.11 各直売所、4Ｈクラブ
農畜産物復興協議会

［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　2　運動を通じた健康づくり］　　　［施策：　（1）スポーツ・レクリエーションを楽しもう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○チャレンジで―2011の参加　　参加人数　14,119人、参加率56.3％ H23. 5.25 チャレンジデ―実行委員会

○スポーツ教室の開催

・トライ・ランスクール（陸上教室）全10回　対象：小学生・一般　参加者56名 H23.5.14 ～ 7.16 町教育委員会

・ランニング教室（中・長距離）毎週土曜日　対象：小中学生　参加者25名 H23.4.30 ～ H24.3 町教育委員会

・ミニバスケットボール教室　全10回　対象：小学生　参加者15名 H23.9.2 ～ 11.4 町教育委員会

・バレーボール教室への支援　全10回　対象：小学生・一般　参加者22名 H23.5.7 ～ 10.22 町バレーボール協会

・ナイタ―サッカースクールへの支援　毎週水曜日　対象：小学生　参加者60名 H23.4.6 ～ H24.3 町サッカー協会

○少年スポーツ教室の開催　対象：小中学生、指導者　　参加者836名 通年 益子町体育協会

　ランニング教室・野球教室・バレーボール教室・柔道教室・サッカー教室

　卓球教室・剣道教室・バドミントン教室・ソフトテニス教室　　計9種目

○スキー・スノーボード教室の開催　対象：小中学生・一般　　　参加者25名 H24. 2. 5 町教育委員会

6

具体的行動計画

スポーツ教室に参加し
ます。

新鮮な食材を地域に提
供します。

健

具体的行動計画



［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　2　運動を通じた健康づくり］　　　［施策：　（1）スポーツ・レクリエーションを楽しもう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

② ○スポーツ大会の開催への支援 通年 各団体

・スポーツ少年団関係：学童野球・バレーボール・サッカー　　3種目

・一般の部：町民野球・バレーボール・ゲートボール他　　　　9種目

・町スポーツ・レクリエーション大会：スマイルボーリング、ショートテニス　2種目 H23.12. 3 町教育委員会

・町駅伝大会の開催　参加チーム：51チーム H23.11.13 町体育協会

○郡市民体育祭の開催への支援　　参加19種目 H23. 8. 7 芳賀郡市体育協会

○芳賀地区スポーツ・レクリエーション祭開催への支援　 H23. 9.10 芳賀郡市体育協会

・交流種目：5種目　体験種目：5種目

［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　2　運動を通じた健康づくり］　　　［施策：　（2）スポーツクラブ活動を盛り上げよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の設置 通年 町教育委員会

・益子町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会　　8回実施

・益子町総合型地域スポーツクラブ運営委員会　　　　8回実施

広報誌Vol.1（H23.11.1発行）広報誌Vol.2（H24.3.1発行）各7,000部　全戸配布

○総合型地域スポーツクラブ　創設プレ事業 通年 〃

・ターゲットバードゴルフ教室の開催　13回実施他　全23回実施

○プレ事業ＰＲのためのポスター作成　　　　　 　30部×2回作成 H23.11.1  H24.3.1 〃

② ○スポーツ少年団の活動への支援　　　　　　　　　　　9種目23団体 通年 各スポーツ少年団

○町体育協会専門部及び傘下団体の活動への支援　　　　17種目81団体 〃 各団体（チーム）

○生涯学習自主教室（スポーツ関係）の活動への支援　　6種目14教室 〃 各教室

○その他のサークル活動　　　　　　　　　　　　　　　5種目6サークル 〃 各サークル

7

自主グループ（サーク
ル、団体）に積極的に
参加します。

健

具体的行動計画

スポーツ・レクリエー
ション大会に参加しま
す

益子町総合型地域ス
ポーツクラブ設立準

備委員会

具体的行動計画

総合型地域スポーツク
ラブの設立を目指しま
す。



［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　2　運動を通じた健康づくり］　　　［施策：　（3）日常生活に運動を取り入れよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○楽々ウォーキング等　　13回実施　　参加延べ人数約240名 通年 悠楽塾・町後援

○あじさい会（糖尿病予防教室）研修ウォーキング H23. 5.18 あじさい会・町後援

○第３０回　歩け歩け大会　塩原 H23. 5.21 町

○チャレンジデー（町内ウォーキング教室）益子の森 H23. 5.25 悠楽塾・町後援

○ウォーキング教室（生田目～コスモス畑）　ウォーキング（ましこの森） 〃

○益子健康クラブ　　中高年の筋力アップトレーニング（初級～中級）　  　12回実施 通年 益子健康クラブ・町後援

○元気筋力アップ教室　　中高年の筋力アップトレーニング（中級～上級）　24回実施 〃 悠楽塾・町後援

［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　3　健全な心を育む健康づくり］　　　［施策：　（1）会話のはずむまちに暮らそう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

○地域公共交通システムの構築 通年 町・地域公共交通会議

・益子町地域公共交通会議　4回実施　・益子町地域公共交通会議幹事会　3回実施

・町民アンケート　　対象者40歳以上2,000名　回答者1,234名（61.7％）

・地区懇談会（中央公民館・改善センター・あぐり館）　3回実施

・益子町地域公共交通総合連携計画案パブリックコメント

○地区ぐるみ体育祭・青少年スポーツ大会開催

・南部地区 H23.8.28　　中部地区 H23.10.9　　北部地区 H23.10.29

［政策名：　健康なまちをつくる］　　　［基本目標：　3　健全な心を育む健康づくり］　　　［施策：　（2）健全な心を育てよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○家庭教育学級の開設 H23.5 ～ H24.3 町

・幼稚園、保育園、小学校、中学校に家庭教育学級を開設し食育と読書への取組み。

○スクールガード：学校安全ボランティアによる見守り活動　80名 通年 学校安全安心ボランティア
8

② 継続的な筋力アップに
努めます

具体的行動計画

① たくさんの人が集まる
イベントに積極的に参
加します

具体的行動計画

具体的行動計画

未来を担う子どもたち
をみんなで見守り育て
ます

② 身近な地域のつどいを
大切にします

地区ぐるみ協議会・
子ども会育成会連絡

協議会

１日10,000歩を目指し
ます

①

健



［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　1　世界につながる陶芸のまちづくり］　　　［施策：　（1）交流と学びの拠点をつくろう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○リビルド益子の立ち上げ H23.4～ リビルド益子

・益子の被災の状況から復興の様子を、メンバーである若手陶芸家が取引先を通じて伝え、益子焼
のカケラにメッセージを書いてもらうカケラプロジェクトにより、益子とのつながりを築き未来に
繋げる。

○益子焼陶芸家の実態調査及びデータベース化事業の実施 H23.6～ 益子焼協同組合

○ＭＣＡＡ（Mashiko Ceramics and Arts Associathion）設立　＜NPO認証予定＞ H23. 8. 7 ＭＣＡＡ

＜目的＞益子焼作家の創作環境整備・ネットワークづくり・国内外との文化交流事業事業・災害支
援事業・陶片の再利用事業

○窯業技術支援センター　伝習生、研究生　卒業作品展 H24.3 窯業技術支援センター

○宇都宮大学教育学部付属小学校　学習研究発表展示 H24.3 宇都宮大学教育学部付
属小学校

「I love 栃木県（益子町編）」益子町と益子焼について学習したことを発表。

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標： 1　世界につながる陶芸のまちづくり］　　　［施策：　（2）若手作家を育てよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 未実施

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　1　世界につながる陶芸のまちづくり］　　　［施策：　（3）益子焼の新分野若手作家を育てよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○益子焼の新たな可能性の模索するための、消費者ニーズ調査の実施。 H23.4～

　・300枚配布　70枚回収　回収率23％

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　2　歴史的遺産をいかした益子の魅力づくり］　　　［施策：　（1）文化財の価値を見直そう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 未実施

具体的行動計画

交流、学び、発信の
「システム」を強化し
ます

文

文化財をいかした体験プロ
グラムをつくります

具体的行動計画

新たな公募展を開催し
ます

具体的行動計画

新分野への挑戦者を支
援します

益子焼関係団体振興
協議会

具体的行動計画

9



［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　2　歴史的遺産をいかした益子の魅力づくり］　　　［施策：　（2）地域の伝統文化を発信しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 伝統文化を後生に引き
継ぐ人たちを支援しま
す

○町指定民俗文化財振興交付金　9件　　　○民俗芸能振興交付金　11件 上半期に交付終了 町・保存団体

② 伝統文化を発表する機
会を設けます

未実施

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　3　新たな文化事業の創造］　　　［施策：　（1）益子の魅力を再発見しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 土祭を開催します ○土祭実行委員会　　3回実施 H23. 6.28 土祭実行委員会

○前土祭の開催　　土祭市場、演奏会、夕焼けバー　　来場者2,750名 H23. 9.11 〃

○前土祭アンケートの実施 H23.9.26  10.4 町（産業観光課）

○土祭住民説明会　　参加者70名 H24. 3.29 〃

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　3　新たな文化事業の創造］　　　［施策：　（2）音楽文化を広めよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 音楽愛好者の発表の場
をつくります

未実施

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　3　新たな文化事業の創造］　　　［施策：　（3）益子百景を選定しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

未実施

［政策名：　文化のまちをつくる］　　　［基本目標：　4　世界にはばたく人材の育成］　　　［施策：　（1）世界の文化にふれる機会をつくろう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○第14回益子町中学生海外派遣事業　オーストラリア（ケアンズ）［男子6名・女子6名］ H23.11.4～11 実施委員会

○小中学校英語教育の充実　教育課程特例校指定申請 町

② 「国際人」との交流活
動を支援します

未実施
10

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

益子のすべてを題材とした
写真コンテストを開催しま
す

具体的行動計画

文

国際的コミュニケーション
能力を育成します

①



［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　1　地域農業の振興］　　　［施策：　（1）新たな拠点施設をつくろう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○道の駅交流施設事業 H23.6.1～

・検討委員会の開催　3回実施　・先進事例研究　・検討報告書の提出

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　1　地域農業の振興］　　　［施策：　（2）ラーニング＝バケーションを推進しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○「益子そば物語」の実施 山郷のめぐみ

・第１回：そば猪口作り、そば播き、野菜の種まき、りんご狩り等　参加者23名 H23. 8.27

・第２回：そば猪口作り（絵付け）、大郷戸ダム見学、そば刈り等　参加者25名 H23.11.13

・第３回：そば打ち、試食、特産品販売　　　　　　　　　　　　　参加者35名 H23.12.11

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　2　企業誘致の推進］　　　［施策：　（1）特化した企業を誘致しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 誘致活動を推進します ○市町村企業立地担当者会議 H23.5.11 H24.3.16 県

○メガソーラー候補地に係る説明会 H23. 8. 9 〃

○県内起業家との連携に関する打合せ H23.10. 3 町・民間業者

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　2　企業誘致の推進］　　　［施策：　（2）町内企業を支援しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○中小企業振興資金制度活用の推進（信用保証料補助金制度・利子補給補助金制度） 通年 町

○栃木県経営安定資金に対する利子補給補助金制度の創設 〃 〃

② 地元産品を購入します ○益子焼購入割引きカードの町内世帯への配布　・参加店舗での購入時一割引き H23.6 商工会

○土の日・地元の野菜、加工品等の販売を中心としたマーケットの開催 毎月第１土曜日 ヒジノワ

○土曜市・地元の野菜、加工品等の販売を中心としたマーケットの開催 毎月第３土曜日 土曜市実行委員会

○土祭市場・地元の野菜、加工品等の販売を中心としたマーケットの開催 H23. 9.11 農畜産物復興協議会他

○益子市・益子の作家70名出展・益子のカフェ、パン屋、農家等20軒出店 H23.10.1～2 益子市実行委員会

○益子復興感謝市 H24.3 復興感謝市実行委員会

○益子焼産地振興計画策定 H24.2

仕

具体的行動計画

具体的行動計画

事業規模拡大を支援し
ます

具体的行動計画

 道の駅交流施設を整備
します

具体的行動計画

「学びのメニュー」を
充実させます

町・ましこ道の駅交
流施設検討委員会
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［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　3　魅力ある商店街の形成］　　　［施策：　（1）特色ある街並みづくりを進めよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 空き地・空き店舗を活
用しよう

○プラチナショップの活用・貸し出し　　49回　他 通年 町

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　3　魅力ある商店街の形成］　　　［施策：　（2）商店街の活性化を図ろう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○「前・土祭」と連動したイベントの開催 H23.9.11 商工会他

○日帰りツアー企画「おとなの夏休み」の開催　　参加者8名 H23.7.30  8.27 ヒジノワ

○益子さんぽ市～ましこ陶の里・道祖土第３回ギャラリーウォーク2011 H23.9.17～19 実行委員会

○益子の雛めぐり H24.2～3 〃

② ○益子町商工会への運営費補助金、賑わい創出事業補助金の交付 H23.4～ 商工会

○商工会プレミアム商品券発行事業への補助金の交付 H23.7～ 〃

③ 地域通貨を研究します ○地域通貨研究に伴う庁内打合会実施 H24.2.13 町

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　4　起業者・就労希望者の支援］　　　［施策：　（1）新たな担い手を育てよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 起業者を支援します ○益子焼起業への支援「大塚実基金補助金制度」設備購入補助金　10件 3,639,000円 通年 町

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　4　起業者・就労希望者の支援］　　　［施策：　（2）高齢者の就労を支援しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○団塊世代やシルバー世代の人たちが、地域の人たちと関わり合いながら働く機会や働ける
場の提供を増やすための仕組みの構築

H23. 2.10 町・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

・視察研修「院内サポート試行に関する情報収集について」（佐野市シルバー人材センター）

［政策名：　仕事のあるまちをつくる］　　　［基本目標：　5　まちPR活動の推進］　　　［施策：　（1）プロモーション（営業活動）を推進しよう］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① プロモーション体制を
整備します

○ホームページ及び広報紙等によるＰＲ 随時 町

12

団塊世代・シルバー世
代に活躍の場を提供し
ます

まちづくり団体・組織
を支援します

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

観光客を「おもてな
し」の心で迎えます

仕

具体的行動計画



［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　1　行政改革の推進］　　　［施策：　（1）住民自治（協働）を推進します］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○策定に向けての事前準備　　・地域力プラットフォーム会議 Ｈ23.6.15 町

　　　　　　　　　　　　　　・策定アドバイザーの選任・依頼 Ｈ23.10.4

② 自治会との緊密な関係づ
くりに努めます

未実施

③ ボランティア団体等との協
力関係を深めます

未実施

④ 地域懇談会等を開催し
ます

未実施

［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　1　行政改革の推進］　　　［施策：　（2）行政経営の新たなシステムを推進します］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○行政評価制度の運用 通年 町

・事務事業評価対象：278事務事業　・施策評価（対象：51施策）

② ○学校給食調理業務の民間委託 H23.5.30～ 町

　・学校給食業務民間委託業者選定委員会　2回実施　　・民間委託契約の締結

③ ○人材育成に関する規程の整備 Ｈ24.3.27 町

・益子町職員の提案に関する規程、益子町職員研修規程、益子町職員自己啓発研修助成、
要綱の制定

○専門的知識経験を活かした人材の活用　・土祭担当職員（臨時職員）を２名雇用 H24.2.1 町

［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　1　行政改革の推進］　　　［施策：　（3）身近な役場づくりを推進します］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 開庁日を増やします ○土曜開庁に向けた内部調整　・関係課（総務課・税務課・住民課）での協議 Ｈ24.1～Ｈ24.3 町

② ホームページを充実し
ます

○ホームページリニューアル　・平成24年4月1日からのリニューアルに向けた業務 Ｈ23.9.15～ 町

○職員の接遇向上　・コミュニケーション研修の実施　受講者130名 Ｈ23.12.7～8 町
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③ 庁舎ホールの環境整備や
職員の接客向上を図りま
す

民間活力の導入を図り
ます

まちづくり基本条例を制定
します

具体的行動計画

自

具体的行動計画

行政運営を「管理」か
ら「経営」に転換しま
す

人材の育成と活用に努
めます

具体的行動計画



［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　2　健全な財政の推進］　　　［施策：　（1）財源の確保に努めます］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○収納率向上のための滞納整理　・不動産公売15件32筆　・動産公売47件 通年 町

○未申告者に対する申告指導　　2回実施　申告者数：221名 H23.5   H23.9 町

○適正課税　・固定資産の評価替えを実施  申告納税相談 申告者数：3,052名 H24.1  H24.2～3 町

② ○法定外公共物の売払処分　　・3件  825,732円 随時 町

○廃校跡地の有効活用 H24. 2.14 町

・旧山本小学校の貸与　賃借料　土地（年額612,000円）建物（年額672,000円）

・旧大羽小学校の貸与　賃借料　土地（年額120,000円）建物（年額600,000円）　 H23.4.1～H24.3.31

③ 企業広告の募集を推進し
ます

○広報紙・ホームページでの広告掲載募集等 随時 町

④ ふるさと納税を推進します ○ふるさと納税のPR　・実績　4件　930,000円 通年 町

［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　2　健全な財政の推進］　　　［施策：　（2）財源の効果的な活用を図ります］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 人件費、物件費及び補
助金の削減に努めます

○町３役の給与及び管理職手当の削減 通年 町

② 財源の有効利用に努めます 未実施

③ 特別会計繰出金の適正化
に努めます

○国民健康保険制度のＰＲ　　「広報ましこ３月号」に掲載 H24.3 町

［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　2　健全な財政の推進］　　　［施策：　（3）町債の適正管理に努めます］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① 町債の適正管理に努めます ○振興計画等に基づき町債残高の推計 随時 町

［政策名：　自立したまちをつくる］　　　［基本目標：　2　健全な財政の推進］　　　［施策：　（4）基金の適正な管理・運用に努めます］

推進（実施）内容 実施時期 事業主体

① ○基金へ積立　・ふるさとづくり基金への積立(880千円) 随時 町

　　　　　　　・東日本大震災復興推進基金への積立（88,160千円） Ｈ24. 3 〃

　　　　　　　・財政調整基金等の利子積立（2,518千円） 随時 〃

町有財産を有効活用しま
す

基金の充実に努めます
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具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

町税の収納率向上及び
適正課税に努めます

自


