
ましこ未来計画推進状況

平成24年４月 ～ 平成25年3月

（平成２４年度）

【表中の色区分】　✣黒字：実施済 ✣青字：今後の計画（平成25年度計画）

 美しいまちをつくる        Ｐ １ ～   ５ 

 健康なまちをつくる        Ｐ ６ ～ １６ 

 文化のまちをつくる        Ｐ１７ ～ ２１ 

 仕事のあるまちをつくる      Ｐ２２ ～ ２６ 

 自立したまちをつくる       Ｐ２７ ～ ３１ 



美
［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

○エコカーの導入促進 H24.5/27 町内油店、町民、町

・益子環境Weeks期間中に一般町民を対象とした電気自動車試乗会を開催した。

　参加者15名

○栃木県　「平成24年度第1回エコ通勤統一行動週間」への参加 H24.6/11～15 町

○電気自動車リース H24.6/25

○エコドライブの普及啓発　広報ましこ8月号 環境伝言板に掲載 H24.8/1 町

○栃木発ストップ温暖化アクションへの参加　町職員 H24.7～9 町

○平成24年度とちぎエコ通勤Week H24.10/15～10/21 町

○産業祭にて、電気自動車の展示・PR H24.11/23 町

○平成24年度「クルマの休日」ノーマイカー通勤状況 H24.4～H25.3 町

　(実施人数71名　通勤延べ日数2,927日　CO2削減量3,851.95㎏)

○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 H24.4/1～ 町

　・補助制度を利用したシステムの設置（補助金交付件数） H24.4/1～ 町

　　　　4～3月 実績累計 59件　　残金89,000円

○高効率給湯器などの新エネルギー関連 随時 町

 　随時ＰＲを実施していく。

③ ○産業祭にて、ペレットストーブの展示・PR H24.11/23 町

○ペレットストーブ設置　陶芸メッセ・益子サロン内 H24.12/10 町
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バイオマスエネルギー
の有効利用を進めます

具体的行動計画

① 省エネルギー対策を進
めます

② 太陽光などの新エネル
ギーの導入を促進しま
す



美
［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 H24.4/1～ 町

　　4～3月 実績累計　5人槽：48基　7人槽：35基

② ○小貝川クリーン大作戦の実施　参加者 134人 H24.7/14 町

○自治会等による河川環境保全活動

・内町自治会が百目鬼川（がっから橋～百目鬼橋）の土手の除草作業を実施
　参加者 約100名

H24.7/15 内町自治会

・百目鬼川及びサヤド川周辺自治会（新町、田町、内町、栗崎、城内、サヤド）及び
　益子町環境基本計画推進委員会、町が、百目鬼川及びサヤド川一斉除草作業を実施
　参加者　約80名

H24.8/25 百目鬼川及びサヤド川周辺
6自治会、益子町環境基本

計画推進委員会、町

・一の沢自治会が百目鬼川（自治会区域内）の土手及び河床の除草作業を実施 H24.9/2 一の沢自治会

・西明寺自治会が百目鬼川（自治会区域内）の土手及び河床の除草作業を実施 H24.9/16 西明寺自治会

③ 河川に関するイベント
を開催します

○平成23年度に“ましこ”ふるさとの川・里山フェスティバルを開催し、事業完了 H23.10/2 益子ふるさとの川委員会
益子里山の会

［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

○生ごみ処理機等設置費補助金制度を利用した生ごみ処理機等の設置 H24.4/1～H25.3/31

  ・生ごみ処理容器設置数（3月末現在）

　　密閉式：7件(13個) 埋込式：22件(24個) 乾燥式：9件(9個) バイオ式：1件(1個)

○生ごみ堆肥化モニター制度の実施 H24.6/10～H25.6/9 町民（モニター他）、

・微生物を活用した生ごみの堆肥化に自宅で取り組む「生ごみ堆肥化モニター」を委嘱し、
堆肥化を実施している。（モニター委嘱者：24名）

EMネットましこ、町

○事業所での生ごみリサイクルの推進 H24.4/1～ 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
施設を有する市町村と協議し、リサイクルを推進している。

　　①芳賀町内㈲ドンカメ（民営）での処理量　（4～3月）15,570㎏

　　②茂木町内美土里館（町営）での処理量　　（4～3月）41,830㎏

○生ごみ処理のモデル地区決定　（塙、星の宮、城内自治会） Ｈ24.10 町
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町民
（処理機等設置者）

町

具体的行動計画

① 生ごみの堆肥化と有効
利用を進めます

具体的行動計画

① 生活排水の浄化を進め
ます

河川の環境整備を進め
ます



美
［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

○資源物回収奨励金制度 H24.4/1～

　・自治会等団体による紙類・缶類等の資源物回収の実施

　　※第3四半期（4～3月）の実施結果

　　　　　　　交付団体　　   71団体

　　　　　　　回収重量　  670,430kg

　　　　　　　奨励金額　4,692,620円（10円未満切り捨て）

　・古着回収始まる H24.12～ 事業者（回収業者）

○マイバック推進運動の啓発　広報．お知らせ版掲載 H24.10 町

［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 ○将来まで守り育てる里山林整備（管理）　　　町内 7ヶ所 H24.5～H25.3 管理団体

○野生獣被害軽減のための里山林整備（管理）　町内12ヶ所 H24.5～H25.3 管理団体

○野生獣被害軽減のための里山林整備（整備）

　①前沢町有林　A=5.8ha 　除伐・刈り払い H24.10/22～12/20 町

　②小泉地区　　A=10.0ha　除伐・刈り払い H24.11/9～H25.2/6 町

　③大羽地区　　A=9.0ha 　除伐・刈り払い H24.11～H25.3 町

○前沢町有林（林道北側山桜植栽区域）は、本年度県民税による元気な森づくり事業により下
草刈りを実施することにより、見晴らし等も良くなり併せて森林作業道も歩けるようになり遊
歩道としても利用出来るようになります。本格的な遊歩道の整備については、現在密植されて
いる山桜の成長状況を確認しながら間伐を行いつつ、10年程度先を目標として休憩スペース、
駐車場などを含め、総合的に検討したい。林道南側についても同事業により平成23年度より整
備中。

H24.10/22～12/20 町

　・散策モデルコースの立案（前沢町有林遊歩道整備関連） 町
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② 町民
事業者（回収業者）

町

資源物の回収運動を進
めます

元気な森づくり事業を
進めます

　前沢町有林への遊歩道整備を活かした散策モデルコースとして実施していく。
　その他、モデルコースとできる箇所を検討していく。

③ ごみの減量化を推進し
ます

具体的行動計画

具体的行動計画



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

② ○益子赤法花町有林の間伐木の製材（益子小学校付属棟建築に使用） H24.7 町

　　間伐材の利用数量：15㎡（約7t）

○耕作放棄地解消地選定会議 H24.7/31

○農地、水路等の保全活動
　農村環境の保全のための活動及び施設の長寿命化に向けた活動

　　活動組織　12組織 　協定農用地面積　924ha H19～H28 活動組織

○人・農地プラン策定 町

　・検討会の開催 H24.12/18

④ ○「緑の募金」緑化ボランティア助成事業

　・荒町みどり会　花苗植栽 H24.5～H24.10 荒町みどり会

○「緑の募金」市町村緑づくり推進事業

　・七井中学校・益子小学校・益子西小学校　花苗の植栽 H24.5～H25.3 益子町緑化推進委員会

○益子町産業祭苗木配布　イロハモミジ400本 H24.11/23 とちぎ環境
みどり推進機構

○「緑の募金」公募事業　益子里山の会　苗木の植栽 H24.12 益子里山の会

○元気な森づくり推進市町村交付金事業「特色ある緑豊かな地域推進事業」

　・益子小学校植樹体験教室　桜26本植栽 H25.2/28 町・教育委員会
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農地の有効利用と環境
整備を進めます

益子町耕作放棄地対策
協議会

具体的行動計画

花木による景観づくり
を進めます

町有林の有効活用を進
めます

③



美
［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23名(団体) H24.4/1～ 花のまちづくり実行委員会

○花いっぱい運動コンクールの実施 H24.4～9 町ぐるみ協議会

・参加団体：一般の部(25団体)　学校の部(16団体)

○フラワーボランティア活動　会員79名

・マリーゴールドの仮植作業 H24.4/7 花のまちづくり実行委員会

・花いっぱいコンクール第１次審査 H24.7/26 町ぐるみ協議会

・花いっぱいコンクール第２次審査 H24.8/31 町ぐるみ協議会

  審査結果　最優秀賞：上山自治会、優秀賞：仲町自治会・前沢自治会

　　 　　 　　奨励賞：栗生自治会・塙自治会・星の宮自治会

・ビオラの植替え作業 H24.9/14 花のまちづくり実行委員会

・花いっぱい運動コンクール表彰式 H24.12/11 町ぐるみ協議会

・フラワーボランティア研修　参加者16名 H25.2/9 花のまちづくり実行委員会

・マリーゴールドの播種作業 H25.2/23 花のまちづくり実行委員会

・マリーゴールドの仮植作業 H25.3/29 花のまちづくり実行委員会

② ○いきいき講座町民編 生涯学習協議会

・「バラを育てよう」　第１回　　参加：10名 H24.7/8

・　　　　〃　　　　　第２回　　参加： 7名 H24.9/8 生涯学習協議会

・　　　　〃　　　　　第３回　　参加： 6名 H24.12/1 生涯学習協議会

・　　　　〃　　　　　第４回　　参加： 5名 H25.2/9 生涯学習協議会

・「初心者生け花教室」第１回　　参加： 6名 H24.9/22 生涯学習協議会

・　　　　〃　　　　　第２回　　参加： 8名 H24.10/27 生涯学習協議会

・　町花「山ゆりを栽培しよう」　参加： 8名 H24.10/6 生涯学習協議会

○第１回「ミニ寄せ植え教室」  参加：44名 H24.10/17 益　婦　連

○第２回　　　　〃　　　　　  参加：48名 H24.10/20 益　婦　連

③ ○コンテナガーデンコンテストの開催 H24.6/8～6/16 花のまちづくり実行委員会

 出展数17点　最優秀賞1点　優秀賞2点

○ひまわり祭りの開催　上山地区　　約11ha　来場：5万人 H24.8/18～9/2 花のまちづくり実行委員会

○コスモス祭りの開催　生田目地区　約15ha　来場：5万人 H24.10/13～28 花のまちづくり実行委員会

花のまちづくりを継続
的に実施します

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
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健
［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

① ○七井中学校家庭教育学級「中学生の栄養と朝ごはん」 H24.5/21 町

○12ヶ月児健康相談時講話「1日の生活リズムと朝ごはん」 左記のとおり 町

    実施：4/20  5/25  6/22  7/20  8/23  9/13  10/18　11/21

　　　　　12/20  1/29  2/20  3/15

○七井幼稚園ひよこクラブ講話「食育を推進しよう」 H24.6/7 町

○2歳児歯科検診時講話・試食配布「朝ごはんの内容を考えてみよう」 左記のとおり 町

　  実施：6/14  9/6  12/12  3/7

② ○4ヶ月児健診時講話「離乳食のすすめ方」 左記のとおり 町

　  実施：4/25  5/23  6/29  7/30  8/27  9/24  10/22  11/26  12/21  1/30

          2/22  3/27

○離乳食教室　　・実施：4/18  7/18  10/17  1/23 左記のとおり 町

○あじさい会（糖尿病友の会）調理実習 左記のとおり あじさい会・町

　  実施：4/20  6/22  7/20  8/23  9/21  10/26  12/21  1/28  2/25  3/15

○メンズキッチン（男性料理教室） 左記のとおり 食生活改善推進員・町

　  実施：5/9  7/11  9/12  11/14  12/5　1/9  2/6  3/13

○お父さんの台所塾（男性料理教室） 左記のとおり 有楽塾・町

　  実施：4/19  6/20  8/23  10/18  12/20  2/21

○ウォーキング教室時栄養講話 H24.5/22 町

○ましこ健康クラブ料理教室　　　　実施：9/25  3/5 下記のとおり ましこ健康クラブ・町

○骨粗しょう症予防料理教室 H24.10/3 食生活改善推進員・町

○メタボ予防料理教室 H24.11/6 食生活改善推進員・町

○産業祭（減塩みそ汁試飲配布、食事バランスガイド普及） H24.11/23 食生活改善推進員・町

○糖尿病予防教室    実施：7/5  7/12  7/19  12/4 左記のとおり 町

○食生活改善推進員　糖尿病予防料理教室 H24.12/13 町・食生活改善推進員

○基本の和食料理教室（初心者編）  実施：H25.1/17　1/25 左記のとおり 町

○しもつかれ料理教室 H25.1/31 町
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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



健
［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 ○食育学習

・田野小学校　家庭教育学級『子どもの食生活と健康』 H24.6/27 町

　　　　　　　家庭教育学級『親子でクッキング』 H24.8/5 町

　　　　　　　６年家庭科『1食分の献立をたてよう』 H24.9/19 町

・益子小学校　６年学級活動『バランスの良い食事について考えよう』 H24.10/1 町

　　　　　　　５年家庭教育学級『親子料理教室』 H25.1/19 町

・益子西小学校４年生学級活動『よくかんで食べよう』 H24.6/19 町

　　　　　　　５年学級活動『食事･運動･睡眠で丈夫な体』  H24.10/26 町

　　　　　　　２年学級活動『のこさずたべよう』 H24.12/10 町

　　　　　　　６年家庭科『くふうしよう楽しい食事』 H24.12/10 町

・七井小学校　３年生学級活動『楽しく食べよう』 H24.6/8 町

　　　　　　　１年生学級活動『なんでもたべよう』 H24.6/12 町

　　　　　　　家庭教育学級『子どもの食生活と健康』 H24.7/4 町

　　　　　　　４年学級活動『食事･運動･睡眠で丈夫な体』  H24.10/30 町

　　　　　　　２年学級活動『なんでもたべよう』 H24.11/8 町

・田野中学校　１年『成長期の栄養について』 H24.7/3 町

　　　　　　　２年『成長期の栄養について』 H24.7/9 町

・益子中学校　１年学級活動『バランスの良い食事について考えよう』 H24.7/11 町

　　　　　　　３年学年集会『受験期の栄養について』 H24.11/21 町

　　　　　　　２年学年集会『給食と成長期の栄養』 H25.1/23 町

・七井中学校　２年『血液検査からの栄養指導について』 H24.7/11 町

　　　　　　　１年家庭教育学級『親子クッキング』 H24.11/26 町

・つばさ教室学級活動　『生活習慣を見直し、健康な体を作ろう』 H24.6/20 町

　　　　　　　　　　　『バランスの良い食事について考えよう』 H24.7/17 町
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食事の摂り方を考えま
す

具体的行動計画



健
［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

〇特別支援学級料理教室

・益子小学校      実施：5/15  11/12　1/29 左記のとおり 食生活改善推進員

・益子西小学校　  実施：7/13  12/10  2/22 左記のとおり 食生活改善推進員

・七井小学校　　　実施：6/21  12/6   2/7 左記のとおり 食生活改善推進員

○食育推進会議「ぱぁすちー」試作会 　参加：22名（事務局含む） H24.6/20 町

○親子の食育教室（料理）　　　　　　 参加：16名 H24.7/27 食生活改善推進員・町

○米粉の料理教室　　　　             参加：18名 H24.8/7 町

○食生活改善推進員　おやつ料理教室 H25.2/14 食生活改善推進員・町

○家庭料理「ぱぁすちー」ＰＲ

・「ぱぁすちー」レシピをホームページに掲載、保健センター窓口にて配布 H24.7～ 町

・「ぱぁすちー」試作会　　　　　　参加：22名（事務局含む） H24.6/20 食育推進会議・町

・「ぱぁすちー」試作会　　　　　　参加：17名 H24.10/31 食生活改善推進員・町

・健康福祉まつりにて「ぱぁすちー」試食配布　200食 H24.11/10 町

・「ぱぁすちー」料理教室　　　　　参加：15名 H25.3/8 町

○駅伝大会減塩豚汁試食配布 H24.11/11 食生活改善推進員・町

○ましこ健康クラブ料理教室　　　　　参加：25名 H24.11/13 ましこ健康クラブ

○大平自治会料理教室　　　　　　　　参加：11名 H25.3/9 町

② ○益子賑わい夕市の開催　7/2  9/3  11/5  1/21　3/4 左記のとおり 益子町農畜産物復興協議会

○学校給食地場農産物流通促進会議 H24.8/24 町
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具体的行動計画

新鮮な食材を地域に提
供します。

① 身近な食材を調理して
食べます



健
［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 ○スポーツ教室の開催

・ナイターサッカースクールへの支援　(毎週水曜日）対象：小学生　参加：63名 H24.4/4～H25.3 町サッカー協会

・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：38名 H24.5/12～7/14 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　　　　　　　参加：38名 H24.5/12～10/27 町バレーボール協会

・スキー・スノーボード教室　　　　　 対象：小学生以上　　　　　参加：25名 H25.2/3 町教育委員会

○チャレンジデー2012の参加　参加人数14,969人　参加率60.2%　金メダル獲得 H24.5/30

　　　　　　　　　　　　　　対戦相手　秋田県にかほ市　参加率28.2％

○少年スポーツ教室(対象：小中学生、指導者） 町体育協会

　①剣道教室　　　　　　　　　参加： 75名 H24.12/1

　②野球教室　　　　　　　　　参加：140名 H24.12/9

　③バレーボール教室　　　　　参加： 90名 H24.12/15

　④柔道教室　　　　　　　　　参加： 36名 H24.12/16

　⑤サッカー教室　　　　　　　参加：148名 H24.12/23

　⑥ソフトテニス教室　　　　　参加： 83名 H25.1/26

　⑦卓球教室　　　　　　　　　参加： 70名 H25.2/23

　⑧バドミントン教室　　　　　参加： 50名 H25.2/24
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具体的行動計画

チャレンジデー実行委
員会

スポーツ教室に参加し
ます



健
［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 ○スポーツ大会開催への支援

・スポーツ少年関係　学童野球 H24.4月 6月 8月 町野球連盟

　　　　　　　　　　バレーボール H24.4月 11月 町スポーツ少年団

　　　　　　　　　　サッカー H24.8月 H25.1月 町サッカー協会

　　　　　　　　　　卓球 H24.9 町体育協会

　　　　　　　　　　サッカー H25.3/2 町スポーツ少年団

・一般の部　　　　　町民野球 H24.4月 5月 10月 町野球連盟

　　　　　　　　　　バレーボール H24.4月 9月 町バレーボール協会

　　　　　　　　　　婦人バレーボール H24.5月 7月 10月 〃

　　　　　　　　　　ゲートボール H24.6 町体育協会

　　　　　　　　　　ソフトボール H24.5月 9月 町ソフトボール協会

　　　　　　　　　　バドミントン H24.9 町バドミントン協会

　　　　　　　　　　ソフトバレーボール H24.6/8 ソフトバレーボール愛好会

    　　　　　　　　弓道 H24.11/3 町体育協会

　　　　　　　　　　剣道 H25.3/3 町体育協会

・郡市民体育祭（19種目）の開催への支援 H24.8 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の開催への支援 H24.9 芳賀郡市体育協会

・町駅伝競走大会　　町内特設コース  参加：60チーム H24.11/11 町体育協会

・町スポーツレクリエーション大会　　参加：210名 H24.12/1 町教育委員会
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スポーツ・レクリエー
ション大会に参加しま
す

具体的行動計画



健
［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開催 益子町総合型地域スポーツ

・先進クラブ視察研修　　しおやユリピースポーツクラブ H24.4/21 クラブ設立準備委員会

・第10回設立準備委員会　研修報告・検証、既存団体との調整について H24.4/24

・第11回設立準備委員会　財務シミュレーションについて H24.5/17

・第12回設立準備委員会　クラブ名の選考、専門部会の業務について H24.6/14

・第13回設立準備委員会　専門部会編成について H24.7/12

・第14回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューについて H24.7/26

・第15回設立準備委員会　広報部会　広報部会の業務詳細について H24.7/27

・第16回設立準備委員会　総務部会　総務部会の業務詳細について H24.7/31

・第17回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューについて H24.8/7

・第18回設立準備委員会　総務部会　年会費の設定について H24.8/28

・第19回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューについて H24.9/4

・第20回設立準備委員会　各部会報告協議について H24.9/13

・第21回設立準備委員会　総務部会　謝金規定について H24.9/20

・第22回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューについて H24.10/2

・第23回設立準備委員会　25年度財務シミュレーションについて H24.10/11

・第24回設立準備委員会　総務部会　設立総会について H24.10/16

・益子チャレンジクラブ指導者・種目代表者会議 H24.11/1

・第25回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューについて H24.11/6

・第26回設立準備委員会　設立総会、25年度事業シミュレーションについて H24.11/15

・第27回設立準備委員会　総務部会　入会の方法、運営委員会の体制について H24.11/29

・第28回設立準備委員会　事業部会　25年度事業メニューの細部確認について H24.12/4

・第29回設立準備委員会　25年度事業計画、収支予算について H24.12/13

・第30回設立準備委員会　設立総会について H25.1/17

・第31回設立準備委員会　25年度事業メニュー、今後のスケジュールについて H25.1/31

・「益子チャレンジクラブ」設立総会 H25.2/17
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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



健
［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

○総合型地域スポーツクラブ運営委員会の開催 クラブ設立準備委員会

・第 9回運営委員会　　24年度プレ事業1期、2期について H24.4/3

・第10回運営委員会　　24年度プレ事業2期について H24.5/8

・第11回運営委員会　　24年度プレ事業2期について H24.6/5

・第12回運営委員会　　スポーツ交流会について H24.7/10

・第13回運営委員会　　スポーツ交流会について H24.8/21

・第14回運営委員会　　スポーツ交流会について H24.9/25

・第15回運営委員会　　スポーツ交流会について H24.11/27

○総合型地域スポーツクラブ　創設プレ事業 クラブ設立準備委員会

・ランニング教室（毎週土曜日） H24.4/7～

・ストレッチポール体験教室（全6回） H24.4/8～

・高松プロのゴルフレッスン（全6回） H24.4/8～

・ターゲットバードゴルフ教室（全6回） H24.4/15～

・バドミントン教室（全6回） H24.4/15～

・わが町益子を歩こう会 H24.4/15  5/13

・わいわい子ども体操教室（全5回） H24.5/11～

・ショートテニス教室（全5回） H24.5/12～

・わいわい子ども体操教室（全5回） H24.5/11～

・ラージボール卓球教室（全5回） H24.6/7～

・わいわいスイミングスクール（全2回） H24.7/27～

・フラダンス教室（全6回） H24.8/3～

・体調改善体操教室（全6回） H24.8/19～
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具体的行動計画



健
［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

○総合型地域スポーツクラブ　創設プレ事業 クラブ設立準備委員会

・ターゲットバードゴルフ教室（全5回） H24.9/2～

・弓道教室（全11回） H24.9/2～

・ショートテニス教室（全5回） H24.9/2～

・ウエーブリングストレッチ（全5回） H24.9/5～

・楽々ウォーキング（全3回） H24.10/14～

・ラージボール卓球教室（全5回） H24.10/2～

・バドミントン教室（全5回） H24.10/7～

・わいわい子ども体操教室 H24.10/12～

・キッズ３Ｂ体操教室 H24.12/14～

② ○スポーツ少年団の活動（9種目20団体）への支援 H24.4/1～ 各スポーツ少年団

　野球.バレーボール.サッカー.剣道.卓球.空手.柔道. バドミントン.ソフトテニス

○町体育協会専門部及び傘下団体活動への支援 H24.4/1～ 各団体（チーム）

　野球.バレーボール.サッカー.剣道.バドミントン.ソフトボール..ゲートボール

　陸上.卓球.ソフトテニス.テニス.柔道.弓道.水泳.バスケット.空手.相撲

○生涯学習自主教室（スポーツ関係）の活動への支援 H24.4/1～ 各教室

　ヨガ.エアロビクス.３Ｂ体操.太極拳.フラダンス

○その他のサークル活動 H24.4/1～ 各サークル

　新体操、筋力元気アップ教室、卓球愛好会、ショートテニス、ソフトバレーボール
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自主グループ（サーク
ル、団体）に積極的に
参加します

具体的行動計画



健
［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

① ○歩け歩け大会　遊歩道アプトの道（群馬県横川）　　参加：221名 H24.5/19 町

○健康ウォーキング教室を開催　 　実施：5/22  5/30  6/12  6/26 左記のとおり 町

○楽々ウォーキング　　実施：4/8（益子の森）5/13（真岡市内）6/10（塙） 左記のとおり 悠楽塾　町後援

○歩道整備 H24.4/1～ 町

　北中星の宮線L=27.7ｍ　大川戸線L=230.0m　生田目小学校線L=1,700.0ｍ

○総合型プレ事業「わが町を歩こう会」 総合型設立準備委員会

　・根本山お花見コース　　　　　　参加：33名 H24.4/15

　・益子の森コース　　　　　　　　参加：25名 H24.5/13

　・ふれあいの里～秋桜コース　　　参加：19名 H24.10/14

　・大郷戸ダム紅葉狩りコース　　　参加：20名 H24.11/18

　・芳賀富士コース　　　　　　　　参加：20名 H24.12/9

○益子健康クラブ 左記のとおり 益子健康クラブ町後援

・実施：4/10  5/8　6/12　7/10　8/7　9/11　10/2　11/13　12/11　

        1/8  2/12  3/12

○筋力元気アップ教室 左記のとおり 悠楽塾　町後援

・実施：4/13　4/27　5/11　5/25　6/8　6/22　7/13　7/27　8/10　8/22

　　　　9/14  9/28　10/12　10/26　11/9　11/30　12/14  12/21  

        1/11  1/25  2/8  2/22  3/8  3/22

○メタボリック症候群運動教室  　参加：4名 H24.10/16 町

　　　　　　　　　　　　　　　  参加：2名 H25.1/29 町

○食生活改善推進員　運動教室  12名 H24.10/23 町・食生活改善推進員

○総合体育館トレーニング室利用者講習会の開催

　毎月1回開催、昼の部年2回開催（5/12  7/7) 左記のとおり 町

14

② 継続的な筋力アップに
努めます

具体的行動計画

１日10,000歩を目指し
ます



健
［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

○益子町地域公共交通事業 町

・第1回益子町地域公共交通会議開催　　　参加：委員25名 H24.4/26

　　　デマンドタクシー運行にかかる補助金関係について検討

・第2回益子町地域公共交通会議開催　　　書面開催 H24.6/6

　　　交通会議予算（案）について

・デマンドタクシー説明会　 　　45会場　参加：650名 H24.6/8～9/9

・第3回益子町地域公共交通会議開催　　　参加：委員17名 H24.9/27

　　　状況報告、交通会議補正予算（案）について

・益子町デマンドタクシー予約センター設置、予約受付開始 H24.9/28

・デマンドタクシー実証運行開始 H24.10/1

・デマンドタクシー運行会議 H24.11/9

・デマンドタクシー利用登録者数（3月末）：2,049名

・デマンドタクシー利用実績

10月：518名  11月：570名  12月：569名  1月：557名  2月：697名  3月：805名

○人とモノの出会いの場として、｢益子さんぽ市｣ H24.9/15～17 陶の里・道祖土

○健康福祉まつり H24.11/10

・健康まつり：ポスター・標語掲示、骨密度検診、からだ何でも相談、
              歯の何でも相談、　赤ちゃんはいはい大会、
              リラクゼーションルーム（食と癒し）、「ぱぁすちーの試食」、
              はしご車体験AED体験、国保コーナー、野菜探しゲーム、
              献血骨髄バンクコーナー

町

・福祉まつり：模擬店、おもちゃづくりコーナー、点字コーナー、
              マッサージコーナー、福祉機器・福祉車両展示コーナー、
              ひまわり募金活動、ステージ発表、福祉バザー

健康福祉まつり実行委
員会（益子町社会福祉

協議会）

○みんなのつどいｉｎましこ H24.12/2 益子町女性団体連絡協議会

○生涯学習振興大会「町民のつどい」 H25.2/16 生涯学習推進協議会
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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



健
［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

○地域整備推進事業による自治会開催によるスポーツ・レクレーション等への補助 H24.4/1～ 自治会

        　11自治会申請　1月現在8自治会事業終了

○健康福祉まつり（むかし遊び） H24.11/10 健康福祉まつり実行委員会
（益子町社会福祉協議会）

○いきいきクラブ活動（育児サークル（モンチッチ）との交流） H24.8/3  8/10 町

○南部地区ぐるみ体育祭の開催 H24.8/19 南部地区ぐるみ協議会

○中部地区ぐるみ体育祭の開催 H24.10/14 中部地区ぐるみ協議会

○北部地区ぐるみ体育祭の開催 H24.10/28 北部地区ぐるみ協議会

［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

○南部地区青少年健全育成地域懇談会の開催　計6回実施　参加者165名 H24.7/12～8/11 益子町青少年育成協議会

○七井地区教育懇談会　　参加：80名 H24.7/24 　七井地区ＰＴＡ

○家庭教育学級で食育講座の実施 H24.4/1～ 各小中学校

　＊［健康なまちをつくる -１.食を通じた健康づくり -（１）食のあり方について考えよう］ に記載

○スクールガード　　　　登録：82名 H24.4/1～ 教育委員会
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① 未来を担う子どもたち
をみんなで見守り育て
ます。

具体的行動計画

② 身近な地域のつどいを
大切にします

具体的行動計画



文
［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 ○企画展

　・「館蔵品」展の開催　入館者4,180名 H24.4/1～6/21 町

　・東京国立近代美術館コレクション 文化のまちづくり実行委員会

　　「茶事にまつわる　うつわ－陶を中心に－」展の開催  入館者4,103名 H24.7/1～9/2

　　　　関連イベント【茶会・益子づくし】　参加：147名（協力：益子町茶華道協会） H24.7/8

　　　　関連イベント【子供タッチ＆トーク】参加： 17名（協力：東京国立近代美術館） H24.7/21～22

　　　　関連イベント【ギャラリートーク】　参加： 56名（協力：東京国立近代美術館） H24.8/5

　　　　監視ボランティア：期間中の内、土・日のみ H24.7/1～9/2 悠楽塾

　・「濱田が出会った　魅惑の近代」展の開催　入館者:5,279名 H24.9/15～12/2 文化のまちづくり実行委員会

　・セント・アイヴス友好都市締結記念　特集展示 H24.12/14～3/31 文化のまちづくり実行委員会

　　「リーチ・工房と仲間たち」　　　　　　　入館者:4,086名

○作品展示

　・第5回益子町小中学校・高校陶芸展（作品審査） H24.11/9 益子町教育委員会

　・第5回益子町小中学校・高校陶芸展（作品展示） H24.11/16～H25.1/14 益子町教育委員会

　・第44回伝習生・研究生卒業作品展 H25.3/15～3/31 窯業技術支援センター

　・栃木県の伝統工芸（益子焼）研究発表　小学4年生社会科 H25.3/24～4/7 宇都宮大学教育学部附属小学校

○作品展示販売

　・益子に吹く風展・濱田窯展・ほか H24.3/27～H25.4/14 益子焼販売店組合

○作品展示（美術館中庭）

　・コンテナガーデンコンテスト H24.6/8～6/16

○作品展示（サロン）

　・第3回益子の雛めぐり H25.2/9～3/3 益子の雛めぐり実行委員会

○参加協力　”とちぎ発”節電アクション大作戦

　・”とちぎ発”節電アクション大作戦 H24.11/1～H25.3/31
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交流、学び、発信の
「システム」を強化し
ます

具体的行動計画

ましこ花のまちづくり
実行委員会

栃木県環境森林部
地球温暖化対策課



文
［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 ○旧濱田庄司邸

　・メッセ茶会　4/8　4/28　4/29　4/30　6/10　7/8　9/2　10/14　11/3　11/4 左記のとおり 益子町茶華道協会

　・作品展示　　音のインスタレーション Ｈ24.9/16～9/30 土祭実行委員会

○登り窯

　・第18回ましこの炎まつり（作品受付・火入れ・窯焼き・窯出し式・講習会） H24.11/16～12/2

○駐車場

　・第4回益子さんぽ市 H24.9/15～9/17 益子さんぽ市実行委員会

○調査協力

　・栃木県観光地点パラメータ調査　6/17・9/15・11/24・2/10 左記のとおり 栃木県産業労働観光部

○大塚実基金

　・「震災復興支援感謝の集い」 Ｈ25.3/25 町

［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 新たな公募展を開催します○平成26年度開催予定の新生益子陶芸展（仮称）の準備 H25年度～ 文化のまちづくり実行委員会

［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

○益子焼販路拡大（テントロンドン） H24.9 益子焼販売店協同組合

○「益子ブランド」作出支援事業 H25.3 町

　　㈱トヨタ  新商品開発『益子の生キャラメル』　　補助金 257,286円
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交流、学び、発信の
「システム」を強化し
ます

具体的行動計画

具体的行動計画

① 新分野への挑戦者を支
援します

益子町商工会「ましこ
の炎まつり」実行委員

会

具体的行動計画



文
［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

○文化財ガイド養成講座受講者募集 H24.10/16～25

　・第1回養成講座  講座内容について　町の文化財について　　参加：20名 H24.10/27

　・第2回養成講座　文化財ボランティアについて　　　　　　　参加：21名 H24.11/9

　・第3回養成講座　濱田庄司と益子参考館について　　　　　　参加：15名 H24.11/17

　・第4回養成講座　益子焼の歴史と濱田庄司につて　　　　　　参加：22名 H24.12/7

　・第5回養成講座　西明寺の歴史と文化財について　　　　　　参加：18名 H24.12/15

　・第6回養成講座　藍染めの話　　　　　　　　　　　　　　　参加：23名 H24.12/21

　・第7回養成講座　宇都宮朝綱と平貞能　　　　　　　　　　　参加：19名 H25.1/26

　・第8回養成講座　つかもとの文化遺産　　　　　　　　　　　参加：21名 H25.2/2

　・第9回養成講座　案内ガイド打合せ　　　　　　　　　　　　参加：19名 H25.2/16

　・第10回養成講座　案内ガイド資料作成　　　　　　　 　　　参加：20名 H25.2/22

○旧村田民芸店で、益子かたりべの会による定期口演会を実施。演目に文化財にかかわる民話
を取り入れ、多くの方に楽しんでもらう場をつくる。

毎月１回土曜日実施 益子かたりべの会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施回数：７回 H24.4～H25.3

［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

○町指定民族文化財振興交付金の交付　　9件 H24.5 町

○民族芸能振興交付金の交付　　　　 　11件 H24.5 町

② 〇『ましこ里山芸術祭』開催 H25.3/2

　　来場者：西明寺257名　益子参考館268名　つかもと迎賓館113名　町民会館889名 H25.3/3

　　来場者を迎え、町内の文化遺産等を会場にフェスティバル、シンポジウムを実施。

　　フェスティバル中、文化財ガイドを実施し、文化財に関し広く周知、伝統芸能
　　2団体の発表を行う。
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伝統文化を発表する機
会を設けます

益子町文化遺産活用活
性化事業実行委員会

伝統文化を後世に引き
継ぐ人たちを支援しま
す

文化財をいかした体験
プログラムをつくりま
す

①

具体的行動計画

具体的行動計画

益子町文化遺産活用
実行委員会

①



文
［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

○「土祭」の開催　　　　 土祭実行委員会

・住民説明会　参加：約150名 H24.4/1～5/20

　(駅舎･城内坂通りの会･女性団体連絡協議会･商工会街づくり推進委員会･大羽自治会)

・陶器市でのPR活動（ヒジノワに於いて） H24.4/28～5/6

・第2回土祭の開催　集客：52,644名 H24.9/16～9/30

・第1回土祭 土祭企画チーム全体会議　　参加：105名 H24.6/15

・第2回土祭 土祭企画チーム全体会議　　参加：105名 H24.8/7

・第4回土祭実行委員会（事業計画案・予算案の承認について、企画概要について） H24.5/14

・第5回土祭実行委員会（H23前土祭決算報告、2012土祭進捗状況について） H24.7/12

・第6回土祭実行委員会（土祭事業費等経過報告・土祭の今後について） H24.11/14

・第7回土祭実行委員会（土祭2012報告書について） H25.1/22

・土祭2012報告書完成 H25.3

［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

○『第12回Music Love Fiesta in Mashiko』

・実施に向けた事前打合会開催 H24.6/22

・コンサート参加者募集 H24.6/10～30

・実施に向けた事前打合会開催 H24.7/3

・第1回実行委員会開催　参加応募グループ数　18組 H24.7/18

・第2回実行委員会開催 H24.8/7

　・『第12回Music Love Fiesta in Mashiko』実施　参加：18組　入場：300人 H24.8/26

　・『第12回Music Love Fiesta in Mashiko』実施後反省会 H24.9/19

○益子町音楽祭 町

　・参加者募集　　応募者：11組 H24.8/4～21

　・実施に向けた担当者会議 H24.8/23

　・益子町音楽祭  入場者：600人 H24.10/6

Music Love Fiesta in
Mashiko実行委員会

具体的行動計画

①

① 土祭を開催します

音楽愛好者の発表の場
をつくります

具体的行動計画
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文
［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

○㈱フジカラープロフォトセンター、いづみカメラの後援を受ける。 H24.7 町

○実施要項を広報ましこ8月号、お知らせ版8月下半期号、町ホームページに掲載したほか、町
内各施設及び県内カメラ店へ要項設置依頼

H24.8 町

○実施要項を広報ましこ 3月号に掲載 H25.3 町

○実施要項を広報ましこ 4月号に掲載 H25.4 町

・写真受付 H25.8 町

・コンテスト、表彰 H25.9 町

・写真集の発行 H26.1 町

［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 ○ALT配置事業　　　　4名配置（小学校2名、中学校2名） H24.4/1～ 教育委員会

○指導助手配置事業　10名配置（小学校5名、中学校4名、適応指導教室1名） H24.4/1～ 教育委員会

○中学生海外派遣事業　イギリス・セントアイブス　団員12名、引率2名派遣 H24.9/11～18 教育委員会

○教員対象の外国語活動研修会を行った。　参加：計60名 H24.8月 11月 教育委員会

○外国語活動指導案作成

・芳賀教育事務所 大越指導主事とともに、小学校外国語活動の授業を見学し、作成した指導
案について検討している。そして、学期末には推進委員会を開き、指導案の修正を行ってい
る。

H24.4/1～ 教育委員会

・外国語活動推進委員会　指導案の検討　参加：10名 H24.12/20 教育委員会

・外国語活動指導案作成終了 H25.2/10 教育委員会

・外国語活動推進委員会 H25.3/14 教育委員会

〇平成23年度に子ども英会話教室を開催したが、平成24年度より小学生全学年で英語教育が取
り組まれたため、今年度については中止し、今後の新たな事業を検討中。

H25検討

② 「国際人」との交流活
動を支援します

〇国際大会で活躍経験のある一流アスリートを講師に招いての少年スポーツ教室（8種目）を開
催し、子ども達には、直接ふれあう場を通しスポーツへの興味と将来の夢をもってもらう。

H24.12～H25.3 益子町体育協会
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① 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

国際的コミュニケー
ション能力を育成しま
す

具体的行動計画

具体的行動計画  



仕
［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 ○道の駅交流施設の整備 町

　・道の駅建設委員会の開催（委員12名） H24.6/15 11/26 3/22

  ・道の駅建設委員会専門部会（農業部会）の開催 左記のとおり

　　　実施： 8/2  8/23  9/7  10/5  11/21  12/18  3/5  3/18

　・道の駅建設委員会専門部会（建設運営部会）の開催 左記のとおり

　　　実施： 9/26  11/19  2/18  3/15

　・道の駅に関する事業説明会（田野地区自治会長対象） H24.9/15

　・　　　　〃　　　　　　　（田野地区町民対象） H24.8/25

  ・自治会長会議で道の駅について説明 H25.1/15

  ・土地所有者に対する事業説明 H24.8/21～9/12

  ・土地改良区理事会での説明 H25.3/4

  ・道の駅アンケート調査（加工品） H24.11

  ・道の駅アンケート調査（農産物） H25.2

○農産物生産体制の確立 H24.9/11 農畜産物復興協議会

　・農産物生産講習会の開催 10/29  2/22 〃

　・農業者と飲食業者との交流会の開催 H25.1/30 〃

○道の駅先進地視察（千葉県) PFI事業　       参加：町長ほか　 計4名 H24.10/29 町

        〃　　　　（群馬県）復興協議会主催　参加：委員ほか　 計20名 H24.11/9 農畜産物復興協議会

        〃　　　　（茨城県）復興協議会主催　参加：生産農家　計26名 H25.3/23 〃
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道の駅交流施設を整備
します

具体的行動計画



仕
［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 ○ラーニングバケーションの実施

　　・益子｢野菜｣の物語 益子体験農業MAC

　　　　野菜苗の植付け、益子焼ﾏｲﾌﾟﾚｰﾄ形成  　　　　　 　参加：9家族21名 H24.5/20

　　　　野菜生育観察､収穫､益子焼ﾏｲﾌﾟﾚｰﾄ釉薬がけ 　　  　参加：9家族19名 H24.7/1

　　　　野菜の収穫、畑の手入れ、益子焼ﾏｲﾌﾟﾚｰﾄ窯出し　 　参加：9家族12名 H24.8/19

　　　　畑の観察、野菜の収穫、益子焼ﾏｲﾌﾟﾚｰﾄに食事盛付 　参加：2家族17名 H24.9/23

　　・益子｢綿｣ものがたり

　　　　綿の種まき、種切り作業 　　　　　　　　　　　 　参加：11名 H24.5/26

　　　　畑の手入れ（草取り・芯留め）、綿打ち、糸紡ぎ　　参加：13名 H24.8/25

　　　　綿の収穫、日下田藍染工房見学及び日下田氏講話　　参加：11名 H24.11/10

　　　　コットンボールの剪定､益子もめんでストラップ作成 参加：12名 H24.12/1

　　・益子｢ジャム｣物語

　　　　ブルーベリー収穫、大郷戸ダム散策　　　　　　　　参加：11名 H24.7/8

　　　　ぶどう収穫、益子焼絵付体験、益子焼工場見学　　　参加：11名 H24.9/2

　　　　ブルーベリージャム作り、コスモス畑散策　　　　　参加：12名 H24.10/14

　　　　りんごの収穫及び下処理、山本太々神楽見学　　　　参加：11名 H24.11/11

　　　　りんご及びいちごジャム作り、意見交換会　　　　　参加：11名 H24.12/23

　　・益子｢そば｣物語 山郷のめぐみ

　　　　そば、大根の種まき、リンゴ狩り、そば猪口作り　　参加：19名 H24.8/26

　　　　そば、大根の収穫、そばチップ作り、そば猪口絵付　参加：20名 H24.11/11

　　　　そば打ち講習会及び体験　　　　　　　　　　　　　参加：17名 H24.12/9

　　・益子｢土のめぐみ｣物語 田町なでしこ

　　　　野菜の収穫、調理実習、田町屋台パーク見学　　　　参加：12名 H24.8/25

　　　　土祭参加、益子の野菜を使った料理を味わう　　　　参加： 7名 H24.9/22

　　　　芋堀体験、かたりべの会口演　　　　　　　　　　　参加： 9名 H24.10/13

　　・平成24年度ラーニングバケーション報告会　　　　　　参加：11名 H25.2/25 町
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｢学びメニュー｣を充実
させます。

具体的行動計画

梅ｹ内里山の会
コットンバンク益子

益子グリーンファーム
研究会



仕
［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 H24.5/11 町

○ものづくり学校（東京）訪問 H24.5/18 町

○県外企業、町内視察 H24.5/22 町

○新栃木県産業集積活性化協議会 H24.8/2 県

○企業誘致等本部会議 H24.10/12 町

○企業適地現地確認 H24.10/17 町

○町内不動産業者訪問 H24.10/17 町

○町内不動産業者来庁 H24.10/18 町

○県産業政策課企業立地班訪問 H24.11/6 町

○県産業政策課企業立地班　来庁 H24.12/10 町

○企業適地現地確認 H24.12/12 町

○企業向けリーフレット送付 H24.12/21 町

［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

　・益子町中小企業振興資金預託　　　　　　　　　　　30,000,000円 H24.4 信用保証協会

　・栃木県中小企業組織化負担金 　　　　　　　　　　　　 17,000円 H24.6 中小企業団体中央会

　・益子焼関係団体振興協議会負担金 　　　　　　　　　　 10,000円 H24.6 益子焼関係団体振興協議会

  ・市町村特別保証制度負担金  　　　　　　　　　　　　　76,754円 H24.7 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 　　　　　　　　  600,609円 H24.8/17 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 （第2四半期）     743,574円 H24.11/12 信用保証協会

  ・市町村特別保証制度負担金（第2四半期）              121,003円 H24.10 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 （第3四半期）     456,251円 H25.1 信用保証協会

　・市町村特別保証制度負担金　（第3四半期分）   　　　　94,937円 H25.1 信用保証協会

② 地元産品を購入します ○地元野菜、加工品等の販売を住民が率先して実施

　・土の日 毎月第一土曜日 ヒジノワ

　・益子土曜市 10:30～14:30（H24.7から益子朝市へ移行） 毎月第三土曜日 土曜市実行委員会

　・益子朝市    8:00～14:00 毎月第三日曜日 土曜市実行委員会 24

事業規模拡大を支援し
ます

具体的行動計画

具体的行動計画



仕
［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

○町内ボランティアグループ、町関係団体の定期的利用　  利用回数136回 H24.4～H25.3 町

（益子かたりべの会、益子まちづくり会社友愛作業所、益子町商工会等）

〇空き店舗対策をしている自治体の情報収集 Ｈ24.1～ 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 ○観光ガイドの実施 H24.4～9 町

・お客様の要望にあわせて、観光地案内及び説明をし、お客様とのコミュニケーションを大
事にする。　　実施回数：延べ11回

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 商工会

　・商工会運営費補助金　　　　　　　　　　　　　　8,000,000円 H24.4/1～

　・賑わい創出事業補助金  　　　　　　　　　　　　　500,000円 H24.6/8

　 ･プレミアム商品券発行事業補助金（第１回概算)　 5,000,000円 H24.6/28

   ･プレミアム商品券販売支援 H24.7/22

   ･プレミアム商品券発行事業補助金（第２回概算）　4,500,000円 H24.11/22

③ 地域通貨を研究します ○地域通貨研究会庁内ワーキング会議　　職員ワーキング6名 町

・第1回：会議（地域通貨研究の今後の進め方について） H24.6/19

・第2回：会議（視察研修・勉強会について） H24.7/19

・第3回：ワークショップ「地域通貨の役割」講師：studio-L 岡崎エミ氏 H24.9/12

・第4回：勉強会「地域通貨の研究」講師：益子町長　大塚朋之氏 H24.10/25

・第5回：勉強会「地域通貨「ナスタ」の冒険」講師：元ナスタ事務局　白崎一裕氏 H24.11/28

・第6回：視察研修（埼玉県）地域通貨「戸田オール」 参加者：委員5名 事務局2名 H24.12/12

・第7回：会議（職員向けアンケートの実施・H25の作業スケジュールについて） H25.1/18

・職員向けアンケートの実施　対象179名/回答160名　回答率93.5% H25.1/25

・第8回：研究作業　H25.2/15　　・第9回：研究作業　3/15 左記のとおり

具体的行動計画

観光客を「おもてな
し」の心で迎えます

まちづくり団体・組織
を支援します

① 空き地・空き店舗を活
用しよう

具体的行動計画
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仕
［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 ○大塚実基金貸付独立資金貸付  ・5,000,000円×１件 　1,000,000円×１件 Ｈ24.6 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

・公益社団法人に認定 H24.4/1

・役員会　平成24年度事業計画及び予算の検討　H24.4.1現在会員数　134名 H24.5/29

・会員数　　　144名（H24.10/1現在）

・作業実績額　35,570,563円（H24.8/31現在）前年同期比109.1％

・作業実績　　4月分　107件　就業実人員98人（延人員981人）

　　　　　　　5月分　150件　就業実人員114人（延人員1,656人）

　　　　　　　6月分　165件　就業実人員115人（延人員1,427人）

　　　　　　　7月分　185件　就業実人員108人（延人員1,710人）

　　　　　　　8月分　140件　就業実人員101人（延人員1,272人）

　　　　　　　9月分　138件　就業実人員100人（延人員1,199人）

　　　　　 　10月分　113件　就業実人員 98人（延人員1,217人）

　　　　　 　11月分　103件　就業実人員101人（延人員1,298人）

　　　　　 　12月分　 84件　就業実人員 96人（延人員1,087人）

　　　　　 　 1月分　 17件　就業実人員 57人（延人員  724人）

　　　　　 　 2月分　 39件　就業実人員 68人（延人員  763人）

　　　　　 　 3月分　 55件　就業実人員 84人（延人員  910人）

・町職員宛PRちらし回覧依頼 H24.11/5

・PRチラシ配布　健康福祉まつりH24.11/10  産業祭H24.11/23 左記のとおり

［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

○ホームページリニューアルにより益子町のＰＲを強化 H24.4/1～ 町

〇FITや真岡鐵道などの関係団体のイベント等に町から情報提供 H24.11～H25.3 町

○プロモーションビデオ作成 H24.9/1～ 益子焼関係団体振興協
議会 26

具体的行動計画

具体的行動計画

具体的行動計画

① プロモーション体制を
整備します

① 団塊世代・シルバー世
代に活躍の場を提供し
ます

○会社を退職したり事業の一線から退いたりしても働くことや働けることを生き甲斐とする団
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

益子町シルバー人材
センター



自
［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 ○益子町まちづくり基本条例制定

・益子町まちづくり基本条例検討町民会議設置要綱制定 H24.9/20 町

・益子町まちづくり基本条例庁内検討委員会設置要綱制定 H24.9/20 町

・益子町まちづくり基本条例検討町民会議委員（公募委員）募集 H24.9/26 町

・益子町まちづくり基本条例検討町民会議委員委嘱：33名 H24.10/25 町

・自治会長会議講演会「まちづくり基本条例について」講師：廣瀬氏 H25.1/15 町、自治会長

・町民会議（委員33名・作業部会職員4名・事務局5名） 町、委員

　　第1回「まちづくり基本条例の制定について」　　　　　　　　　　出席：41名 H24.10/25

　　第2回「自治基本条例・まちづくり条例はどうして必要なのか」　　出席：36名 H24.12/25

　　第3回「先進地事例DVD視聴・グループ討議」　　　　　　　　 　　出席：34名 H25.2/18

・作業部会（委員5名・作業部会職員4名・事務局5名） 町、委員

　　第1回「条例の基本方針について」　　　　　　　　　　　　　　　出席：11名 H24.11/20

　　第2回「芳賀町まちづくり基本条例実務担当者講話」芳賀町職員2名 出席：14名 H24.12/18

　　第3回「先進地事例研究（きらりよしじま・やねだん）」　　　　　出席：12名 H25.1/21

　　第4回「第3回町民会議グループ討議の結果について」　　　　　　 出席：14名 H25.2/25

② ○自治会長会議開催  　　 H24.5/16  12/11  H25.1/15 H24.5/16 町

○３地区自治会長連絡協議会

　・研修会の開催「地域防災について」 H24.5/16

　・合同視察研修会（宮城県南三陸町）　　参加：23名 H24.6/10～11

○益子町自治会長連絡協議会

　・会議「第10回益子町防災訓練について」 H24.8/21

　・視察研修（長野県松代町）　　　　　　参加：11名 H24.10/18～19

　・総会 H25.2/12

○栃木県自治会連合会会長研修（日光市）　参加：10名 H25.2/1 町、栃木県自治会連合会

○益子町まちづくり基本条例検討町民会議委員推薦 H24.9/25

27

具体的行動計画

まちづくり基本条例を
制定します

自治会との緊密な関係
づくりに努めます

町、益子町自治会長連
絡協議会役員

町、3自治会長連絡協議
会

町、益子町自治会長連
絡協議会役員



自
［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

○ボランティア団体等の際立つ活動を広報やホームページに掲載する。 随時 町

○益子町社会福祉協議会運営補助金の交付 左記のとおり 町

　　　　　第1回　5,685千円 H24.7/9

　　　　　第2回　5,660千円 H24.9/7

　　　　　第3回　5,660千円 H24.11/28

　　　　　第4回　5,660千円　　　　計　22,665千円 H25.2/28

○健康福祉まつりの開催

　・推進会議（第1～3回） H24.7/2 8/27 9/24

　　　町社協、ましこボランティアクラブ会員による福祉まつりの検討の支援

　・推進会議（第4回） H24.10/29

　　　町社協、ましこボランティアクラブ会員による福祉まつりの検討の支援（助言）

　・健康福祉まつりの開催 H24.11/10

　　　後援団体のましこボランティアクラブと益子町社会福祉協議会と連携

○図書館の17時から20時までの開館 通年 図書館友の会

○小学校での読み聞かせの実施 通年 かたつむりの会

④ ○地域懇談会の開催　町内4カ所（小学校区） H25.6 町

○行政及びまちづくり基本条例に反映 H26.3 町

28

益子町社会福祉協議会

益子町社会福祉協議会

③ ボランティア団体等と
の協力関係を深めます

地域懇談会等を開催し
ます

具体的行動計画

益子町福祉まつり実行
委員会



自
［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

○職員提案の実施（全職員対象）　提案181件（採用2件・通常業務として採用64件） H24.5 町

○行政評価の実施　　・事務事業（対象279事業）の実施 H24.7 町

　　　　　　　　 　 ・施策評価（対象 51施策）の実施 H24.8

○学校給食調理業務の民間委託 H24.4/1～ 町

（総務課として新たな民間委託計画及び実施はない）

（企画課として新たな民間委託計画及び実施はない）

③ ○人材育成研修 町

・「大森 彌」先生講演会  参加：75名 H24.8/8

   　　「～まちづくりのためのひとづくり～町村の自治と人材育成」

・「椎川 忍」氏講演会　　参加：73名 H24.10/16

   　　「～公務員参加型地域おこしのススメ～」

　・クレーム応対基礎研修（講師：あしぎん総合研究所） H24.12/26～27

［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 ○土曜日開庁 町

・実施（来庁者数） 左記のとおり

　　4/7（15名）4/21（8名）5/19（18名）6/2（14名）6/16（7名）7/7（8名）

　　7/14（11名）8/4(12名）8/18（7名）9/1(20名）9/15(2名) 10/6(12名）

　　　10/20(9名）11/17(6名) 12/1(9名）12/15（15名）1/5(9名) 1/19(12名）

       2/2(11名）2/16(8名） 3/2(11名) 3/16(13名）

○ホームページリニューアル H24.4/1 町

　迅速で充実した情報を提供できるようにホームページのシステム・デザインを変更

○庁舎ホールにパーテーションの設置 H24.4/1 町

具体的行動計画

①

②

具体的行動計画

人材の育成と活用に努
めます

③

ホームページを充実し
ます

行政運営を「管理」か
ら「経営」に転換しま
す

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

②
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自
［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

○収納率向上のための滞納整理

　・動産公売(インターネット）・第1回  45件　（落札43件） H24.5/8～5/10 町

　　　　　　　　　　　　　　 ・第2回　 1件　（落札1件） H24.7/27～7/29 町

　　　　　　　　　　　　　　 ・第3回　27件　（落札17件） H25.1/29～1/31 町

　　　　　　　　　　　　　　 ・第4回　10件　（落札10件） H25.3/5～3/7 町

　・不動産公売       　　　  ・第1回　 4件  （落札1件） H24.8/23 町

　　　　　　　　　　　　　　 ・第2回 　3件  （落札2件） H24.11/21 町

○未申告者に対する申告指導

　・町民税未申告者に対する申告相談週間を設け指導・ 第1回実績 263人の申告受付 H24.5/16～5/22 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・ 第2回実績  38人の申告受付 H24.10/9～10/12 町

○国保税滞納世帯に対する資格者証及び短期保険証の発行

　・資格者証　70世帯　・短期保険証　349世帯 H24.9/21～10/29 町

○廃校跡地の有効活用 町

　・旧山本小学校の貸与　　(株)モード・ライラック 継続

　・旧大羽小学校の貸与　　益子まちづくり(株) 継続

○法定外公共物の売払処分 町

　・法定外公共物の売却　　土地　　28.24㎡ H24.6/4

　　　　　　　　　　　　　土地　　30.74㎡ H24.7/13

③ 企業広告の募集を推進します ○広報紙での広告掲載 H24.4/1 町

④ ○ふるさと納税のPR

　・寄付金　4～3月累計：16名　505,000円（内、職員12名） 町

　・県ホームページへの掲載 通年 県

　・町ホームページへ試算の掲載 通年 町

　・広報誌へ寄付者の掲載 H24.4/1～5/31 町

②

ふるさと納税を推進し
ます

町有財産を有効活用しま
す

③ 庁舎ホールの環境整備
や職員の接客向上を図
ります

具体的行動計画

① 町税の収納率向上及び
適正課税に努めます



　・町ホームページへ寄附金控除額試算シートの掲載 H24.11/22 町

自
［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

○町３役の給与及び管理職手当の削減 H24.4/1～ 町

○限られた財源の有効利用(重点配分） H24.4/1～ 町

・道路維持費（30,000千円）、道路新設改良費（266,355千円）

○医療費の削減・医療制度の理解と協力を得るためのＰＲ H24.4/1～

・広報「ましこ」に掲載（H24.4月.5月.6月.8月号） 左記のとおり 町

○当初予算編成時及び補正予算編成時に繰出金の状況を把握し、事務費に削減等により繰出金
の適正化を図る

H24.7/8 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

○道路整備事業に係る起債ヒアリング（借入予定額16,200千円） H24.5/9 県・町

○振興計画に基づき町債残高の推計 H24.5/31 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

○基金への積立

　・教育振興基金等への積立（292,668円） H24.4/1～5/31 町

　・決算剰余金の積立（200,000千円） H24.6 町

① 基金の充実に努めます

具体的行動計画

① 人件費、物件費及び補
助金の削減に努めます

② 財源の有効利用に努め
ます

③ 特別会計繰出金の適正化
に努めます

具体的行動計画

① 町債の適正管理に努め
ます

具体的行動計画
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