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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

○平成25年度「クルマの休日」　　毎週水曜日を実施日に 通年 町

○エコカーの導入促進 通年 町

○栃木県「平成25年度エコ通勤統一行動週間」への参加 6月・10月 町

○電気自動車リース 通年 町

○エコドライブの普及啓発 通年 町

○栃木発ストップ温暖化アクションへの参加　町職員 7月～9月 町

○産業祭にて、電気自動車の展示・PR 11月 町

○住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度 通年 町

　・申請件数 3月末累計　92件

　　［4月］ 17件   　 ［7月 ］17件 　　［10月］ 1件　 　 ［1月］ 2件

　　［5月］  9件　　　［8月］  0件 　　［11月］ 0件　　  ［2月］ 0件

　　［6月］  8件　　　［9月］ 19件　　 ［12月］19件  　　［3月］ 0件

③ ○ペレットストーブのPR 通年 町

1

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



［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 通年 町

　・実績　 4月計　　　 5人槽：5基　7人槽：8基　10人槽：0基  合計13基

　・実績　 5月計　　　 5人槽：10基　7人槽：8基　10人槽：2基  合計20基

　・実績　 6月計　　　 5人槽：8基　7人槽：2基　10人槽：1基  合計11基

　・実績　 7月計　　　 5人槽：12基　7人槽：6基　10人槽：0基  合計18基

　・実績　 8月計　 　　5人槽：2基　7人槽：4基　10人槽：0基  合計6基

　・実績 　9月計　 　　5人槽：5基　7人槽：2基　10人槽：0基  合計7基

　・実績　10月計　 　　5人槽：4基　7人槽：2基　10人槽：1基  合計7基

　・実績　11月計　　　 5人槽：0基　7人槽：0基　10人槽：0基  合計0基

　・実績　12月計　 　　5人槽：5基　7人槽：2基　10人槽：0基  合計7基

　・実績　 1月計　 　　5人槽：1基　7人槽：1基　10人槽：0基  合計2基

　・実績　 2月計　　　 5人槽：0基　7人槽：0基　10人槽：0基  合計0基

　・実績 　3月計　 　　5人槽：0基　7人槽：0基　10人槽：0基  合計0基

　・実績　3月末累計　  5人槽：52基　7人槽：35基　10人槽：4基  合計91基

② ○小貝川クリーン大作戦の実施 H25.7/13 町

○自治会等による河川環境保全活動

　・百目鬼川をきれいにする会が益子環境Weeks期間中に百目鬼川のごみ拾い等を実施 H25.5/12  6/9 百目鬼川をきれいにする会

　・益子里山の会（河川部会）が益子環境Weeks期間中に百目鬼川への有用微生物群投入活動を実施 H25.5/20 益子里山の会（河川部会）

　・内町・栗崎自治会が百目鬼川の土手の除草作業を実施（町は協力） H25.7/7 内町・栗崎自治会

　・新町・田町・内町・栗崎・城内・サヤド自治会、町環境基本計画推進委員会及び町がふるさとの川
（百目鬼川
　　及びサヤド川）の土手及び河床の一斉除草作業を実施

H25.8/31 百目鬼川・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の土手及び河床の除草作業を実施（町は協力） H25.9/1 一の沢自治会

　・西明寺自治会が百目鬼川の土手の除草作業を実施（町は協力） H25.10/20 西明寺自治会

③ ○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（事業完了） H23

　※今後は、益子町第2次環境基本計画に基づき同種のイベントを企画・開催予定

2

河川に関するイベントを開催
します

益子ふるさとの川委員会
益子里山の会

美

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



［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

① ○生ごみ処理機等設置補助金の利用状況 通年 町民（処理機設置者）

　3月末累計  密閉式5件/7個　埋込式58件/66個　乾燥式26件/26個　バイオ式2件/2個

　　　［4月］ 密閉式 0件/0個　埋込式 5件/ 5個　乾燥式 2件/ 2個　バイオ式 0件/0個

　　　［5月］ 密閉式 0件/0個　埋込式 6件/ 7個　乾燥式 3件/ 3個　バイオ式 0件/0個

　　　［6月］ 密閉式 0件/0個　埋込式 6件/ 7個　乾燥式 1件/ 1個　バイオ式 0件/0個

　　　［7月］ 密閉式 0件/0個　埋込式 2件/ 2個　乾燥式 3件/ 3個　バイオ式 0件/0個

　　　［8月］ 密閉式 0件/0個　埋込式 3件/ 3個　乾燥式 3件/ 3個　バイオ式 0件/0個

　　　［9月］ 密閉式 1件/1個　埋込式 3件/ 3個　乾燥式 3件/ 3個　バイオ式 0件/0個

　　　［10月］密閉式 1件/1個　埋込式 4件/ 4個　乾燥式 0件/ 0個　バイオ式 1件/1個

　　　［11月］密閉式 1件/2個　埋込式 0件/ 0個　乾燥式 3件/ 3個　バイオ式 1件/1個

　　　［12月］密閉式 2件/3個　埋込式 2件/ 2個　乾燥式 0件/ 0個　バイオ式 0件/0個

　　　［1月］ 密閉式 0件/0個　埋込式  3件/3個　乾燥式 1件/ 1個　バイオ式 0件/0個

　　　［2月］ 密閉式 0件/0個　埋込式　5件/5個　乾燥式 1件/ 1個　バイオ式 0件/0個

　　　［3月］ 密閉式 0件/0個　埋込式　19件/25個　乾燥式 6件/ 6個　バイオ式 0件/0個

○生ごみ堆肥化モニター制度の実施 H25.6/9～ 町民（モニター）

・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」を募集し、堆肥化の普
及を図る
（20名の参加）

ＥＭネットましこ町

○生ごみ処理量（モデル地区分）　・実績　3月末累計　212,259kg 通年

　　［4月］ 15,766kg  　［7月］ 16,679kg 　［10月］18,415kg  ［1月］19,270kg

　　［5月］ 16,459kg　　［8月］ 19,666kg 　［11月］17,774kg　［2月］17,418kg

　　［6月］ 16,588kg　　［9月］ 16,112kg　 ［12月］18,605kg　［3月］19,507kg

3

美

具体的行動計画

生ごみの堆肥化と有効利用を
進めます



［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

美

具体的行動計画

① ○事業所での生ごみリサイクル

・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。

通年 事業者・町

　　①芳賀町内　(有)ドンカメ（民営）での処理量　・3月末累計　8,640㎏

　　［4月］ 675kg 　　 ［7月］ 750kg 　 　［10月］　775㎏　 ［1月］　565㎏

　　［5月］ 790kg　　　［8月］ 500kg  　　［11月］　785㎏　 ［2月］ 660kg

　　［6月］ 415kg　　　［9月］ 560㎏　　　［12月］　1,405㎏ ［3月］ 760kg

　　②茂木町内　美土里館（町営）での処理量　　　・3月末累計　39,330㎏

　　［4月］ 3,605kg    ［7月］ 3,840kg  　［10月］3,565㎏ 　［1月］2,650㎏

　　［5月］ 4,615kg　　［8月］ 3,840kg  　［11月］2,665㎏　 ［2月］2,130kg

　　［6月］ 3,645kg　　［9月］ 3,780kg　　［12月］2,595㎏　 ［3月］2,400kg

　　制度説明・3地区ごとに分かれて情報交換（地域農業の現状と今後のあり方、改善策等）

○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 通年 町民

　第1四半期（4-6月）　交付団体 65団体／回収重量 185,585㎏／奨励金 1,298,930円 町

　第2四半期（7-9月）　交付団体 63団体／回収重量 178,615㎏／奨励金 1,250,140円 町

　第3四半期（10-12月）交付団体 63団体／回収重量 184,553㎏／奨励金 1,291,700円 町

　第4四半期（1-3月）  交付団体 64団体／回収重量 167,351㎏／奨励金 1,171,300円 町

○マイバック推進運動の啓発　　広報、お知らせ版、ホームページに掲載 H25.6/1～H25.10/31 町

○マイバックの販売（完売） H25.9/25 完売 町

○マイバックキャンペーンの広報掲載（広報10月号・お知らせ版10月上半期号） 町
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② 資源物の回収運動を進めます

③ ごみの減量化を推進します

生ごみの堆肥化と有効利用を
進めます



［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6箇所 H25.5～H26.3 管理団体

○野生獣被害軽減のための里山林整備（管理）　町内13箇所 H25.5～H26.3 管理団体

○地域で育み未来につなぐ里山林整備（整備）

　前沢・赤法花町有林　　　Ａ＝7.3ha　除伐、刈り払い H26.1/7～H26.3/20 町

○野生獣被害軽減のための里山林整備（整備）

　①長堤八幡地区　　　　Ａ＝5.0ha　除伐、刈り払い H25.12/27～H26.3/20 町

　②小泉本田地区　　　　Ａ＝1.3ha　除伐、刈り払い H25.12/2～H26.2/24 町

② ○前沢北山町有林遊歩道整備

H25.10～H26.3 町

5

美

具体的行動計画

元気な森づくり事業を進めま
す

町有林の有効活用を進めます

・前沢北山町有林の尾根部分に遊歩道（幅員2ｍ、延長950ｍ）を整備し、地域で気軽に景色を楽しめる
ような自然環境を整える。



［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

美

具体的行動計画

○耕作放棄地解消地選定会議

　益子町耕作放棄地解消対策補助金交付申請受付　1件（14a）21,000円 H25.10/28

○農地、水路等の保全活動 H25.4～ 農地、水活動組織

　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

○人・農地プラン策定 町

・人と農地の問題を解決するために、農業者の意向等の変化、地域の話し合いなどを通して5年後・
10年後に即した「人・農地プラン」を目指す。

・制度周知パンフレット作成及び配布（約1,200枚） H25.9/3

・認定農業者及び農業委員との意見交換会テーマ「人・農地プラン」 H25.11/20

　　制度説明・3地区ごとに分かれて情報交換（地域農業の現状と今後のあり方、改善策等）

　　新規就農者、リタイア農家の情報提供依頼

・第１回「人・農地プラン」検討会　出席者12名　農地集積協力金申請関係1件 H25.9/26

・第２回「人・農地プラン」検討会  出席者12名　農地集積協力金申請関係0件 H26.3/3

・農政協力員会議 H26.2/21

  「人・農地プラン」制度説明、地籍集積図の配布（協力員64名）・活用依頼、座談会の開催（依
頼）   平成26年度プラン更新時に反映予定

・「人・農地プラン」説明会　　西明寺地区 H26.1/22

〇経営体育成基盤整備（益子西部地区）　19.8ha H25.4/1 県

④ ○「緑の募金」緑化ボランティア助成事業 H25.6～H25.10 荒町みどり会

○「緑の募金」市町村緑づくり推進事業（町内小中学校５校） H25.4/2～H26.2/28 益子町緑化推進委員会

○ 益子町産業祭苗木配布 H25.11/23 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 H25.12～H26.1 益子里山の会
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③ 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

花木による景観づくりを進め
ます



［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：22団体 通年 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 H25.4～9 町ぐるみ協議会

・参加団体：　一般の部（29団体）　学校の部（16団体）

・花いっぱい運動コンクール第１次審査 H25.7/30 町ぐるみ協議会

・花いっぱい運動コンクール第２次審査 H25.8/30 町ぐるみ協議会

　　審査結果　最優秀賞：前沢自治会　優秀賞：大和田自治会、大郷戸自治会

　　　　　　　　奨励賞：星の宮自治会、小泉本田自治会、田中自治会

・花いっぱい運動コンクール表彰式 H25.12/13 町ぐるみ協議会

○フラワーボランティア活動　　会員：78名 通年 花のまちづくり実行委員会

・ひまわりの播種作業 H25.6/8 花のまちづくり実行委員会

・ビオラの播種作業 H25.9/21 花のまちづくり実行委員会

・フラワーボランティア研修 H26.2/7 花のまちづくり実行委員会

・マリーゴールドの播種作業 H26.2/15 花のまちづくり実行委員会

② ○いきいき講座町民編

・簡単押し花教室 H25.10/2 生涯学習協議会

③ ○コンテナガーデンコンテストの開催 H25.6/7～6/9 花のまちづくり実行委員会

　　出展数 27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10ha  来場：約45,000人 H25.8/10～8/25 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13ha　来場：約30,000人 H25.10/5～10/20 花のまちづくり実行委員会

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
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［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 ○12ヶ月児健康相談時講話「1日の生活リズムと朝ごはん」 町

　・実施日：4/19　5/23  6/21  7/26  8/23  9/27  10/25  11/22  12/13  1/24 左記のとおり

  　　　　　2/21  3/14

○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

　・実施日：6/14  9/19  12/11  3/7

② ○4ヶ月健診時講話「離乳食のすすめ方」 町

　・実施日：4/22　5/27  6/27  7/22  8/26  9/30  10/28  11/25  12/16  1/30 左記のとおり

 　　　　　 2/24  3/24

○あじさい会（糖尿病友の会）調理実習 あじさい会・町

　・実施日：4/19  5/13  7/19　8/9  9/20　10/18　11/22　12/20　1/17　2/21　3/14 左記のとおり

○お父さんの台所塾（男性料理教室） 町

　・実施日：4/18  6/20  8/22  10/17  12/19  2/20 左記のとおり

○食生活改善推進員「食育ソムリエ」養成講座 町

　・実施日：6/11  6/18  7/2  7/17  8/7  10/2  10/30  11/9  11/10  1/29 左記のとおり

○ウォーキング教室時栄養講話 H25.5/21 町

○離乳食教室　　・実施日：4/23  7/18  10/16  1/22 左記のとおり 町

○メンズキッチン（男性料理教室）　　　・実施日：5/8  7/10  9/11  11/13  1/8  3/12 左記のとおり 町

○高血圧予防教室　　　・実施日：9/18  10/10  11/28 左記のとおり 町・食生活改善推進員

○メタボ予防料理試食配布　　　・実施日：10/21  2/3 左記のとおり 町

8

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



［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

健

具体的行動計画

〇食育・栄養指導等 左記のとおり 町

・田野小学校　　6/7（1年生）7/12（4年生）

・益子小学校　　6/28（5年生）10/22（1年生）11/2（5年生）11/6（3年生）12/13（5年生）
　　　　　　　　2/1（全児童）

・益子西小学校　6/ 5（4年生）8/ 4（2年生）10/16（5年生）11/18（6年生）

・七井小学校　  6/26（5年生）7/ 2（5年生）10/11（やまぶき）11/2（4年生）11/7（2年生）

　　　　　　　  11/13（6年生）11/19（やまぶき）1/22（1年生）2/12（3年生）

・田野中学校　　7/ 1（2年生）7/ 5（1年生）

・益子中学校　　7/ 3（1年生）10/29（3年生）12/14（1年生）

・七井中学校　　7/17（2年生）11/13（1年生）11/25（全生徒）

○幼保小中学校家庭教育学級

・田野保育園　12/18、益子保育園　10/19、みどり保育園　6/15、七井保育園　12/7 左記のとおり 各家庭教育学級

　やわらぎ保育園8/24、たから幼稚園　1/22、七井幼稚園　11/14

・田野小学校　8/4、益子小学校　12/14、益子西小学校　11/16、七井小学校　7/3

・田野中学校　8/24、七井中　11/18

9



［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 〇特別支援学級料理教室

　益子小　　・実施日：5/20  10/9  2/6   左記のとおり 食生活改善推進員

　益子西小　・実施日：7/8  12/2  2/13 左記のとおり 食生活改善推進員

　七井小　　・実施日：6/20　12/13　3/6  左記のとおり 食生活改善推進員

○おやこの食育教室 H25.7/31 食生活改善推進員・町

② ○益子賑わい夕市の開催 益子町農畜産物復興協議会

　実施日：7/1　9/2　11/11　1/20　3/3

10

   健

具体的行動計画

身近な食材を調理して食べま
す

新鮮な食材を地域に提供しま
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：　（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 ○総合型地域スポーツクラブの各種スポーツ教室の開催と情報提供 通年 ましこチャレンジクラブ

・年間プログラム19種目、短期プログラム9種目

○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46名 H25.5/11～7/13 町教育委員会

○少年スポーツ教室の開催（対象：小中学生、指導者）

　①野球教室　　　　　　　　参加者：161名 H25.12/1 町体育協会

　②剣道教室　　　　　　　　参加者：50名 H25.12/14 〃

　③柔道教室　　　　　　　　参加者：33名 H25.12/15 〃

　④サッカー教室　　　　　　参加者：193名 H25.12/23 〃

　⑤バレーボール教室        参加者：79名 H26.1/18 〃

　⑥卓球教室　　　　　      参加者：61名 H26.2/22～23 〃

　⑦バドミントン教室　　　　参加者：46名 H26.3/1 〃

　⑧ソフトテニス教室　　　　参加者：94名 H26.3/1 〃

　　② ○スポーツ大会開催への支援

・スポーツ少年団関係　学童野球 H25.4月.6月.9月 町野球連盟

　　　　　　　　　　　バレーボール H25.4．11月 町スポーツ少年団

         　　　　　   サッカー H25.8 町サッカー協会

　　　　　　　　　　　卓球 H25.9 町体育協会

・一般の部　　　　　　町民野球 H25.4月.5月.10月 町野球連盟

　　　　　　　　　　　バレーボール H25.4月.9月 町バレーボール協会

　　　　　　　　　　　婦人バレーボール H25.5月.7月.11月 〃

　　　　　　　　　　　ソフトボール H25.5月.9月 町ソフトボール協会

　　　　　　　　　　　バドミントン H25.9 町バドミントン協会

　　　　　　　　　　　ゲートボール H25.6 町体育協会

　　　　　　　　　　　ソフトバレーボール H25.6月.9月 ソフトバレーボール愛好会

　　　　　　　　　　　弓道 H25.11 町体育協会

　　　　　　　　　　　グラウンドゴルフ H25.11 町体育協会

　　　　　　　　　　　ターゲットバードゴルフ H25.11 町体育協会

・郡市民体育祭（19種目）の開催への支援 H25.8 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支援 H25.9 芳賀郡市体育協会

・町駅伝競走大会　　町内特設コース　参加：50チーム H25.11/10 町体育協会

・町スポーツ交流会　参加：459名 H25.12/7 生涯学習推進協議会・町教育員
会・チャレンジクラブ 11

健

具体的行動計画

スポーツ教室に参加します

スポーツ・レクリエーション
大会に参加します



［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：　（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運営委員会の開催

・運営委員会（第2回）入会状況と各教室の運営について　　　［4月末］会員数361人 H25.4/11 ましこチャレンジクラブ

　　　　　　（第3回）会員参加者状況について　　　　　　　［5月末］会員数418人 H25.5/9 〃

　　　　　　（第4回）来期事業計画、賛助会員募集について　［6月末］会員数458人 H25.6/13 〃

　　　　　　（第5回）会員参加者状況、賛助会員状況について［7月末］会員数463人 H25.7/11 〃

　　　　　　（第6回）低調教室,スポーツ交流会について　　 ［8月末］会員数470人 H25.8/8 〃

　　　　　　（第7回）低調教室,10月広報誌について　　　　 ［9月末］会員数490人 H25.9/5 〃

　　　　　　（第8回）スポーツ交流会、来季事業計画について［10月末］会員数506人 H25.10/3 〃

　　　　　　（第9回）来季事業計画について、スポーツ交流会［11月末］会員数524人 H25.11/7 〃

　　　　　　（第10回）２５年度収支、２６年度予算について ［12月末］会員数524人 H25.12/5 〃

　　　　　　（第11回）２６年度事業について　　　　　　　 ［1月末］ 会員数546人 H26.1/9 〃

　　　　　　（第12回）２６年度事業について　　　　　　　 ［2月末］ 会員数546人 H26.2/6 〃

　　　　　　（第13回）２６年度総会について　　　　　　　 ［3月末］ 会員数546人 H26.3/6 〃

・クラブ広報誌の発行（毎月1日発行）各月 6,500部 通年 ましこチャレンジクラブ

・第１回ましこチャレンジクラブ指導者・種目代表者会議 H25.7/29 〃

・第２回ましこチャレンジクラブ指導者・種目代表者会議 H26.2/6 〃

② ○スポーツ少年団の活動（9種目20団体）への支援 通年 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参加団体活動への支援 通年 各団体（チーム）

　　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、陸上、

　　ソフトテニス、テニス、ソフトボール、水泳、バスケット、相撲、弓道

○生涯学習自主教室（スポーツ関係）の活動への支援 通年 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 通年 各サークル

　　新体操、筋力元気アップ、卓球愛好会、ショートテニス、ソフトバレーボール

12

健

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

自主グループ（サークル、団
体）に積極的に参加します



［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

① ○総合型地域スポーツクラブ事業（わが町益子を歩こう会）

　・根本山お花見コース　　参加：35名 H25.4/14 ましこチャレンジクラブ

　・益子の森新緑コース　　参加：29名 H25.5/12 〃

　・西明寺コース　　　　　参加：26名 H25.6/9 〃

  ・霞ヶ浦コース　　　　　参加：35名 H25.7/14 〃

　・大羽コース　　　　　　参加：36名 H25.8/11 〃

　・前沢コース　　　　　　参加：23名 H25.9/8 〃

　・コスモスコース　　　　参加：23名 H25.10/13 〃

　・大郷戸ダムコース　　　参加：24名 H25.11/17 〃

　・安善寺コース　　　　　参加：32名 H25.12/7 〃

　・新春初詣コース　　　　参加：30名 H26.1/12 〃

　・筑波山梅林コース　　　参加：33名 H26.3/16

○歩け歩け大会　前日光牧場周辺（鹿沼市）　参加：174名（内、町民参加145名） H25.5/18 町

○健康ウォーキング教室 町

　・実施日：5/21  5/28  6/4  6/13  10/24 左記のとおり

② ○益子健康クラブ 益子健康クラブ・町

・実施日：4/9  5/14  6/11 7/9  8/6  9/10  10/8  11/12  12/10  1/14  2/4  3/11 左記のとおり

○総合体育館トレーニング室利用者講習会の開催 町教育委員会

・実施日：4/10  5/17  6/5  7/18  8/7  9/6  10/11  11/13  12/10  1/8  2/5  3/7　 左記のとおり

・昼の部（年２回）：5/11  7/6

○筋力元気アップ教室　 毎月第2.第4金曜日 ましこチャレンジクラブ

○メタボリック症候群運動教室  町

・実施日：10/17  1/28 左記のとおり

○食生活改善推進員　運動教室  町・食生活改善推進員

　・実施日：5/24  10/2 左記のとおり

13

健

具体的行動計画

１日10,000歩を目指します

継続的な筋力アップに努めま
す



［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

・益子町地域公共交通会議幹事会［構成委員］20名　副町長・関係部課係長

　　第1回：生活交通ネットワーク計画（案）について他　　　出席：19名 H25.5/28

　　第2回：利用アンケート結果、デマンドタクシー愛称について他　出席：19名 H25.12/6

・益子町地域公共交通会議［構成委員］27名　町長 他関係職員・議長・住民代表 他

　　第1回：事業評価（書面決議）　　　　　　　　　　　　　承認：27名 H25.4/26

　　第2回：生活交通ネットワーク計画（案）について他　　　出席：19名 H25.6/18

　　第3回：利用アンケート結果、デマンドタクシー愛称について他　出席：25名 H25.12/18

　　第4回：利用状況、H26交通会議予算について他　　　　　出席：22名 H26.3/20

・デマンドタクシー利用アンケート H25.10/4

・デマンドタクシー愛称募集 H25.10/4

　　選考結果：愛称「ひまわり号」 H25.12/18

　　愛称「ひまわり号」　広報「2月号」に記事掲載 H26.2/1

・デマンドタクシー利用登録者延べ人数・月利用者数　

［4月末］ 登録 2,117名　　　　　　 利用 　850名

［5月末］ 登録 2,137名（+20）　　　利用 　842名

［6月末］ 登録 2,171名（+34）　　　利用 　815名

［7月末］ 登録 2,199名（+28）　　　利用 　916名

［8月末］ 登録 2,229名（+30）　　　利用 　919名

［9月末］ 登録 2,259名（+30）　　　利用　 833名

［10月末］登録 2,296名（+37）　　　利用 1,075名

［11月末］登録 2,321名（+25）　　　利用   934名

［12月末］登録 2,339名（+18）　　  利用 1,078名

［ 1月末］登録 2,362名（+23）　　  利用   834名

［ 2月末］登録 2,408名（+46）　　  利用   903名

［ 3月末］登録 2,429名（+21）　　  利用 1,034名

○人とモノの出会いの場として、「益子さんぽ市」　　　  来場者：11,800人(主催者発表）   H25.9/14～9/16
(15､16台風のため中止)

益子町さんぽ市実行委員会

○みんなのつどいｉｎましこ H25.12/15 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」 H25.12/7 生涯学習推進協議会 14

健

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



［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

健

具体的行動計画

○健康福祉まつり H25.11/9

・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、ﾏｯｻｰｼﾞコーナー、
　　　　　　　ひまわり募金活動、福祉機器・福祉車両展示コーナー、昔遊びｺｰﾅｰ、
　　　　　　　とれたて野菜、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）

○地区ぐるみ体育祭の開催（北部地区ぐるみ体育祭は、悪天候により中止）

・南部地区ぐるみ体育祭 H25.8/18 南部地区ぐるみ協議会

・中部地区ぐるみ体育祭 H25.10/13 中部地区ぐるみ協議会

○駅伝大会の開催　　町内特設コース　参加：50チーム H25.11/10

○いきいきクラブ活動（育児サークル（モンチッチ）との交流）
　毎週水曜日・金曜日

通年 健康福祉まつり実行委員会
（益子町社会福祉協議会）

○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 H25.4～H26.3 自治会

　・16自治会へ交付

15

② 身近な地域のつどいを大切に
します



［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

○家庭教育学級で食育講座の実施 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　 通年 教育委員会

　・登録数  86名

　・活動状況　交差点での立哨、通学路巡回パトロール、下校時の見守り

16

健

具体的行動計画

① 未来を担う子どもたちをみん
なで見守り育てます。



［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

○企画展　セント・アイヴス友好都市締結記念　特集展示 Ｈ25.4/1～ 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：　467人

○企画展　益子町名誉町民章受章記念　「島岡達三展」　　　　　入館者：7,727人 Ｈ25.4/21～7/21 文化のまちづくり実行委員会

　　　　　　－東京工業大学博物館所蔵　中澤コレクション－

　　　　　　【オープニングセレモニー】　　出席者：130人 H25.4/20

○企画展　新収蔵品を中心に　「コレクション展」　　　　　　　入館者：1,301人 Ｈ25.8/3～9/4 文化のまちづくり実行委員会

○企画展　益子＆セント・アイヴス友好都市締結記念　　　　　　入館者：4,149人 Ｈ25.9/15～11/28 文化のまちづくり実行委員会

　　　　　「ＬＥＡＣＨ　ＳＣＯＯＬ」現代に息づく英国リーチ派の陶芸家たち

　　　　　　【オープニングセレモニー】　　出席者：98人 H25.9/14

○企画展　「土の姿」展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入館者：4,859人 H25.12/8～H26.3/30 文化のまちづくり実行委員会

　　　　　　【オープニングセレモニー】　　出席者：44人 H25.12/7

　　　　　　・ギャラリートーク「原始の美、祈りの形-美術館で縄文土器を語る」 H26.2/23

　　　　　　　講師：上野修一 氏（栃木県立博物館学芸部長）　入館者：143人

○企画展　「笠間×益子　新世代のｅｎｅｒｇｙ」　　　　　　 入場者：166人 H26.3/29～30  益子陶芸美術館

○作品展示　第６回益子町小中学校・高校陶芸展（作品審査） H25.11/13 益子町教育委員会

　　　　　　第６回益子町小中学校・高校陶芸展（作品展示）　 入館者：2,069人 H25.11/20～H26.1/26 益子町教育委員会

　　　　　　第６回益子町小中学校・高校陶芸展（表彰式） H25.12/14 益子町教育委員会

○作品展示　第４５回伝習生・研究生卒業作品展　　　　　　　 入場者：1,018人 H26.3/11～23 窯業技術支援センター

○（ミニギャラリー）作品展示「濱田窯展」 Ｈ25.4/1～14 益子焼販売店組合

○（ミニギャラリー）作品展示「島岡達三一門展　パートⅠ」 Ｈ25.4/21～5/19 益子焼販売店組合

　　　　　　　　　　　　　　「島岡達三一門展　パートⅡ」 Ｈ25.5/21～6/16 益子焼販売店組合

　　　　　　　　　　　　　　「島岡達三一門展　パートⅢ」 Ｈ25.6/18～7/21 益子焼販売店組合

○（ミニギャラリー）作品展示「石嶋哲彦展」　日本陶芸展優秀作品賞・文部科学大臣賞受賞記念 Ｈ25.8/3～9/4 益子焼販売店組合

○（ミニギャラリー）作品展示「益子焼伝統工芸士展　パート１」 H25.9/15～10/27 益子焼販売店組合

　　　　　　　　　　　　　　「益子焼伝統工芸士展　パート２」 H25.10/29～H26.1 益子焼販売店組合

○（ミニギャラリー・サロン）作品展示「ましこの陶雛展」・「吊るし雛」 H26.2/1～3/2 益子焼販売店組合/町民

○（ミニギャラリー）作品展示「益子原土器～益子焼の新たな伝統を築く第一歩～」 H26.3/4～23 益子焼販売店組合

○（ミニギャラリー）作品展示「新伝統工芸士５人展」 H26.3/25～30 益子焼販売店組合

○（サロン）　　　　作品展示「笠間×益子　新世代のｅｎｅｒｇｙ」 H26.3/29～30 益子焼販売店組合
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文

具体的行動計画

① 交流、学び、発信の「システ
ム」を強化します



［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

文

具体的行動計画

○（美術館第3展示室）4年1.2.3組社会科見学学習展示「I LOVE 栃木県（益子編）」 H25.4/2～7 宇都宮大学教育学部附属小学
校

○（美術館第3展示室）益子町名誉町民章授与式・寄附贈呈式 H25.4/20 町

○（美術館中庭）益子町名誉町民章授与式　太鼓演奏会 H25.4/20 天人疾風の会

○（美術館中庭）コンテナガーデンコンテスト　　　花木作品展示 Ｈ25.6/7～15 ましこ花のまちづくり実行委員会

○（美術館中庭）クリスマスコンサート　　　　　　歌：鈴木初枝、伴奏：見目恭江 H25.12/22 文化のまちづくり実行委員会

○旧濱田庄司邸

　・小春丸花器展示 Ｈ25.4/27～30 小春丸益子花組

　・メッセ茶会　実施日：4/14、5/3～5/4、6/9、7/14、9/1、10/13、11/2～3、 益子町茶華道協会

　・リーチスクール展講演会「東と西の結婚」のヴィジョン：バーナード・リーチの生涯と芸術 H25.9/29 文化のまちづくり実行委員会

　　　　　　　　　　講師：鈴木禎宏 氏（お茶の水女子大学准教授）

　・第４回益子の雛めぐり「雛段飾り」 H26.2/1～3/2 益子の雛めぐり実行委員会

○研修館　益子町茶華道協会総会 H25.4/14 益子町茶華道協会

○研修館　地域伝統産業伝承活動会 H25.6/5 二葉幼児園

○研修館　焼物づくりを通じたものつくり土台形成プロジェクト H25.10/22 東京工業大学

○研修館　益子町教頭会研修 H25.10/31 町教頭会

○研修館　第６回女性講座研修 H25.11/13 町

○研修館　第６回益子町小中学校・高校陶芸展（表彰式） H25.12/14 益子町教育委員会

○研修館　平成25年度益子焼伝統工芸士認定証伝達式 H26.3/26 益子焼協同組合

○登り窯　第19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） Ｈ25.8/30～9/15
益子町商工会「ましこの炎まつり」実行

委員会

○陶芸工房　「伝統工芸士会イベント作品焼成」 H25.11/13～30 益子焼伝統工芸士会

○陶芸工房　「東工大ＰＯＴＴＥＲＹ ＣＡＭＰ」　ロクロ作品制作 H25.12/22～24 東京工業大学

○登り窯　　「東工大ＰＯＴＴＥＲＹ ＣＡＭＰ」　釉掛け、焼成 H26.3/25～28 東京工業大学
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［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

文

具体的行動計画

○駐車場　第5回益子さんぽ市 Ｈ25.9/14～16
陶の里・道祖土

益子さんぽ市実行委員会

○協力　　2013栃木県立自然公園スタンプラリー H25.9/21～12/25 宇都宮市経済部観光交流課

○協力　　”とちぎ発”ストップ温暖化アクション H25.11/1～H26.3/31 栃木県環境森林部地球温暖化対策課

○協力　　栃木県観光地点パラメータ調査　H25.6/30、8/25、11/9、H26.2/16 栃木県産業労働観光部

○協力　　益子感謝祭 H26.3/22～24 益子感謝祭実行委員会

○協力　　栃木県文化振興大会 H26.2/8 町

○Mashikoアーティスト・イン・レジデンスに関するヒアリングの会　参加者：19名 Ｈ25.5/9 町

○「益子国際工芸交流館」の意見交換会　　　　　　　　　　　　　 参加者：17名 Ｈ25.6/20 町

○「益子国際工芸交流事業」の意見交換会　　　　　　　　　　　　 参加者： 3名 Ｈ25.7/31 町

19



［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 〇平成26年度開催予定の新生益子陶芸展（仮称）の準備 未実施 文化のまちづくり実行委員会

                                                                                                                      　　　［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（ホーム（英国）） H26.1/12～14 益子焼販売店組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　［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 ○文化財ガイド養成講座受講者募集　　応募者　27名 H25.8～H26.2

第１回養成講座「益子の里山について」　　　　　　　　　　　　　参加者：30名 H25.8/10

第２回養成講座「山本の文化財について」　　　　　　　　　　　　参加者：30名 H25.8/17

第３回養成講座「安善寺・円通寺について」　　　　　　　　　　　参加者：29名 H25.9/21

第４回養成講座「中世　下野の国と武士団」　　　　　　　　　　　参加者：29名 H25.9/28

第５回養成講座「安善寺までウォーキング・芳賀富士へ登ろう」　　参加者：21名 H25.10/19

第６回養成講座「ましこ里山芸術祭へむけて」　　　　　　　　　　参加者：11名 H25.10/31

第７回養成講座「藍染めと手仕事職人」　　　　　　　　　　　　　参加者：19名 H25.12/7

第８回養成講座「陶芸メッセの見方について」　　　　　　　　　　参加者：31名 H25.12/21

第９回養成講座「茅葺き屋根の茅替えにまつわる風習」　　　　　　参加者：22名 H26.1/18

第１０回養成講座「浄土庭園を持つ寺院～樺崎寺と地蔵院」　　　　参加者：降雪のため中止 H26.2/8

第１１回養成講座「浄土庭園を持つ寺院～樺崎寺と地蔵院」　及び閉講式　　　　　　参加者：22名 H26.2/23

○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。

通年
毎月第2土曜日実施

町（観光協会）益子かたりべの会

20

具体的行動計画

文化財をいかした体験プログラム
をつくります

益子町文化遺産活用実行委員会

文

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



［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

○町指定民俗文化財振興交付金の交付　　9件 H25.5 町

○民俗文化財振興交付金の交付　　　 　11件 H25.5 町

② ○『ましこ里山芸術祭』開催

関東ふれあいの道を利用し、円通寺、安善寺において、文化財ライブを実施 H25.11/16

円通寺：大沢里、下町こどもお囃子連によるお囃子の披露

　　　　下町、後町の山車の披露

　　　　江戸あやつり人形劇芝居（結城座：「綱館」）　　　参加者：200名

安善寺：七井幼稚園児による、『安善寺物語』朗読

　　　　里山モデル地区づくり実行委員による、里山保全の活動内容紹介

　　　　落語（春風亭小朝：「源平盛衰記」）　　　　　　　参加者：300名

町民会館：田野地区のこどもお囃子連によるお囃子披露 H25.11/20

　　　　　天人疾風の会による和太鼓演奏披露

　　　　　語り舞台（市川海老蔵：「平家物語」）

          津軽三味線演奏（上妻宏光）　　　　　　　　　　参加者：998名

　　　　　

                                           　　  　［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

土祭を開催します ○ 渋谷ヒカリエ展示・ＰＲ活動　　 町

・EARTH ART MASHIKO H25.5/29～6/1

21

文

具体的行動計画

① 伝統文化を後世に引き継ぐ人
たちを支援します

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実行委員会

①

具体的行動計画



［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

○「益子で第九を歌おう会」合唱練習　 団員　150名

　4 /11（木）25（木）　　　　　参加者： 138名・115名

　5 / 9（木）23（木）　　　　　参加者： 108名・109名

　6 /13（木）27（木）  　　　　参加者： 111名・ 92名

　7 /11（木）25（木） 　　　 　参加者：　93名・ 61名

　8 / 1（木） 8（木） 22（木） 参加者：　99名・ 95名・ 98名

　9 /12（木）26（木）　　　　　参加者：　93名・ 94名

　10/10（木）24（木） 　　　 　参加者： 103名・ 93名

　11/14（木）28（木）　　　  　参加者：  88名・103名

　12/ 5（木）12（木）　　　　　参加者：　100名・112名

　12/15（日）　益子町音楽祭に出演し、合唱披露　　　118名

○『第13回Music Love Fiesta in Mashiko』（アマチュアバンドコンサート） H25.8/25

　　参加者募集　6/9～7/12　　　 応募者： 14組

　　コンサート実施　 8/25       来場者：209名

○ 益子町音楽祭 町

　・ジュニア音楽祭　　　　　　出場者数：9団体　　　来場者：430名 H25.10/12

　・陶の郷音楽祭　　　　　　　出場者数：5団体  　  来場者：490名 H25.12/15

　　　　　　　　　　　　　　　ミニコンサート（トリオ・テッフェライ）
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ミュージック・ラヴ・フェス
タｉｎましこ実行委員会

文

具体的行動計画

① 音楽愛好者の発表の場をつく
ります

「益子で第九を歌おう会」実
行委員会

H25.4～12月まで
第2.4木曜日



［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

① 〇実施要項を広報５月号、お知らせ版5月下半期号、に掲載したほか、町内各施設及び県内カメラ店へ
要項追加分送付

H25.5 町

○コンテスト審査員候補者に内諾を得る（大手義雄、山本武志、御代田信至） H25.6 町

・写真受付　  59人　230点 H25.8 町

・審査会 　 　大賞1点、特選3点、入選10点、佳作20点　決定 H25.9 町

・写真集の発行、表彰式 H26.3 町

・入賞作品の展示 H26.3～H26.5 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　［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） 通年 教育委員会

○指導助手配置事業　10名配置（小学校6名、中学校3名、適応指導教室1名） 通年 教育委員会

○中学生海外派遣事業 イギリス H25.11 教育委員会

・町内中学2年生12名、引率者2名を11月8日～11月16日の9日間派遣

・派遣事業充実のためホームステイを4泊とし、派遣期間を1日延長

○外国語活動推進委員会の開催（年5回） H25.5.7.10.12.2月 教育委員会

・教員対象の外国語活動研修会の開催 H25.7月.8月 

・外国語活動授業訪問と指導案の作成 通年

・研究授業(小学校）公開 11月.2月

　・中学校教員が研究授業を参観(小・中連携） 2月 3月

○イングリッシュキャンプの開催　会場　栃木県芳賀青年の家　参加者　小学５年～６年　２５名 H25.8/22～23 教育委員会

ＡＬＴとの英語による体験活動をとおして、英語とのコミュニケーションに親しむ

② 「国際人」との交流活動を支
援します

〇国際大会など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。

H25.12～H26.3 益子町体育協会

　各教室（野球、卓球、サッカー、柔道、剣道、バレー、テニス、バドミントン）
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具体的行動計画

国際的コミュニケーション能
力を育成します

文

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



［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

　・道の駅建設委員会の開催(委員12名)
　　実施　8/7　11/28  3/26
　・道の駅建設委員会専門部会(観光商工部会)
 　 実施　6/11　8/1  2/18
　・道の駅建設委員会専門部会(農業部会)
　　実施　8/5  10/8  11/8  2/18
　・道の駅建設委員会専門部会(建設運営部会)
　　実施　11/21  2/6
　・道の駅各部会意見交換会
　　実施　8/30

左記のとおり 町

○農産物生産体制の確立
　・規約に関する調査 8/21(道の駅もてぎ) 8/22(道の駅はが)

○道の駅運営事例
　・運営状況ヒアリング 2/17(道の駅もてぎ)

○事業説明
　・土地所有者に対する事業説明
　　土地所有者・隣接者に対する事業説明及び調査立入依頼
　　対象者：地権者7名、隣接者3名、土地改良区
　　実施日：H25.8/1（9名）9/4（1名）
　　H25.9/12～13（4名、耕作の件）
　　H25.10/1(1名、耕作)

　　測量業務に伴う地権者及び隣接者立会
　　対象者：地権者　6名、隣接者 15名
　　実施日：H25.12/24（17名）H26.1/7（2名）1/8（1名）

  ・住民説明会
　　実施　11/13…住民100名参加

左記のとおり
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仕

具体的行動計画

道の駅交流施設を整備します



［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

仕

具体的行動計画

① 道の駅交流施設を整備します ○関係機関協議
　・道路施設
　　実施 5/20 10/8(保全・整備) 11/12(保全・整備・建築) 12/12(保全・整備・建築)
　　　　 1/21(土木・道路修正) 1/29(保全・整備・建築) 3/17(保全) 3/24(保全・整備・建築)
　・開発行為
　　実施 5/14(農政) 5/24(用地) 7/19(都市計画) 8/12(県東環境) 8/26(農政)(文化財)
　　　　 9/10(森林政策) 11/1(文化財)(用地) 2/28(都市計画) 3/12(用地) 3/17(都市計画)
　・県関係各課連絡会議
　　実施 7/12(県11課22名出席)
　・工作物協議
　　実施 9/12(東電) 9/13 11/7(南部土地改良) 11/19(土地改良区理事会) 11/27(NTT)
　・税務関係協議
　　実施 9/24(宇都宮税務所)
　・補助事業
　　◇都市再生整備事業
　　実施 5/24(概算前ヒア) 6/13(概算ヒア) 9/10(要望ヒア)
　　◇農山漁村活地域活性化事業
　　実施 5/1(関東農政) 2/20(関東農政)
    ◇再生可能エネルギー等推進基金事業(グリーンニューディール基金)
　　実施 7/1(概算ヒア)

左記のとおり

○アドバイザリー業務
　 期間　平成25年7月22日から平成26年3月28日
   実施  7/22 7/23  8/1  8/7 8/30 9/13 9/24 10/11(運営形態) 11/28  12/18  1/16 2/18 2/26 3/19

○基本設計業務
 ・募集(参加表明)6/6～6/13、第１次選定6/26、第２次選定7/4　事業者選定ヒア7/23
　 期　　間：平成25年8月9日から平成26年3月20日
　 工程会議：8/30  9/13  10/9  11/12  11/21  11/28  12/9  12/9  1/15  1/21 3/7 3/19 3/26
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［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

仕

具体的行動計画

○測量業務
  期　　間： 平成25年8月5日から平成26年2月14日
　工程会議：7/31  8/6  8/21  9/3  9/13  9/19  10/11  11/5  12/4 1/5 2/12 3/7

左記のとおり

○土地収用法事業認定申請図書作成業務
　期　　間：平成25年9月9日から平成26年3月20日
　工程会議：9/3  9/13  10/11  11/13  11/18  12/4  2/12 3/7 3/19

左記のとおり

○地質調査業務委託
　期　　間：平成25年12月12日から平成26年1月20日
　工程会議：12/12 12/13 1/6 1/17 2/14

左記のとおり

① 道の駅交流施設を整備します ○埋蔵文化財調査
　期　　間：平成25年12月25日～平成25年12月27日
　内　　容：建設予定地内の埋蔵文化財調査(長堤遺跡No4545)
　　　　　　県文化財課、町生涯学習立ち合い。遺物・遺構は発見されなかった。

左記のとおり

○視察　(栃木・茨城)道の駅しもつけ、道の駅こが　　　　町長、職員2名
　　　　(北海道)道の駅にしおこっぺ、道の駅おうむ：交流体験の翼　　　職員1名
　　　　(長野)道の駅雷電くるみの里：農業委員会・事務局視察研修 職員1名
　　　　(栃木)道の駅もてぎ、ばとう、喜連川、はが  　　職員3名
　　　  (千葉)道の駅やちよ、しょうなん　　　　  　　　職員3名
　　　　(栃木・群馬・埼玉)道の駅どまんなかたぬま、道の駅おおた　 職員 農政3名
　　　　農産物直売所あおぞら館(埼玉)農産物直売所ぽんぽこ(群馬)　 観光商工1名
　　　　(静岡)道の駅ふじおやま：総務産業常任委員会視察研修 職員1名

H25.7/ 8
H25.7/28
H25.8/7
H25.8/12
H25.9/ 4

H25.10/10
H25.12/11～12

○地域おこし協力隊募集
　募集期間：第1次募集平成25年12月25日～平成26年1月24日、第2次募集平成26年2月3日～平成26年2月28日
　内　　容：地域振興施設(仮称)道の駅ましこの開設準備・管理運営支援 ：募集 2名
　工　　程：第1次書類審査　3/5
　　　　　　第2次面接審査　3/20　2名採用決定
　周知方法：町ホームページ、町facebook、JOINホームページ

左記のとおり
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［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「ジャム」物語

　　①いちご狩り・いちごの下処理　　　                   　　　　 　参加者：17名 H25.4/14

　　②りんごの摘果・いちごジャム作り                      　　　　　参加者：16名 H25.5/26

　　③ブルーベリーの収穫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：17名 H25.7/14

　　④ぶどうの収穫・益子焼絵付け体験                                参加者：11名 H25.9/ 8

　　⑤ブルーベリーのジャム作り・コスモスまつり鑑賞　　　　　　　　　参加者：11名 H25.10/13

　　⑥りんご収穫・山本太々御神楽見学                                参加者：15名 H25.11/10

　　⑦りんごジャム・りんごジュース作り                              参加者：17名　　　　計104名 H25.12/22

・益子「綿」ものがたり 梅ヶ内里山の会

　　①綿の種まき・里山散策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：14名 H25.5/18

　　②綿畑の手入れ・大型ひまわり畑自由散策　　           　　　　 　参加者： 9名 H25.8/24

　　③綿摘み・日下田藍染工房見学　                                  参加者：13名 H25.11/9

　　④飾り用コットンボール収穫・益子産の菜種油しぼり体験            参加者：13名　　　　計49名 H25.12/7

・益子「里のめぐみ」物語 塙・星の宮めぐみの会

　　①いちご狩り、ジャム作り・野菜の苗植え・ブルーベリー苗植え　　　参加者：25名 H25.5/19

　　②野菜の収穫、ブルーベリージャム作り　　　　　　　　　　　　　　参加者：23名 H25.7/28

　　③どぶろく作り・そば、うどん手打ち体験・野菜の収穫　　　　　　　参加者：18名 H25.10/20

　　④野菜の収穫・竹のぐい飲み作り・どぶろく試飲・もちつき体験      参加者：23名　　　　計89名 H25.11/3

・益子「無農薬野菜」物語 益子体験農業ＭＡＣ

　　①本格的な肥料つくり・じゃがいもの収穫　　　　　　　　　　　　　参加者：49名 H25.6/23

　　②夏野菜の収穫・かんぴょう剥き体験　　　　　　　　　　　　　　　参加者：50名 H25.8/18

　　③大根、白菜の種まき・益子焼マグカップ作り　　　　　　　　　　　参加者：40名 H25.9/15

　　④大根、白菜の収穫・益子産コットンでミサンガ作り                参加者：46名　　　　計185名 H25.12/1

・益子「土のめぐみ」物語 田町なでしこ会

　　①ビルマ汁調理体験・ビルマ汁用の益子焼器作り（てびねり）　　　　参加者：11名 H25.7/13

　　②自作の器でビルマ汁を食べる・調理体験と文化財散歩(西明寺)　　　参加者： 9名　　　　計20名 H25.8/24

・益子「そば」物語 山郷のめぐみ

　　①そば播きと陶芸体験（そば猪口づくり）＆バーベキュー　　　　　　参加者：19名 H25.8/25

　　②そば刈りと陶芸体験（絵付け）＆地元神楽見学                    参加者：14名 H25.11/10

　　③そば打ち体験とそばの試食＆交流会（しし鍋付）                  参加者：15名　　　　計48名 H25.12/8

 合計　計495名（延べ）

27

仕

具体的行動計画

｢学びメニュー｣を充実させま
す。

益子グリーンファーム研究会



［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 H25.5/16 町

・企業等誘致推進本部会議 H25.7/9 町

・企業等誘致審議会 H25.8/7 町

・企業等誘致条例の改正の告示 H25.9/6 町

28

仕

具体的行動計画



［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 ○「益子ブランド」作出支援事業 H26.1/6

 ・1件相談受付

    地場産品（大豆）を使った商品開発（豆腐製造）

○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 H25.4/1 信用保証協会

　・栃木県中小企業組織化負担金 　　　　　　　 　　　　　　　17,000円 H25.6/6 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 H25.6/13 益子焼関係団体振興協議会

  ・市町村特別保証制度負担金  　　　　　　　　　　　　　　　49,446円 H25.7/16 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 　　　　　　　　　　　233,650円 H25.7/31 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 　　　　　　　　　　　662,732円 H25.11/5 信用保証協会

  ・市町村特別保証制度負担金  　　　　　　　　　　　　　　　63,773円 H25.10/11 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金                       402,158円 H26.2/3 信用保証協会

  ・市町村特別保証制度負担金  　　　　　　　　　　　　　　 104,050円 H26.1/15 信用保証協会

  ・中小企業振興資金信用保証料補助金 　　　　　　　　　　　882,211円 26.3/31 信用保証協会

  ・市町村特別保証制度負担金                               174,034円 H26.3/31 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　　（場所：ヒジノワ） 毎月第一土曜日 ヒジノワ

　・益子朝市  （場所：つかもと広場） 　8:00～14:00　 毎月第三日曜日 土曜市実行委員会

◯地産地消キャンペーン

　・益子おつかいものカタログ作成(町内新聞折り込み) H25.12/5

◯益子賑わい夕市の開催　地元産野菜、加工品販売PR

　・実施日　7/1　9/2　11/11　1/20　3/3 左記のとおり 益子町農畜産物復興協議会

◯益子町産業祭（来場者数35,000人） H25.11/23 町
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仕

具体的行動計画

事業規模拡大を支援します

益子焼関係団体振興協議会・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：　（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 H25.4～ 町

〇空き店舗対策をしている自治体の情報収集・観光商工課と連携 H25.4～ 町

・地域連携事業（宇大教授等・宇大学生・県内市町担当者の合同研究）

「空き家・空き店舗」研究グループに参加 H25.10/1 宇都宮大学

30

仕

具体的行動計画

① 空き地・空き店舗を活用しよ
う



［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 町

・ガイド実績団体数：36団体　　総数：787名
・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。

（観光協会が窓口）

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 H25.4～

・賑わい創出事業補助金 　　　　　　　　　　　　　 　　 500,000円 H25.5/27

・プレミアム商品券発行事業補助金（第1回概算)　　　 　5,000,000円 H25.7/11

・プレミアム商品券販売支援 H25.7/28

・プレミアム商品券発行事業補助金（第2回概算）　　　　4,500,000円 H25.11/7

・プレミアム商品券発行事業補助金（精算）　　　　     △166,000円 H26.2/14

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7名　事務局3名 町

　∴益子町での地域通貨流通に向けた研究作業。H26.1報告書完成。

　・第1回：会議（24年度報告・25年度スケジュール・進め方について）  出席10名 H25.5/9

　・第2回：グループ研究（進捗報告・意見交換）　　　　　　　　　　  出席 7名 H25.5/31

　・第3回：視察研修（東京都：早稲田商店街「アトム通貨」）　　　　  出席 9名 H25.6/19

　・第4回：グループ研究（進捗報告・意見交換）　　　　　　　　　　  出席 8名 H25.7/23

　・第5回：グループ研究発表（講師：地域通貨ナスタ事務局　白崎氏）  出席10名 H25.9/25

　・第6回：意見交換会（商業・福祉関係、地域町民との意見交換）一般6名　町9名 H25.11/7

　・第7回：研究報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席 7名 H25.12/6

　・第8回：研究報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席 8名 H26.1/9

　・第9回：研究報告書について町長説明　　　　　　　　　　　　　　　出席 6名 H26.2/10
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まちづくり団体・組織を支援
します

仕

具体的行動計画

観光客を「おもてなし」の心
で迎えます

通年

生涯学習課で実施している文化財ボランティアガイドへの参加によるスキルアップと連携によりメン
バーも5名程度増加し、今後活動の幅は増えていくと思われる。26年度、「栃木県観光ボランティアの
集い」を益子町を会場に開催予定。



［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

　・独立資金貸付 　貸付3件 H25.5 町

　・独立資金貸付 　貸付1件 H25.12 町

○起業支援制度

　・起業支援関係打合せ（足銀・栃銀） H25.5/22 町

　・起業支援関係打合せ（真信） H25.5/23 町

　・地域活性化会議にて起業支援要綱案説明 H25.6/12 町

　・起業支援補助交付要綱告示 H25.9/6 町

　・起業支援補助金審査委員会（交付決定２件） H26.2/28 町

32

仕

具体的行動計画



［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

・平成24年度実績　受託金額　66,740,973円（前年対比104.76％）

　　　　　　　　　受託件数　　 　1,296件（前年対比 95.43％）

　　　　　　　　　就業延人員  　14,244人（前年対比104.46％）

　　　　　　　　　年度末会員数　　 144名（前年対比107.46％）

・広報誌（シルバーだより　ましこ）及び会員募集チラシ兼作業受託単価表
　自治会員全戸配布

H25.4/1

・シルバー人材センター会員研修会（群馬県太田市）27名参加 H25.6/21

・作業実績 　［4月］  96件　就業実人員 87人（延人員1,055人）

　　　　　　 ［5月］ 143件　就業実人員106人（延人員1,467人）

　　　　　　 ［6月］ 137件　就業実人員105人（延人員1,326人）

　　　　　　 ［7月］ 193件　就業実人員120人（延人員1,704人）

　　　　　　 ［8月］ 159件　就業実人員100人（延人員1,286人）

　　　　　　 ［9月］ 146件　就業実人員102人（延人員1,342人）

　　　　　　 ［10月］126件　就業実人員101人（延人員1,213人）

　　　　　　 ［11月］114件　就業実人員104人（延人員1,315人）

　　　　　　 ［12月］ 92件　就業実人員 84人（延人員  936人）

　　　　　　 ［1月］  12件　就業実人員 55人（延人員  747人）

　　　　　　 ［2月］  22件　就業実人員 59人（延人員  644人）

　　　　　　 ［3月］  84件　就業実人員 84人（延人員  966人）
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仕

具体的行動計画

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



［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 町

○フェイスブックを開設し、ホームページにバナーを設けた H25.5 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 町

　・ＦＩＴポータルサイトへの情報掲載

　　　さんぽ市（9/14 開催） H25.9

　　　ましこ市（10/5～6 開催） H25.9

　　　陶芸メッセ展示「LEACH SCHOOL」（9/15～11/28 開催） H25.9

　　　陶芸メッセ企画展「土の姿」（12/8～3/30 開催） H25.12

○「益子の人と暮らし」本の発刊 町

　・創刊号「ミチカケ」発刊 H25.9/20

　・「ミチカケ」（第2号発刊） H26.3/20

○プロモーションビデオ作成 H26.3 益子焼関係団体振興協議会

34

仕

具体的行動計画

① プロモーション体制を整備し
ます



［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

・町民会議（委員33名・作業部会職員4名・事務局5名） 町

　　第4回「まちづくり条例についての対談、質疑」　　　　　出席：28名 H25.4/9 町、委員

　　第5回「地域懇談会の結果について」　　　　　　　　　　出席：28名 H25.6/27 町、委員

　　第6回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　　出席：35名 H25.8/21 町、委員

　　第7回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　　出席：29名 H25.9/19 町、委員

　　第8回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　　出席：27名 H25.10/21 町、委員

　　第9回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　　出席：29名 H25.11/25 町、委員

・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5回「地域懇談会、今後のスケジュールについて」　　　出席：11名 H25.4/22 町、委員

　　第6回「中学生、高校生の意見集約」　　　　　　　　　　出席：13名 H25.5/22 町、委員

　　第7回「地域懇談会の意見集約」　　　　　　　　　　　  出席：13名 H25.6/25 町、委員

　　第8回「基本条例の検討について」　　　　　　　　　　　出席：12名 H25.7/31 町、委員

　　第9回「基本条例の検討について」　　　　　　　　　　　出席：11名 H25.8/8 町、委員

　　第10回「基本条例の検討について」　　　　　　　　　　 出席：15名 H25.9/12 町、委員

　　第11回「基本条例の検討について」　　　　　　　　　　 出席：11名 H25.10/10 町、委員

　　第12回「基本条例の検討について」　　　　　　　　　　 出席：12名 H25.11/15 町、委員

 ・庁内検討委員会（委員19名・事務局2名）

　　 第2回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　 出席：21名 H25.8/22 町、委員

　　 第3回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　 出席：19名 H25.10/18 町、委員

　　 第4回「まちづくり基本条例について」　　　　　　　　 出席：19名 H25.11/25 町、委員

 ・議会全員協議会

　　　 第2回「（仮称）益子町まちづくり基本条例の制定について」経過報告 H25.8/23 町、議員

・中学生、高校生の意見聴収(町内3中学1高校の2年生383名から意見を聴収） H25.5/1～13 町、3中学1高校

・まちづくり基本条例についての講演会（議員、職員、町民）出席：105名 H25.5/13 町

・まちづくり基本条例についての地域懇談会（４地区）      出席：155名（町民） 　H25.6/3､6､17､24 町、町民
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自

具体的行動計画

まちづくり基本条例を制定し
ます



［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

自

具体的行動計画

② ○自治会長会議開催　・48自治会長参加  H25.5/21 町、自治会長

　　　　　　　　　　・65自治会長参加  H25.12/13 町、自治会長

　　　　　　　　　　・66自治会長参加  H26.1/21

○３地区自治会長連絡協議会 町、3自治会長連絡協議会

　・合同視察研修（新潟県長岡市）　　参加：26名 H25.6/9～10 町、自治会長

○栃木県自治会連合会会長研修 H25.11/7～8 町、栃木県自治会連合会

○益子町自治会長連絡協議会 H26.2 町、
益子町自治会長連絡協議会役員

○益子町社会福祉協議会運営補助金の交付 町

　　　　　第1回　5,805千円 H25.6/28

　　　　　第2回　5,790千円 H25.9/9

　　　　　第3回　5,790千円 H25.11/28

　　　　　第4回　5,790千円　　　　計　23,175千円 H26.3/10

○健康福祉まつりの開催

　・推進会議　実施：7/22  8/26  9/30 10/28 左記のとおり

　　　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

　・健康福祉まつりの開催 H25.11/9

　　　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 〇地域懇談会の開催　　町内4カ所 町

　益子小学校区（役場）　　　　　　参加：36名 H25.6/3

　田野小学校区（改善センター）　　参加：44名 H25.6/6

　益子西小学校区（役場）　　　　　参加：20名 H25.6/17

　七井小学校区（あぐり館）　　　　参加：55名 H25.6/24

〇まちづくり基本条例に反映 H26.3 町

36

益子町社会福祉協議会

益子町福祉まつり実行委員会

地域懇談会等を開催します

自治会との緊密な関係づくり
に努めます

③ ボランティア団体等との協力
関係を深めます



［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 ○職員提案の実施（全職員対象）　 H25.10/18 町

○行政評価の実施　 町

　・事務事業評価の実施  284事業 H25.7/30

　・施策評価の実施　 45施策 H25.8/30

　・施策評価　各課ヒアリング H25.10/2～3

　・事務事業評価結果公表　 H25.10/23

　・施策評価結果　公表 H25.11/25

  ・事務事業実績　252事業 H26.3/24

○振興実施計画（後期基本計画H23～H27） 町

　・振興実施計画の提出 H25.9/30

　・振興実施計画　各課ヒアリング H25.10/9～11

○学校給食調理業務の民間委託 H24実施済 町

③ ○人材育成研修「人事評価制度の意義と人材育成について」講演　78名 H25.10/31 町、総務省

○意見交換会「人事評価制度の意義と人材育成について」　20名 H25.11/1 町、総務省

37

人材の育成と活用に努めます

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

② 民間活力の導入を図ります



［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 左記のとおり 町

・実施（来庁者数）　12月末累計185名　月平均20.5人

　　　4月：4/6 (16名）4/20(6名) 　　　　10月：10/5(10名）10/19(17名）

　　　5月：5/18(8名) 　　　　　　　　 　11月：11/2(12名）11/16(10名）

　　　6月：6/1 (7名） 6/15(18名）　　　 12月：12/7(14名) 12/21(11名）

　　　7月：7/6 (8名)  7/20(14名)　　　　 1月： 1/4(25名)  1/18(13名)

　　　8月：8/3 (4名） 8/17(8名)　　　　　2月： 2/1(17名)　2/15(8名)

　　　9月：9/7 (13名）9/21(9名)　　　　　3月：3/1(18名）　3/15（23名）

○町のＰＲなどのため、フェイスブックを開設し、ホームページトップ画面にバナー H25.5 町

　を設けた。

　・ホームページ年間アクセス件数

　　　平成22年度：　112,606件

　　　平成23年度：　 97,526件

　　　平成24年度：　201,095件　（平成24年度にホームページリニューアル）

　　　平成25年度：　203,251件

③ ○外部講師による職員接客講習会の実施 Ｈ25.12 町

38

庁舎ホールの環境整備や職員の
接客向上を図ります

自

具体的行動計画

② ホームページを充実します



［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　　1件  (落札 １件) H25.7/26～28入札 町

　・不動産公売       　　　　　第1回　　3件 （落札 2件） H25.8/28　入札 町

　                   　　　　　第2回　　4件 （落札 1件） H25.11/27 入札 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 253人の申告受付 H25.5/16～22 町

　                                              ・ 第2回実績 38人の申告受付 H25.10/15～18 町

                                                ・ H25申告受付者総数　441人 H25.4/1～H26.3/31 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８８人、短期７１１人 H25.9/20 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・資格者証７７人、短期６８５人 H25.10/11 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・資格者証５３人、短期６２４人 H26.2/1 町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・高校生以下　短期９７人(9月末まで） H26.3/17 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　85.77㎡ H25.5/17

　         　           　土地　36.93㎡ H25.9/9

　         　           　土地　118.79㎡ H25.10/15

　         　           　土地　60.03㎡ H25.11/28

③ 企業広告の募集を推進します ○企業広告掲載 町

・ホームページ　バナー広告掲載 H25.7/5～8/2 町

                バナー広告掲載 H25.9/13～10/11 町

　　　　　　　　募集記事掲載（広報2月号） H26.2/1 町

・広報ましこ  　広告掲載（8月号）1件 H25.8/1 町

　　　　　　　  広告掲載（9月号）2件 H25.9/1 町

　　　　　　  　広報掲載（10月号）有料広告募集記事掲載 H25.10/1 町

　　　　　　　　募集記事掲載（2月号） H26.2/1 町

④ ふるさと納税を推進します ○ふるさと納税のPR 町

・寄付金［3月末現在］　10件　442,550円（内、職員6件） 通年

・県、町ホームページへの掲載 通年

・広報誌へ寄付者の掲載 随時 39

② 町有財産を有効活用します

自

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



［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 H25.4/1～H26.3/31 町

○町３役の給料及び職員の給料の削減（臨時特例による） H25.7/1～H26.3/31 町

② 財源の有効利用に努めます ○限られた財源の有効利用(重点配分） H25.4/1～ 町

・国際工芸交流館建設事業（100,000千円）

・道路橋梁新設改良費（370,924千円）

・道路橋梁維持費（61,064千円）

・小・中学校校舎等耐震補強工事（41,201千円）

・備蓄倉庫建設工事（21,400千円）

・道の駅交流施設基本設計等（20,022千円）

○医療費の削減・医療制度の理解と協力を得るためのＰＲ

　国保加入によるメリットを理解してもらうための広報を主に行う

　・保険給付による一部負担金３割の考え方、高額療養費制度による負担軽減について、保険制度の
　　内容をＰＲするためリーフレットを作成し、保険税の納付書に同封  約４,３００枚

H25.7/16 町

　・国保豆知識情報№１を広報紙へ掲載（保険給付による一部負担金３割の考え方、高額療養費制度
　　による負担軽減について）

H25.9 町

　・国保豆知識情報№２を広報紙へ掲載（出産一時金について） H25.10 町

　・国保豆知識情報№３を広報紙へ掲載（葬祭費について） H25.11 町

　・国保豆知識情報№４を広報紙へ掲載（海外で治療を受けたとき・コルセットを作ったとき） H25.12 町

　・国保豆知識情報№５を広報紙へ掲載（ジェネリック医薬品利用促進） H26.1 町

　・国保豆知識情報№６を広報紙へ掲載（健康相談ましこ２４） H26.2 町

　　 ・ジェネリック医薬品の利用と普及協力依頼リーフレット作成（保険証発送時）約４,３００枚 H25.9 町

　　 ・医療費適正化の協力依頼広報（柔道整復師の正しいかかり方）を広報ましこおしらせ版へ掲載 H25.12 町

通年 町
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③ 特別会計繰出金の適正化に努
めます

○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、事務費の削減等により繰出金の適正化
を図る

自

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



［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

○県との各種事業に係る起債ヒアリング H25.5/8 県・町

○振興計画に基づき町債残高の推計管理 H25.5/31 町

・町債の借入額（一般会計：468,178千円、下水道：88,600千円、農業集落：11,100千円）

・町債の償還額（一般会計：700,482千円、下水道：161,222千円、農業集落：54,724千円） H25.4/1～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　 ［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（801千円） H25.4/1～ 町

・決済剰余金等の積立（財政調整基金：270,000千円、学校整備基金（164,278千円） H25.6 町
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① 基金の充実に努めます

自

具体的行動計画

① 町債の適正管理に努めます


