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市貝町長

入野正明

全国には、１千７百を超える市町村があり、競争と共存を図っているわけですが、この中で一段
と光り輝き存在感を増すためには、他の自治体との違いを鮮明にすることが最も肝心です。この相
違こそは、歴史・文化、自然環境の固有性にあると思っています。ひしめく全国自治体の中で、他
に抜きん出て光を放つ町や村を訪れると、必ず期数を重ねた強力なリーダーシップを持つ長がおり、
独特な町づくりについて熱く語りかけてくるものです。市町村名を聞いてイメージが湧く自治体に
は、磁石のように人々を引きつける魅力があります。
市貝町はかつて全国一影の薄い町として持てはやされ、マイナスを逆手にとって発信しようとい
う異端の動きもありましたが、内実のない主張は、結局のところ元の空虚に帰るのが定めです。足
下を探そう、日本一のものはありはしないか、みんなで家捜しが始まりました。突き当たったのが
差し歯ならぬ差し羽でした。自分の町に誇りと愛着を獲得して初めて町づくりのスタートラインに
立てるのであり、故郷と里人に対する愛情こそが町興しのエネルギー源なのだと思うのであります
が、その種が見つかった瞬間でした。
私たちは、トキやコウノトリとの共生を謳い、国の内外から 21 世紀の政策のキーワードである
環境保全の面で高い評価を獲得した自治体をまねするでもなく、市貝町独自の町づくりができるも
のと確信しております。
まずはサシバが日本一子育てする環境を作ってきたのは、自然に働きかける営みである農業であ
ることを押さえておく必要があります。湧水から延びる谷の底面に湿田を拓き谷津田とし、食べる
食べられる関係の連鎖を通じた猛きん類の子育てに最適な生態系が培われてきました。ここでは、
サシバだけでなく、人間にとっても豊かな恵みが育まれています。私たちは、この自然の恵みを基
に技術を加え、様々なものをつくってきたであろうし、新たに加工製作することができます。ここ
に農と食が結びつき、産業が成り立つ基盤ができ上がります。人の業が生産から加工、輸送まで様々
な産業とつなぎ合わされ、地域内で物やサービスが循環するようになります。利益も発生します。
これらは、自然の恵みの賜物であり、サシバのブランドからの授かりものです。この余剰分は再び
サシバが命の鎖をつないで行く場を提供する里地里山の保全に戻されるのが当然の形であろうと思
います。このために基金をつくりましょう。
市貝町に与えられたミッションは、地球上から姿を消そうとしている種を保全することです。サ
シバが市貝町を日本一の子育ての地として選んでいるのだから、市貝町の自然環境が大きく変われ
ば、サシバは絶滅します。人間は、崇高な使命だけでは生きて行けないというのであれば、人間の
もう１つの意欲の原動力である利益に根を伸ばせば良いと思います。サシバの里づくりは、理想と
現実の両立を図ろうとするものです。私たちに残された時間はわずかです。一日も早く実行に移す
時であると切実に感じます。力をあわせて頑張りましょう。

まちのみなさんへ
まちの構想や計画をつくっても、内容が十分理解されて実行されなければ意味がありません。こ
の構想と計画は、市貝町を次の世代につなぐためにやるべきことと、市貝町に関わるみなさんが今
できることが重なるように意識して改定・策定されました。
市貝町で暮らす小・中・高校生のみなさんは、この資料に書かれていることが今後、どのように
実現していくのか関心を持ってください。また、興味があれば一緒に活動してみてください。
市貝町に関わる全ての大人のみなさんは、市貝町が次の世代に健全に引き継がれていくように、
自分のことと思ってぜひ力を貸してください。わたしたち大人がまちの未来を考え真剣に楽しく行
動する姿を若い世代に見せることが、なによりの教育であり、ひとづくりの基礎となります。
本資料「サシバの里づくり基本構想・実施計画」は、そういった思いをもとにつくられました。

内容の構成について
本資料の内容は、
「 サシバの里づくり基本構想（以下、本構想）」と「サシバの里づくり実施計画（以
下、本計画）」の２部構成となっています。
本構想には、市貝町の環境分野を中心としたまちの将来像と「サシバの里づくり」のための方針
がまとめられています。また、本計画には、それらを実現するための具体的な行動計画と目標、ス
ケジュールがまとめられています。

構想・計画の期間について
町の最上位計画である第６次市貝町振興計画基本構想前期基本計画の「基本構想」は、10 カ年
計画となっています。本構想は、振興計画の環境分野を中心に深化した内容であることから、同様
に今後 10 年間の内容とし、社会情勢に応じて 10 年ごとに改定することとします。
また、具体的な行動計画を示す本計画は、今後 5 年間の内容とし、事業進捗に応じて 5 年ごとに
改定することとします。
構想と計画の期間

平成

31 年

32 年

33 年

基本構想

実施計画

34 年

35 年

36 年

37 年

38 年

10 年間

5 年間

5 年間

39 年

40 年
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第１部
サシバの里づくり基本構想

第１章

はじめに

１．背景と目的
第１章

古き良き里地里山が残る市貝町

はじめに

山の景観が残され、それらの環境を利用した農林業が

市貝町およびその周辺は、今もなお古き良き里地里
営 ま れ て い る 地 域 で す。ま た、里 地 里 山 は、単 に 人 間
の暮らしの営みの場であるだけでなく、人間活動によ
り形成・維持されている環境であり、様々な動植物の
生息・生育の場にもなっています。
今も残る里地里山の風景

世界的な自然共生社会の推進
世界的な動きに目を向けてみると、平成 22 年の生物多様性条約第 10 回会議（COP10）以降、環
境省と国連大学では SATOYAMA イニシアティブを提唱し、世界規模での「自然共生社会」の実
現を目指しています。また、平成 27 年の国連サミットでは、人間、地球及び繁栄のための行動計
画として「持続可能な開発目標（SDGs）」が宣言され、そのなかで森林の持続可能な管理や生物多
様性を含む生態系の保全といった目標が掲げられています。

農林業の衰退による里地里山の減少や暮らしの質の低下
現在、市貝町では、近年の効率的な農業との競争激化や高齢化に伴う暮らしの変化によって、農
家の減少や耕作放棄地の増加が進んでいます。これらの変化は、地域の農業の生産力を低下させる
だけでなく、地域の経済循環をも低下させます。ひいては、行政サービスや暮らしの質に影響を与
えることにもつながり、将来の世代が市貝町で豊かに暮らすことが困難になるかもしれません。

環境と経済の好循環を目指した本構想の改定と本計画の策定
以上の背景をふまえ、市貝町では平成 26 年に本構想を策定しました。本構想は、絶滅の恐れがある
とされるタカの仲間であり里地里山の食物連鎖の頂点に立つサシバをシンボルに、サシバや里地里山の
保全を通じて地域に新たな価値を生み出す、環境と経済の好循環を目指した内容となっています。今年
度は、本構想が策定されてから５年が経過することに先立ち、事業の進捗をふまえた修正と今後のより
一層の推進を目的に構想の改定を行いました。具体的には、市貝町が自然共生社会になるための方針を
改めて整理し、あわせてそれらを実現するための行動計画と目標を本計画として策定しました。

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

２．位置づけ

共生社会の実現を推進」と明記されています。また、市貝町人口ビジョンまち・ひと・しごと創生総
合戦略には、「振興計画との整合を図り策定」と明記されており、本構想との間接的な連動が示され
ています。
よって本構想および本計画は、振興計画や総合戦略における環境分野やそれらに関連するその他分
野を中心に深化した内容と位置づけ、自然共生社会実現のための具体的な方針を示すものとします。
第６次市貝町振興計画
基本構想前期基本計画

サシバの里づくり基本構想

町の最上位計画である第６次市貝町振興計画基本構想前期基本計画には、「本構想に基づいた自然

市貝町人口ビジョン
まち・ひと・しごと創生総合戦略

整合

間接的に連動

はじめに

サシバの里づくり基本構想・実施計画
各種計画との関係

３．里地里山のシンボルとしてのサシバ
サシバは、全長は約 50 ㎝、翼を広げた長さは約 110 ㎝で、カラスより少し小さいタカです。体
の上面は赤身のある褐色で、顔は灰色。喉には太い縦斑が 1 本あります。胸は褐色で腹には褐色の
横斑があります。
日本では主に夏鳥で、東北地方から九州地方の低地の農村地帯から山地の森林地帯で繁殖します。
繁殖期のサシバの生息環境の多くは、丘陵地に細長い水田（谷津田）が入り込んだ里地里山環境です。
サシバは、３月下旬〜４月上旬に市貝町の中〜北部の谷津田に渡来します。渡来するとすぐに求愛・
造巣をはじめ、４月中旬〜５月中旬には産卵して抱卵に入ります。巣はアカマツやスギなどの針葉
樹につくります。繁殖が終わると、巣立った幼鳥は 7〜8 月に、親鳥は 9〜10 月に繁殖地を離れて
いきます。
市貝町の中部〜北部の５㎞ ×５㎞（一部芳賀町、茂木町含む）の範囲内には、平成 21 年の時点
で 26 つがい、現在（平成 30 年）でも減少してはいるものの 14 つがいという高い密度で生息しており、
日本有数のサシバの繁殖地と考えられます。サシバの主な食物は、田畑や草地、森林に生息するカ
エル類、ヘビ類、トカゲ類、モグラ類、昆虫類です。サシバが里山生態系の指標種でありシンボル
と言われるのは、サシバが食物連鎖を通じて、里地里山に生息す
る様々な生きものとつながっているためです。
サシバが生息できる里地里山は、日本の古き良き景観を形成す
る 重 要 な 要 素 で も あ り ま す が、全 国 的 に は 減 少 傾 向 に あ り ま す。
そういったなかで、里地里山とサシバという存在は、地域特性を
端的に示すシンボルであり、現代社会において貴重な地域資源で
サシバ（野中純氏提供）

あるといえます。
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連動

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

第１部

４．市貝町の概況

サシバの里づくり基本構想

市貝町は、総地面積 6,425ha、東西約 9.9 ㎞、南北約 15.6 ㎞の形状の、農業を基幹産業として発
展してきた町です。北〜中部は丘陵地になっており、丘陵の上部は広葉樹林、針葉樹林に覆われ、
下部は田・畑として利用されています。南部は低地となっており大部分が水田、道路沿いに市街地
が広がり、南西部の赤羽地域には工業団地が形成されています。町全体の 61％程度は田・畑、池沼、
山林、原野であり、自然環境が豊かな地域であるといえます。

第１章

芝ざくら公園

はじめに

北部：
広葉樹林、針葉樹林
牧場、ゴルフ場など

観音山からの眺望
（江川靖氏提供）

中部：
田畑、町役場
芳賀市貝バイパスなど

南部：
水田、市街地
赤羽工業団地など

多田羅沼
（長野勝氏提供）

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

市貝町の現状

サシバの里づくり基本構想

第２章

１．まちの課題
1) 農林業の衰退による里地里山の減少
市貝町の北〜中部には、谷津田や広葉樹二次林などの古き良
き里地里山の風景が広がっており、そこに住む人たちの暮らし
や農林業が営まれることで維持されています。また、これらは
多様な動植物の生息・生育の場にもなっています。しかし、谷
あいの入り組んだ場所にある小規模な耕作地は、効率的な農業
また、広葉樹林の木質資源の利用が減少し、手入れがされなく
なった山林が増えてきています。

耕作放棄された田畑

市貝町では、全人口の約１割（平成 27 年）が第１次産業に従事しています。元々は、里地里山
の地形や生態系を活かした稲作や営農が主でしたが、農家の高齢化や効率的な農業、機械化への対
応に伴い、現在は圃場整備された現代的な農業の普及が進んでいます。林業についても、日本全体
で広葉樹林の木質資源の利用減少に伴って林業従事者も減少し、里山の荒廃が進んでいます。

3) 持続性のある市貝町ならではの産業の不足
市貝町の卸売・小売業は、自営小売店舗と中規模のスーパーマーケットが主ですが、近隣市町の大
型店への消費の流出は大きく、経営が厳しい状況です。製造業は、赤羽地区の工業団地に多く立地し
ており、製造品出荷額は近年増加傾向にありますが、昨今は工場の海外移転や集約化が進んでいます。
観光は、市貝温泉健康保養センター、観音山梅の里、芝ざくら公園、道の駅サシバの里いちかいが主
な集客施設となっていますが、集客時期や集客エリアに偏りが見られます。以上のことから、社会情
勢の変化に応じつつも、持続性のある市貝町ならではの事業改善や産業形成が求められています。

4) 里地里山での暮らしに誇りを持ちつつも市貝町を離れたい住民の存在
まちづくりについての住民アンケート調査（平成 27 年）では、住民の７割以上が「緑豊かな自
然環境に恵まれている（76.4%）」ことを誇りに思う一方で、「買い物がしにくい（41.4%）」「通勤・
通学に不便（27.7%）」といった暮らしの利便性を理由とした住みにくさから、住民の約２割は「す
ぐにでも引っ越したい（12.0%）」
「 いずれは引っ越したい（9.7%）」と回答しています。このことから、
里地里山での暮らしに誇りを持ちつつも、暮らしの利便性を理由に市貝町を離れたいと考えている
住民が一定数いるということがわかっています。
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市貝町の現状

2) 自然の恵みを活かした環境にやさしい農林業の減少

第２章

や機械化ができず耕作放棄地化や遊休農地化が進んでいます。

第１部

２．いま、まちで行われていること

サシバの里づくり基本構想

平成 26 年に本構想が策定される前後から、これらのまちの課題に対して以下の新たな取組みが
進められています。どの取組みも一定の成果をあげていますが、活動の内容に偏りがみられ、全体
としての効果を最大限に発揮できていない状況です。

第２章
市貝町の現状

耕作放棄地再生や
雑木林管理

生き物観察や
生物調査の実施

ゆるキャラによる PR 活動

キンブナプロジェクト

道の駅 PR コーナー設置

縁側めぐりや案内人などの
グリーンツーリズム

トコロジスト養成

移住 PR や
魅力発信のサイト開設

自然体験や農業体験

地域ブランドの認定

ふるさと納税での
地元農産物活用

生涯学習事業との連携講座

地産農産物を使った
新商品やランチメニュー開発

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

エコ農業とちぎの普及
農業研修生の育成
有機質肥料の利用・販売
ご当地料理コンテストの実施
サシバの里協議会の設立
レンタサイクルやサイクリングマップの整備
田園ウォーキングの実施
サシバを通じた交流都市の締結 など
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第１部

３．市貝町が現状のまま経過した場合

いくでしょうか。
市貝町の人口は現在 11,812 人（平成 30 年 12 月）であり、平成７年から減少傾向にあります。
社会増減も近年は減少傾向（平成 29 年は 20 人減少）にあり、若年層の町外への流出がみられます。
少子高齢化も進行しており、年少人口比率（0 〜 14 歳）が 12.3％、老年人口比率（65 歳以上）が
25.2％（平成 27 年）となっています。
市貝町人口ビジョンまち・ひと・しごと創生総合戦略では、こうした中長期的な人口減少をもとに、

サシバの里づくり基本構想

まちの課題をふまえて、現状のまま市貝町のまちづくりが経過した場合、将来どのようになって

市貝町の将来について以下の点を懸念しています。

少子高齢化が進行し、地域を支える世代の高齢化が進みます。そのため、地域コミュニティや自
の拡大が進み、災害時のリスク増加、治安の悪化、資産価値の低下などが懸念されます。

2) 地域経済について
人口減少と少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少し、労働力と消費意欲の低下を招き、産業振興
や地域の経済活動に影響を及ぼします。現在、基幹産業である農業への就業者数は減少しており、
生産年齢人口の減少によってさらに減少スピードが速まります。また、人口減少に伴い町内の消費
活動は縮小しており、小売業や飲食業の廃業がより一層進むことが懸念されます。

3) 行財政運営について
中長期的な人口減少によって生産年齢人口や事業者の減少、地域経済の縮小に伴い自主財源も減
少します。今後、高齢化の進行に伴う扶助費の増加、歳入減に伴う経費縮減などにより、相対的に
経常的経費の割合が高まることにより行財政運営の弾力性が失われ、社会経済状況の変動や行政需
要に対応することが難しい状況も懸念されます。
以上の懸念に付随し、農業の衰退に伴う里地里山の荒廃や獣害の拡大といった状況も考えられま
す。また、こういった町の動向を背景に、若年層の町外への流出の加速や現在町外に移り住んでい
る次の世代の将来的な U ターンの可能性も低下するかもしれません。
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第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

市貝町の現状

治会の維持が今まで以上に難しくなる状況が考えられます。また、空き家の老朽化・荒廃、空き地

第２章

1) 生活について

第１部
サシバの里づくり基本構想

第３章

まちの将来像

１．基本的な考え方
本構想の実現を通じて最終的に目指していることは、市貝町を次の世代につなぐことです。つま
り、次の世代が誇りと希望を持って市貝町で暮らしていけるように社会や環境を整えておくことで
す。そのためには、このまちならではの環境や文化を守り活かすことで、暮らしの充足やそれを成
立させる経済状況をつくりあげていくことが重要であると考えられます。以上をふまえ、本構想の
基本的な考え方を以下のように定めました。

第３章

サシバが舞う里地里山を基盤に

まちの将来像

環境と経済を好循環させることで、
まちを次の世代につなぐ

活かす

豊かな里地里山

持続的な産業

守る
誇りをもって暮らし、まちを次の世代につなぐ

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

２．課題をふまえたまちの将来像

整理しました。

サシバが舞う豊かな里地里山環境が広がるまち

安全で安心なおいしい農作物が生産されるまち

里地里山保全と経済活動が循環するまち

里地里山の豊かな環境とそのシンボルであるサシバの保全を通じて、まち全体をブランディング
し、まちに新たな価値を生み出すことが、「まちを次の世代につなぐ」ことにつながると考えてい
ます。

まちの将来像のイメージ
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第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

まちの将来像

人々が誇りと愛着をもって暮らし、集えるまち

第３章

里地里山と共生した商工観光業が営まれるまち

サシバの里づくり基本構想

第２章の「まちの課題」と第３章の「基本的な考え方」をふまえ、まちの将来像を以下のように

第１部
サシバの里づくり基本構想

第４章

サイクルを回す４つの視点

まちの将来像を実現するには、着実に推進して
いくためのサイクルが必要となります。本構想で

4

１

は、里地里山資源を起点に新たな経済的価値を生
み出しながらその保全につなげるまでのサイクル
を整理するために、４つの視点を設けました。

ファンの力を里地里山
の保全につなげる

3

里地里山資源を
残す・見つける

2

市貝町のファンや
応援する人を増やす

里地里山資源を
活かす・魅せる

第４章

サイクルを回すための４つの視点

サイクルを回す４つの視点

１．里地里山資源を残す・見つける
豊かな里地里山は市貝町にとって最も貴重で重要な地域資源であり、まち

１

に活力を与える源泉となります。しかし、里地里山は農林業の衰退に伴って
失われつつあり、その分布や実態が把握できなくなってきています。まちづ
里地里山資源を
残す・見つける

くりの源泉として、里地里山を保全するとともに、残すべき里地里山資源は
どこにあるのか見つけることが重要です。

２．里地里山資源を活かす・魅せる
現代において、丁寧に維持・整備された里地里山は貴重な存在であり、多

2

様な魅力を含んでいます。その魅力を最大限に引き出し、里地里山をフィー
ルドとしたグリーンツーリズムや、里地里山保全によって付加価値のついた
里地里山資源を
活かす・魅せる

農林業といった形で、まちの産業に活かしていくことが重要です。

３．市貝町のファンや応援する人を増やす
環境と経済の好循環を生むには、里地里山を活かしたまちづくりを町内外

3

に PR し、活動を知ってもらい応援してくれる人を増やし、多くの人に市貝町
のファンになってもらうことが重要です。
市貝町のファンや
応援する人を増やす

４．ファンの力を里地里山の保全につなげる
これからの里地里山は、伝統的な農林業だけに頼って維持管理することは

4

できません。里地里山を通じて生まれた付加価値やファンの力を活用して、
同等の維持管理作業を継続的に行っていけるよう、管理手法や保全のための
ファンの力を里地里山
の保全につなげる

システムを構築していくことが重要です。
第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

まちの将来像を実現するための 17 の取組み方針

第３章で掲げるそれぞれの「まちの将来像」を実現するための 17 の取組み方針を、サイクルを
回す４つの視点がすべて揃うように意識し、以下のように定めました。

１．豊かな里地里山環境を維持し増やすために
1) 生きものの実態を調べる

１

里 地 里 山 の 動 植 物 を 戦 略 的 に 保 全 し て い く た め に、

サシバの里づくり基本構想

第５章

市貝町内に生息・生育する動植物の分布を文献・現地
里地里山資源を
残す・見つける

第５章

調査により、明らかにします。

2) 里地里山の動植物を守る
特徴的な種、貴重な種については、その生息・生育環
里地里山資源を
残す・見つける

境を保全するとともに、繁殖阻害や盗掘から守る制度
を整備します。

3) 生きものの生息・生育の場をつくる
１

耕作放棄によって荒れた耕地や十分な管理が行き届
かずやぶ化している樹林などを、保全地として再生し、

里地里山資源を
残す・見つける

生きものの生息・生育の場をつくります。

まちの将来像を実現するための

１

サシバをはじめとした、里地里山に生育・生息する

の取組み方針

17

２．里地里山を生かした安心安全な農林業を増やすために
4) 野生鳥獣被害を防ぐ

１

被害と耕作放棄の悪循環を断ち、野生鳥獣と共生で
きる環境を創出するための啓蒙活動・支援を行います。
里地里山資源を
残す・見つける

5) 里地里山ならではの付加価値のある農業や林業
の推進
農業においては、人にも環境にもやさしい有機栽培、

2

あるいは減農薬・減化学肥料栽培からなる安全・安心
な農作物を増やしていきます。林業においては、シイ

里地里山資源を
活かす・魅せる

タケ原木、木炭、木質バイオマス、落ち葉の利用など
を進めることで、定期的に雑木林の伐採を行い、多様
な森林環境と生産を維持するような循環型林業を推進
します。
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第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

第１部
サシバの里づくり基本構想

6) 新規就農者を育てる

3

町で新たに環境にやさしい農業を始めたい人たちへの
支援体制を整えます。

市貝町のファンや
応援する人を増やす

３．里地里山と共生した持続性のある産業を増やすために
7) 道の駅を核とした体験型プログラムを提供する
様々な体験プログラムを持った「体験型」道の駅とし

2

て、特色ある施設づくりを目指します。特に、体験農場
里地里山資源を
活かす・魅せる

での農業体験や周辺の里地里山を使った観察会などを開
第５章
まちの将来像を実現するための
の取組み方針

17

催していきます。

8) 農業体験などのグリーンツーリズムを進める
町内に観光農園や市民農園といった様々な農業体験の

2

場をつくっていきます。また、町内各所に設けられた保
里地里山資源を
活かす・魅せる

全地などでは、観察会や草刈りなどの保全活動体験を進
めていきます。

9) 芳賀地域での一体的な観光を進める
市貝町周辺には、里地里山に恵まれ独自の文化や魅力

2

を育んできた市町が隣接しています。こういった周辺地
里地里山資源を
活かす・魅せる

域と連携し、芳賀地域ならではのグリーンツーリズムを
推進します。

10) 里地里山ならではの新規商品やサービスを開発
する

2

里地里山がもたらす豊かな景観や安らぐ雰囲気、生態
系保全のストーリーを付加価値とした商品やサービスを

里地里山資源を
活かす・魅せる

開発していきます。

４．地域に誇りと愛着のある人を増やすために
11) 地域資源としての里地里山の魅力を発掘する
市貝町に広がる里地里山で育まれた食べもの、自然、

１

文化などを再発見し魅力を発掘していきます。
里地里山資源を
残す・見つける

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

保全地や健全に活用されている耕地・樹林地での環

3

境学習や保全活動体験を通して、里地里山の大切さや
おもしろさを町内外に発信していきます。

市貝町のファンや
応援する人を増やす

13) 構想実現につながる人材を育てる
道の駅や町内での体験プログラムなどを実行するイ

3

ンタープリター等の育成を進めるために、人材育成や

サシバの里づくり基本構想

12) 里地里山の価値を学ぶ環境教育を進める

市貝町のファンや
応援する人を増やす

住民参加のワークショップを推進していきます。また、
本構想を多くの人に知ってもらい実現に向けて協力し
てもらえるよう、継続的な周知活動をしていきます。

第５章

14) 町内外へのプロモーション活動を推進する
3

豊かな自然環境のなかで暮らしたい人にとっても魅力
市貝町のファンや
応援する人を増やす

的なまちです。また、そこで生産された農産物は安全・
安心ともいえます。このような地域の食・農・自然が
もつ価値を一連のストーリーとしてまとめたものを用
いて、町内外へのプロモーション活動を進めていきま
す。

５．里地里山保全と経済活動を循環させるために

まちの将来像を実現するための

サ シ バ の 子 育 て に 適 し た 里 地 里 山 が あ る 市 貝 町 は、

の取組み方針

17

15) 地域ブランドを確立し販売網を開拓する
おいしいだけでなく、人にも環境にもやさしい農業

4

経営、農作物に対して「サシバの里」ブランドの認定
ファンの力を里地里山
の保全につなげる

を与え、付加価値を伴った商品の販売を促進します。

16) 環境と経済の好循環を生み出す基金を設立す
4

る
生きものを守り、生息・生育地を保全するための組
織作りや基金などのシステムを構築し、持続的な活動

ファンの力を里地里山
の保全につなげる

を目指します。

17) 構想全体を推進する組織や会議体をつくる
本構想を積極的かつ継続的に推進するとともに、地

4

域全体に内容を周知・共有するための体制をつくりま
ファンの力を里地里山
の保全につなげる

す。

13
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第１部
サシバの里づくり基本構想

第６章

構想の実現に向けて

１．推進体制と進め方
本構想の実現には、行政や町民、市貝町に関わる全ての人が主体的に考え、行動する必要があり
ます。そのために、本構想の内容を地域全体に十分に浸透させるとともに、行政と民間が一体とな
り実現に向けて行動する体制を整えます。具体的には、地域公社（サシバの里づくり公社）の設立、
役場内の各課実務担当者会議（サシバの里づくり庁内推進会議）の継続運営、みんなで考えるサシ
バの里づくり会議の設置です。
各組織の役割と関係

第６章

サシバの里づくり基本構想・実施計画で掲げる施策や事業の実施
（仮称）サシバの里づくり公社

構想の実現に向けて

・各主体との連携・調整・誘導
・行政や民間が担えない分野の事業推進
行政（市貝町、栃木県など）
・行政だからこそできる分野の事業推進

サシバの里づくり
庁内推進会議
・役場内の業務と
本構想との連携を図る

民間（町民、農林家、地域団体、NPO など）
・民間だからこそできる分野の事業推進

（仮称）みんなで
考えるサシバの
里づくり会議
・各取組みの進捗の
チェックと
フォローアップ

1)（仮称）サシバの里づくり公社
構想の普及啓発を図るとともに、行政と民間による各種事業の誘導・調整を行い、柔軟な発想や
手法が求められる公益性の高い分野を自主事業として実施することで、構想実現を推進することを
活動目的とします。なお、公社設立にあたっては既存組織の活用・拡充も含めて検討します。
■事業内容

・本構想および本実施計画の推進に関わる各主体との連携・調整・誘導
・（仮称）いちかいサシバの里基金の運営
・サシバの里ブランドの運用
・ブランド商品の販売網の開拓
■運営負担

市貝町、民間企業・団体
■構成員・職員

市貝町、民間企業・団体

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第１部

2) サシバの里づくり庁内推進会議
目的とします。
■内容

サシバの里づくり公社を交えて、職員同士の情報共有や意識啓発、目的確
認を行い、構想および実施計画との連携を図る。
■出席者

各課（総務課、企画振興課（主導）、税務課、農林課、町民くらし課、健康

サシバの里づくり基本構想

役場内の各分野における課題と構想内容を結びつけ、横断的な施策により解決を図ることを活動

福祉課、建設課、会計課、議会事務局、こども未来課、生涯学習課）の実務
担当職員、サシバの里づくり公社メンバーを想定。
第６章

3)（仮称）みんなで考えるサシバの里づくり会議
等の関係者が一堂に会し、サシバの里づくりの進捗と推進について皆で考え、フォローアップする
ことを目的とします。
■内容

年に一度のペースで、サシバの里づくり公社やサシバの里づくり庁内推進
会議のメンバー、町民有志を交えて、各取組みの進捗をチェックし、フォロー
アップを図る。
■出席者

サシバの里づくり公社やサシバの里づくり庁内推進会議のメンバー、里山
みらい会議の参加者を中心とした本構想に興味や関わりのある町民を想定。

２．具体的な戦略をつくるための現状の環境調査
生物多様性地域戦略とは、生物多様性基本法に基づき地方公共団体が策定する、生物の多様性の
保全および持続可能な利用に関する基本的な計画であり、現状の詳細な生物調査や環境調査をふま
え、地域特性や各種分布を明らかにした上で策定されるものです。本構想が現時点で詳細な調査に
基づいた構想となっていないことをふまえ、本構想をより具体的で戦略的な取組みとして推進する
ために、市貝町においても生物多様性地域戦略の策定を推進していきます。

生物多様性地域戦略

詳細な
調査結果を
反映

サシバの里づくり
基本構想・実施計画

法定計画にもとづく推進

任意計画にもとづくビジョン共有・推進

「サシバの里づくり」の実現
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構想の実現に向けて

本構想を改定してから実際にどの程度実現に向けて各主体が動いているのか、町民、民間、行政

第２部
サシバの里づくり実施計画

第１章

実現に向けた数値目標

本構想・本計画の最終的な目標は「まちを次世代につなぐ」ことです。また、そのためのまちの
将来像として「サシバが舞う豊かな里地里山環境が広がるまち」「安全で安心なおいしい農作物が
生産されるまち」「里地里山と共生した商工観光業が営まれるまち」「人々が誇りと愛着をもって暮
らし、集えるまち」「里地里山保全と経済活動が循環するまち」を掲げています。これらを具体的
に実現するための今後５年間の指標として、以下の数値目標を定めました。なお、評価指標の充実
化を図るため、今後の住民アンケート調査等で町民の定住意向やサシバの里づくりへの理解の度合
い等を定期的に調査することを検討していきます。

第１章
実現に向けた数値目標

まちを次世代につなぐ総合的指標
※1
・転入人口の５年間の増加数
20 人（平成 35 年）
豊かな里地里山環境に関する数値目標
14 つがい（平成 30 年） ⇒
・サシバの生息数※2
・耕作放棄地の面積
47.2ha（平成 29 年）
⇒
24 カ所（平成 29 年）
・環境保全地の数※3
⇒

※1
21 つがい（平成 35 年）
19.1ha（平成 35 年）
30 カ所（平成 35 年）

里地里山を生かした安心安全な農林業に関する数値目標
・認定農業者数
123 人（平成 29 年）
⇒
・道の駅農産物直売所販売額
258 百万円（平成 29 年）⇒

128 人（平成 35 年）
284 百万円（平成 35 年）

里地里山と共生した持続性のある産業に関する数値目標
・自然観察・農業体験イベント参加者数 1,332 人（平成 29 年） ⇒
・町内総生産額
570 億円（平成 26 年） ⇒
・空き家の利活用件数
0 件（平成 29 年）
⇒

2,000 人（平成 35 年）
※1
600 億円（平成 35 年）
※1
5 件（平成 35 年）

地域に誇りと愛着のある人に関する数値目標
・観光入り込み客数
612 千人（平成 29 年） ⇒

※1
650 千人（平成 35 年）

里地里山保全と経済活動の循環に関する数値目標
・サシバの里ブランド認定数
7 件（平成 29 年）
０円（平成 29 年）
・基金積立額

※1
50 件（平成 35 年）
2 千万円（平成 35 年）

⇒
⇒

※1 市貝町人口ビジョンまち・ひと・しごと創生総合戦略の目標値（平成 31 年）より引用
※2 市貝町中〜北部 5 ㎞ ×5 ㎞の範囲（一部芳賀町、茂木町含む）におけるサシバの繁殖つがい数
※3 とちぎの元気な森づくり県民税事業、および NPO 等自主事業の対象保全地の数
第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第２章

施策の内容

本構想の第５章の取組み方針をもとに、数値目標を達成するための具体的な施策を以下のよう

1) 継続的な自然環境の調査
市貝町は平成 30 年に『市貝町の文化財と自然』を編纂・発行しましたが、町内に生息・生育す
る動植物の分布や数については、把握が十分ではありません。また、最新のデータも十分に取得で
きていません。里地里山の保全効果や再生状況を検証し、経済活動につなげていくためには、専門
家や町民の協働のもとに現地調査を行って最新のデータを収集し、市貝町の自然環境の現況を把握
する必要があります。これらをふまえ、行政やボランティア、NPO の役割分担を明確にした上で、

サシバの里づくり実施計画

１．豊かな里地里山環境を維持し増やす施策

第２部

に整理しました。また、各施策に関連するこれまでの実績についても整理しました。

守るべき自然や希少動植物の保全のための方策、条例等の必要性について検討していきます。
【これまでの実績】
サシバの繁殖状況モニタリング調査（オオタカ保護基金）、生き物調査・観察（オオタカ保護基金、爽菜農園、日本野鳥の会栃木、
事務所）、「市貝町の文化財と自然」の編集・発刊・配布（市貝町教育委員会）、荒廃農地調査（市貝町農業委員会）、生涯学
習講座「水中の生物」観察や採集、「昆虫採集」「水中の生物」の講座（歴史民俗資料館）

町の北〜中部を中心に生態系保全活動の場を広げ、サシバが生息できる里地里山生態系の保全を
進めます。生態系保全活動の具体的な内容としては、耕作放棄地を復元して湿地として管理するこ
とや、水田周辺の樹林地を動植物が生息・生育しやすい森として管理することなどが挙げられます。
同時に、子どもたちの環境学習の場、町民や都市住民を対象とした保全活動体験の場など、里地里
山という資源を生かしたさまざまなイベントでも活用できるよう整備を行います。推進にあたって
は、とちぎの元気な森づくり県民税事業等も積極的に活用していきます。また、これらの活動のな
かで適切な森林資源の循環を推進するため、里山資源の循環を促す第三者認証の取得等も検討しま
す。
【これまでの実績】
里山保全活動（オオタカ保護基金、サシバの里協議会、トチギ環境未来基地、日本野鳥の会栃木）、里地里山生態系保全活
動事業基金（刈生田地区）、とちぎの元気な森づくり県民税事業（市貝町）、多面的機能支払制度交付金事業（14 団体）、生
涯学習事業、小貝川クリーン大作戦（建設課）、夏季湛水田交付金（農林課）

3) 里山保全のための規制、誘導
豊かな自然や自然が織りなす景観は、市貝町の宝です。しかし近年では、耕作放棄地や未利用地
を活用するために、宅地開発や太陽光パネル等工作物の設置などが行われる場所も増えてきました。
市貝町の自然と調和する景観を形づくるにあたって、適切な保全・活用のためのゾーニングや、そ
のための規制や誘導を図る条例等を検討していきます。
【これまでの実績】
市貝町における太陽光発電設備設置事業と良好な地域環境との調和に関する規則（市貝町）
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施策の内容

2) 里地里山の生態系の保全活動

第２章

多面的機能支払交付金活動団体（14 団体）、とちぎの元気な森づくり県民税事業活動団体、エコ農業とちぎ（芳賀農業振興

２．里地里山を生かした安心安全な農林業を増やす施策
4) 野生鳥獣被害を防ぐ地域内連携の構築
第２部

里地里山での耕作放棄が進行すると、イノシシなどの野生鳥獣による農林業への被害が増加しま
す。また、電気柵等の対策は地域全体で講じなければ十分に効果を発揮できません。野生鳥獣と共

サシバの里づくり実施計画

生できる環境を創出するために、対応に関する地域内連携を進めていきます。
【これまでの実績】
イノシシ被害防止対策事業、イノシシ被害防止対策協議会

5) 里地里山ならではの農林業の創出・普及
人にも環境にもやさしい有機栽培、あるいは減農薬・減化学肥料栽培からなる安心・安全な「サ
シバ米」を町内集落営農組合や農業従事者と連携して生産していきます。また、同様のコンセプト
の農作物も生産していきます。林業においては、定期的に雑木林の伐採を行うことで、菊花炭の生
産や木質バイオマスを活用したエネルギー供給を進めていきます。
【これまでの実績】
とちぎの地産地消給食推進事業

第２章

6) 新規就農者への技術支援や助成
町内で新たに環境にやさしい農業を始めたい人たちに対して、それにふさわしい農業研修や具体

施策の内容

的な方法を学ぶ機会や助成支援体制を整えます。また、県が進める、環境負荷の低減に配慮した農
業「エコ農業とちぎ」の実践者や応援者を増やしていく活動を進めていきます。さらに、耕作放棄
地を引き受けて作物生産を再開する農業者を支援していきます。
【これまでの実績】
農業研修生育成（市貝町地域雇用創造促進協議会）、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の活用（市貝町農業委員会）、有機
JAS 認定手数料補助金（市貝町）、有機堆肥購入費補助、有機 JAS 認定手数料補助金、有機圃場保全交付金

３．里地里山と共生した持続性のある産業を増やす施策
7) 自然体験や農業体験事業の普及・展開
道の駅周辺の里地里山や体験農園を利用して、都会では見られない生きものの観察や、農業体験
を行います。これらの体験、また自然を伝えるインタープリターや、農業を営む市貝町の農業従事
者とのふれあいを通じて市貝町のファンをさらに増やしていきます。また、体験型の拠点を地域各
地へ展開し、民泊等とも連携して市貝ツーリズムの形成を目指します。
【これまでの実績】
生き物観察・自然体験・農業体験（オオタカ保護基金、トチギ環境未来基地、爽菜農園、おかえりの丘、芳賀農業振興事務所）、
都市農村交流事業（サシバの里協議会）、生涯学習事業連携講座（各種生涯学習団体）、ホタル観察会・収穫祭・自然観察会・
ヘルシーマーケット・サシバの里木工教室（各種地元団体）、「昆虫採集」「水中の生物」の講座（歴史民俗資料館）

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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8) 道の駅を核とした里地里山周遊エコツアーの充実
市貝町の自然、産業、歴史、文化などが体感できるコースを作り、市貝町内を解説しながら、周遊する市
貝町ならではの特色を知ることができるスタディツアーを実施します。また、自然環境に特化したテーマを
【これまでの実績】
縁側めぐり（サシバの里協議会）、サイクリングマップ（市貝町観光協会）、田園ウォーキング（市貝町・道の駅サシバの里

9) 空き家を活用したゲストハウスや地域拠点づくり
市貝町では、少子高齢化や転出増によって空き家が増加しています。空き家の増加は地域の安全・
防犯上の懸念を生む材料となり、まちの暮らしに大きく影響を及ぼします。一方、 築 100 年を超
える古民家等は現代では希少な資源であり、これらを活用しない手はありません。空き家の活用を
目指し、分布状況の把握や、空き家バンク、活用の担い手支援等に取り組みます。

サシバの里づくり実施計画

いちかい）、レンタサイクルの導入（市貝町・道の駅サシバの里いちかい）

第２部

設定したエコツアー等を実施します。また、周遊しやすくするためのハード面の整備も進めていきます。

10) 芳賀地域での一体的な観光を目指した地域連携の構築
市貝町を含む芳賀地域は、里地里山に恵まれ独自の文化や魅力を有しています。芳賀地域内の市
となったグリーンツーリズムを進めていきます。

産官学連携などの取組みにより、「サシバの里」ブランドに登録された農産物を使用した新たな
加工品、地域資源を活用した商品の開発を行い、６次産業を推進します。開発した商品にもブラン
ド認定を行い、企業や団体とともに「サシバの里」ブランドの普及を推進します。
【これまでの実績】
料理コンテスト・キンブナプロジェクト（サシバの里協議会）、地産農産物を使用した新商品開発・ランチメニュー開発（市
貝町地域雇用創造促進協議会）

12) 町内立地企業との連携・協働
町内の工業団地等には、大企業の事業所が複数立地しています。これらの企業は、CSR( 企業の
社会的責任 ) や CSV( 共通価値の創造 ) を積極的に実践しており、また、特徴的な技術や商品開発
を行っています。こうした企業と連携・協働して、里地里山を保全する活動や、里地里山資源と企
業の技術やノウハウを掛け合わせた産業振興を図っていきます。

４．地域に誇りと愛着のある人を増やす施策
13) 教育活動の中での里地里山を知る環境教育の実施
市貝町で育つ子ども達の町への誇りを育むために、幼児教育や学校教育の中で、子どもたちが市
貝町の自然と里地里山の大切さに興味が持てるような環境教育を推進していきます。
【これまでの実績】
収穫体験・生き物観察（サシバの里協議会、いちかい子育てネット羽ばたき、保育所・小中学校）、学校教育でのサシバの
生態学習事業（市貝町）
19
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施策の内容

11) 農産物加工品などの新規商品の開発

第２章

町で観光客を取り合うのではなく、各市町がもつ固有の地域資源をつなぎあわせ、芳賀地域で一体

14) キャラクターを活用した地域への愛着の醸成
「サシバの里」ブランドとともに、親しみやすいイメージキャラクター「サシバのサッちゃん」
「 イッ
ちゃん」「カイちゃん」を活用し、町内のイベントのみならず、県内外の各種イベントにも積極的
第２部

に参加し、あらゆる世代に対して「サシバの里づくり」を広く周知していきます。
【これまでの実績】
ゆるキャライベントへの参加、着ぐるみのイベント貸出し、ラッピングやグッズ等による PR（市貝町）

サシバの里づくり実施計画

15) 町内外へのプロモーション活動の推進
町内外の人たちに「サシバの里」である市貝町を知ってもらえるプロモーションを展開していき
ます。町内の人に対しては、自分の町の魅力を再確認し、町への誇りを醸成することを目指します。
町外の人に対しては、サシバの舞う豊かな自然環境と自然共生型まちづくり、人の魅力などを、イ
ンターネット媒体等を積極的に活用し、イメージアップを図ります。また、国内のみならず国外向
けにも、国際サシバサミットなどを通して環境的な先進的取組みとしての PR を推進します。
【これまでの実績】
移住促進プロモーション動画（市貝町）
、つくり手帳の開設・運営（地域おこし協力隊）
、サシバを縁とする沖縄県宮古島市との交流都市締結（市貝町）

第２章

16) 構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化
行政や有識者だけではなく、まちの全員で「サシバの里づくり」を進めていくため、様々な活動

施策の内容

の担い手となる新たな人材の発掘・育成を進めます。特に、観察会やツアーにおけるインタープリ
ターの育成を進める必要があります。そのために、生涯学習講座等と連携して人材育成の講座を開
きます。また、住民参加・協働を推進するためのワークショップ等も開催し、町の人材の発掘と意
識向上、開かれた地域コミュニティづくりや人的ネットワークの構築を推進します。
【これまでの実績】
サシバの里協議会の設立（平成 26 年）、サシバの里案内人養成講座・観光まちづくり勉強会・トコロジスト（その場所の専門家）
の養成（サシバの里協議会）、市貝町観光協会の設立

17) 魅力に感じる日常体験を通じた関係人口の創出
市貝町の日常は、ともすれば都会に暮らす人々にとっての非日常であり、学びや娯楽性の高い活
動であるともいえます。この視点を活用し、町内の様々な団体等と連携しながら、農作業や自然保
全などを体験できる仕組みをつくります。町の担い手不足にも寄与し、町民と外部人材の交流、ファ
ンづくりを行いながら、将来的な移住や来訪につなげます。

18) 道の駅の里地里山展示スペースの充実化
市貝町を訪れる人々に、サシバの紹介をはじめとする里山資源を活かした取組みを広く周知する
ため、道の駅「サシバの里いちかい」、地域情報館「まちおこしセンター」を中心に「サシバの里」
にまつわる展示活動を行います。将来的な「サシバの里」のイメージ映像や、豊かな自然の象徴と
してのサシバに関するパネル展示、道の駅周辺で観察できる生きものの生態展示等を行います。ま
た、市貝町で見られる生きものたちの四季を通した情報を定期的に更新し発信します。同時に、
「サ
シバの里」づくりの PR コーナーを設け、町の取組みについても発信していきます。
【これまでの実績】
生態展示、パネル展示、映像放映、サシバの里づくり PR コーナー（道の駅）
第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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５．里地里山保全と経済活動を循環させる施策
19) 暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定
環境共生の取組みを背景としてブランディングを行い、高付加価値化を狙います。サシバの生息地
された農作物とその加工品をブランドとして認定し、環境に配慮し育てられた安全・安心なものと
しての価値を付加します。有機栽培や減農薬・減化学肥料による栽培を認定基準とします。また、
慣行栽培であっても一定の生物相が保たれている等、十分に環境保全に寄与していると考えられる
場合には、ブランドとして登録することも検討します。
これらの基準の運用は、
「サシバの里商標使用規程」のもと厳正に審査・認定していきます。また、
市貝町の特産品などを認定してきた既存の「市貝ブランド」との棲み分けを行い、「サシバの里」
ブランドの位置づけを明確にします。

サシバの里づくり実施計画

保全や里地里山の環境保全に寄与する農家あるいは地域が生産した農作物や、保全活動に伴い生産

第２部

市貝町で生産される地域発の商品・サービスの質を高め、「サシバの里」ブランド化を行います。

【これまでの実績】
サシバの里ブランド認定（９件）（市貝町）、市貝ブランド支援事業（市貝町）

地域ブランドの商品を、道の駅だけでなく、インターネット販売や外部への出品も可能な限り行い
【これまでの実績】
サシバの里山ショップ等の個々のネット販売、ふるさと納税の返礼品（市貝町）

21)「（仮称）いちかいサシバの里基金」の設立・運営
本事業を持続的・自律的に運営するため、基金を設立します。基金には、町内外を問わず市貝町
を愛する個人、企業、団体などからの寄付、町からの補助などを充てます。また、基金は本構想の
根底である市貝町の豊かな自然を保全するための資金であることから、道の駅事業や地域ブランド
事業などについては、寄付つき商品の販売や売り上げの一部が基金に寄付される仕組みも検討しま
す。なお、基金設立にあたってはその規模や活用内容について十分検討するとともに、その収支に
ついては町民に定期的に報告を行い、公正な運営となる仕組みや体制を構築します。

22) 構想全体を推進する組織や会議体の設置・運営
「サシバの里」づくりの各種事業の連携や、地域ぐるみでの保全や各種活動を推進するため、２
つの組織を立ち上げ、１つの会議体を継続して運営します。
１つ目は、新設組織である「（仮称）サシバの里づくり公社」（以下、公社）とし、構想の普及啓
発を図るとともに、行政と民間による各種事業の誘導・調整を行い、両者が担えない分野を自主事
業として実施することで、構想実現を推進します。２つ目は、役場内の会議体である「サシバの里
づくり庁内推進会議」とし、役場内の各分野における課題と構想内容を結びつけ、横断的な施策に
より解決を図ります。３つ目は「（仮称）みんなで考えるサシバの里づくり会議」とし、本構想を
改定してから実際にどの程度実現に向けて各主体が動いているのか、町民、民間、行政等の関係者
が一堂に会し、サシバの里づくりの進捗と推進について皆で考え、フォローアップします。
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施策の内容

ます。また、環境意識の高い国内外の地域や大都市圏におけるターゲット層へのアプローチも行います。

第２章

20) 地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化

第３章

施策の相関と優先施策

第２章の施策内容の相関関係について、以下の図のとおり整理しました。図からわかるとおり、
第２部

まちの将来像の実現のために、どの施策も不可欠であり、密に連携して進めていく必要があります。

サシバの里づくり実施計画

豊かな里地里山環境を維持し増
やす施策

里地里山の
恵みの提供

・継続的な自然環境の調査

里地里山を生かした安心安全な農林業
を増やす施策
・野生鳥獣被害を防ぐ地域内連携の構築

・里地里山の生態系の保全活動

保全のための
サポート

・里山保全のための規制、誘導
好循環する仕組みの形成

・里地里山ならではの農林業の創出・普及
・新規就農者への技術支援や助成

里地里山と共生した持続性のある産業
を増やす施策

里地里山保全と経済活動を循環させる施策
・暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定

・自然体験や農業体験事業の普及・展開

・地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化

・道の駅を核とした里地里山周遊エコツアー

・「（仮称）いちかいサシバの里基金」の設立・運営
・構想全体を推進する組織や会議体の設置・運営

の充実

第３章

・空き家を活用したゲストハウスや地域拠点
づくり
・芳賀地域での一体的な観光を目指した地域

施策の相関と優先施策

地域に誇りと愛着のある人を増やす施策
・教育活動の中での里地里山を知る環境教育の実施
・キャラクターを活用した地域への愛着の醸成

連携の構築
・農産物加工品などの新規商品の開発
・町内立地企業との連携・協働

・町内外へのプロモーション活動の推進
・構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化
・魅力に感じる日常体験を通じた関係人口の創出

仕組みを支え推進する人の育成
地域内の収入増加
次の世代が暮らす環境創出

・道の駅の里地里山展示スペースの充実化

その中でも、これまでの実績が乏しい施策や緊急性の高い施策、本構想の推進サイクルの要とな
る施策については優先施策として位置づけ、確実に着手していくことします。優先施策は以下のと
おりです。

継続的な自然環境の調査
里山保全のための規制、誘導
構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化
暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定
地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化
「（仮称）いちかいサシバの里基金」の設立・運営
構想全体を推進する組織や会議体の設置・運営

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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第４章

各施策の推進主体と連携主体

各施策は、基本的に行政や公社、町民、民間事業者が連携して実現していきます。そのうえで、
体とは、共通の目的をもつ町民による任意組織を指しています。

・継続的な自然環境の調査
・里地里山の生態系の保全活動
・里山保全のための規制、誘導

推進主体
農林課
生涯学習課
農林課

連携主体

第 6 次市貝町振興計画
における関連施策

NPO、栃木県、地域団体 施策 1-1-1 自然環境
農業委員会、教育委員会 3. 自然環境の保全・創造
NPO、栃木県、地域団体

農林課
建設課、企画振興課、
町民くらし課 生涯学習課、教育委員会

施策 1-1-1 自然環境
4. 自然とのふれあいの促進
施策 1-1-1 自然環境
3. 自然環境の保全・創造

里地里山を生かした安心安全な農林業を増やす施策
農家林家、コミュニティ 施策 3-1-1 農業
地域協議会、地域団体 4. 農村環境の整備・保全

・野生鳥獣被害を防ぐ地域内連携の構築

農林課

・里地里山ならではの農林業の創出・普及

農林課

農家林家、地域団体

・新規就農者への技術支援や助成

農林課

農業委員会、農家林家、栃木県

民間事業者

農家林家、観光協会

・道の駅を核とした里地里山周遊エコツアーの充実

地域団体

観光協会、民間事業者

・空き家を活用したゲストハウスや地域拠点づくり

民間事業者

・芳賀地域での一体的な観光を目指した地域連携の構築

企画振興課

観光協会、地域団体

施策 3-3-1 観光
3. 広域観光ルートの形成

・農産物加工品などの新規商品の開発

民間事業者

観光協会、地域団体

施策 3-1-1 農業
3. 魅力ある農業の振興

・町内立地企業との連携・協働

企画振興課

民間事業者、地域団体

施策 1-1-1 自然環境
3. 自然環境の保全・創造

こども未来課

生涯学習課、地域団体

施策 4-1-2 学校教育
1. 教育内容の充実

施策 3-1-1 農業
3. 魅力ある農業の振興
施策 3-1-1 農業
2. 生産体制の整備

施策 3-1-1 農業
3. 魅力ある農業の振興

観光協会、企画振興課、 施策 1-3-1 住宅
地域団体
3. 空き家対策

地域に誇りと愛着のある人を増やす施策
・教育活動の中での里地里山を知る環境教育の実施
・キャラクターを活用した地域への愛着の醸成
・町内外へのプロモーション活動の推進
・構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化
・魅力に感じる日常体験を通じた関係人口の創出
・道の駅の里地里山展示スペースの充実化

観光協会、こども未来課、 施策 3-3-1 観光
2. 観光のまちづくりの推進
NPO
観光協会、
企画振興課、農林課、 施策 3-3-2 道の駅
1. 情報発信の充実
道の駅事業者
公社
企画振興課、生涯学習課、 施策 1-1-1 自然環境
公社
2. サシバの里づくりの推進
地域団体
施策 3-3-1 観光
観光協会、民間事業者、
農家林家、地域団体
1. 観光基盤の整備
道の駅事業者
観光協会、 農林課、道の駅事業者、 施策 3-3-2 道の駅
1. 情報発信の充実
企画振興課
道の駅事業者
企画振興課

里地里山保全と経済活動を循環させる施策
・暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定

農林課

公社、企画振興課

施策 1-1-1 自然環境
2. サシバの里づくりの推進

・地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化

農林課

公社、地域団体

施策 1-1-1 自然環境
2. サシバの里づくりの推進

公社

企画振興課

施策 1-1-1 自然環境
2. サシバの里づくりの推進

企画振興課

公社、農林課

施策 1-1-1 自然環境
2. サシバの里づくりの推進

・「（仮称）いちかいサシバの里基金」の設立・運営
・構想全体を推進する組織や会議体の設置・運営
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各施策の推進主体と連携主体

施策 3-3-2 道の駅
3. イベントの充実

第４章

里地里山と共生した持続性のある産業を増やす施策
・自然体験や農業体験事業の普及・展開

サシバの里づくり実施計画

豊かな里地里山環境を維持し増やす施策

※下線のある施策は優先施策

第２部

各施策のメインとなる推進主体とサブとなる連携主体を以下のとおり整理しました。なお、地域団

第５章

実施スケジュール

※下線のある施策は優先施策

第２部

平成 31 年度

豊かな里地里山環境を維持し増やす施策

平成 32 度

サシバの里づくり実施計画

・継続的な自然環境の調査

詳細な自然環境調査の検討

詳細な自然環境調査

・里地里山の生態系の保全活動

継続的な保全活動体制検討

・里山保全のための規制、誘導

条例化の作成検討

環境条例にもとづく

里地里山を生かした安心安全な農林業を増やす施策
・野生鳥獣被害を防ぐ地域内連携の構築

現況調査・被害防止体制の検討・関係者調整・連携強化

・里地里山ならではの農林業の創出・普及

事業創出検討・事業者ヒアリング・普及対策

・新規就農者への技術支援や助成

事業検討・支援体制の検討

里地里山と共生した持続性のある産業を増やす施策
・自然体験や農業体験事業の普及・展開

普及方法の検討

第５章

・道の駅を核とした里地里山周遊エコツアーの充実

現状の課題整理

・空き家を活用したゲストハウスや地域拠点づくり

空き家バンク運用開始

実施スケジュール

・芳賀地域での一体的な観光を目指した地域連携の構築

事業検討・周辺市町ヒアリング

・農産物加工品などの新規商品の開発

市場調査・試作品制作

・町内立地企業との連携・協働

企業へのヒアリング・事業検討

空き家整備

地域に誇りと愛着のある人を増やす施策
・教育活動の中での里地里山を知る環境教育の実施

事業検討・単発プログラムの実施

・キャラクターを活用した地域への愛着の醸成

事業検討・グッズの市場調査

・町内外へのプロモーション活動の推進

メディア戦略の検討

・構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化

ニーズと希望者の把握

・魅力に感じる日常体験を通じた関係人口の創出

事業検討・まちの魅力の発掘

・道の駅の里地里山展示スペースの充実化

コンテンツ見直し・検討

里地里山保全と経済活動を循環させる施策
・暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定

ブランド運用の見直し

・地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化

販売戦略の検討

・「（仮称）いちかいサシバの里基金」の設立・運営

内容の検討・設立準備

・構想全体を推進
する組織や会議
体の設置・運営

サシバの里づくり公社

設立準備

設立・事業開始

サシバの里づくり庁内推進会議

設立・事業協議

公社と連携した事業推進

みんなで考えるサシバの里づくり会議

事業の担い手募集・市民協議会等の開催

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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各施策の実施スケジュールを本計画の５年間について、以下のとおり整理しました。特に優先施
策については、滞りのないようスムーズに着手していきます。

平成 34 年度

平成 35 年度

生物多様性地域戦略にもとづく継続的な自然環境調査

保全活動体制の構築

生物多様性地域戦略にもとづく継続的な保全活動

規制・誘導

地域内連携による鳥獣対策の実施・啓蒙活動
販路開拓・普及

その他農作物への応用展開

新規就農の手当拡充

空き農地とのマッチング

実践者研修の実施

各地の各事業者による横展開

ハード整備・新ルート開拓

エコツアーの継続実施

技術・初期費用手当・農地とのマッチングによる普及

第５章

ゲストハウスや地域拠点として運営
観光プログラムの実施

観光プログラムの拡充

生産体制の構築

継続的な生産・販売営業

事業の試行実施

継続的な事業の実施

通年プログラムの実施

複数校での実施

試作品制作

継続的な生産・販売営業

コンテンツ制作

メディア発信・定期的なコンテンツの制作

マッチング・研修

実地での活動

魅力 PR イベント

日常体験イベントの定期開催

コンテンツ制作

コンテンツの更新・定期的なコンテンツの入れ替え

町全体の総合的な学習等のプログラムとしての定着

新たな人材による構想の推進

ブランド運用・登録商品の拡充
販路・媒体等整備

販売営業

設立・試験運用

基金運用による里地里山保全活動の拡充

各種事業の展開

事業進捗チェック・フォローアップ
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実施スケジュール

一体的な観光プログラム検討

立上げ・事業進捗チェック

サシバの里づくり実施計画

生物多様性地域戦略の策定

平成 36 年度以降

第２部

平成 33 年度

第６章

施策に関連する町の既存事業
実現のための施策分野

具体的な施策内容

第６章
施策に関連する町の既存事業

サシバが舞う里地里山を基盤に環境と経済を好循環させることで︑まちを次の世代につなぐ

サシバの里づくり実施計画

基本的な考え方

第２部

継続的な自然環境の調査
里地里山の生態系の保全活動

豊かな里地里山
環境を維持し
増やす施策

里山保全のための規制、誘導
野生鳥獣被害を防ぐ地域内連携の構築

里地里山を生かした
安心安全な農林業を
増やす施策

里地里山ならではの農林業の創出・普及
新規就農者への技術支援や助成
自然体験や農業体験事業の普及・展開
道の駅を核とした里地里山周遊エコツアーの充実

里地里山と共生した
持続性のある産業を
増やす施策

空き家を活用したゲストハウスや地域拠点づくり
芳賀地域での一体的な観光を目指した地域連携の構築
農産物加工品などの新規商品の開発
町内立地企業との連携・協働
教育活動の中での里地里山を知る環境教育の実施
キャラクターを活用した地域への愛着の醸成

地域に誇りと
愛着のある人を
増やす施策

町内外へのプロモーション活動の推進
構想を進める人材づくりと地域ネットワークの強化
魅力に感じる日常体験を通じた関係人口の創出
道の駅の里地里山展示スペースの充実化

里地里山保全と
経済活動を
循環させる施策

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

暮らしに根ざした地域ブランドの運用・認定
地域ブランドの販売網の開拓・ネットワーク化
「( 仮称 ) いちかいサシバの里基金」の設立・運営
構想全体を推進する組織や会議体の設置・運営
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施策に関連する町の既存事業は以下のとおりです。町が推進すべき施策については、継続的に予
算を確保し、着実に進めていきます。
市貝町の既存事業
荒廃農地調査
農業用廃プラスチック類処理事業費補助金

病害虫防除対策事業費補助金

里地里山生態系保全事業費補助金

有機 JAS 認定手数料補助金

環境保全型農業直接支払交付金

有機圃場保全交付金

夏季湛水田交付金

多面的機能支払事業費交付金

松くい虫防除事業

とちぎの元気な森づくり県民税事業

森林・山村多面的機能発揮対策交付金

市貝町における太陽光発電設備設置事業と良好な地域環境との調和に関する規則
イノシシ駆除報償

イノシシ捕獲強化奨励

鳥獣被害防止緊急捕獲対策報償

イノシシ処分謝礼

イノシシ被害対策研修会

イノシシ駆除委託

カラス・カモ等駆除委託

イノシシ被害防止対策事業費補助金
とちぎの集落営農確立支援事業 ( 補助金 )

有機堆肥購入費補助金

施設野菜等病害虫防除事業費補助金

農業次世代人材投資資金

新規参入者農業者支援補助金

新規就農支援給付金
町観光協会事業
ふるさと活性化推進事業

田園ウォーキング

レンタサイクルの導入
民家民泊推進事業

空家管理システム運用委託

町観光協会事業
地方創生推進交付金採択事業
商工業振興対象事業

企業立地奨励金

学校給食地域米振興対策費補助金

アグリ体験田管理委託

公用車のラッピングやグッズ等による PR 事業
日本一サシバが子育てする里山の農業大使謝礼

サシバの里ブランド認定シール印刷

市貝町特産品シール印刷

ホームページ保守管理委託

産地づくりモデル地域育成事業
地方創生推進交付金採択事業
道の駅施設整備事業
市貝ブランド支援事業
市貝ブランド支援事業
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施策に関連する町の既存事業

振興作物種子等購入費補助金

第６章

狩猟免許取得費等補助金

サシバの里づくり実施計画

土づくり研修会

第２部

「市貝町の文化財と自然」の編纂・発刊・配布

第１章

市貝町の概要

１．人口と暮らし
1) 人口の推移
市貝町の人口は、昭和 50 年まで漸減傾向を示してきましたが、その後の誘致企業の本格的操業や、
資料編

宇都宮都市圏の拡大などに伴う都市化の進展が進み増加に転じてきました。しかし、平成７年から
は再び人口の減少が始まっており、平成 27 年には 11,720 人と５年間で 370 人（3.1％）の減少となっ
ています。少子高齢化も進行しており、住民基本台帳（平成 30 年現在）によると、年少人口比率
（0 〜 14 歳）が 12.3％、老年人口比率（65 歳以上）が 25.2％となり、第 6 次振興計画の目標年で
ある平成 37 年には、年少人口比率は 11.8％、老年人口比率は 31.1％になるものと推測されます。

2) 地域別の暮らし
市貝町は、緑豊かで古き良き里地里山の景観を残す町です。那珂川県立自然公園、観音山、多田
第１章

羅沼などをはじめ、現在も営まれている谷津田や、広葉樹の二次林が広がっており、里地里山を生
かした暮らしが全域でみられます。

（北部）

市貝町の概要

那珂川県立自然公園を含む見上・塩田地区は、起伏に富んだ地形となっており、それらを生かし
た農林業が営まれています。また、近年整備された本州最大級の芝ざくら公園からは、一面の芝桜
と里地里山の風景、そして八溝の山々を眺望することができます。

（中部）
中部は、やや広めの谷津田が広がる農耕地となっています。観音山からは谷津田と丘陵地を一望
でき、里地里山らしい風景を望むことができます。また、中部は村上城跡や山根城跡、日枝神社・
熊野神社などや各所にある碑塔といった文化的・歴史的な建造物なども数多く点在しています。

（南部）
南部は、広い水田地帯と屋敷林などが点在する地域です。多田羅沼周辺は人工池、湿地、雑木林
に囲まれた代表的な湿地であり、湿地性の植物や昆虫類が生息しています。また伊許山園地からは、
小貝川周辺の農耕地と中北部の丘陵地を一望できます。同時に南部は工場などの用途地域でもあり、
市貝町内の工業の中心でもあります。そのため、住宅地も多く、ベッドタウン的な役割も果たして
います。

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画
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２．自然
市貝町は、谷津田や広葉樹二次林などを含む里地里山の景観を有し、多様な動植物の生息・生育
の場となっています。このような環境を維持するためには、そこに住む人たちの生活基盤、すなわ
ち農業の継続が必要です。

1) 地形
市貝町の地形を見ると、標高 150〜160m の比較的平坦な丘陵地からなっています。また、西部の
赤羽地区は 110m 以下の平坦な段丘面となっています。北東部と南部にわずかに見られる 170m を
超える小丘がわずかに地形の起伏を醸し出しています。

2) 植物
市貝町における森林面積の占める割合は、全町総面積 6,425ha に対して、37％（2,390ha）を占め、
であり、現在でもシイタケ原木や薪炭に利用するための伐採が行われています。また、広葉樹林に

資料編

その 100.0％が民有林からなっています。林相は主にコナラやクヌギを中心とした広葉樹の二次林
はアカマツが含まれることが多く、サシバの営巣場所としても利用されています。林床には、カタ
クリやイチリンソウなど「春の妖精たち（スプリング・エフェメラル）」と呼ばれる植物が生育し
ています。また、水田や湿地、ため池では、湿生植物なども多く見られます。
広葉樹林の育成は基本的に天然更新ですが、下草刈りなどの作業が十分に行われず、藪化してし
まう場所も少なくありません。そのため、里地里山の林床などに多く見られる種は、現在減少傾向
にあります。同時に、ニホンイノシシの生息場所となり、農業被害につながる危険性も示唆されて
となっています。

市貝町およびその周辺は日本一のサシバの繁殖地であり、多様な生物相を持つ里地里山環境が残
されています。しかし、近年では田畑や林の放棄による生物相の単純化や外来種の増加、鳥獣被害
の拡大といった問題点も多く抱えています。ハクビシン、ニホンイノシシによる農作物被害が発生
しており、特にイノシシについては、耕作放棄の一因となっています。

カタクリ

ニホンイノシシ（幼獣）
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市貝町の概要

3) 動物

第１章

います。耕作放棄した水田や草地はセイタカアワダチソウなどの外来種に占有され、在来種の脅威

３．農林業
市貝町の産業別就業人口を見ると、平成 27 年国勢調査において、第 1 次産業が 12.6％（791 人）、
第 2 次産業が 34.3％（2,158 人）、第 3 次産業が 50.9％（3,206 人）となっています。

1) 農業
市貝町の農業は、米麦・園芸・畜産による複合経営が主体です。平成 27 年度の農林業センサス
によると、町の農業産出額は約 61.1 億円であり、内訳は、乳用牛（生乳含む）約 29.7 億円、肉用
牛約 11.1 億円、米約 9.2 億円、野菜約 6.5 億円、果実約 1.6 億円などとなっています。農家数は
874 戸で、そのうち販売農家は 616 戸、専業農家は 153 戸です。市貝町は水田耕作地帯が多く広がっ
ていますが、現在は、野菜・果実・花き類や大規模な畜産に比重が移っており、品目別では、ナシ、
トマト、ナス、イチゴ、キク、アスパラ、メロンを重点振興作物と位置づけています。平成 30 年度現在、
当町の認定農業者数は個人 109 人、13 団体で、営農集団は 7 団体、農作業受委託組織は 42 団体です。
資料編

流通販売体制については、JA はが野において施設整備の一元化を進め、平成 15 年度に花き集出
荷貯蔵施設（真岡市）や野菜パッケージセンター（真岡市）が、平成 16 年度にナシ集出荷貯蔵施設（芳
賀町）、平成 17 年度には市貝町に葉菜のパッケージセンター、茂木町にライスセンター、平成 19 年度、
真岡市にカントリーエレベーターが整備されています。
また、環境にやさしい農業に向けて、有機質肥料の利用・販売、学校給食への町内産コシヒカリ
の導入、小学生の農作業体験など消費者と連携した地産地消にも努めています。

2) 林業
第１章

平成 29 年の栃木県森林林業統計書によると、市貝町の森林面積は 2,385ha で、町の総面積の約
37％を占めています。民有林が 100.0％を占め、広葉樹の二次林が多く、人工林率は約 2 割と低い
状況です。林業については、林道・作業道の開設・改良などの基盤整備を進めるとともに、芳賀地

市貝町の概要

区森林組合との協働のもと、地域特性に調和した造成林の保育、優良材の生産を促進してきました。
また、木炭や木酢液・竹酢液の特産品のブランド化を推進するとともに、松くい虫被害対策など環
境保全に努めています。

ナシ

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

木炭（菊花炭）
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４．商工観光業
1) 商工業
市貝町の卸売・小売業は、食料品・日用生活品等の自営小売店舗と、中南部の幹線道路沿線に立
地する中規模のスーパーマーケットが主で、平成 26 年の小売・商業統計調査は 75 店、従業者数は
320 人、販売額は約 58 億円となっています。近隣市町の大型店等への消費の流出は大きく、多く
の商店は経営が厳しい状況です。町では、平成 14 年度から商品券事業を実施するなど、地元購買
を促進するとともに、商工会と連携しながら各種融資制度や経営指導などを通じて経営の安定化を
図っています。
市貝町の製造業は、赤羽地区の工業団地に立地する花王㈱、タキロンシーアイ㈱・クボタケミッ
クス㈱、昭和化学工業㈱が中心です。また、当町は益子町に隣接していることから窯元も 9 カ所有
しています。工業統計調査によると、平成 29 年の従業員４人以上の事業所は 33 カ所、従業者数は
2,906 人、製造品出荷額等（「等」には加工賃・修理料収入額、製造工程から出た廃物出荷額などが
や集約化など、厳しい経営環境にありますが、製造品出荷額は近年増加傾向にあります。

資料編

含まれる）は約 1,349 億円で、経済のグローバル化や企業間競争の激化に伴って、工場の海外移転
建設業は、平成 26 年の経済センサスによると、事業所数は 70 ヶ所、従業者数は 269 人で、住宅
需要の低迷や公共事業の減少により、事業所数、従業者数ともに減少傾向にあります。

2) 観光・サービス業
市貝町の観光は、これまで、市貝温泉健康保養センター、観音山梅の里などを観光資源として進
めてきました。平成 15 年度には、塩田調整池とその周辺地域において、本州最大級である芝ざく
リエーションをコンセプトとして観光基盤整備を行っています。特に、知名度の高い芝ざくら祭り
（４〜５月）、梅まつり（３月）を軸とするイベントを開催し集客力も向上しています。平成 26 年には、
域の自然環境の魅力を情報発信する「まちおこしセンター」、新鮮かつ安全で安心な地場農産物を
販売する「農産物直売所」、地域の農産物を活用した農産物加工品を製造・販売する「農産物加工所」
などで構成され、町の自然環境や農作物を親しめる体験・交流の発信拠点となっています。
また、近年は、自然を守り、文化を生かした観光まちづくりを行う地域が増えてきており、継続
的な観光客の誘致を目指しています。このようなエコツーリズム・グリーンツーリズムへのシフト
は、人々のニーズが食の体験、自然体験、文化観光といったものに変わってきたことに起因してい
ます。そのような中で、市貝町は農業が盛んであり、里地里山の自然とそこに住む人々の歴史・文
化が生きていることから、観光まちづくりの潜在的な可能性を秘めているといえます。
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市貝町の概要

栃木県道 69 号宇都宮茂木線沿いに、道の駅サシバの里いちかいが開設されました。道の駅は、地

第１章

ら公園や市貝町芝ざくら交流センター（直売所・加工所・農村レストラン）の整備など、自然レク

第２章

用語の解説

里地里山
原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、草原
などで構成される地域のこと。
SATOYAMA イニシアティブ
世界各地に存在する持続可能な自然資源の利用形態や社会システムを収集・分析し、地域の環境が持つポテン
シャルに応じた自然資源の持続可能な管理・利用のための共通理念を構築し、世界各地の自然共生社会の実現
に活かしていく取組。
持続可能な開発目標（SDGs）
持続可能な開発のための 17 の目標と 169 の達成基準からなる国連の開発目標。目標はミレニアム開発目標
（MDGs）を土台とし、気候変動や経済的不平等、持続可能な消費などの分野を優先課題として盛り込んでいる。
地域経済循環
地域内企業の経済活動を通じて生産された付加価値は、労働者や企業の所得として分配され、消費や投資とし
て支出されて、再び地域内企業に還流する。この過程で地域外にお金が流出した場合、地域経済が縮小する可
能性がある。
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エコツーリズム・グリーンツーリズム
エコツーリズムとは自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然
環境や歴史文化の保全に資する観光のありかた。グリーンツーリズムとは緑豊かな農山漁村地域において、そ
の自然・文化・人々との交流・活動を体験し楽しむ観光のありかた。
有機栽培
化学肥料や農薬の使用を避け、土壌本来の生産力を発揮させ、環境への負荷をできるだけ低減させたほ場での
栽培を原則とし、ほ場への農薬等の流入や 3 年以上農薬が使われていないほ場であることなどの基準を満たし
たものに、有機農産物の表示が許される。

第２章

減農薬・減化学肥料栽培
減農薬・減化学肥料による栽培は、慣行栽培に用いられる化学合成農薬及び化学肥料の窒素成分の利用をとも
に５割以下としている。またこういった栽培方法により生産された農産物は特別栽培農作物とよばれる。

用語の解説

木質バイオマス
木材に由来する再生可能な資源のこと。まき、木炭、チップ、ペレットなどの木質バイオマスエネルギーは、
森林の適正な管理により持続可能なエネルギーであり、地球温暖化防止や循環型社会づくりにもつながる。
インタープリター
「自然解説」だけでなく、参加者を楽しませたり、参加者の主体性を引き出したり、プログラムを効果的にデザ
インするなどの自然と人との仲介役となる仕事のこと。
地域ブランド
「地域に対する消費者からの評価」であり、地域が有する無形資産のひとつ。地域ブランドには、地域そのもの
のブランド（RB）と、地域の特徴を生かした商品のブランド（PB）から構成される。
太陽光パネル等工作物の設置
太陽光発電は、二酸化炭素の排出がなく、枯渇の恐れのない再生可能エネルギーで、地球温暖化の防止や新た
なエネルギー源として期待されている。しかし、大規模な地上設置型施設の建設においては森林伐採を伴うこ
とが多く、希少な野生動植物の生息・生育地の喪失や自然生態系の悪化、土砂災害の誘発や景観破壊などが危
惧されている。
ゲストハウス
ホテルより簡素ながら最低限の家具などが備えられており、低料金で宿泊できる施設のこと。キッチンやトイレ、
シャワールームなどは共同利用であることが多い。共同空間での宿泊者同士の会話やオーナーとのコミュニケー
ションを求めて、国内のみならず国外から宿泊しに訪れる観光客も多い。
関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。
地域づくりの担い手不足という課題に対して、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が担い手となることが昨今
期待されている。
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第３章

改定のプロセス

１．全体の流れ
本構想の改定・本計画の策定にあたっては、町民の本構想のへの理解・周知を推進するとともに、
実現に向けて主体的に参画し関わる状況を形成するため、町民との積極的な対話を意識しました。
具体的には、町民と町役場職員がサシバの里づくりについて考える「市貝町里山みらい会議」を開
催し、その結果を参考に本構想改定案を作成、パブリックコメントを実施しました。

場

所：市貝町役場１階多目的ホール

参加者：一般町民 26 名、町長、
第１回
市貝町里山
みらい会議

町役場職員 20 名、事務局 12 名
「市 貝 町 は ど ん な ま ち に な っ た ら よ い

資料編

平成 30 年
8月9日

か」「サシバの里づくりのために自分た
ち は ど ん な こ と が で き そ う か」を 考 え
るワークショップを実施。

所：市貝町役場１階多目的ホール

第３章

場

当日の参加者

参加者：一般町民 20 名、町長、
第２回
市貝町里山
みらい会議

町役場職員 12 名、事務局 10 名
興 味 の あ る テ ー マ を 募 集 し、テ ー マ ご
とに本構想の実現につながるような事
業アイデアを考えるワークショップを
実施。

平成 31 年
2月1日
〜
平成 31 年
2 月 28 日

当日の参加者

町民４名と町外の方々から意見をいた
パブリック
コメント

だ き、町 の 考 え 方 を 公 表。一 部、本 稿
へ反映。

33

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

改定のプロセス

平成 30 年
9 月 29 日

２．里山みらい会議での意見
1) 第１回市貝町里山みらい会議での参加者からの意見
【市貝町はどんなまちになったらいいか】
・サシバも人間も子育て適地を目指したい。
・子どもも高齢者も住みやすい、あらゆる世代が支え合う町にしたい。
・豊かな自然を生かした暮らしがまちの魅力。ソーラーパネルが立っているサシバの里は望ましく
ない。
【サシバの里づくりのために自分たちはどんなことができそうか】
・地域ブランドを推進して、お土産物を増やしていきたい。
・サシバのサッちゃんのグッズを作り、子どもをターゲットに広めていきたい。
・ブランドにはストーリーが重要であり、ストーリーづくりがサシバの里のブランドづくりになっ
ていくと思う。
資料編

・地域ブランドの認定基準や評価基準を暮らしに根ざしたものに見直したい。
・情報発信を強化したい。イベント情報をわかりやすく発信したり、リアルな交流の場をつくったり、
口コミを強化したい。
・古民家を活用した民泊や農家体験など、今ある資源を活かしたい。美味しい野菜が食べられる暮
らしが実現できる。
・まちに「つなぐ存在」が必要。地域コーディネーターや空き家バンク、現在情報が届いていない
人を巻き込んでいく人が必要。
・メガソーラーを規制する強制力を持った取組みが必要。

第３章

・市貝町には色んな個性を持って取り組んでいる町民がいるので、その個性を活かす行政支援や情
報発信の支援をしていけると良い。

改定のプロセス
当日の様子
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2) 第２回市貝町里山みらい会議で参加者から出された事業アイデア
【市貝町知ってみっぺ（仮）プロモーション】
市貝町の魅力を知らない町内外の人に向けて、サシバ、武者絵、芝ざくら公園、伊許山キャン
プ場、SL、農産物（特にトマト）、惣誉を、YouTube、SNS を使ってプロモーションを行い、交
流人口を増やしていきたい。具体的なアクションプランとして、惣誉の酒かすを使って、花王な
どに化粧品の開発を依頼する等、官民連携して行っていく。
【サシバ米を作ろう！】
環境に関心がある消費者向けに、環境にやさしい農産物としてサシバ米（仮称）を町内農業関
係者が一丸となって作っていきたい。今年 9 月中に町内集落営農組合への普及活動、11 月には事
業者を決定し、来年 5 月には田植え、平成 31 年産米を目指す。将来的には、同様のコンセプト
の農産物を作っていき、販売促進につなげていき農業従事者を増やしていきたい。

里山の木質資源に価値をつけるために、行政に市貝町の林地すべての森林認証を取っていただ

資料編

【里山の活用と林業】
きたい。伐採しても売れない大きい木は、役場や公共施設で運営できる規模のバイオマス発電で
活用する。所有者が管理できない林地を預けられる林地の中間管理事業を行政が主体となり進め
てもらいたい。林地の手入れをしたい人が手入れし、多少の収入になる仕組みづくりが必要だ。
【ソーラー問題】
山林や畑の地主に向けて、サシバ保全トラスト運動として、放置された山や畑を地主から預か
合わせて、市貝町独自のソーラーパネル設置を規制し、林業を含む自然エネルギー利用の計画を
作りたい。

地域の意欲のある人と地域活動をつなげていき、色んな人を巻き込んでいくことで、防犯上や
災害時も安心な地域にしていきたい。
【ICHIKAI FES】
市貝町のファンに向けて、町内の様々な団体と連携しながら、日常の農作業体験をする連続イ
ベント「ICHIKAI FES」を開催し、ファンとの交流や環境保全を進めていきたい。ゆくゆくは空
き家への移住や「市貝町に来たい」という口コミにつなげたい。
【ICHIKAI BASE】
空き家を活用したゲストハウスや、地域活動をしたい人が集まり利用できる拠点（BASE）を
つくっていきたい。地域でやりたいことがある人と体験を提供できる地域の人につなぐ。また、
地域でやりたいことがある人同士をマッチングする。

35

第２次サシバの里づくり基本構想・実施計画

改定のプロセス

【人材を活かす・地域内連携】

第３章

ることで虫食い状態に開発されるのを防ぎ、ボランティアとともに生態系保全を進めていきたい。
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