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　芝山町の「幻の古墳」（⁉）から極秘に
出土したらしい「しばっこくん」。復元
後、「芝山はにわ祭」のにぎわいで目覚
め、芝山町の空を行き交う世界中の飛
行機を見て「自由に空を飛ぶ」ために毎
日飛ぶ練習をしています。

芝山町キャラクター

　円型は合併の和と結束とを示し、4枚
の翼は町の飛躍を表しています。
制　定　昭和41年2月17日
図案者　石川　徳進

町章

　ふるさと芝山は、古代からの歴史と文化、そして美しい自然
に彩られ、国際空港都市の中庭をめざして躍動しています。
　私たちは、創意と努力によって、永遠に栄え、明るく豊かな
まちをつくるため、ここに町民憲章を定めます。  

制定　昭和60年10月31日

1.人と自然を愛し、明るい顔と心の通った国際的なまちにしよう。
1.調和のとれた環境をととのえ、広く展開するまちにしよう。
1.勤労と貢献を尊び、活力にみちた重量感あるまちにしよう。
1.文化が鼓動し、心ふれあうぬくもりのあるまちにしよう。
1.生きがいと安らぎのある豊かで健やかなまちにしよう。

「町民憲章」

　町の木を広く町民に公募したところ、
町内の丘陵地帯に多く咲いているヤマザ
クラが圧倒的多数で決定しました。 
制定　昭和45年11月

町の木「ヤマザクラ」
誕生日／11月第２日曜日
　　　　（芝山はにわ祭の開催日）
年齢／ずっと７歳
性別／男の子



町長ごあいさつ
グラフィックスペシャル
写真で見る芝山町の今―大空と大地をつなぐもの―	 2
　空港　世界とつながるまち芝山
　歴史　いにしえの風が薫るまち芝山
　人々　元気に躍動する活力あるまち芝山
　自然　豊かな自然あふれるまち芝山
芝山町66年の歴史　ズームイン2016-2020+1	 12
みんなで創る芝山町の未来　しばやまピープル	 16
　未来に引き継ぐ
　未来へつなぐ
　未来への希望

第5次芝山町総合計画	基本構想・前期基本計画	 25
　1. 安全・安心で快適なまちづくり
　2. 未来を支える人材を育てるまちづくり
　3. 芝山らしく空港を生かしたまちづくり
　4. 互いを尊重し支え合うまちづくり
　5. 協働し成長するまちづくり
議会・行政	 31
芝山四季折々	 32
芝山コレクション	 36
芝山文化遺産	 38
町内の主な施設	 40
資料編　データで見る芝山町	 41

CONTENTS

特集1

特集2

特集3

1 ひこうきの丘
2 芝山仁王尊 仁王門
3 航空科学博物館
4 町立芝山古墳・はにわ博物館 姫塚出土埴輪

Shibayama Town is located near the center of the Hokuso Plateau, in the northeastern part of Chiba 
Prefecture, about 60 km from the center of the Tokyo Metropolis. The town borders on Tako Town to the east, 
Yokoshibahikari Town to the southeast, Sanmu City to the south, Tomisato City to the west, and Narita City to the 
north, and is adjacent to Narita International Airport.
The urban area, which is in the Shimousa Plateau, is characterized by a series of valleys cutting into hills. 
Primarily an agricultural community, the broader town is richly cultivated with vegetables, fruits, flowering plants, 
and rice. However, due to proximity to the airport, many enterprises have also settled in the town, mainly in three 
industrial parks.

Shibayama Town strives for a harmonious mix of 
green space and the international airport.
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拡大

　芝山町は千葉県の北東部、北総台地のほぼ中央に位置し、東京都心から約 60km
圏にあります。東は多古町、東南に横芝光町、南に山武市、西に富里市、北は成田市
に接し、成田空港に隣接しています。
　町域は下総台地の一角にあたり、丘陵地に谷津が入り組む地形をなしています。
　野菜、果物、花卉の生産や稲作が盛んで、農業を基幹産業としつつも、空港に接し
ていることから 3つの工業団地を中心に企業が進出しています。

　令和３年12月7日、新しく町長に就任しました麻生孝之と申します。
　現在、芝山町は２つの大きな国家プロジェクトが進められ、町が大きく変わ
ろうとしています。圏央道（大栄JCT～松尾横芝IC間）の整備、成田空港三本目
の滑走路建設、町の経済を飛躍的に向上させる国の事業を最大限に活かし、持
続可能な町づくりに取り組んでおります。また、都市計画マスタープランを基
に計画的な土地利用を図り、中長期的な視野で市街地整備を推進してまいります。
　併せて、介護・福祉・子育て支援・教育環境に恵まれた町を実現し、「住んで
みたい町・住んでよかった町」を目指すことで人口増加につなげ、基幹産業であ
る農業も成長分野として捉えながら、空港と地域の共生・共栄を理念とし、空
港と地域の発展が好循環する町づくりに取り組んでまいります。
　今日の芝山町を発展させてくださいました先人の方々の努力に心から敬意を
表するとともに、今後とも町民の皆様方ならびに関係各位のご理解・ご協力を
お願い申し上げ、発刊のご挨拶とさせていただきます。

町勢要覧発刊にあたって

芝山町長

麻生 孝之

緑と空港の共生を目指すまち・芝山
1
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芝山町タウンマップ
Shibayama Town Map

芝山町子育て支援センター
（令和4年3月完成予定）

ひこうきの丘物販案内所
（令和4年4月開業予定）



自然
Nature

歴史
History

人々
People

ふるさと芝山は、古代からの歴史と文化、そして美しい自然に彩られ、国際空港町
として躍動しています。
私たちは、創意と努力によって、永遠に栄え、明るく豊かなまちをつくります。

Special Feature 1. Special graphics
Shibayama Town today in photos
—connecting the sky and the earth—
Shibayama Town, brimming with history and culture from ancient times, as well as beautiful nature, is a vibrant 
international airport town.
We are creating a lively and prosperous town that will thrive forever through our creativity and effort.
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空港
Airport

歴史
History

写真で見る芝山町の今
―大空と大地をつなぐもの―

特集1　グラフィックスペシャル

2



エンジン音に空を見上げると、飛行機が頭上をダイナミックに横切ります。
成田空港の開港以来、芝山町の暮らしは大きく変わりました。
町には多くの空港関連の会社が立ち並び、芝山鉄道や航空科学博物館が誘致されました。

「ひこうきの丘」や「空の駅 風和里しばやま」には町外からも大勢の人が集まります。
世界と行き交う人・モノ・文化が芝山に新たな風を吹き込み続けるでしょう。
私たちはこれからもずっと、空港とともに未来へと歩いていきます。

Airport
Shibayama is a town connected to the world.
Looking up in the sky with the sound of slight engine noise, you can see an airplane passing overhead.
Living in Shibayama Town has changed dramatically since the opening of Narita International Airport.
There are now many airport-related companies, and the Shibayama Railway and Museum of Aeronautical Sciences have been 
attracted to the town.
Many people from inside and outside the town visit Hikoki-no-Oka (Airplane Hill) and Sora-no-Eki (Sky Station) in Fuwari 
Shibayama.
People, goods, and culture interacting with the world will continue to blow fresh winds into the town.
We begin our journey into the future as a lively airport town.

1 ひこうきの丘の鐘と飛行機　2 航空科学博物館で１番機と初日の出を見ようと集まった大勢の人々　3 空の駅 風和里しばやま前の飛行機の実機　4 日 
本一短い鉄道路線の芝山鉄道　5 実物大のコックピットで疑似操縦体験ができる航空科学博物館　6 航空科学博物館から見た夜明け前の成田空港滑走路　
7 飛行機の実機がたくさん展示されている航空科学博物館の外庭
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空港世界とつながるまち芝山
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1 芝山仁王尊本堂と桜　2 四所神社と桜　3 新緑の殿塚・姫塚　4 芝山公園内にひっそりと建つ旧藪家住宅　5 芝山仁王尊三重塔と桜　6 殿塚・姫塚出土
埴輪の実物が展示されている館内 ( 町立芝山古墳・はにわ博物館 )
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芝山町は古墳とはにわのまち。
木戸川の上流に並ぶ前方後円墳の殿塚・姫塚古墳をはじめ、合計17基の古墳が芝山古墳群と
して国指定史跡となっています。
町内にはかつて500基を超える古墳があったとされ、出土した数多くのはにわは、当時の人々
の暮らしを今に伝えてくれます。
また、町名の由来にもなっている芝山仁王尊は奈良時代に創建された古刹。江戸時代には成田
山とともに、たいそう賑わいました。今も境内の伽

が
藍
らん
は当時の面影を残し、特に桜の季節には

多くの人が訪れる人気スポットです。

History
Shibayama is a town where the winds of the past blow through time to the present. 
The town is distinguished by numerous kofun (tumuli) and haniwa (ancient clay figures made for ritual use).
A total of 17 kofun, including the ‘keyhole’ tumuli of Tonozuka and Himezuka, located upstream on the Kido River, have 
been designated as national historic sites, together referred to as the Shibayama Kofun Group.
There once were over 500 kofun  in the town, and many of the unearthed haniwa speak of the life of the ancient people.
Shibayama Nioson, an ancient Buddhist temple established in the Nara period (710–784), gave the town its name. In 
the Edo Period (1603–1868), the temple, together with the Naritasan Shinshoji Temple, attracted large numbers of 
worshippers, and the temple grounds still contain numerous buildings illustrating ancient styles, which attract many 
people particularly in cherry blossom season.

歴史いにしえの風が薫るまち芝山
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限りなく空に近く、活力ある大自然に抱かれたここ芝山では、住む人・訪れる人の心が自然と
豊かになります。
多様な人たち一人ひとりが活力にあふれ、それぞれの場面で互いを尊重し、地域が協働して力
を出し合いながら、生き生きと暮らし、学び、働いています。町の多分野にわたる取り組みが
人々の豊かで健康的な生活を支え、地域とのつながりが人々の背中を押してくれます。
古代からの歴史や文化、美しい自然が融合するまちを舞台に、人々はさまざまな表情を見せな
がら躍動します。

People
Shibayama is a town full of energy and enthusiasm.
The town is spacious and rich in vibrant nature, enriching the soul of townspeople and visitors alike.
Its diverse population is energetic and vigorous, living, learning and working with respect for each other and communal 
cooperation. The town’s efforts in various fields help people to live a prosperous and healthy life, and the connection with the 
community motivates the residents.
People live vibrant and diverse lives in the town, where history and culture from ancient times blend with beautiful nature.

1 パラリンピック聖火リレー採火式で火起こしをする参加者　2 花いっぱい運動でまち行く人にうるおいを　3 スタートダッシュ ( 芝山小学校運動会 )
4 笑顔いっぱいの成人式　5 脳イキイキ教室で健康増進　6 絵本に興味津々 ( ブックスタート事業 )　7 トンネルを抜けゴール目指して ( 第一保育所運動会 )
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人々
元気に躍動する活力あるまち芝山 1
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町の東西を高谷川と木戸川がゆったりと流れ、川の両側には日本の原風景ともいえるのどかな
田園風景が広がります。夏は見渡す限り緑のじゅうたんが広がり、秋は黄金色に輝く稲穂が風
にそよぎます。
支流をさかのぼれば、野鳥のさえずりが心地よい谷津や里山の懐かしいふるさとの景色に出会
え、四季折々の花が咲き、水辺にはホタルが舞い飛びます。
私たちがいつまでも大切に守っていきたい芝山のかけがえのない自然です。

Nature
Shibayama is a town rich in nature.
The Takaya River flows slowly and leisurely to the east of the town, with the Kido River to the west of the town, and pastoral 
landscape, or the original landscape of Japan, spreading out from both sides of the rivers. You can see endless green plains in 
summer and swaying golden rice ears in autumn.
As you go up the branch streams, you find valleys and satoyama (borderland between hills and farmland) with lovely wild bird 
song that reminds you of home, seasonal flowers, and fireflies dancing over the water.
This is the irreplaceable nature of Shibayama that we want to preserve forever.

1 4

3

2
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自然豊かな自然あふれるまち芝山

1 ひまわり畑と飛行機 ( グリーンポート エコ・アグリパーク )　2 色づくいちょうと埴輪のモニュメント ( 芝山公園 )　3 桜咲く芝山公園でくつろぐ人たち　
4 新緑の水辺の里を散策する人たち　5 芝山仁王尊仁王門脇の紅葉　6 稲作が盛んな高谷川流域

65
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芝山町60年の変遷
西暦 和暦 月 出来事
1955 昭和30年 7 二川村と千代田村が合併し、芝山

町町制施行❶
7 芝山町発足第1回町議会開催
7 芝山町消防団発足
8 町長選挙　川口幸一氏当選

1956 昭和31年 3 〜5 殿塚・姫塚古墳発掘調査
1958 昭和33年 6 芝山古墳群殿塚・姫塚が国指定史

跡となる
1960 昭和35年 11 第1回町民体育祭開催
1963 昭和38年 7 町長選挙　寺内元助氏当選
1966 昭和41年 2 町章制定

3 町合併10周年記念行事挙行
7 新東京国際空港建設地を成田市三

里塚に閣議決定
1968 昭和43年 4 白桝粉屋おどり県無形文化財指定

6 芝山町中央公民館完成
1969 昭和44年 4 町長選挙　手島孝一氏当選
1970 昭和45年 11 町の木制定「ヤマザクラ」
1971 昭和46年 3 殿塚・姫塚の埴輪9点が県有形文

化財に指定
9 はにわ台住宅団地造成完了

1972 昭和47年 6 芝山町広報紙第1号発刊
1973 昭和48年 6 町長選挙　真行寺一朗氏当選
1974 昭和49年 10 町道小池・横宮線が県道に昇格、

大里・小池線に改名
1975 昭和50年 3 芝山町第一保育所完成
1977 昭和52年 3 運輸大臣と空港公団総裁に11項目

の要望書提出
12 財団法人芝山町振興公社設立

1978 昭和53年 3 はにわ台に芝山町第三保育所完成
5 新東京国際空港開港❷

1979 昭和54年 2 民家防音工事開始
12 運輸大臣と空港公団総裁に15項目

の要望書提出
1980 昭和55年 4 芝山町国民健康保険診療所開所
1981 昭和56年 5 芝山鉄道株式会社設立

8 芝山公園野球場完成　　　
1982 昭和57年 10 第1回芝山はにわ祭開催❸
1985 昭和60年 3 芝山町公民館千代田分館完成

8 芝山町総合運動場に芝山町農業者
トレーニングセンター完成

10 町民憲章制定
1986 昭和61年 3 芝山町行政改革大綱策定

3 国際観光モデル地区に指定
1987 昭和62年 6 パリで「はにわ展」を開催
1988 昭和63年 3 芝山公園完成❹

3 芝山町第二保育所完成（移転工事）
5 町立芝山古墳・はにわ博物館開館
6 芝山町観光協会設立

1989 平成元年 3 芝山町保健センター完成
3 芝山文化センター完成
8 航空科学博物館開館

1990 平成2年 3 中央道路（芝山はにわ道）高田-中台
間開通

西暦 和暦 月 出来事
1990 平成2年 8 芝山町議会だより第1号発刊
1991 平成3年 4 社会福祉法人「芝山町社会福祉協

議会」発足
1993 平成5年 6 町長選挙　内田裕雄氏当選

9 第1回成田空港問題円卓会議開催
1996 平成8年 4 町立芝山中学校新校舎開校式
1997 平成9年 8 芝山町中学生海外研修事業開始

12 町長選挙　相川勝重氏当選
1998 平成10年 3 国道296号バイパス全線開通

8 芝山町福祉センター「やすらぎの
里」および芝山町福祉作業所開所

1999 平成11年 11 主要地方道成田松尾線バイパス
（朝倉工区）開通

2001 平成13年 3 芝山第二工業団地造成完了
4 空港シャトルバス運行開始
4 芝山鉄道の新しい駅名が「芝山千

代田駅」に決定
5 芝山都市計画決定

2002 平成14年 4 成田空港暫定平行滑走路供用開始
10 芝山鉄道開通❺

2004 平成16年 4 芝山あいあいタクシー運行開始
2005 平成17年 3 山武郡市広域行政組合東消防署芝

山分署完成
5 空港南部工業団地造成完了
6 芝山ふれあいバス運行開始
10 町制施行50周年記念式典挙行

2007 平成19年 3 主要地方道成田松尾線バイパス
「芝山はにわ道」全線開通

2008 平成20年 4 地域交流パークはにわ道の駅「風
和里しばやま」オープン❻

2009 平成21年 10 成田空港2,500m滑走路供用開始
2010 平成22年 3 成田空港年間発着枠22万回へ容量

拡大
4 町税のコンビニ収納開始

2011 平成23年 3 東日本大震災発生　町内の住宅被
害123件、道路・橋被害13件

6 「成田空港 空と大地の歴史館」開館
8 「風和里しばやま」道の駅に登録
10 初のタウンミーティング開催

2012 平成24年 4 空の駅「風和里しばやま」オープン
5 第1回成田エアポートツーデー

マーチ開催
12 成田空港A滑走路、着陸滑走路

4,000mの供用開始
2013 平成25年 3 成田空港、カーフューの弾力的運

用開始
4 芝山町キャラクター「しばっこく

ん」誕生
11 証明書コンビニ交付サービス開始

2015 平成27年 2 鹿児島県奄美市との交流開始
4 芝山小・東小・菱田小が統合し、

新生芝山小学校開校および学童ク
ラブの施設完成

9 芝山町子育て支援センター開設

13

2016-2020+1
昭和30年（1955）に二川村と千代田村が合併し芝山町が誕生しました。そして、成田
空港の開港、芝山はにわ祭の開催、芝山鉄道の開通などを経て、現在に至っています。
ここでは町の直近6年間にスポットを当て、年表と写真で町のムーブメントを追います。

Special Feature 2. The 66-year history of Shibayama Town
Zoom in  
2016–2020+1
In 1955, Futakawa Village and Chiyoda Village were merged to form Shibayama Town. After the establishment of the new 
town, the Narita International Airport was opened, the Shibayama Haniwa Festival began, and the Shibayama Railway was 
founded. Here we introduce some key features of the town, with a chronological table and photos, focusing on the most 
recent six years.

特集2　芝山町66年の歴史

❶

❷

❸

❹

❺

❻
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2019（平成31・令和元）年

2月 さらなる地域防災力の向上などを図るため「芝山町
地域防災計画」改定

5月 ひこうきの丘に「ハート形モニュメント」設置

8月 航空科学博物館開館30周年（リニューアルオープン）

9・10月 台風15号・19号・21号による風水害が町に甚大な
被害をもたらす

四者協議会において合意した機能強化計画に基づ
き、成田空港A滑走路の夜間運用が1時間延長

12月 町の都市計画に関する基本的な方針として「芝山町
都市計画マスタープラン」策定

町民の憩いの場「成田空港温泉空の湯」オープン（併
せて町との災害協定締結）

2021（令和3）年

町立芝山古墳・はにわ博物館リニューアル

麻生町長初登庁

台風による被害の様子

航空科学博物館30周年記念式典

1月 成田空港の更なる機能強化について航空法に基づく
空港等の変更許可申請が許可される

2月 芝山公園の桜を復活させるための「植樹祭」開催

8月 福島県小野町と自治体として初めて「災害時におけ
る相互応援に関する協定」締結

12月「芝山公園イルミネーション」実施

通年 災害発生時の防災対策として、11の団体・企業と災
害協定締結

2020（令和2）年

芝山公園イルミネーション

1月「芝山町オリジナル婚姻届（しばっこくんデザイン）」提供開始

3月「第５次芝山町総合計画（基本構想・前期基本計画）」策定

4月「芝山町住宅取得奨励金」の制度開始

町立芝山古墳・はにわ博物館リニューアルオープン

5月 新型コロナウイルスワクチン接種開始

7月 東京2020オリンピック聖火リレー千葉県点火セレモ
ニーに聖火ランナー木川武蔵さんが参加

8月
東京2020パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェ
スティバルに芝山町福祉作業所の皆さん（採火式）と聖
火ランナー生駒三男さん（点火セレモニー）が参加

10月 各種証明書のキャッシュレス決済サービス開始

11月 芝山町長選挙　麻生孝之氏当選
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3月 四者協議会において成田空港の更なる機能強化につ
いて実施することを合意し、確認書締結

4月「学校給食の無償化」開始

道の駅風和里しばやま10周年

5月 成田空港開港40周年

6月 芝山あいあいタクシーの土曜日運行開始、車両数を
2台から3台に増加

9月「芝山町指定ごみ袋無料引換券」の配布開始

芝山町で初となる「能」公演実施

11月 白桝粉屋おどりが県無形民俗文化財に指定され50年
を迎えたことを記念して芸能大会開催

2018（平成30）年

白桝粉屋おどり50周年記念大会

ごみ袋無料引換券の配布開始

3月「ひこうきの丘」オープン

県道成田松尾線千代田バイパス・町道01-009号線
開通

4月 芝山町のふるさと納税開始

9月 中学生の奄美大島自然体験学習開始

10月「成田シャトル」路線新設　

殿塚・姫塚古墳発掘60周年を記念して早稲田大学で
企画展開催

11月 芝山町を会場に「第7回安全・安心でおいしい地下水
サミット」開催

2016（平成28）年

奄美大島自然体験学習

県道成田松尾線千代田バイパス・町道01-009号線開通

5月 成田空港の更なる機能強化についての要望書を国土
交通大臣などに提出

7・9月 蓮福寺、芝山仁王尊の鐘楼堂落慶法要が行われる

10月 成田空港の更なる機能強化に関する見直し案に係る
町民説明会開催

11月 第35回芝山はにわ祭で初の古代人一般募集　

芝山町長選挙　相川勝重氏6選

2017（平成29）年

芝山はにわ祭古代人一般募集
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