
　以前から興味のあった舞巫
女として参加できて、とても
うれしかったです。練習では、
振りを覚えるだけでも精いっ
ぱいで、榊の持ち方や足の動
きまで身に付けるのは大変で
した。本番は普段と異なる古
代人の衣装とメイクで、より
緊張しました。無事に終わっ
た後は、芝山の人にしかでき
ない、貴重で良い経験になっ
たと感じました。

　前々から参加してみたいと思って
いたところ一般公募があり応募しま
した。私は首領の役をやりました。
武人らしく、姿勢よく、きりりと振
る舞う大変さもありましたが、非日
常を味わえる感覚がとても楽しかっ
たです。また機会があったら参加し
たいですし、別の役もやってみたい
です。いつか親子で参加することも
叶えたいと思います。

　舞の指導は、古代人らしく優雅に
踊れるようにすることを心掛けてい
ます。榊

さかき

の持ち方や角度、足の動き、
目線など細かいところまで厳しく教
えます。実は私たちも舞

まい

巫
み

女
こ

として
参加した経験があります。教える側
としての難しさもありますが、子ど
もたちの一生の記念になることなの
で、しっかり踊れるよう指導してい
きたいです。

一つ一つを丁寧に
美しく見せる巫女の舞

古代人としての立ち振る舞い
は非日常的

優雅にきれいに踊れるよう
思いを込めて指導

舞巫女OG（平成30年）
平田 萌々さん

一般参加者OB（平成29年）
山下 健一さん

舞巫女指導者
萩原 静江さん（右）
萩原 三千代さん(左)

インタビュー

Shibayama Haniwa Festival
We have created the Shibayama Haniwa Festival based on our inheritance from the past.
A vivid ancient picture scroll
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1 年に 1度、古代人とつながるかけがえのない行事として定着
The Shibayama Haniwa Festival has taken root in the town as an 
invaluable event that enables us to commune with our ancient 
ancestors once a year.
The festival, held on the second Sunday in November every 
year, was established in 1982 to look back and remember the 
fascinating soul of the ancient people that we might otherwise 
forget.
Ancient representatives with gorgeous costumes, including the 
era’s kuni-no-miyatsuko  (regional administrator), descend on the 
town. You will be deeply impressed by the various events, such 
as the ancient rituals restored in this age, the shrine maiden’s 
ceremonial dance, and a line of samurai in armor who worked for 
the kuni-no-miyatsuko .
The town’s agricultural Festival, Cultural Festival, and Commercial 
and Industrial Festival, which are held at the same time, welcome 
visitors to a wide range of events, such as pounding steamed rice, 
an open-air market, a planting market, an Ultra Quiz competition, 
and a rice-cake throwing competition. Many participants enjoy 
these events every year.
Please come and see the Shibayama Haniwa Festival, our cultural 
inheritance, in Shibayama Town.

　芝山はにわ祭は、毎年11月の第2日曜日に町を挙げて
開催されるお祭りです。現代の人々が忘れている古代の心
の豊かさや、素晴らしさを振り返り、また思い起こすため
に昭和57年（1982）に始まりました。
　きらびやかな衣装を身にまとった国

くにのみやつこ

造を筆頭に、かつて
の古代人が芝山町に降臨します。時空を越えてよみがえる
古代の祭礼や、巫女の舞、国造に仕える鎧をまとった武士
らの行列などもあり、新しい出会いと感動を覚えることで
しょう。
　また、「産業祭」「文化祭」「商工まつり」も同時に開催さ
れ、もちつき大会や青空市、植木市、ウルトラクイズ、大
モチ投げ大会など、さまざまなイベントに参加できます。
　毎年、多くの方に親しまれている「芝山はにわ祭」をぜ
ひ見に来てください。

イベント＆お祭り情報

● つくりあげ、つなげてきた
躍動の古代絵巻
クローズ
アップ

―芝山はにわ祭―
芝山四季

折々
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艷やかな緑の葉の間から、鮮やかなオレン
ジ色の花をちょうちんのようにぶら下げて
咲かせます。

サンダーソニア
くるりと巻いたシンプルな花に、しなやか
で美しい茎が特徴。ウエディングシーンで
人気です。

カラー
町の農作物の中でも主力のひとつ。秋冬 
ニンジンは11月から1月にかけて収穫期を
迎えます。

ニンジン

もちもちの食感と甘さが癖になるバウム
クーヘン。風和里しばやまオリジナル限定
品です。

古代米バウムクーヘン
千葉県産のコシヒカリを使用。乳酸菌と酵
母の働きでダイエット・美容にも効果があ
ります。

華本生マッコリ
豊かな水と肥沃な土地で育てられ、減農薬
でつくられた安全・安心なお米です。

芝山産お米

埴輪のまち芝山ならではの、国指定史跡・
芝山古墳群から出土したはにわの複製品。
町立芝山古墳・はにわ博物館で販売中。

埴輪(模造品)
商品名の由来は、仁王様の力をいただきた
いとのことから命名。石釜炭火焼き製法で、
しっとりと柔らかな噛みごたえの逸品。

力せんべい
有機肥料で育てたピーナツ品種「千葉半立」
を秘伝の製法で炒った名産品。

ピーナツ
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　北総台地のほぼ中心に位置する芝山町は、肥
ひ

沃
よく

な土地に恵まれ
た県内有数の農業地帯です。米はもちろん、スイカやニンジン、
トマト、落花生など、芝山の農産物はどれをとっても一級品です。
道の駅・空の駅の２つの「風和里しばやま」では、取れたての新
鮮野菜や、地元食材を利用したバラエティーに富んだ魅力ある特
産品がずらりと並びます。そのほか隠れた逸品が、まちのあちら
こちらで生まれています。

芝山町はスイカの産地としても有名です。
たっぷりと実が詰まっていて、しゃりしゃ
りとした食感が楽しめます。

スイカ
6月から8月中旬まで楽しめます。生産農
家が作る自慢のブルーベリージャムもあり
ます。

ブルーベリー
新しい品種のおいCベリーを生産。糖度が
高く、日持ちもよく、ビタミンCが豊富です。

イチゴ
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Shibayama Town, located near the center of the fertile Hokuso Plateau, is one of 
the leading agricultural areas in Chiba Prefecture, boasting excellent quality rice, 
watermelons, carrots, tomatoes, peanuts, and many other agricultural products. 
In Fuwari Shibayama, at the Michi-no-Eki and Sora-no-Eki stores, you can buy just-
picked vegetables and a variety of attractive specialties made with local food 
products. In addition, you can find good bargains here and there in the town.



坂志岡地区にある承天寺のご本尊。
平安時代後期の作と推定され、町
内では最古の仏像と考えられる。

聖観世音菩薩立像
（町指定有形文化財）

奈良・平安時代の集落跡から、墨で人
の顔を描いた人面墨書土器や名前・文
字を書いた墨書土器が123点出土した。

庄作遺跡出土の墨書土器資料群
（県指定有形文化財）

小池台遺跡の発掘調査で
発見された縄文時代後期
の土器。U字形で高さは
約８センチ、左右の口の
大きさは共に約５センチ。

双口土器
（町指定有形文化財）

　昭和31年（1956）、芝山仁王尊・観音教寺と早
稲田大学によって芝山古墳群の殿塚・姫塚古墳の
発掘調査が行われ、たくさんの貴重な埴輪が出土
しました。その後、近隣古墳の調査も行われ、埴
輪をはじめとした出土品は、発掘を主導した観音
教寺の境内に建てられた博物館で公開されてきま
した。
　今回、それらの出土品一式が町立芝山古墳・は
にわ博物館に寄託され、同博物館は常設展示をさ
らに充実させて、令和3年4月1日にリニューア
ルオープンしました。町への寄託を決めた観音教
寺の河合祖信住職は「一括展示されることで〝はに
わの町芝山″をより多くの人に知ってもらいたい」
と話します。
　寄託された埴輪の中でも姫塚古墳から出土した
埴輪は、人物や動物などをかたどった埴輪が列を
なした状態で発掘され、当時の葬列の様子を表し
たとする説が提唱されるなど注目されました。人の
身長ほどもある武人や馬の埴輪など、造形美にあ
ふれ、表情も豊かで見応えたっぷりです。
　ぜひ同博物館に足を運び、タイムトリップして
古代人の世界を身近に感じてください。

芝山町立 芝山古墳・はにわ博物館

殿塚・姫塚古墳出土埴輪が集結し
リニューアルオープン

令和3年4月1日 

姫塚古墳出土埴輪

観音教寺の仁王尊像で、阿形と吽形の２躯からなる。像高は、阿形は177センチ、
吽形は183センチで檜の寄木造り。

観音教寺仁王尊像（町指定有形文化財）
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安永年間（1772〜1781）に芝山出身の芝山専蔵により考案された
工芸手法「芝山象嵌」で作られた扁額。

芝山象嵌の扁額（町指定有形文化財）

番号 区分 種類 指定・
登録 名称 所在地・指定地

伝承地（番地）
所有者
伝承者 指定年月日

1 国 有建 登録 伊東家住宅主屋 小池 個人 R2.8.17

1 県 有建 指定 観音教寺三重塔 芝山298 観音教寺 S30.12.15
（再）S31.7.13

2 県 民無 指定 白桝粉屋おどり 大里白桝地区 白桝粉屋おどり保存会 S43.4.9
3 県 有考 指定 芝山古墳群（殿塚・姫塚）出土埴輪 芝山438-1 観音教寺（町立博物館寄託） S46.3.26
4 県 有建 指定 旧藪家住宅 芝山414-1 芝山町 S49.3.19
5 県 有考 指定 庄作遺跡出土の墨書土器資料群 芝山438-1 芝山町 H22.3.19
1 町 有彫 指定 仁王尊像 芝山298 観音教寺 S51.4.20
2 町 有彫 指定 阿弥陀如来坐像 新井田785 称名寺 S51.4.20
3 町 有建 指定 朗海上人の板碑 芝山298 観音教寺 S51.4.20
4 町 有考 指定 双口土器 芝山438-1 芝山町 S51.4.20
5 町 有考 指定 鮭のはにわ 芝山438-1 観音教寺（町立博物館寄託） S51.4.20
6 町 記天 指定 普賢院の槙の木 大里1386 普賢院 S51.4.20
7 町 有工 指定 芝山象嵌の扁額 芝山438-1 芝山町 S53.10.2
8 町 記史 指定 国会開設の先覚者桜井静の墓碑 小池字丸千代 個人 S55.2.15
9 町 有彫 指定 徳蔵寺本尊坐像 飯櫃172 徳蔵寺 S55.12.20
10 町 記天 指定 熊野神社の椰の木 殿部田字門前811 熊野神社 S55.12.20
11 町 記天 指定 上吹入の杉と椎の双体樹 上吹入字稽古 個人 S55.12.20
12 町 民無 指定 神楽獅子 殿部田区 殿部田神楽獅子保存会 H3.6.3
13 町 記天 指定 相馬高神社本殿脇の大杉 上吹入353 相馬高神社氏子 H9.2.5
14 町 有彫 指定 聖観世音菩薩立像 大里197 承天寺 H26.9.12

　芝山町には、悠久の時を超えて数々の文化遺産が今に伝わります。町内に残る古墳や埴輪からは、昔の人々
の暮らしぶりを垣間見ることができます。また、奈良時代創建の芝山仁王尊・観音教寺はいにしえの薫りを
今に伝える古刹で、三重塔や仁王門の仁王尊像など、境内には多くの文化財を有しています。

芝 山 文 化 遺 産

Shibayama cultural heritage
Shibayama Town has various cultural heritage sites that have been preserved from ancient times. There are many valuable kofun and haniwa that 
tell us how ancient people lived. Shibayama Nioson (Kannonkyo-ji Temple), an ancient Buddhist temple established in the Nara period, has a variety 
of cultural properties, including a three-story stupa and the Nioson statues in the Nio Gate.

方三間、総欅造、銅板平葺きの層塔で、高さは25メートル。建築年代は、
擬宝珠の文政9年（1826）の銘から、この頃に建てられたと考えられる。

観音教寺三重塔（県指定有形文化財）

指定・登録文化財一覧
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田 畑 宅地 山林 原野 その他 合計
住宅 その他

令和2年 707 848 406 180 226 776 66 1,521 4,324

地目別土地利用面積（単位：ha）　　

土地

区分 総延長 改良済延長 舗装済延長 改良率 舗装率
国道 20,241m 20,241m 20,241m 100% 100%
県道 68,648m 44,555m 68,648m 64.90% 100%
町道 302,275m 86,191m 237,303m 28.51% 78.51%
１級 19,488m 13,948m 19,389m 71.57% 99.50%
２級 36,199m 25,917m 36,093m 71.60% 99.71%

その他 246,653m 46,324m 181,820m 18.78% 73.72%

道路整備の状況　

道路

人口・世帯

〉〔資料編〕 データで見る芝山町 〉〉〉

不詳
90 歳～

85～89 歳
80～84 歳
75～79 歳
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65～69 歳
60～64 歳
55～59 歳
50～54 歳
45～49 歳
40～44 歳
35～39 歳
30～34 歳
25～29 歳
20～24 歳
15～19 歳
10～14 歳
5～9 歳
0～4 歳

（単位：人）
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人口・世帯数の推移　

人口ピラミッド　

昭和 31 年
昭和 40 年
昭和 50 年
平成 元 年
平成 10 年
平成 15 年
平成 20 年
平成 25 年
平成 30 年

令和 2 年
02,0004,0006,0008,00010,000

男 4,719

 男 4,147

 男 4,322

 男 4,400

 男 4,384

 男 4,162

  男 3,990

  男 3,768

  男 3,711

   男 3,661

女 4,892

     女 4,079

    女 4,143

   女 4,292

   女 4,266

     女 4,066

      女 3,938

        女 3,693

        女 3,590

         女 3,550

10,800

9,611

　　8,226

　　8,465

    8,692

    8,650

      8,228

      7,928

          7,461

          7,301

          7,211

人口（単位：人） （単位：世帯）世帯数

0 1,000 2,000 3,000

1,879

1,850

1,869

   2,231

     2,533

       2,759

        2,801

        2,918

         2,993

         2,973

          3,031

平成 31 年
（令和元年）

資料：町民税務課概要調書

資料：成田土木事務所、町道路施設現況調査

資料：住民基本台帳

区分
年次

広域消防署 消防団
化学消防車

分署 職員数 分団数 定員数

令和2年

1 23 8 380 1
水槽付
消防車

可搬ポンプ
積載車 救急車 その他 防火水槽

（40㎥）
6 11 1 4 264

消防施設の状況（単位：件、人）　
交通・防災

資料：山武郡市広域行政組合

区分
年次 建物 林野 車両 その他 合計

平成28年 1 1 1 4 7
平成29年 2 0 1 0 3
平成30年 3 3 1 4 11
平成31年

（令和元年） 2 1 1 1 5

令和 2年 5 2 1 1 9

火災発生状況（単位：件）

資料：山武郡市広域行政組合

区分
年次 発生件数 死傷者数 人口千人当たり

の死傷者数死者数 傷者数
平成28年 37 46 0 46 6.2
平成29年 50 61 1 60 8.3
平成30年 34 42 1 41 5.8
平成31年

（令和元年） 42 48 0 48 6.8

令和 2年 28 30 0 30 4.3

交通事故発生状況（単位：件、人）

資料：山武警察署、交通白書

平成27年10月1日現在

　各年4月1日現在

令和2年1月1日現在

令和2年4月1日現在

資料：国勢調査
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①

⑬ ⑭

② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

①芝山町役場　②芝山文化センター　
③芝山町中央公民館　
④芝山町消防団本部・第1分団消防機庫　
⑤芝山町保健センター　
⑥芝山町立芝山古墳・はにわ博物館　
⑦芝山町福祉センター 「やすらぎの里」　
⑧芝山町総合運動場　
⑨芝山公園野球場(芝山公園内)　
⑩道の駅 風和里しばやま　
⑪空の駅 風和里しばやま　⑫芝山水辺の里　
⑬グリーンポート エコ・アグリパーク　
⑭朝倉やすらぎの杜

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、豊かで健康的
かつ文化的な暮らしを支える施設が充実しています。町内の主な施設

Main town facilities

Shibayama Town has ample facilities that enable residents to live safe, prosperous, 
healthy, and culturally rich lives in familiar areas.
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年度
学校名、
児童生徒及び職員数

昭和30年 昭和50年 平成2年 平成
12年

平成
20年 平成27年

令和2年

学級数

菱田小学校
児童数 236 75 59 39 35

4月1日より芝山、
東、菱田小学校が
統合し、芝山小学
校となる。

児童数 347 284

16

職員数 8 9 10 11 11

千代田小学校
児童数 199 4月1日より

東小学校となる。
　  児童数103
　  職員数 11

児童数 137 123 75
職員数 9

岩山小学校
児童数 175

職員数 11 13 13
職員数 8

職員数 28 33
芝山小学校

児童数 842 390 403 370 300
職員数 27 20 19 23 23

小学校計
児童数 1,452 568 599 532 410
職員数 52 40 40 47 47

千代田中学校
生徒数 312

昭和37年度より芝山中と統合
8

職員数 13

芝山中学校
生徒数 446 342 324 322 234 178 159
職員数 18 19 21 24 23 20 27

小・中学校、児童・生徒数、職員数の推移（単位：人）　
教育

資料：学校基本調査　

各年5月1日現在

区分
年次

被保険者 拠出年金
総数 1号 任意 3号 総数 老齢 障害 遺族給付（寡婦＋遺族基礎年金）

平成28年 1,528 1,146 7 375 ― ― ― ―
平成29年 1,479 1,103 5 371 2,379 2,267 98 14
平成30年 1,390 1,014 5 371 2,433 2,319 98 16
平成31年

（令和元年） 1,349 990 4 355 2,453 2,336 105 12

令和 2年 1,290 946 5 339 2,460 2,350 105 5

国民年金の推移（単位：人）

資料：国民年金事業状況統計表

区分
年次

被保険者
世帯数

（世帯）
被保険者数

（人）

加入率 医療費 給付費
1人当たり
保険税（円）

1世帯当たり
保険税（円）世帯（％） 人員（％） 件数（件） 費用額（千円） 保険者負担額

（千円）
平成28年 1,380 2,497 47.0 33.4 38,857 806,485 581,162 119,954 205,182
平成29年 1,359 2,392 45.4 32.1 36,767 824,352 595,195 123,675 205,460
平成30年 1,299 2,225 43.7 30.5 35,860 769,969 556,682 122,255 197,100
平成31年

（令和元年） 1,273 2,147 42.0 29.8 34,041 779,610 564,434 114,067 179,268

令和 2年 1,275 2,139 41.8 30.1 30,802 787,479 575,090 110,678 173,567

国民健康保険加入、給付状況の推移

資料：国民健康保険事業年報

区分
年次

第一保育所（定員85人） 第二保育所（定員70人） 第三保育所（定員60人） 合計
実人数 保育士・職員数 実人数 保育士・職員数 実人数 保育士・職員数 実人数 保育士・職員数

平成28年 62 4 62 6 35 4 159 14
平成29年 60 5 53 6 32 4 145 15
平成30年 59 5 55 6 33 4 147 15
平成31年

（令和元年） 54 5 55 6 30 4 139 15

令和 2年 63 5 52 6 28 3 143 14

保育所の推移（単位：人）

福祉衛生・社会保障

資料：福祉保健課

各年4月1日現在

〔資料編〕 データで見る芝山町
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産業
産業分類別就業人口の推移

昭和 55 年

昭和 60 年

平成 2 年

平成 7 年

平成 12 年

平成 17 年

平成 22 年

平成 27 年

（単位：人）

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2,568

2,161      

1,768             

1,572               

1,429                  

1,299                    

1,016                        

982                        

680

866   

1,025       

993          

902               

912                

707                        

743                         

1,442

1,636

1,911

2,139

2,260 

2,252   

2,164            

2,198             95

73

72

6

2

5

第 1 次 第 2 次 第 3 次 分類不能
経営耕地面積の推移　

平成 2 年

平成 7 年

平成 12 年

平成 17 年

平成 22 年

平成 27 年

（単位：a）

0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

63,458

60,530  

57,088   

50,300   

48,900   

45,080    

75,756

71,375 

65,316  

56,900    

55,900      

48,268        

2,012

2,362    

1,151         

1,500                 

1,000                  

974                        

 

280

355     

300             

                    

160                     

田 普通畑 樹園地 牧草専用地

専業・兼業別農家数の推移

昭和 55 年

昭和 60 年

平成 2 年

平成 7 年

平成 12 年

平成 17 年

平成 22 年

平成 27 年

（単位：戸）

0 200 400 600 800 1,000 1,200

408

355　

291       

240           

221           

190             

165               

155                

754

764   

736         

635                   

563                         

479                                 

431                                    

333                                            

専業農家数 兼業農家数

製造業事業所数、従業者数、
製造品出荷額等の推移　

業種別商業の推移 衛生
ごみ収集・処理の推移　

（単位：人、ｔ）処理人口 年間総排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

3,505 3,435 3,502 3,482 3,543 3,655 3,714
3,332

7,808 7,643 7,627 7,521 7,472 7,367 7,279 7,124

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年
（令和元年）

令和2年

資料：国勢調査

資料：農林業センサス

資料：工業統計調査、経済センサス- 活動調査

資料：商業統計調査、経済センサス- 活動調査
※平成26年は7月1日、平成28年は6月1日現在

各年10月1日現在

各年2月1日現在
各年12月31日現在

（単位：所、人、万円）

各年5月1日現在
（単位：所、人、万円）

資料：農林業センサス　

各年2月1日現在

資料：市町村公共施設状況調査

区分年次 合計 卸売業者 小売業者

商店数

平成14年 88 10 78
平成19年 92 15 77
平成24年 84 26 58
平成26年 65 14 51
平成28年 78 18 60

従業員数

平成14年 642 88 554
平成19年 748 201 547
平成24年 826 337 489
平成26年 676 226 450
平成28年 956 363 593

年間商品
販売額

平成 9年 1,085,132 － －
平成14年 1,101,424 273,003 828,421
平成19年 1,781,500 877,400 904,100
平成24年 2,159,000 1,374,700 784,300
平成26年 1,454,700 692,500 762,200
平成28年 2,482,000 1,160,400 1,321,600

〔資料編〕 データで見る芝山町

区分
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額

平成24年 26 1,361 3,539,407
平成25年 29 1,534 4,183,089
平成26年 29 1,592 4,824,133
平成27年 28 1,379 4,805,289
平成28年 26 1,566 5,828,401
平成29年 25 1,467 5,016,510
平成30年 27 1,584 5,043,768
平成31年

（令和元年） 28 1,586 5,593,862

※平成29年から6月1日現在
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行政・議会
町職員数（一般職）（単位：人） 令和3年4月1日現在

区分 職員数 区分 職員数

町
長
部
局

総務課 18 
教
育
委
員
会

事務局 10
町民税務課 15 給食センター 1
福祉保健課 16 公民館 1
保健センター 6 町立芝山古墳・はにわ博物館 2
第一保育所 6 計 14
第二保育所 7 農業委員会事務局 1
第三保育所 3 議会事務局 2
産業振興課 8 合計 127
企画空港政策課 13
まちづくり課 　15 
出納室 3 
計　 110 

資料：総務課

※３役含まない

行
政
組
織
図（
令
和
3
年
4
月
1
日
現
在
）

市街地整備準備室

副 町 長

戸 籍 係

課 税 係

国 保 年 金 係

収 税 係

町 民 税 務 課

企 画 調 整 係

都 市 計 画 係

空 港 地 域 振 興 係企画空港政策課

産 業 振 興 係 農 政 係産 業 振 興 課

出 納 係会 計 管 理 者
（出納室）

行 政 係

自 治 振 興 係 財 政 係

情 報 公 聴 係

契 約 管 財 係

総 務 課

事 務 局議 　 　 　 会

町 長

学 校 教 育 係

社 会 教 育 係

文 化 振 興 係

学校給食センター

中 央 公 民 館

町立芝山古墳・はにわ博物館

教 育 長 教 育 課教 育 委 員 会

事 務 局農 業 委 員 会

事 務 局（ 総 務 課 ）監 査 委 員

事 務 局（ 総 務 課 ）選挙管理委員会

事 務 局（ 総 務 課 ）固定資産評価審査委員会

福 祉 保 健 課 福 祉 係

介 護 保 険 係

子 育 て 支 援 係

保健衛生係（保健センター）

地域包括支援センター

保 育 所

道 路 建 設 係

環 境 下 水 道 係

地 籍 調 査 係まちづくり課

上 水 道 準 備 室

行 政 改 革 推 進 室

〔資料編〕 データで見る芝山町
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財政

平成 10 年

平成 15 年

平成 20 年

平成 28 年

平成 29 年

平成 30 年

平成 31 年
（令和元年）

令和 2 年

（単位：千円）

0 1,000,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000

5,574,838  

5,199,915      

4,655,863  　　   

5,517,199  

5,851,720

5,261,518     

5,757,778

7,052,996

平成 10 年

平成 15 年

平成 20 年

平成 28 年

平成 29 年

平成 30 年

平成 31 年
（令和元年）

令和 2 年

（単位：千円）

0 1,000,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000

5,270,388              

4,653,159                    

4,378,802                      

5,247,655              

5,561,798           

4,999,023                

5,156,030               

6,708,231

普通会計決算状況（歳入、歳出）

歳入 歳出

福祉衛生・社会保障
後期高齢者医療確保の法による医療給付状況の推移

後期高齢者医療保健
医療給付対象者（人）

構成率
（％）

医療給付費

件数（件） 費用額（千円） 後期高齢者医療負担分
（千円）

平成28年 1,188 ― 32,817 930,634 820,245
平成29年 1,219 ― 32,968 964,088 846,322
平成30年 1,228 ― 33,410 979,105 853,241
平成31年

（令和元年） 1,254 ― 34,435 1,038,781 909,597

令和  2年 1,272 ― 30,561 1,020,276 899,827
資料：町民税務課

区分

年次

区分 数
医療機関 病院 1

一般診療所 2
歯科診察所 4

医療機関状況
令和3年4月1日現在

資料：福祉保健課

年 第1号被保険者数 認定者数計Ⓐ 第1号被保険者Ⓑ 第2号被保険者Ⓒ

平成28年 2,332 324 310 14
平成29年 2,388 340 327 13
平成30年 2,429 353 341 12
平成31年

（令和元年） 2,467 369 357 12

令和  2年 2,482 395 384 11

介護保険被保険者数、要介護（要支援）認定者数の推移（単位：人） 各年10月1日現在

※Ⓑ+Ⓒ=Ⓐ

〔資料編〕 データで見る芝山町

健康診査の推移（単位：人）

健康診査 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん 前立腺がん
対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者 対象者 受診者

平成28年 752　 107　3,150　 435　 3,150　 667　 3,150　1,294　1,996　 696　 2,130　 551　 1,209　 290　
平成29年 698　 98　4,941　 427　 4,941　 589　 4,941　1,230　2,859　 641　 3,193　 519　 1,898　 278　
平成30年 690　 114　4,963　 408　 4,963　 606　 4,963　1,348　2,838　 634　 3,191　 549　 1,930　 305　
平成31年

（令和元年） 690　 87　5,004　 395　 5,004　 626　 5,004　1,059　2,830　 652　 3,139　 533　 1,972　 270　

令和  2年 663　 46　4,984　 288　 4,984　 594　 4,984　 664　 2,819　 123　 3,114　 149　 1,975　 165　
資料：福祉保健課

区分
年次

※健康診査は、30歳代のみ実施し、40歳以上は特定健診として実施
※胃がん、大腸がん、肺がんは40歳以上の男女、乳がんは30歳以上の女性を対象
※子宮頸がんは、20歳以上の女性を対象
※前立腺がんは、50歳以上の男性を対象
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歴代議長2
歴代 氏名 任期

34代 内田　裕雄 平成  3年  3月18日〜
　　  4年  2月29日

35代 吉岡　　誠 平成  4年  3月  6日〜
　　  5年  4月  7日

36代 五木田　勝 平成  5年  4月  7日〜
　　  6年  3月18日

37代 平山　義一 平成  6年  3月18日〜
　　  7年  3月16日

38代 小川　　英 平成  7年  3月16日〜
　　  8年  2月29日

39代 八角　　靖 平成  8年  3月  4日〜
　　  9年  3月19日

40代 砂明利　優 平成  9年  3月19日〜
　　10年  3月19日

41代 岩澤　幸男 平成10年  3月19日〜
　　11年  3月19日

42代 五木田治巳 平成11年  3月19日〜
　　12年  2月29日

43代 大木　成男 平成12年  3月  1日〜
　　13年  3月15日

44代 平岡　　明 平成13年  3月15日〜
　　14年  3月20日

45代 伊藤　　信 平成14年  3月20日〜
　　15年  3月20日

46代 伊藤　　信 平成15年  3月20日〜
　　16年  2月29日

47代 小菅　　清 平成16年  3月  1日〜
　　17年  3月18日

48代 稲垣　　弘 平成17年  3月18日〜
　　18年  3月17日

49代 文違　義雄 平成18年  3月17日〜
　　19年  3月16日

50代 八角　憲章 平成19年  3月16日〜
　　20年  2月29日

51代 平山　　弘 平成20年  3月  1日〜
　　21年  3月19日

52代 平山　　弘 平成21年  3月19日〜
　　22年  3月19日

53代 勝又　　勇 平成22年  3月19日〜
　　23年  3月18日

54代 勝又　　勇 平成23年  3月18日〜
　　24年  2月29日

55代 川口　幸雄 平成24年  3月  1日〜
　　25年  3月22日

56代 石田　謙一 平成25年  3月22日〜
　　26年  3月17日

57代 内田　白民 平成26年  3月17日〜
　　27年  3月20日

58代 小川　宏治 平成27年  3月20日〜
　　28年  2月29日

59代 戸井　沢夫 平成28年  3月  1日〜
　　29年  3月21日

60代 戸井　沢夫 平成29年  3月21日〜
　　30年  3月19日

61代 伊橋　寿夫 平成30年  3月19日〜
　　31年  3月18日

62代 伊橋　寿夫 平成31年  3月18日〜
令和  2年  2月29日

63代 岩澤　達弥 令和  2年  3月  2日〜
　　  3年  3月19日

64代 岩澤　達弥 令和  3年  3月19日〜
　　  3年11月26日

65代 小嶋　秀樹 令和  3年11月26日〜
在職中

歴代 氏名 任期

初代 川口　幸一 昭和30年  7月  1日〜
　　30年  7月31日

２代 小川　　英 昭和30年  8月30日〜
　　31年  2月29日

３代 小川　　英 昭和31年  3月  6日〜
　　32年  3月29日

４代 伊藤　　明 昭和32年  3月29日〜
　　33年  2月22日

５代 佐久間敏雄 昭和33年  2月22日〜
　　34年  2月26日

６代 宮野　雄亮 昭和34年  2月26日〜
　　35年  2月29日

７代 小川　　豊 昭和35年  3月  5日〜
　　37年  2月28日

８代 石井　安治 昭和37年  2月28日〜
　　39年  2月29日

９代 石橋　　昇 昭和39年  3月13日〜
　　40年  2月23日

10代 大矢源一郎 昭和40年  2月23日〜
　　40年  3月30日

11代 内田　謙英 昭和40年  8月  6日〜
　　41年  3月19日

12代 内田　謙英 昭和41年  3月19日〜
　　42年  3月29日

13代 内田　謙英 昭和42年  3月29日〜
　　43年  2月29日

14代 戸井　正雄 昭和43年  3月  6日〜
　　44年  4月18日

15代 富沢　　衛 昭和44年  6月18日〜
　　45年  3月20日

16代 富沢　　衛 昭和45年  3月20日〜
　　47年  2月29日

17代 宮野　雄亮 昭和47年  3月11日〜
　　48年  3月22日

18代 宮野　雄亮　昭和48年  3月22日〜
　　48年  7月16日

19代 佐久間敏雄 昭和48年  7月16日〜
　　49年  3月20日

20代 佐久間敏雄 昭和49年  3月20日〜
　　50年  3月19日

21代 三浦　五郎 昭和50年  3月19日〜
　　51年  2月29日

22代 大道寺太郎 昭和51年  3月  2日〜
　　53年  3月16日

23代 大道寺太郎　昭和53年  3月16日〜
　　54年  3月16日

24代 木川　　浩 昭和54年  3月16日〜
　　55年  2月29日

25代 伊藤　　丈 昭和55年  3月  5日〜
　　56年  3月19日

26代 平山　平亮 昭和56年  3月19日〜
　　57年  3月18日

27代 岩澤　泰雄 昭和57年  3月18日〜
　　58年  3月17日

28代 簾　　吉郎 昭和58年  3月17日〜
　　59年  2月29日

29代 吉岡　　誠　昭和59年  3月  5日〜
　　60年  3月19日

30代 萩原　利雄 昭和60年  3月19日〜
　　61年  3月18日

31代 吉岡　　勤 昭和61年  3月18日〜
　　62年  3月16日

32代 石井　英祐 昭和62年  3月16日〜
　　63年  2月29日

33代 内田　裕雄 昭和63年  3月  7日〜
平成 元年  3月17日

歴代副議長1 歴代副議長2
歴代 氏名 任期

34代 五木田　勝 平成 元年  3月17日〜
　　  2年  3月16日

35代 平山　義一 平成  2年  3月16日〜
　　  3年  3月18日

36代 平山　義一 平成  3年  3月18日〜
　　  4年  2月29日

37代 八角　　靖 平成  4年  3月  6日〜
　　  5年  4月  7日

38代 砂明利　優 平成  5年  4月  7日〜
　　  6年  3月18日

39代 岩澤　幸男 平成  6年  3月18日〜
　　  7年  3月16日

40代 五木田治巳 平成  7年  3月16日〜
　　  8年  2月29日

41代 大木　成男 平成  8年  3月  4日〜
　　  9年  3月19日

42代 五木田治巳 平成  9年  3月19日〜
　　10年  3月19日

43代 平岡　　明 平成10年  3月19日〜
　　11年  3月19日

44代 伊藤　　信 平成11年  3月19日〜
　　12年  2月29日

45代 笹川　正治 平成12年  3月  1日〜
　　13年  3月15日

46代 文違　義雄 平成13年  3月15日〜
　　14年  3月20日

47代 稲垣　　弘 平成14年  3月20日〜
　　15年  3月20日

48代 小菅　　清 平成15年  3月20日〜
　　16年  2月29日

49代 出山　克正 平成16年  3月  1日〜
　　17年  3月18日

50代 八角　憲章 平成17年  3月18日〜
　　18年  3月17日

51代 菅井　　允 平成18年  3月17日〜
　　19年  3月16日

52代 川口　幸雄 平成19年  3月16日〜
　　20年  2月29日

53代 勝又　　勇 平成20年  3月  1日〜
　　21年  3月19日

54代 勝又　　勇 平成21年  3月19日〜
　　22年  3月19日

55代 内田　白民 平成22年  3月19日〜
　　23年  3月18日

56代 内田　白民 平成23年  3月18日〜
　　24年  2月29日

57代 小川　宏治 平成24年  3月  1日〜
　　25年  3月22日

58代 戸井　沢夫 平成25年  3月22日〜
　　26年  3月17日

59代 小嶋　秀樹 平成26年  3月17日〜
　　27年  3月20日

60代 伊橋　寿夫 平成27年  3月20日〜
　　28年  2月29日

61代 岩澤　達弥 平成28年  3月  1日〜
　　29年  3月21日

62代 伊藤　　栄 平成29年  3月21日〜
　　30年  3月19日

63代 麻生　孝之 平成30年  3月19日〜
　　31年  3月18日

64代 麻生　孝之 平成31年  3月18日〜
令和  2年  2月29日

65代 實川　嘉一 令和  2年  3月  2日〜
　　  3年  3月19日

66代 實川　嘉一 令和  3年  3月19日〜
在職中

資料：議会事務局
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歴代 氏名 任期

初代 小川　義郎 昭和30年  7月  1日〜
　　30年  8月30日

２代 松本　一雄 昭和30年  8月30日〜
　　31年  2月29日

３代 戸井　正雄 昭和31年  3月  6日〜
　　32年  3月29日

４代 岩澤　忠雄 昭和32年  3月29日〜
　　33年  2月22日

５代 伊藤　　明 昭和33年  2月22日〜
　　34年  2月26日

６代 伊藤　　明 昭和34年  2月26日〜
　　35年  2月29日

７代 戸井　正雄 昭和35年  3月  5日〜
　　37年  2月28日

８代 戸井　正雄 昭和37年  2月28日〜
　　39年  2月29日

９代 石井　安治 昭和39年  3月13日〜
　　40年  2月23日

10代 石井　安治 昭和40年  2月23日〜
　　41年  3月19日

11代 宮野　雄亮 昭和41年  3月19日〜
　　42年  3月29日

12代 宮野　雄亮 昭和42年  3月29日〜
　　43年  2月29日

13代 宮野　雄亮 昭和43年  3月  6日〜
　　45年  3月20日

14代 小川　　英 昭和45年  3月20日〜
　　47年  2月29日

15代 真行寺一朗 昭和47年  3月11日〜
　　48年  3月22日

16代 真行寺一朗 昭和48年  3月22日〜
　　48年  6月16日

17代 宮野　雄亮 昭和48年  7月16日〜
　　49年  3月20日

18代 内田　裕雄 昭和49年  3月20日〜
　　50年  3月19日

19代 守屋　豊治 昭和50年  3月19日〜
　　51年  2月29日

20代 内田　裕雄 昭和51年  3月  2日〜
　　53年  3月16日

21代 内田　裕雄 昭和53年  3月16日〜
　　54年  3月16日

22代 勝又　孝雄 昭和54年  3月16日〜
　　55年  2月29日

23代 内田　裕雄 昭和55年  3月  5日〜
　　56年  3月19日

24代 大道寺太郎 昭和56年  3月19日〜
　　57年  3月18日

25代 伊藤　　丈 昭和57年  3月18日〜
　　58年  3月17日

26代 岩澤　泰雄 昭和58年  3月17日〜
　　59年  2月29日

27代 石山　　衛 昭和59年  3月  5日〜
　　60年  3月19日

28代 伊橋　昭治 昭和60年  3月19日〜
　　61年  3月18日

29代 萩原　利雄 昭和61年  3月18日〜
　　62年  3月16日

30代 吉岡　　誠 昭和62年  3月16日〜
　　63年  2月29日

31代 勝又　孝雄 昭和63年  3月  7日〜
平成 元年  3月17日

32代 伊橋　昭治 平成 元年  3月17日〜
　　  2年  3月16日

33代 内田　裕雄 平成  2年  3月16日〜
　　  3年  3月18日

歴代議長1

歴代 氏名 任期

初代 小川　好治 昭和30年  7月  1日〜
　　30年  8月31日

2代 小川　好治 昭和30年  9月  1日〜
　　31年  9月30日

3代 荒木　　清 昭和31年10月  1日〜
　　33年  9月30日

4代 荒木　　清 昭和33年10月  1日〜
　　34年  8月31日

5代 小川　好治 昭和34年  9月  1日〜
　　36年  4月30日

6代 石井　俶男 昭和36年  5月  1日〜
　　39年  9月30日

7代 石井　俶男 昭和39年10月30日〜
　　43年10月29日

8代 石井　俶男 昭和43年10月30日〜
　　47年10月29日

9代 石井　俶男 昭和47年10月30日〜
　　51年10月29日

10代 社　　義則 昭和51年11月  1日〜
　　55年10月29日

11代 社　　義則 昭和55年10月30日〜
　　59年10月29日

12代 飯髙　　信 昭和59年11月  6日〜
　　61年  3月19日

13代 飯髙　　信 昭和61年  3月20日〜
平成  1年  4月30日

14代 砂明利義一 平成  1年  5月  1日〜
　　  4年10月30日

15代 髙橋　鉄雄 平成  5年  4月  1日〜
　　  9年  3月31日

16代 髙橋　鉄雄 平成  9年  4月  1日〜
　　13年  3月31日

17代 髙橋　鉄雄 平成13年  4月  1日〜
　　17年  3月31日

18代 髙橋　鉄雄 平成17年  4月  1日〜
　　21年  1月  7日

19代 五木田正照 平成21年  4月  1日〜
　　25年  3月31日

20代 五木田正照 平成25年  4月  1日〜
　　27年  3月31日

21代 内田　　誠 平成27年  4月  1日〜
　　30年  3月31日

22代 内田　　誠 平成30年  4月  1日〜
令和  3年  3月31日

23代 内田　　誠 令和  3年  4月  1日〜
在職中

歴代教育長

歴代 氏名 任期
業務

執行者 寺内　元助 昭和30年  7月  1日〜
　　30年  7月31日

初代 川口　幸一 昭和30年  8月10日〜
　　34年  8月  9日

2代 川口　幸一 昭和34年  8月10日〜
　　38年  8月  9日

3代 寺内　元助 昭和38年  8月10日〜
　　40年  5月21日

4代 寺内　元助 昭和40年  7月15日〜
　　44年  3月31日

5代 手島　孝一 昭和44年  4月26日〜
　　48年  4月25日

6代 手島　孝一 昭和48年  4月26日〜
　　48年  5月  9日

7代 真行寺一朗 昭和48年  6月24日〜
　　52年  6月23日

8代 真行寺一朗 昭和52年  6月24日〜
　　56年  6月23日

9代 真行寺一朗 昭和56年  6月24日〜
　　60年  6月23日

10代 真行寺一朗 昭和60年  6月24日〜
平成 元年  6月23日

11代 真行寺一朗 平成 元年  6月24日〜
　　  5年  6月23日

12代 内田　裕雄 平成  5年  6月24日〜
　　  9年  6月23日

13代 内田　裕雄 平成  9年  6月24日〜
　　  9年10月31日

14代 相川　勝重 平成  9年12月  7日〜
　　13年12月  6日

15代 相川　勝重 平成13年12月  7日〜
　　17年12月  6日

16代 相川　勝重 平成17年12月  7日〜
　　21年12月  6日

17代 相川　勝重 平成21年12月  7日〜
　　25年12月  6日

18代 相川　勝重 平成25年12月  7日〜
　　29年12月  6日

19代 相川　勝重 平成29年12月  7日〜
令和  3年12月  6日

20代 麻生　孝之 令和  3年12月  7日〜
在職中

歴代町長
行政・議会

資料：総務課

歴代 氏名 任期

初代 小川　好治 昭和30年  9月  1日〜
　　33年10月15日

2代 木内菊四郎 昭和35年  6月  1日〜
　　38年  6月30日

3代 吉岡　倉吉 昭和41年12月29日〜
　　44年  6月30日

4代 松本　　巌 昭和47年  6月  1日〜
　　51年  5月31日

5代 岩澤　寛市 昭和51年  9月27日〜
　　55年  9月26日

6代 岩澤　寛市 昭和55年10月  1日〜
　　59年  9月30日

7代 原　　　勇 昭和60年  4月11日〜
　　63年  3月31日

8代 伊藤　　丈 昭和63年  4月26日〜
平成  4年  4月25日

9代 伊藤　　丈 平成  4年  4月26日〜
　　  8年  4月25日

歴代助役及び副町長1
（平成19年4月1日　地方自治法改正により副町長）

資料：総務課

歴代 氏名 任期

10代 伊藤　　丈 平成  8年  4月26日〜
　　  9年12月  9日

11代 伊藤　敬典 平成11年  1月  1日〜
　　13年  3月31日

12代 岩澤　幸男 平成13年  4月23日〜
　　17年  4月22日

13代 岩澤　幸男 平成17年  4月23日〜
　　21年  4月22日

14代 岩澤　幸男 平成21年  4月23日〜
　　24年12月31日

15代 轟　　孝雄 平成25年  1月  1日〜
　　28年12月31日

16代 能條　靖雄 平成29年  4月  1日〜
　　31年  3月31日

17代 佐久間　勇 平成31年  4月  1日〜
在職中

歴代助役及び副町長2

資料：教育委員会
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芝山町第一保育所芝山町第一保育所

芝山町スポーツ広場芝山町スポーツ広場

芝山町総合運動場芝山町総合運動場

芝山町
第三保育所
芝山町
第三保育所

芝山
文化センター
芝山
文化センター

芝山町保健センター芝山町保健センター

芝山町消防団本部芝山町消防団本部

芝山町中央公民館芝山町中央公民館

芝山第二
クリーンセンター
芝山第二
クリーンセンター

芝山第一クリーンセンター芝山第一クリーンセンター

芝山町第二保育所芝山町第二保育所

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

H2 H3

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）

区分 名称 所在地 電話

役所
芝山町役場（電話番号は総務課直通） 芝山町小池992 ☎0479（77）3901
芝山町教育委員会（直通） 芝山町小池973 ☎0479（77）1861
芝山町学校給食センター 芝山町小池2700-51 ☎0479（77）0034

学校・幼稚園

芝山町立芝山小学校 芝山町新井田63 ☎0479（77）0015
芝山町立芝山中学校 芝山町高田239-1 ☎0479（77）0130

芝山町学童クラブ（第一学童・第二学童） 芝山町新井田63 ☎0479（77）3715（第一）
☎070-3953-2844（第二）

私立みつば幼稚園 芝山町宝馬21-4 ☎0479（77）1812

保育所・福祉関係

芝山町立第一保育所 芝山町新井田63 ☎0479（77）1036
芝山町立第二保育所 芝山町大里2737-4 ☎0479（78）0160
芝山町立第三保育所 芝山町新井田445-149 ☎0479（77）1441
芝山町子育て支援センター（保健センター2階） 芝山町小池980 ☎090-7255-7272
芝山町福祉センター「やすらぎの里」 芝山町飯櫃126-1 ☎0479（78）0294
社会福祉法人芝山町社会福祉協議会 芝山町飯櫃126-1 ☎0479（78）0850

社会教育関係

芝山町中央公民館 芝山町小池982 ☎0479（77）0066
芝山町公民館千代田分館 芝山町大里18-52 —
芝山町青年研修所 芝山町大里724 —
芝山町総合運動場 芝山町小池1557 —
芝山公園野球場 芝山町芝山346（芝山公園内） —
芝山町スポーツ広場 芝山町山田1040-1 —
旧東小体育館 芝山町大里2643 —

文
化
・
歴
史
施
設

芝山文化センター 芝山町小池973 ☎0479（77）1861
町立芝山古墳・はにわ博物館 芝山町芝山438-1 ☎0479（77）1828
航空科学博物館 芝山町岩山111-3 ☎0479（78）0557
芝山仁王尊観音教寺 芝山町芝山298 ☎0479（77）0004

共同利用施設

小池共同利用施設 芝山町小池2325-1 —
高谷共同利用施設 芝山町高谷72 —
高田共同利用施設 芝山町高田6 —
宝馬共同利用施設 芝山町宝馬93-47 —
岩山共同利用施設 芝山町朝倉394-16 —

保健関係 芝山町保健センター 芝山町小池980 ☎0479（77）1891
消防 山武郡市広域行政組合東消防署芝山分署 芝山町宝馬233 ☎0479（77）1412

警察
山武警察署芝山交番 芝山町宝馬232-1 ☎0479（77）0142
山武警察署千代田駐在所 芝山町大里2560 ☎0479（78）0050

郵便局・金融
芝山郵便局 芝山町小池1044-1 ☎0479（77）0996
千代田郵便局 芝山町大里2720-1 ☎0479（78）0001
千葉信用金庫芝山支店 芝山町小池1127-1 ☎0479（77）1415㈹

農業・商工業

山武郡市農協二川支所 芝山町小池1034 ☎0479（77）1511㈹
山武郡市農協千代田支所 芝山町大里3-3 ☎0479（78）1121㈹
山武郡市農協芝山経済センター 芝山町大台2609 ☎0479（77）0767㈹
山武郡市農協山田サービス工場 芝山町山田1675 ☎0479（78）0018
丸朝園芸農業協同組合 芝山町山田1723 ☎0479（77）1240
わかしお農業共済組合山武NOSAIセンター 山武市成東735-1 ☎0475（82）2332
芝山町商工会 芝山町小池991-2 ☎0479（77）1270
道の駅「風和里しばやま」 芝山町小池2568 ☎0479（70）8877
空の駅「風和里しばやま」 芝山町朝倉394-15 ☎0479（77）2020

施設管理等
芝山工業団地管理事務所 芝山町小池2700-51 ☎0479（77）1411
（一財）芝山町振興公社 芝山町小池992 ☎0479（77）2030

公共交通

芝山鉄道（株）芝山千代田駅 芝山町香山新田148-1 ☎0479（78）1561
空港シャトルバス（千葉交通（株）成田営業所内） 成田市吉倉259-5 ☎0476（22）0783
芝山あいあいタクシー（京成タクシー成田（株）内） 成田市花崎町750-1　 ☎0476（24）1252
芝山ふれあいバス（芝山交通（株）内） 芝山町菱田1122-15 ☎0479（78）0617

官公庁・学校・各種団体等一覧
官公庁・学校・各種団体等一覧

〔資料編〕 データで見る芝山町

令和3年10月1日現在
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みつば幼稚園みつば幼稚園

朝倉やすらぎの杜朝倉やすらぎの杜

ひこうきの丘ひこうきの丘

四所神社四所神社

サテライト成田サテライト成田

ゆめパーク牧野ゆめパーク牧野

芝山町第一保育所芝山町第一保育所

芝山町スポーツ広場芝山町スポーツ広場

芝山町総合運動場芝山町総合運動場

芝山町
第三保育所
芝山町
第三保育所

芝山
文化センター
芝山
文化センター

芝山町保健センター芝山町保健センター

芝山町消防団本部芝山町消防団本部

芝山町中央公民館芝山町中央公民館

芝山第二
クリーンセンター
芝山第二
クリーンセンター

芝山第一クリーンセンター芝山第一クリーンセンター

芝山町第二保育所芝山町第二保育所

拡大

H3

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）
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H1H4

　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


