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施策体系
外事業

甲子園プロジェ
クト推進事業

将来の高校球児の育成とともに、野球
人口の底辺拡大を支援する。

小中学生を
対象とした
野球力向上
に向けた研
修会等の回
数

回 2 5 250% 2 2 100%

高校野球佐
賀県大会
（夏・秋・春）
でのベスト４
以上の伊万
里地区高校
の総数

校 4 1 25% 4 1 25% 480 562 543 なし
当該事業が評価され、
市内高校の甲子園出場
が実現した。

なし
必要最低限の支援を
行っていくため、削減余
地はない。

維持
野球人口の底辺拡大等
を目指すための支援事
業を再構築する。

平成30年度に行う事業内容の見
直しに応じて予算要求する。 維持

平成25年度からの取り組みで、
伊西地区の公立高校4絞が甲子
園出場を果たしたことで一定の成
果があったものと考える。今後
は、多面的な角度から事業内容
の見直しを行い事業の維持を図
りたい。

上水道の
整備

井手口川ダム
周辺施設管理
事業

　井手口川ダム建設に併せて整備され
た周辺施設の適正な維持管理を図る。

周辺施設の
草刈り等の
回数

回 3 3 100% 3 4 133%
施設でのイ
ベント数

回 1 1 100% 1 1 100% 3,405 1,326 1,317 なし
　周辺施設の管理を委
託しているため。 なし

　地域との約束事であ
り、コスト削減は地元住
民に不信感を与えてし
まう。

維持
　ダム周辺の環境保全
をこのまま継続していく
必要があるため。

　継続して予算要求する。 維持

平成23年度にダムが完成し、ダ
ム周辺施設の管理を地元に委託
しており今後も維持していく必要
がある。

道路・交通
体系の整

備

コミュニティバ
ス運行事業

　中心市街地（市街地線）や市内３地区
の交通空白地域（地域線）、市街地から
４㎞圏内（郊外線）を巡回するコミュニ
ティバスを運行する。

運航路線数 路線 5 5 100% 7 7 100%
乗車人数（１
日あたり）

人 165 170 103% 165 167 101% 15,876 16,243 16,012 高
市民や観光客の移動手
段が確保できる。 なし

住民等の移動手段とし
て維持していく必要があ
る。

維持
コストに見合う成果が得
られるよう維持していく
必要がある。

継続して予算要求する。 維持

高齢化に伴い交通弱者の増加が
予想される中、移動手段としての
コミュニティバスの運行は益々重
要となるため、需要が高まる工夫
を行いつつ、今後も維持していく
必要がある。

道路・交通
体系の整

備

バス交通支援
事業

　補助路線を運行するバス事業者等に
対して、経常欠損分を補助する。
また、地域主体のコミュニティバスの運
行を支援する。

補助路線数 路線 14 14 100% 13 13 100%
バス利用者
数

人 285,000 287,818 101% 285,000 269,992 95% 85,229 102,798 99,696 高
市民や観光客の移動手
段が確保できる。 低

既存の路線を見直し、
実情に即した効率的か
つ効果的な交通網を整
備する。

維持
住民等の移動手段を維
持していく必要がある。

継続して予算要求する。 維持

高齢化に伴い地域住民の移動手
段の確保は益々重要になるた
め、既存路線の見直し等実情に
即した交通網の整備を図りつつ、
今後も維持する必要がある。

道路・交通
体系の整

備

鉄道交通支援
事業

①筑肥線複線化電化促進期成会に対
する負担金の支出および事業への参加
②松浦鉄道株式会社の株主としての支
援
・出資金
・松浦鉄道自治体連絡協議会での支援
・松浦鉄道協力会への支援

松浦鉄道自
治体連絡協
議会会議開
催回数

回 8 6 75% 8 7 88%

松浦鉄道利
用者数（伊
万里市管
内）

千人 655 655 100% 655 658 100% 11,679 12,310 12,304 高
市民や観光客の移動手
段が確保できる。 なし

住民等の移動手段とし
て維持していく必要があ
る。

維持
住民等の移動手段を維
持していく必要がある。

継続して予算要求する。 維持

国鉄赤字ローカル線廃止予定で
あった松浦線を昭和62年12月に
第三セクターとして「松浦鉄道株
式会社」を設立し、市も株主とし
て出資しており、住民の移動手段
の確保のため維持する必要があ
る。

効率的な
行財政の

運営

肥前窯業圏魅
力発信事業

　佐賀県・長崎県、伊万里市、唐津市、
武雄市、嬉野市、有田町、佐世保市、平
戸市、波佐見町の2県8市町で構成され
た肥前窯業圏の中で、「肥前窯業圏」活
性化推進協議会を組織し、協働して事
業を進める。
①「肥前窯業圏」活性化推進協議会負
担金
　・情報発信事業
　・文化観光創出事業
②文化芸術振興費補助金（文化庁）
　・情報発信・人材育成事業
　・普及啓発事業
　・調査研究
　・公開活用のための整備に係る事業

「肥前窯業
圏」活性化
推進協議会
担当者会議
開催数

回 20 18 90% 20 6 30%

肥前窯業圏
の取り組み
でのマスコミ
等の露出数

回 50 35 70% 100 26 26% 0 1,000 1,000 高

　肥前窯業圏の認知度
はまだまだ低く、事業内
容や展開によっては成
果向上の余地があると
考えられるため。

高

　今後は「肥前窯業圏」
活性化推進協議会が自
走していくための仕組み
の構築を目標に掲げて
事業展開していくことか
ら、構成市町の負担金
は縮減していく見込み。

維持

　今後も引き続き肥前
窯業圏の認知度向上を
目標に事業を継続して
いく必要があるため。

　「肥前窯業圏」活性化推進協議
会より構成市町の負担金の要請
があれば予算要求する。

維持

平成28年4月に、佐賀、長崎2県8
市町で構成された肥前窯業圏が
日本遺産として文化庁から認定
された。今後、この2県8市町で
「肥前窯業圏」活性化推進協議
会を組織して自走していくことか
ら、地域の魅力を全国・世界に発
信して地域活性化につなげていく
ためにも、事業の継続、維持が
必要である。

まちづくり
の担い手
の育成

２１世紀市民ゆ
めづくり計画支
援事業

　市民からゆめのあるまちづくり事業
（まちづくり、ボランティア、コミュニティ
事業など）の計画案を募集し、公募市民
などにより構成された「伊万里市民まち
づくり推進会議」において審査し、交付
額を決定する。補助金の交付決定、交
付、実績報告の審査は市が行う。

市民から出
された事業
計画、アイ
デアの数

件 7 8 114% 4 5 125%

市民から出
されたアイ
デアにより
実現したま
ちづくり事業
の数

件 6 6 100% 4 5 125% 1,853 1,643 1,108 低

　市民まちづくり推進会
議審査会において、各
計画へのアドバイスや
事業予算の精査等を行
うなどして成果向上に努
めており、これ以上の成
果向上は難しいため。

なし

　事業に対する予算規
模が年々縮小されてき
ており、これ以上コスト
を削減すれば成果を維
持することができなくな
る。

維持

　予算の範囲内の支援
であるため支援件数は
少ないが、提案内容は
事業効果が高く、市民
参画機会確保のために
もこのまま継続すべきと
考えるため。

　継続して予算要求する。 維持

市民提案型助成事業であり、
様々なまちづくりの提案がなさ
れ、市民まちづくり推進会議審査
会の審査を受けて実施事業が決
定する。限られた予算の中で非
常に事業効果の高い助成事業で
あるため、今後も維持する必要
がある。

まちづくり
の担い手
の育成

ＮＰＯ活動支援
事業

（１）市民活動団体の法人化等に関する
相談業務
（２）法に基づく設立認証、各種届出手
続、それに伴う事務
（３）市民活動の啓発および市民活動団
体の支援
・登録団体冊子の作成、配布
・広報紙、市ホームページ等への掲載
・市民活動団体で組織する市民ネット
ワーク「いまり」の活動支援
（４）佐賀県地域づくりネットワーク協議
会会員としての活動
・理事会、総会等への出席
・伊万里・西松浦ブロック情報交換会の
開催　等

ＮＰＯ法人設
立認証申請
数

団体 1 0 0% 1 1 100%

市民ネット
ワーク「いま
り」会員団体
数

団体 28 23 82% 29 19 66% 58 58 43 中

　市民への積極的な啓
発を行うことにより、認
証団体を増やすことが
できる。また、市民ネット
ワーク「いまり」が活動
実績を積み上げることで
存在価値を高め、市内
の未加入団体が加入す
るとともに加入団体間の
連携が図られればさら
に成果の向上が見込め
ると考えるため。

なし

　ＮＰＯ法人の認証事務
については、現状の経
費が必要最低限の事務
経費である。

改善

　市民への積極的な啓
発及び市民ネットワーク
「いまり」などが行う団体
間の連携や組織強化の
ための取り組みに対す
る支援を行う。

　引き続き必要最低限の事務経
費を予算要求する。 改善

ネットワーク「いまり」の加入団体
がＨ29では19団体と減少してお
り、もっと市民への積極的な啓発
やネットワーク「いまり」自体の連
携強化を図るとともに、市民や市
民活動団体に対してネットワーク
「いまり」への参画を促すなど改
善を図りながら事業の継続を行
う。

農業の振
興

食を活かしたま
ちづくり推進事
業

１．「食のまちづくり推進会議」の開催
　　事業の進行管理や総合的な調整を
行う。
２．「食のまちづくり推進委員会」の開催
　　事業の実施および計画の普及啓発
を行う。
　(1)前年度事業実績・今年度事業計画
書作成
　(2)食のまちづくりの普及・啓発
　(3)食のまちづくり啓発イベントの開催
３．「第3次伊万里市食のまちづくり・食
育推進基本計画（2018年度（平成30年
度）～2022年度）」の策定

会議の開催 回 6 6 100% 6 7 117%
フォーラム
への参加者
数

人 250 224 90% 250 278 111% 5,894 840 702 低

　食のまちづくりフォーラ
ム等の啓発事業におい
ては、開催規模を大きく
することで成果向上も考
えられるが、その分コス
トが増えると予想される
ため、現在の予算では
難しいため。

なし

　市民・市民団体・事業
者・行政との協働により
できる限りコストを削減
して食のまちづくり
フォーラム等を開催して
おり、成果を維持するた
めには、これ以上の削
減の余地はない。

改善

　これまでは食を活かし
たまちづくりのために市
民・市民団体・事業者・
行政との協働による食
のまちづくりフォーラム
等の開催を行ってきた
が、今後は市、市民、関
係団体等で構成されて
いる「食のまちづくり推
進委員会」において食
のまちづくりフォーラム
等のイベントのあり方な
どを協議する。

　委託料については、要協議。 改善

今後も食を活かしたまちづくりの
ために市民・市民団体・事業者・
行政との協働による食のまちづく
りフォーラム等の開催が不可欠
であると思うが、市民にもっと広く
周知、認識をしてもらうために
フォーラムのあり方などを協議
し、より良い方向に事業継続を行
う必要がある。
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まちづくり
の担い手
の育成

地域の元気推
進事業

　町（地区）公民館を単位として、地域の
身近な課題は地域の特性を活かし、住
民自らの手で解決する自主的・自立的
な地域（コミュニティ）づくりを推進する。
　　「地区の取組」として、組織の見直し
及びまちづくり計画の策定を行い、計画
に沿った取り組みを行う。
　　「行政の取組」として、財政的支援及
び人的支援を行う。

地域づくり連
絡協議会の
開催回数

回 1 0 0% 1 0 0%

計画に基づ
き事業実施
した地区の
割合

％ 100 100 100% 100 100 100% 4,140 4,294 4,183 低

　平成22年度で市内全
地区・町で計画の策定
が完了した。今後は進
捗状況を常に把握し、
地域支援市職員との連
携を図りながら事業を実
施していくことが必要で
ある。

低

　各地区・町において、
専門家等のアドバイス
を受けながら、これまで
の組織の在り方や実施
事業の検証を行うこと
で、成果向上余地はあ
る。

改善

　毎年度、組織の在り方
や交付金額を含めた事
業の検証を行うことで、
より効率的な事業展開
を図る。

　検討中の「地域裁量枠予算」を
追加して予算要求を行う予定。
　（地域の課題等の情報収集及

びリスト化を行う。A行政が
取り組むべきもの、Ｂ
所有者（原因者）が
対応すべきもの、Ｃ
住民等が協力して取
り組むもの、Ｄ人的
理由や金銭的理由

改善

地域の細やかな連帯のために公
民館機能を充実させるため、地
域の課題をいち早く解決できるよ
う、「地域裁量枠予算」をＨ31年
度より新設する予定である。当事
業をより良い方向に改善すること
で、自主・自立的な地域づくりを
支援する。

まちづくり
の担い手
の育成

さが未来スイッ
チ交付金事業

　人口減少やこれに伴う地域の活力低
下が顕著な地域（平成22年10月1日か
ら平成27年10月1日にかけての人口増
減率がマイナスの地域）を対象に、集落
等の維持や活性化、あるいは地域コ
ミュニティの充実強化に資することを目
的に、自らが意欲的に地域活性化へ取
り組む地域（自治会等）に対し、助成す
る。

申請事業数 件 10 10 100% 6 5 83%

申請があっ
た事業のう
ち、実現した
まちづくり事
業の数

件 10 8 80% 10 5 50% 11,988 5,090 5,090 高

　当該事業の交付金を
年々縮減し、事業実施
主体が自ら収益を上
げ、自走できる仕組みを
構築する計画であること
から、そのような団体が
増えることで引き続き成
果を向上させることがで
きるため。

低

　事業内容については
佐賀県及び本市が精査
していることから、コスト
削減余地はほとんどな
い。

完了

　本事業設立当初から3
か年限定であったため、
本事業は平成30年度で
完了する見込み。

　本事業が平成30年度で完了す
ることから、予算要求は行わな
い。

完了
当事業は、Ｈ28～30年度までの
最大3か年の継続事業であり、Ｈ
30年度で完了となる。

まちづくり
の担い手
の育成

次代を創る研
修事業

　ふるさと創生人材育成基金を活用（取
り崩し）し、人材育成を目的とした様々な
研修に市民と職員を派遣する。平成２３
年度から５年間、国内、海外研修を交
互に実施する。
（平成２８年３月に開催した伊万里市民
まちづくり推進会議により、今後は国内
研修を中心に派遣することとした。）

研修会参加
人数

人 8 8 100% 8 11 138%
研修参加後
の報告書の
提出数

人 8 8 100% 8 11 138% 378 589 448 中

平成30年度より市民自
らが取り組む研修事業
に対して補助金を交付
することにより、自主的
な研修活動を支援する
こととした。これにより市
民活動のために必要と
されている研修に市民
を派遣することができ、
市民活動の活性化につ
ながる。

中

　補助対象経費や限度
額に制限を設けている
ため、申請者の自己負
担が伴うが、活動の中
で必要と思われる研修
事業への支援であり、
自己負担額が増加して
も研修したいと思う市民
に支援することができれ
ば、効果が高まりやす
い。

改善

　市民との協働の観点
から人材育成は重要で
あることから事業は継
続予定であるが、平成
27年度に事業内容の検
証・見直しを行った結
果、平成28年度以降は
国内研修を中心に派遣
することとした。

　継続して予算要求する。 改善

時代の変化に柔軟に対応できる
人材を育成し、市民と行政との協
働によるまちづくりを推進すため
に、この研修制度を継続していく
価値はある。Ｈ30は事業内容の
見直しを行い、市民活動に必要と
される研修に派遣するようにした
ため、市民活動の活性化に繋が
ることを期待したい。


