
平成29年度　行政評価表：伊万里暮らし応援課
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効率的な
行財政の
運営

ふるさと応援寄
附募集事業

　ふるさと納税制度とは、総務省の「平成20
年度地方税制改正」に「ふるさと納税制度」
が盛り込まれ、平成20年4月30日地方税法
の改正により、地方公共団体（県・市町村）
に対する寄附金税制を見直し、寄附金の一
部を住民税及び所得税から控除できる制度
です。
　伊万里市への共感やふるさとへの思いを
持つ市出身者を始め多くの伊万里ファンか
らの寄附金を財源として、寄附者のまちづく
りに対する意向を具体化することにより、多
様な人々の参加による個性豊かな活力ある
ふるさとづくりを推進します。

返礼品の追
加・更新数

品 10 134 #### 10 0% 寄附額 億 10 13.9 139% 10 11.6 116% 812,424 749,518 699,060 高

お礼の品の充実を図
り、ポータルサイトを増
設し全国に情報発信す
ることで、更なる成果向
上は見込まれる。

なし

寄附金の増加に伴い、
返礼品など一定の費用
は必要であり、コスト削
減の余地はない。

維持

平成30年度は新たに知
名度の高い2つのポー
タルサイトを増設するこ
とで、全国への情報発
信の間口を広げてお
り、他自治体にはない
魅力ある返礼品を開発
し、地場産業の振興を
図るとともに寄附額増
加に努める。

平成30年度は新たに知名度の
高い2つのポータルサイトを増設
し、寄附目標額を15億円に設定
している。現段階では15億円達
成の見込みが不透明であること
から、平成31年度当初予算につ
いては、今年度並みの予算を維
持したい。

維持

平成30年度は、寄附ポータルサ
イトを2つ増設し3つで運用するこ
とで、寄附目標額を15億円として
いる。当市のＰＲ及び地場産品
である返礼品による産業振興と
併せ財源の確保のため、当初予
算は前年並みで維持としつつ
も、目標額クリヤに全力を挙げて
取り組みたい。

子育て支
援の充実

婚活推進事業

未婚化・晩婚化により、少子化が進
み、人口減少による地域活力の低下が
懸念される。少子化対策・定住促進・地
域活力の向上を図るため、結婚活動を
支援する事業を行う。

イベント回
数

回 12 12 100% 12 12 100% 引合せ回数 回 24 22 92% 24 17 71% 1,876 1,879 1,876 高

相談やイベントなど
事業の魅力を高
め、登録者を増や
すとともに、県や他
市、事業者との連
携を深め、出会い
の場を増やすこと
で成果を高める余
地はある。

なし

参加者に負担を求
めるなど、事業費
の節減努力を重ね
てきており、これ以
上のコスト削減は
困難である。

維持

婚活に関する相談業務
や出会いの場の提供を
継続しながら、婚活サ
ポーターや地域及び企
業、団体等と連携し事
業を行っていく必要が
ある。

市内での婚活事業の実施は少
ないため、今年度並みの予算を
維持したい。

維持

平成22年度から取り組んでいる
事業であり、平成30年6月末で登
録者のうち196名から成婚の報
告があっており、着実に成果を
あげている。少ない予算で効果
をあげていると思うので、今後も
予算的には維持しつつ、婚活サ
ポーターの有効活用や他自治体
や民間事業者との連携により更
なる効果をあげていきたい。

施策体系
外

移住・定住促
進事業

　本市の人口は、今後も減少し続ける
と推測されており、その要因でもある若
者の突出した転出超過を是正すること
が大変重要である。
　そこで若者世代の転入を促すため、
移住・定住相談窓口の設置やプロモー
ション活動、移住・定住奨励金などの本
市への移住や定住を促進するための
事業を実施する。

移住相談
ケース数

人 50 66 132% 100 154 154% 移住者数 人 8 27 338% 30 80 267% 11,511 22,830 20,076 中

移住相談は増加傾
向にあり、今後移
住希望者と仕事や
住まいをマッチング
するなど、相談業
務の充実を図るこ
とで成果を高める
余地はある。

なし

他自治体との差別
化を図るためにも、
移住促進奨励金に
ついては、一定額
の予算化が必要。

拡大

移住相談やプロモー
ション活動、見直しを
行った奨励金事業を継
続しながら、子育て世
代の移住促進を図って
いく必要がある。

毎年移住希望者が増加してお
り、移住促進奨励金全体の予算
枠は増額することになる。その他
の経費については例年並みであ
る。

改善

平成28年度から取り組んでいる
事業であり、移住希望者は、
年々増加していることから、奨励
金の予算枠は増加が考えられ
る。しかし、10月からは、奨励金
の内容を変更しており、基本的
に奨励金の増加分を除く通常予
算は維持しながら改善等により
効果をあげていきたい。

施策体系
外

移住体験事業
　移住希望者に対し、伊万里市の風土
及び日常生活を体感できる場を提供す
ることで、本市への移住を促進する。

周知件数 回 9 9 100% 9 10 111%
移住体験住
宅利用件数

世帯 5 5 100% 12 7 58% 5,607 1,107 957 中

利用者事前アン
ケートなどを実施
し、利用者のニー
ズを事前に把握す
ることで、体験メ
ニューの充実を図
るなど成果を高め
る余地はある。

なし

移住体験住宅を運
営するために最低
限必要な経費であ
り、コスト削減の余
地はない。

維持

移住希望者が、仕事や
住まい探しなどの移住
活動を行うために必要
な施設であり、継続して
運営していく必要があ
る

移住希望者用の体験住宅は、１
棟は必要であると考えるため、
例年並みの予算を要求する。

維持

移住体験住宅のH28.11から
H30.3末までの利用実績は、合
計12件23名の利用であった。体
験から移住に繋がった実績はま
だ無いため、今後、予算を維持
しながら移住実績に繋がるよう
努めていきたい。

施策体系
外

地域おこし協
力隊事業

　人口減少や高齢化が進む本市にお
いて、地域外の人材を積極的に誘致
し、その定住や定着を図ることにより、
地域の維持・強化に資するため、地域
おこし協力隊事業を実施する。

募集相談会
の周知件数

回 8 8 100% 8 10 125% 採用数 人 2 2 100% 2 1 50% 354 7,855 7,554 中

定住・定着には、隊
員自身の決断が必
要であり、定職及
び生活面のサポー
トを継続して行って
いく必要がある。

なし

地域おこし協力隊
員の活動及び定
住・定着に必要な
経費であり、コスト
の削減の余地はな
い。

拡大

地域おこし協力隊員は
3年間の任期であり、継
続して実施する必要が
ある。また、地域おこし
協力隊推進要綱に基づ
き任期最終年は定住に
必要な経費を準備する
必要がある。

H29採用隊員の定住準備金（100
万円×2人）及びH30採用隊員の
本格的な活動に伴う経費が必要
となるため、その経費を新たに
要求する。

拡大

平成29年度から採用しており、
H29、2名、H30、2名の現在4名
を採用しており、今後予算的に
は増加していく。現在は成果指
標を採用数としているが、3年後
に定住に繋がるかが成果指標と
なるべきと考えるため、今後成果
指標の変更が必要と考える。
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