
平成29年度　行政評価表：観光課

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

観光の振
興

伊万里ブランド
販売促進事業

◎伊万里フェアの開催
福岡都市圏や首都圏、関西圏のホテ
ルにおいて、伊万里産の食材を使用し
た限定メニューを伊万里焼の器で提供
する「伊万里フェア」を開催する。
◎伊万里焼のＰＲ
　福岡都市圏の商業施設等において、
伊万里焼のテーブルコーディネートや
伊万里焼風鈴の展示販売を行う。
◎その他
　伊万里牛カーニバルの開催など、本
市の特産品を活用した事業を展開す
る。

伊万里フェ
アの開催

ヶ所 3 6 200% 3 6 200%
伊万里フェ
アの開催ヶ
所数

ヶ所 3 6 200% 3 6 200% 7,895 7,055 6,756 低
成果指標の目標は達
成しており、さらなる成
果向上の余地は少ない

なし

現状のコスト内で考えう
る可能な限り効果的な
ＰＲを実践しており、さら
なる成果向上の手段は
ない。

維持

地域経済の活性化と産
業振興を図るため、引
き続き伊万里ブランドの
販売促進に積極的に取
り組んでいく必要があ
る。

例年並みで要求予定である。 維持

引き続きフェア開催に係る費用
を要求するとともに、効率的・効
果的なPRの手法を検討してい
く。

観光の振
興

グリーン・ツー
リズム推進事

業

１．都市農村交流支援員の配置
グリーン・ツーリズムの推進を図るため
生産者や農業団体等との連絡調整を
行う。
２．伊万里グリーン・ツーリズム推進協
議会への支援
　都市住民と農山漁村との交流人口の
拡大を図るために事業を展開する伊万
里グリーン・ツーリズム推進協議会の
活動を支援するため、補助金を支出す
る。

補助金の交
付

千円 930 930 100% 930 930 100%

グリーン・
ツーリズム
インストラク
ター認定者
数

人 26 20 77% 27 22 81% 930 930 930 低

グリーン・ツーリズム活
動に特化した団体への
補助金の支出により事
業を推進していることか
ら、市が取り組む範囲
内での成果向上は少な

い。

なし

グリーン・ツーリズム活
動に特化した団体への
補助金の支出により事
業を推進していることか
ら、現状のコスト内で成
果を上げる手法はな

い。

改善

伊万里グリーン・ツーリ
ズム推進協議会の法人
化への移行など、さらな
る成果向上のための体
制を検討する余地があ
る。

例年並みで要求予定である。 改善

都市住民と農山漁村との交流人
口の拡大を図るための市民活動
についてより一層の拡大を図る
ため、引き続き支援を行ってい
く。

観光の振
興

畑の中のレスト
ラン開催支援

事業

伊万里市の風土や伝統産業を活かし
た体験型観光を推進するため、福岡都
市圏からの観光客と地域住民との交流
拡大を目的とする日帰りバスツアー「畑
の中のレストラン」の開催を促進する。
※バスツアーを企画・募集・催行する事
業者へ補助金を支出する。

委託料の交
付

千円 1089 1089 100% 1089 1089 100%
ツアー開催
回数

回 5 5 100% 5 8 160% 1,089 1,080 1,080 低

市内で体験できるコン
テンツを継続的に掘り
起して旅行会社に提案
していく必要があるもの
の、地域住民の協力が
必要となるため簡単に
増えるような状況では

ない。

なし

　本事業の予算はツ
アーを催行する事業者
への補助金のみであ
り、年5回のツアーを催
行するための必要最小
限の内容であることか
ら削減余地はない。

維持

都市圏観光客と地域住
民との交流という核は
残しつつも、複数の旅
行会社との提携や新た
なメニューに向けて協
議を進めていく。

例年並みで要求予定である。 維持

フットパスなど、バスツアーに対
する地域住民の受け入れ態勢
は次第に育ってきており、このコ
ンテンツを有効活用し、引き続き
内容の充実に努めていく。

観光の振興
国際アマチュア
陶芸展開催支
援事業

国際アマチュア陶芸展伊万里の開催に
対する支援を行う。春の窯元市の開催
に合わせ、焼物の里「伊万里」から広く
世界のｱﾏﾁｭｱ陶芸家に呼びかけ、３右
衛門（１４代今泉今右衛門、１４代中里
太郎右衛門、１５代酒井田柿右衛門）
を含めた審査員により厳正な審査を行
う。

ダイレクト
メールの発
送件数

件 1,000 1,031 103% 1,000 1,001 100% 出展点数 点 350 261 75% 350 356 102% 550 550 550 低

一定の出展数は維持で
きているものの現在の
方法では限界があり、
仮にさらなるコストを投
入したとしても、出展数
の増加につながる方法
を見出すのは難しい。

なし

陶芸展開催のための必
要最小限の予算規模で
あり、これ以上のコスト
削減は困難である。

維持
当該陶芸展開催を通し
て、焼物の里「伊万里」
を広くＰＲできる。

例年並みで要求予定である。 維持

中里太郎右衛門先生、今泉今右
衛門先生、酒井田柿右衛門先
生、いわゆる『佐賀の三右衛門』
揃い踏みによる厳正な審査を行
う陶芸展は他に類をみないこと
から、今後も開催補助が必要と
考える。

観光の振興
どっちゃん祭り
開催支援事業

毎年、8月上旬に開催される「どっちゃ
ん祭り」へ支援を行う。

イベント出
演者数

人 1,300 1,072 82% 1,300 869 67% 来場者数 人 25,000 28,000 112% 25,000 28,000 112% 2,000 2,200 2,200 低

イベントへの来場者数
は様々な要因により左
右されるため、仮にさら
なるコストを投じたとし
ても成果向上につなが
るとは限らない。

なし

実行委員会方式をとっ
ていることから、現在の
開催内容を維持しての
コスト削減は困難であ
る。

維持

来場者数の増加につな
がるよう祭りのプログラ
ム内容の見直しを検討
する。

例年並みで要求予定である。 維持

どっちゃん祭りは、伊万里市民
の夏の一大イベントとして定着し
ており、開催補助は今後も必要
と考える。
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観光の振興
いまり秋祭り開
催支援事業

毎年10月に開催される「いまり秋祭り」
へ支援を行う。

イベント出
演者数

人 2,000 2,023 101% 2,000 1,829 91% 来場者数 人 80,000 50,000 63% 80,000 50,000 63% 3,508 3,677 3,677 低

2日間開催を維持すると
ともに、トンテントン祭り
での合戦（川落としを含
む）が完全再開されれ
ば、来場者数の増加が
期待できる。

なし

実行委員会方式を採用
しており、現在の開催
内容内容を維持しての
コスト削減は困難であ
る。

維持

来場者数の増加につな
がるよう祭りのプログラ
ム内容の見直しを検討
する。

例年並みで要求予定である。 維持

いまり秋祭りは、伊万里市民の
秋の一大イベントとして定着して
おり、開催補助は今後も必要と
考える。

観光の振興
観光基盤関連
施設整備事業

西九州自動車道の延伸に伴い福岡都
市圏からのさらなる誘客が見込まれる
なか、市境にある既存歓迎広告塔の塗
り直し等を行い、観光客の受け入れ体
制の整備を行う。

観光案内板
等の設置

箇所 1 1 100% 1 2 200%
観光案内板
等の補修

箇所 1 1 100% 1 3 300% 324 2,982 2,891 なし

当事業は既存の歓迎
広告塔の補修を主な目
的としていることから、
さらなるコストを投入し
たとしても、これ以上の
成果向上余地はない。

なし

競争入札により施工事
業者を決定していること
から、コスト削減の余地
はない。

維持

市境の歓迎広告塔の
老朽化は、本市へのイ
メージ低下につながり
かねないため、年次的
に補修を継続する必要
がある。

例年並みで要求予定である。 維持
最低限の歓迎広告塔の補修は
必要と考える。

観光の振興
観光振興団体

支援事業

伊万里市観光協会や伊万里市物産観
光振興協議会、伊万里市観光ボラン
ティアガイドの会などの観光振興団体
の活動に対する支援を行う。

補助金を支
出する件数

件 5 5 100% 5 5 100%
観光協会で
の観光客取
扱件数

人 35,000 36,405 104% 35,000 25308 72% 13,976 1,423 13,385 低

さらなるコストを投入す
れば観光と物産のＰＲ
を大規模に図ることが
可能となるが、短期的
には成果指標への影響
は少ない。

なし

現在の補助金について
は、必要最小限の額を
有効に活用されている
状況にあり、これ以上
のコスト削減の余地は
ない。

維持

官民一体となり、関係
団体と協働して観光振
興に取り組んでいく必
要がある。

例年並みで要求予定である。 維持

観光振興は、官民が連携し、
オール伊万里で観光振興を取り
組むことが重要であり、各観光
振興団体への補助は今後も必
要と考える。

観光の振興 観光ＰＲ事業

西九州自動車道の延伸を見据え、
様々なメディアを活用した情報発信、旅
行会社エージェントへの営業など、総
合的な観光宣伝や営業展開を行い、福
岡都市圏からの誘客を図る。

旅行エー
ジェントへの
訪問件数

件 25 40 160% 25 41 164%
旅行商品化
数

企画 25 29 116% 25 19 76% 787 2,748 2,504 なし

現体制で取りうる最大
限のＰＲ活動を展開し
ていることから、さらな
るコストを投入したとし
ても成果向上の余地は
ない。

なし

現状のコストは必要最
低限のレベルであり、
削減すれば成果の低下
につながる。

維持

現状の事業を引き続き
展開しつつ、さらに効果
のある手法を探っていく
必要がある。

例年並みで要求予定である。 維持

交流人口の拡大のためには、都
市圏へ向けたメディアを活用した
情報発信や旅行エージェントへ
の営業活動が重要であり、今後
も力を注ぐべき事業であると考え
る。


