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１．市勢の概要
（１） 人 口

① 人口の推移
昭和３０年に８１，６２５人であった人口は、
昭和４５年にかけ急激に減少した後、緩やかな減少傾向にあり、
平成２７年には５５，２９４人となっている。

13
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S30：5.18人/世帯

H30：2.38人/世帯
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※ 世帯数の推移
世帯数の推移をみると、総人口が減少傾向にあるもかかわらず
昭和４５年から一貫して増加しており、
１世帯当たりの人員数が減少していることがわかる。

（出所：伊万里市「住民基本台帳人口移動表」）



○ 各地区の人口の推移

旧伊万里町を除き、各地区とも人口は減少している。
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○ 各地区の人口の推移

旧伊万里町を除き、各地区とも人口は減少している。
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③ 出生者数と死亡者数の推移

出生者数は昭和４５年にかけ急激に減少した後、緩やかな減少傾向にあり、
平成２７年には４９０人と昭和３０年の約４分の１になっている。

死亡者数は増減を繰り返しながら全体としては増加傾向にあり、その結果、
出生者数から死亡者数を引いた自然動態は平成１５年からマイナスの状態
になっている。

（出所：伊万里市「住民基本台帳人口移動表」） 28
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④ 転出と転入の状況
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図６ 転出入者数

転入者数

転出者数

この１０年間、転出が転入を上回っている



⑤平成３０年 年齢別転入・転出の人数
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[出所：住民基本台帳] 
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若い人の転出が多い



⑨人口の将来展望

令和４２年（２０６０年）に

人口規模４６，０００人程度を維持する。
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[出所：社人研推計準拠、本市独自シミュレーション] 

Ｈ２７実績は
５５，２３８人
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２．市の財政状況と財政運営

伊万里市 財政課
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特別会計への繰出金の推移
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企業会計への繰出金の推移
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一部事務組合への負担金の推移
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◎ 第６次伊万里市総合計画(H31.4～R9.3)

＜ 基本理念＞

時代に柔軟に適応し

みんなで支え育てるまちづくり

＜将来都市像＞

人がいきいきと活躍する

幸せ実感のまち 伊万里
58

２．市政運営の方針



＜基本計画 重点施策＞(前期：H31.4～R5.3)

(1) 将来を見据えた人づくり

(2) 市民主導型公民連携のまちづくり

(3) しごとづくりと人財の確保

(4) 交流人口の拡大によるにぎわいのあるまちづくり

(5) 安全・安心な暮らしづくり

(6) 効率的で効果的な行財政運営
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＜重点施策１＞

「将来を見据えた人づくり」
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① 児童生徒の学習環境の充実

○ 小中学校施設環境改善事業

・全ての普通教室にエアコンの設置
（令和元年８月中に完了）

○ 伊万里中学校校舎建設

・耐震化への対応、現地建替え

・事業期間 平成２９年度～令和４年度
基本設計・実施設計完了

※ 東山代小学校校舎建設

・耐震化への対応、伊万里中学校の次に取組む予定



○ 小中学校の全ての普通教室にエアコン設置
◆中学校 令和元年５月設置完了 ７２教室
◆小学校 令和元年８月設置完了 １６３教室

（南波多郷学館）

【エアコン新設】

◆総事業費予算 約６億６，５００万円
◆総事業費実績 約４億３，１００万円
内訳 ・交付金約１億円 ・起債約３億３００万円 ・一般財源２，８００万円



○ 伊万里中学校改築事業に着手
◆工事着工 令和元年 ９月（予定）

◆南校舎完成 令和２年 １２月（予定）

◆北校舎完成 令和４年 ７月（予定）

◆総事業費 約２７億１,０００万円
（完成予想図）



○ 伊万里中学校配置図（案）



○ 伊万里中学校 各階平面図（案）
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○ 老朽化した学校校舎・施設の整備

・雨漏り箇所等の修繕、プール改修、トイレ改修、
ブロック塀改修等

※ 東山代小学校 校舎
S42年建築（51年経過）

外廊下で手洗いも外。
窓は鋼製サッシで開閉困難

※ 牧島小学校 校舎
S47年建築

（46年経過）
屋根の防水層が
老朽化し雨漏り
が発生



○国見台相撲場の改修
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着工前 着工前 着工前

改修後改修後 改修後
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○ 学校運営交付金

・学校長の裁量で使途を決定できる交付金制度を新設

＜例：啓成中学校の取組＞

伊万里供日前の「おくんち学習会」

学校目標の看板設置」

生徒によるボランティア清掃活動
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○ 電子黒板とデジタル教科書の活用

＜南波多郷学館にて＞(R1.6.3)

・平成26・27年度に
電子黒板を整備

・平成31年4月から
デジタル教科書を
本格導入
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○ ゲーム×教育 プログラミングワークショップ

平成31年3月21日開催
「ドローン×プログラミング講座」 【PORTO㈱主催】

写真：2017（平成29年）10月1日開催
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平成31年5月15日開催
「３ＤＳでプログラミングに挑戦！」

【タイムカプセル㈱主催】
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プログラミング体験ワークショップ

・来年度から小学校でプログラミング教育が必修になるのを前に、子供た
ちにプログラミングの楽しさを感じてもらうため、伊万里市内の公立小学
校15校の6年生、約560人を対象に実施しました。

共催：株式会社Cygames
株式会社CA Tech Kids
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プログラミング特待生

・伊万里市内の小学校４年生から６年生を対象に、プログラミング特待生
として選抜し、より高度で充実したプログラミング教育環境を提供するこ
とで、次世代を担うプログラミングエキスパートの創出を図ります。
応募者の中から一定の評価により選抜された子どもたちに、半年間、オ

ンラインによる効率的で本格的な小学生向けプログラミング学習サービス
を無償で提供します。



＜主要な施策２＞

「市民主導型公民連携のまちづくり」
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③ 地域づくり推進事業
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＜「小さな拠点」イメージ＞

・住み慣れた地域で、安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受けられる

環境を維持していくために、地域住民が、自治体や事業者、各種団体と協力・役割
分担しながら、各種生活支援機能を集約・確保したり、地域の資源を活用し、しご
と・収入を確保する取組を考えています。
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○ 公民館機能の強化（人的支援）

地域担当として市まちづくり課職員を増員

・まちづくり運営協議会への参加

・地域の活性化や将来ビジョンの検討・策定支援

・補助事業活用の検討・申請相談
などに対応

伊万里公民館・大坪公民館に臨時職員を増員
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○ コミュニティセンター化の検討

公民館は社会教育施設であり、「営利目的事業」が制限

コミュニティセンター化することにより規制緩和

【例】・集いの場づくり…喫茶スペースの運営

・買い物支援………集いの場に移動販売車が巡回

・交流人口拡大……特産品販売、グリーンツーリ
ズムの集合場所

などの活用が可能に



＜主要な施策３＞

「しごとづくりと人財の確保」
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＜企業誘致の推進＞

⑪ 伊万里東部（松浦地区）工業団地（仮称）
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市内の既存の工業団地がほぼ完売の状況であり、国道４９８
号松浦バイパス付近に新たな工業団地を造成している。

（令和元年度中に完成、分譲開始予定。）
・有効面積 : ６６，７００㎡ 総工費 : 約１２億２千万円

令和元年12月16日現在

松浦町に工業団地

建設地

松浦の里
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⑫ 事務系企業誘致の基盤整備（ビジネス支援オフィス）

事務系企業の誘致専用として
民間物件オフィスを借り上げている。
（伊万里駅から徒歩１０分以内等の物件）
① 既存物件オフィス
（H29.4月運用開始 面積:２４７㎡）

② 拠点（新築）物件オフィス
（H30.3月運用開始 面積:５２５㎡）
※５室/９室 ＩＴ関連企業の入室決定(H31.3現在)

⑬ 企業立地勧奨事業（企業誘致報奨金）
企業の立地動向に関する情報の提供者に対し
誘致結果等に応じて企業誘致報奨金を支払う
① 来訪報奨金・・・１万円

対象者が紹介する事務系企業が市を訪問し、担当職員と面会した場合

② 立地報奨金・・・１００万円
紹介により立地が実現した場合
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＜地場企業の振興＞

⑭ 伊万里の“いい職”説明会
地元企業への就職を推進するため、

高校生や大学生、ＵＩＪターン希望
者等を対象とした、地元企業の説明
会を開催する。

今年度から夏・冬年２回開催

（昨年度まで冬のみ）

⑮ ふるさと伊万里就業奨励事業
市外から転入し就業した若者に就業奨励金を交付する
○ １回２０万円
○ 交付要件（すべて満たす必要あり）

・ ２年以上市外に居住していた４０歳未満の者
・ 市内に住所を移し、市内中小企業に就業した者
・ 常用労働者として６か月以上継続して就業した者
・ 引き続き長期の就業が見込まれる者



令和２年１月

伊万里市長 深 浦 弘 信

１．組織機構改革について

２．地区公民館のコミュニティセンター化について

３．ファシリティマネジメントの推進について

４．市民会館大ホールの廃止について

５．自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

６．プログラミング教育について

７．ふるさと納税について



教育委員会
（教育施設課）

１．組織機構改革について

（１）職員数の適正化による、効率的な
組織機構。

（２）市民サービスの一層の充実と、
新たな行政需要への柔軟な対応。

（３）市民の視点に立った、分かりや
すく利便性の高い組織機構。

・シティプロモーションの推進 ・交流人口の拡大 ・しごとづくり
（企業誘致・観光振興・情報政策・移住定住・ふるさと納税の促進等）

・財政の健全化 ・公共施設マネジメント など

◆トップマネジメント機能の強化 ◆総合的な施策の推進

令和２年４月に、部制施行(S48)以来の部改変を伴う組織機構改革を実施する。

行政組織機構改革
の基本方針

行政組織機構改革の概要

◆総合政策部へ移管

市民部
（再編）

市民生活部

健康福祉部

まちづくり課を移管

◆市民部を再編

◆産業部と建設部を統合

建設農林水産部建設部

総務部

政策経営部

市民部

産業部

建設部

上下
水道部

教育委員会

その他

令和２年１月
市長講話「資料」

◇地方創生の取組など柔軟に対応
◆総務部－情報政策課（現情報広報課）
◆産業部－企業誘致・商工振興課、観光戦略課

◇業務拡大、扶助費増加に伴い拡大していた予算、職員数
等を適正化するとともに、市民生活に直結する部を設け市民
サービスの一層の充実を図る。また、外国人からの相談体制
の整備を図るなど、多文化共生を推進する。

地区公民館のコミュニティ
センター化に伴い、教育委
員会から市長部局（まちづく
り課）に移管

◇力強い農林水産業の確立
◇技術職員の集積による技術の継承、災害対応等の効率化
◇命令系統の一元化による業務の効率化、迅速化 など

新組織構成

総 務 部

総合政策部

市民生活部

健康福祉部

建 設 農 林
水 産 部

上下水道部

教育委員会

そ の 他

産業部



コミュニティセンター化をひとつのきっかけとして、住民参加での議論活性
化や地域づくりに意欲のある民間企業、ＮＰＯ等との連携強化により地域コ
ミュニティの機能強化を図ることが目的

◇企業による地域貢献のための研修会や会議利用

（健康づくり教室・ＩＣＴ講座等の開催・外国人との多文化共生の取組・

地域と連携した特産品開発など）

◇介護予防・日常生活支援総合事業などに活用

（介護予防クラブ活動・コミュニティカフェなど）

◇地域の発展につながる有料イベントの開催

２．地区公民館のコミュニティセンター化について

今後の地域づくり

人口減少や高齢化が進み、コミュニティ機能が低下する中にあっても、
住み慣れた地域で安心して暮らしていく上で必要な生活サービスを受け
られる環境を維持していくことが重要。

このため、地域住民が市や事業者、各種団体と協力・役割分担しなが
ら、各地域におけるまちづくり（地域づくり）に取組んでいく必要がある。

地域の実情に即した住民創意
による活動範囲の拡大

コミュニティセンター化によって、公民館の根拠法である社会教育法の
使用制限を緩和し、営利目的であっても地域づくりに資する活動であれ
ば可能になる。

（地域のイメージ→）

コミュニティセンター化：より柔軟な地域づくりが可能に

従来から急にやることが変わったり、増えたりするわけ
ではなく、今までできなかったことをできるようにする、

今までよりやりやすくするための改正。

教育委員会から市長部局
（まちづくり課）に移管

◇各地域で顕在化し始めている複合的な課題に

対応。（地域づくりとして、今後は部を超えて

一体的に対応することが必要。）

◇まちづくり運営協議会などの各種団体との連携

強化。

◇公民館の機能や職員体制は維持する。

（出張所、市民課分室の機能など）

令和２年１月
市長講話「資料」



◆総合政策部内に 「公共施設マネジメント課」

を新設し、公共施設等総合管理計画に基づく、

個別施設計画を策定して住民説明会を開催する

など、ファシリティマネジメントの推進を図る。

◆これまで市長部局、教育委員会がそれぞれに所管してきた

公共施設の営繕業務を一括して管理する 「施設営繕課」

を建設農林水産部内に新設し、「公共施設マネジメント課」と一体となって、教協施設等管理システムを運用するなど、

公共施設を効果的かつ効率的に運用・維持・管理するうえでの技術的な支援を行う。

３．ファシリティマネジメントの推進について

公共施設の老朽化や財政状況等を踏まえ、施設の複合化、集約化、転用、
廃止など、人口規模や都市構造の変化に応じた公共施設の適正化を図る。

ファシリティマネジメントの推進

過去に建設された

公共施設等が更新

時期を迎えている。

組織機構改革も含め全庁的に取り組む。

（地区説明会「今後の行財政運営について」資料より↓）

人口80,000人規模のまちづくり

を目標に、公共施設やインフラ

整備を行ってきた。

（地区説明会「今後の行財政運営について」資料より）

厳しい財政状況が続くなか
で、

人口減少等により公共施設等

の利用需要が変化している。

◇長期的な視点をもって、公共施設の更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担

の軽減・平準化を図る。

◇公共施設等の最適な配置が必要。

令和２年１月
市長講話「資料」



４．市民会館大ホールの廃止について

市民会館と市民センターは、いずれも老朽化により建物や設備の大規模改修等
が必要であり、両施設を維持していくことは困難であるため、ファシリティマネジメント
の方針から、令和元年度末をもって市民会館大ホールを廃止し、市民センターへの
ホール機能の一元化を図ることにしています。

施設概要

◇市民会館 昭和４６年に建築され、４８年が経過。 今後の改修見込額 → 少なくとも、２.６億円が必要

◇市民センター 平成４年に建築され、２７年が経過。 今後の改修見込額 → 少なくとも、１.２億円が必要

◆特に市民会館大ホールの主要な設備である空調や音響などについては、いつ重大な故障
が発生してもおかしくない状況にあります。

◆公共施設の多くが更新時期を迎えるなかで、同じような機能を持つ施設を維持することは
財政的にも困難であることから、「市民会館大ホールの廃止」という、苦渋の決断をおこない
ました。

今後の対応策

◇市民会館の楽屋、会議室、ホワイエの利用については、これまでどおりご利用いただ
けます。

◇１,０００人規模のイベントについては、市民センターの文化ギャラリー、 リハーサル室
等にスクリーンを設置し、ホールイベントの同時視聴を可能にします。

◇これまでの市民会館大ホール利用者に対し、開催場所の変更や参加者数の調整等
を今後お願いすることになります。

令和２年１月
市民向け「資料」



５．自然環境等と再生可能エネルギー発電事業
との調和に関する条例について

◆本市においては、地球温暖化防止の観点から、再生可能
エネルギーの導入促進に努めているが、本市の美しい自然
環境、魅力ある景観や良好な生活環境の保全及び形成と
再生エネルギー発電事業との「調和」が欠かせない。

太陽光・風力発電設備の設置に関して、住民等に対する事前説明や設備の運用・
管理に関して一定のルールを定め、潤いのある地域社会の発展を目指す。

◆特に、太陽光発電・風力発電設備の設置については、住民
等に対する事前説明の手続きなど、現行法令には規定が
ないことから、発電設備の設置・運用に関して、本市における
発電事業のルールと手続きを定め、潤いのある豊かな地域
社会の発展と地球温暖化対策の推進に寄与することを目的
とする。

条例の目的等

条例の内容等

１．対象となる事業
再生可能エネルギー発電設備（太陽光・風力）を設置し、発電を行う事業
２．事業規模
①事業区域の面積が１，０００㎡以上のもの
②発電設備が高さが１５mを超えるもの
３．事業の届出
事業に着手する６０日前までに届出を行うこと
なお、届出を行うまでに、関係住民等に地元説明会等の開催が必要
※関係住民等・・事業区域の「行政区民」及び「隣接地の所有者・居住者」
４．同意
下記に該当する場合に市長が事業について同意を行う
①手続きが適切で、抑制区域に入っていないもの
②事業区域の一部が抑制区域に入っているが、関係住民等の理解が
得られ手続きが適切になされたもの
（※抑制区域・・土砂災害警戒区域などを規則で規定）

①「太陽光発電設備」

②「風力発電設備」

条例自体には、事業を直接規制する法的拘束力

はないが、条例違反事例については、公表すると

ともに、国に報告等を行うことで、「ＦＩＴ（固定価格

買取制度）法」の認定を受けられない又はＦＩＴ認定

が取り消されるなど、事業者にとって、不利益な措

置を受ける可能性があり、一定の抑止力がある。

令和２年１月
市長講話「資料」



６．プログラミング教育について

小学校では、令和２年度から、論理的に考える力を育む「プログラミング教育」
が必修化される。そこで、義務教育における計画的な実践とＩＴ企業との官民
連携した取組により、「プログラミング教育のまち『いまり』」を目指す。

プログラミング教育推進事業

◇次世代を担う「いまりっ子」が、近未来の社会をイメージし、
各々の個性を生かしながら、生き生きと人生を歩んでいく
力を育む。

◇ＩＴ社会に適応できる知識、スキルの習得や技術者の育成
など、他市町より魅力的で特色ある教育を提供する。

◇いずれは、「ふるさと伊万里」に戻りたい、また暮らして
みたいという人々が増えていくまちづくりにつなげていく。

◆問題の解決には、必要な手順があることを学ぶ。
◆論理的に考えていく力を身に付ける。
◆コンピューターは身近な生活を成り立たせていること
を学ぶ。

◆コンピューターをよりよく人生や社会づくりに生かそうと
する態度を身に付ける。

令和２年度 事業計画（案）

（１）㈱Cygames の小学生向けプログラミング体験ワークショップの継続 （子ども、保護者の正しい理解）
→市内小学校で、６年生全員・保護者を対象とするワークショップを実施

（２）プログラミング教育の計画的・系統的な実践 （教職員の負担軽減）
→教職員で組織するワーキンググループによる、計画的・系統的な指導計画、
実践事例等をまとめたガイドブックの作成など。

（３）誘致ＩＴ企業とのコラボレーションによる環境整備 （官民連携によるまちづくりへつなげる）
①市内中学校でのプログラミングワークショップ開催
②中高校生向けプログラミングワークショップの開催
③教育支援センター「せいら」での不登校児童生徒へのワークショップ開催
④管内高校生を対象とする講演会の開催

プログラミング教育の目的

令和２年１月
市長講話「資料」



◆返礼品アイデアの提案
◆友人・知人・親戚の方々にふるさと納税の呼び
かけ等、是非、シティプロモーションにご協力を！

◇ 紹介ページを一新し、ＰＲ強化を行った。
◇ 返礼品の新メニュー開発を行い、ポイント制
など新たな取組を始めた。

◇ 泉佐野市など多額の寄附を集めていた
自治体が制度の対象外となった。

寄附申込額実績
(千円)

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度

４月 61,454 71,747 23,404 36,464

５月 63,080 89,840 45,169 77,591

６月 62,414 185,014 61,448 59,451

７月 83,551 57,733 64,946 48,114

８月 66,698 49,008 74,984 41,296

９月 77,437 54,018 106,522 83,459

10月 91,495 70,028 109,698 128,237

11月 217,589 113,761 107,607 265,892

12月 536,095 390,858 316,812 839,455

１月 34,221 27,206 16,792

２月 36,206 27,980 23,801

３月 66,820 27,995 30,720

合計 1,397,060 1,165,187 981,903 1,579,959

3月連続
過去最高

事業者名 名称

㈲エトワール
・ホリエ

伊万里焼w・スイーツ/結び

㈲エトワール
・ホリエ

伊万里焼w・スイーツ/丸更紗
（まるさらさ）

㈲エトワール
・ホリエ

伊万里焼w・スイーツ/セイジ
（青磁）

前田畜産南波多
ミート

伊万里牛食べつくし定期便
(寄付額30万円コース）

前田畜産南波多
ミート

伊万里牛食べつくし定期便
(寄付額100万円コース）

㈱まるきん
アジやメバルを釣るなら
コレ！ルアー入門セット

㈱まるきん
キザクラマイスターお薦め2

大フロートセット

㈱まるきん Ar.ロックフィッシュセット

㈱まるきん
Kz棒ウキで狙おう！

チヌセット

㈱まるきん
キザクラ全層水平ウキ

シリーズセット

㈱まるきん キザクラハードバッカンセット

㈱まるきん
アルカジックギガアジ

捕獲セット

㈱まるきん 黒魂スペシャルセット

㈱まるきん
アルカジックロッドスペシャル

セットジグヘッド

事業者名 名称

㈱まるきん
アルカジックロッドスペシャル

セット フロート

㈲岩蔵
伊万里牛サーロインステーキ

ブロック2kg

㈲建具．家具
工房松尾

組子入り障子「花輪」（カリン）

㈲建具．家具
工房松尾

組子入り間仕切戸

㈲建具．家具
工房松尾

銘銘盆（めいめいぼん）

伊万里市
伊万里市史「陶磁器編

古伊万里」

㈱やましげ
お試し3ヵ月：空き家
管理サービスライト

㈱やましげ
お試し3ヵ月：空き家

管理サービススタンダード

㈱やましげ
お試し6ヵ月：空き家

管理サービスライト隔月

㈱やましげ
お試し3ヵ月：空き家管理
サービススタンダード隔月

伊万里東洋㈱
マルちゃんカップめんの定番

人気！3品セット

伊万里東洋㈱
マルちゃんカップめんの
九州限定販売！2品セット

伊万里東洋㈱
【定期便6ケ月】マルちゃん
カップめんの九州限定
販売！2品セット

７．ふるさと納税について

今年度寄附見込み額「１２億」を
早くも達成！過去最高額を更新中！

背景

職員提案から商品化された返礼品（２７品目）

（R1/12/31現在）

令和２年１月
市長講話「資料」

過去最高額更新中！


