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☑ 小中学校の全ての普通教室にエアコン設置

【エアコン新設】

◆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
◆総事業費 約４億３，１００万円

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」

（南波多郷学館）



（完成予想図）

◆工事着工 令和元年 １１月

◆南校舎完成 令和２年 １２月

◆北校舎完成 令和４年 ７月（予定） ◆総事業費 約２７億１,０００万円

【児童生徒の学習環境の充実】

☑ 伊万里中学校改築事業

将来を見据えた「ひとづくり」



→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。

☑ 老朽化した学校校舎・施設の整備

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」



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

☑ 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↓）

生徒によるボランティア清掃活動

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」



◆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

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」

☑ 電子黒板とデジタル教科書の活用

（南波多郷学館での授業風景 R1.6.3）



☑ 小中学校ＧＩＧＡスクール構想環境整備事業

児童生徒一人一台の端末整備と校内通信ネットワーク整備を行い、ＩＣＴの活用により
全ての子どもたちの情報活用能力の育成や創造性を育む教育の実現。

また、新型コロナウイルス感染症等対策としての学びを保障できる環境を実現すること
で、よりよい社会と魅力ある伊万里の創り手となる『未来に羽ばたく伊万里っ子』を育成
する。

◆情報活用能力
情報を収集し、学習や生活に生かす力の育成

◆効果的な学習
子どもたち一人一人のニーズに応じた学習の推進

◆プログラミング教育の推進
筋道を立てて問題を解決していく力の育成

◆オンライン授業
非常時の学びの保障

日常的なICT利活用を推進

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」



☑ Imari Kids プログラミングコンテスト
–Supported by Tech Kids Grand Prix-

株式会社CA Tech Kidsの協力により、令和２年４月２日現在で市内在住の中学生
以下を対象とした、プログラミングコンテストを開催し、挑戦する機会を設けることで、
児童生徒のプログラミングに関する学習意欲やスキルの向上を図ることを目的に開催。

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」



☑ 東山代小学校・コミュニティセンター等複合施設整備事業

◆耐震基準を満たしていない東山代小学校と併設する児童クラブ、コミュニティ
センター等を複合施設として新たに整備する。

○令和３年度・・・基本設計
○令和４年度・・・実施設計

【児童生徒の学習環境の充実】将来を見据えた「ひとづくり」



球技場 野球場

☑ 国見台体育施設改修事業

◆国民スポーツ大会開催に向けた改修整備
〇競技施設 ： 球技場（ホッケー）、野球場（軟式野球）、陸上競技場（フライングディスク）
〇総事業費 ： ６０８,５９８,０００円
〇工 期 ： 令和３年７月から令和４年３月完了予定

【スポーツ活動の推進】将来を見据えた「ひとづくり」

【主な整備内容】

陸上競技場

●人工芝新設
●トイレＵＤ化

●ラバーフェンス改修
●内野黒土入替え
●スコアボード改修
●トイレＵＤ化

●内圏緑石改修
●スタンド屋根改修



☑ 「いまりの赤ちゃん応援特別給付金」

◆子育て世帯の経済的負担を軽減し、次代を担う子どもの健やかな成長を応援するため、
「いまりの赤ちゃん応援特別給付金」を支給。

◆令和２年度 →対象者：令和２年４月２８日～令和３年３月３１日に
出生した子どもがいる世帯

→対象児童１人あたり３０,０００円給付
→対象世帯３３２世帯 対象児童３３５人（多胎児世帯あり）
→給付金額 １０,０５０千円

◆令和３年度 →対象者：令和３年４月１日～令和４年３月３１日に
出生した子どもがいる世帯

→対象児童１人あたり３０,０００円給付
→申請者数１３４世帯 対象児童１３４人
→給付金額 ４,０２０千円 （令和３年９月末現在）

将来を見据えた「ひとづくり」



地域のまちづくり活動の促進

☑ 公民館のコミュニティセンターへの移行
◆地域のまちづくり活動の拠点としての機能強化

◆地域の課題解決に向けた住民主体による自由な事業展開

☑ 地域づくりサポーター（集落支援員）の配置
◆令和２年 ４月～：波多津町、二里町に各１名配置

１０月～：黒川町に１名配置

◆令和３年 １月～：南波多町に１名配置

☑ コミュニティセンター講堂へのエアコン設置
◆事業費：85,615千円

◆設置施設：９施設

伊万里、牧島、立花、大川内、南波多、松浦、

二里、東山代、山代

◆設置済：３施設 ・・・波多津・大川・黒川

◆大坪はR3改築時に設置

◆令和３年６月設置完了（７月より運用開始）



☑ 大坪保育園・コミュニティセンター複合施設整備

公共施設再編（ファシリティマネジメント）と、地域活性化拠点の整備として、 老朽化している
大坪保育園と大坪コミュニティセンターの複合施設を現大坪コミュニティセンター東側グラウンド
に整備する。

【予定工期】 令和3年1月 ～ 令和4年3月 （現有施設の解体含む）

※施設は令和3年10月完成予定
引っ越し、落成式の後、 現有施設の解体、グラウンド整備等外構工事を行う。

地域のまちづくり活動の促進



☑ 伊万里市さが未来アシスト事業費補助金

◆ ＮＰＯ栄町地域づくり会 施設改修

◆ 波多津町浦区 鯛山改修
令和元年度（決算額）

・総事業費：705,000円

・補助金額：県費317,000円 市費317,000円

令和２年度（申請額）

・総事業費：676,000円

・補助金額：県費338,000円 市費270,000円

令和元年度（決算額）

・総事業費：3,420,500円

・補助金額：県費 1,520,000円 市費1,520,000円

令和２年度（申請額）

・総事業費：646,000円

・補助金額：県費323,000円 市費258,000円

開所日：令和２年３月２５日

地域のまちづくり活動の促進



☑ 伊万里東部工業団地

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。

令和２年度分譲開始
・有効面積 : ６６，７００㎡
・総工費 : 約１２億２千万円

しごとづくり 【企業誘致の推進】



しごとづくり 【企業誘致の推進】

企業名 進出協定日 操業開始 雇用計画 事業内容

㈱IACｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ H30.12.10 R 2. 5 30人 (35人) ｼｽﾃﾑ開発、運用、保守等

名村情報ｼｽﾃﾑ㈱ H30.12.19 H 31.  2 15人 (15人) ｿﾌﾄｳｪｱ開発ｻｰﾋﾞｽ等

ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ㈱ H31. 3. 5 R 1.  12 7人 (8人) ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｿﾌﾄｳｪｱ開発等

㈱ｲﾝﾌｫｸﾞﾗﾑ R 2.  1.15 R 2.    7 15人 (15人) ｼｽﾃﾑ開発、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ開発等

㈱ﾜｰﾙﾄﾞｿﾌﾄ･ｲｰｴｽ R 2. 2.28 R 3.    7 7人 (10人) 業務ｼｽﾃﾑ開発等

㈱ｱﾌﾛｼｰ R 2.11.24 R 3.    4 15人 (30人) WEB系業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発等

☑ ビジネス支援オフィス（バンリビル）への進出状況

※新規地元雇用計画（人数） ※配置転換を含む最終雇用計画（人数）



しごとづくり 【企業誘致の推進】

☑ 市内オフィスへの進出状況

◆ビジネスデータの分析やロジスティクスソリューション
を提供する 「㈱ｅグローバル」

◆新しい磁性材料の開発と
量産化技術の開発を目指す
「ＢＩＺＹＭＥ㈲」（令和２年１０月操業）
（令和３年１月操業）



地場企業の振興

☑ 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。

◆平成２９年度 ・・・ 年１回開催（２月）
◆平成３０年度 ・・・ 年２回開催（８月・２月）
◆令和元年度 ・・・ 年２回開催（６月・８月）
◆令和２年度 ・・・ 年２回開催（８月・１月/Web）

※Web説明会は伊商議所主催



☑ 産業ＤＸ （企業の視点から）

ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）

【ＤＸセミナー開催】

◆日時：令和３年８月１７日（火）２０:１０～ ◆講師：佐賀県産業スマート化センター

◆場所：伊万里商工会館 ◆対象：伊万里商工会議所青年部



☑ 産業ＤＸ （企業の視点から）

ＤＸ （デジタルトランスフォーメーション）



H30.3.31開通H29.11.5開通H30.12.15開通 H27.2.1開通

調川～

松浦
まつ うら

つきのかわ

今福～

調川
つきのかわ

いま ふく

山代久原～

今福
いま ふく

やま しろ く ばら

南波多谷口～

伊万里東府招
い ま り ひがしふまねき

みなみ は た たに ぐち

北波多～

南波多谷口
みなみ は た たに ぐち

きた は た

延長4.8km延長5.3km延長5.5km延長2.6km延長2.2km

H27.3.14開通

伊万里東府招～

伊万里西(仮称)
い ま り にし

い ま り ひがしふまねき

事業中

延長6.6km

伊万里西(仮称)～

山代久原

い ま り にし

やましろ く ばら

事業中

延長6.9km

伊万里道路伊万里松浦道路

生活の基盤づくり 【西九州自動車道の整備状況】



生活の基盤づくり

伊万里港（七ツ島地区）臨港道路橋梁の概要

伊万里湾に架かる新しい橋の名付け親になりませんか？
皆さんのアイデアを募集します！

〇区間：七ツ島工業団地 ～ 国道２０４号バイパス
〇延長：１，０２６ｍ × ２車線 （橋梁部：４３１ｍ、陸上部：５９５ｍ）

完成イメージ

【臨港道路の整備】



＜伊万里まるとくプレミアム観光クーポン券＞
１，０００円券３枚、５００円券４枚の５，０００円分（共通券）
２，０００円券１枚（宿泊に対する補助）

・観光客の滞在時間を延ばしリピーターを獲得していく
⇒誘客促進

・観光客に対し、市内飲食店等を利用していただく
⇒市内飲食店等の観光による消費の実感

☑ 本市に宿泊された市外の方の宿泊料金を一部助成し、グルメ、お土産、
体験が最大半額になるもの。 （グルメ、お土産、体験に使用できる共通券及び宿泊券）

☑ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を緩和

にぎわいづくり/交流人口の拡大 【観光クーポン券の発行】



にぎわいづくり/交流人口の拡大 【新キャッチコピーの活用】



シティプロモーションの展開

☑ 連携・協力事業「第１弾：森永ミルクキャラメルイラストコンテスト」

◎森永ミルクキャラメル◎いまりんモーモちゃん◎いまりんモーモくんをコラボしたイラストを募集。

⇒市内の小学生から高校生まで、魅力溢れるイラスト約４６０点の応募あり。

⇒子ども達に幸福と希望を与えるエンゼルとともに、伊万里市に新たな夢を提供。

「西洋菓子のパイオニア」、「製菓王」と称される

森永製菓㈱の創業者「森永太一郎（1865～1937年）」は伊万里市出身。

このご縁を大切にし、伊万里市と森永製菓㈱が持つ物的・人的・知的資源

を有効に活用しながら、お互いがブランドイメージの向上を図り、市民の郷土愛

の醸成及び地域の活性化を目的とした包括連携・協力に関する協定書を締結。

市内スーパーにて「ミルクキャラメルブランドフェア」開催 優秀作品表彰式（優秀作品は、販促用広告/POPに活用）

【ブランドイメージの向上】



伊万里市 慶応義塾大学ＳＦＣ研究所 一般社団法人ＩＮＳＰＩＲＥ

デジタルマーケティングを活用した地域プロモーションに関する覚書締結

関係人口の創出

☑ 関係人口を創生するためのマーケティングプランを立案中

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス「地域デザイン・ラボ」が主催する

「ビジネスコンテスト」のテーマは、【伊万里市における関係人口の創生！】

連携の覚書を締結した、慶応義塾大学ＳＦＣ研究所・

一般社団法人ＩＮＳＰＩＲＥが持つ、◎分析能力◎専門知識

◎実行能力◎豊富な人脈◎あらゆる実績を共有し、

具体的なデジタルマーケティング施策の提案や新たな

シティプロモーションによるブランド力の強化を図り、

関係人口の創生を目指す！

フィールドワークを
R3/11月実施予定

👇
慶応義塾大学の学生等が、

来伊し、調査・研究

【シティプロモーションの新たな展開】



関係人口の創出 【地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる】

☑ 伊万里信用金庫との地方創生に関する

包括連携協定「第２弾」
伊万里信用金庫・㈱みらいワークスと連携し、

地方企業の経営課題等の解決に向け、都市部の

優秀な人材のノウハウやスキル等を「副業」でつなぎ、

関係人口の創出 と 地域経済の活性化 を目指す。

第２期伊万里市まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、地方に新しい風
をもたらす「関係人口」の創出に向けた取組を推進していくこととしている。



関係人口の創出

☑ 多くの大学生が伊万里で新たなビジネスモデルを考案中！
青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング㈱は、地方での新規ビジネスの新しい

あり方を模索する 「ソーシャルインキュベーションラボ」 の設置に向けた事業を展開。

東京ウォーカー元編集長・重信裕之氏

から「地方の地方による地方の為の

情報発信の心得」を聴講し、地域プロ

モーションの極意を学ぶ！

大学生（佐賀大学・長崎県立大学

・佐世保高専など先生含む）が地域住民

とともに、駅前公園での「新スタイル

マルシェ」の実現に向けたグループ

ワークを開催！

【ソーシャルインキュベーション・ラボの取組】



☑ 災害備蓄倉庫の設置

１３町・地区のコミュニティセンターに設置
床面積 ： ９．９㎡
備蓄品 ：消毒液、パーテーションなど

避難所の感染症対策に必要な物資 等

☑ 非常用太陽光発電の確保

８町・地区のコミュニティセンターに事業者が設置

（伊万里、牧島、立花、大川内、波多津、南波多、

二里、山代）

※設置場所が長期的に確保できる等の理由による

・平常時は、売電のための屋根貸し（占用料収入）

・災害時は、非常電源として活用可能

安全・安心の確保



☑ 災害用の資機材を１３コミュニティセンターへ新たに配備（令和２年度）

安全・安心の確保

〇簡易ベット、パーテーション等の災害用備蓄品



☑ 新型コロナウイルス感染症の感染対策として、地域活動の拠点であると
ともに、地域住民に最も身近な 「自治公民館」 の環境整備を実施。

安全・安心の確保

※自然災害時における分散避難等の対応など、地域住民の安全・安心を提供。

◆換気機能の向上 ・・・空気清浄機の設置、エアコンの新設・増設・取替等
◆非接触対応 ・・・洗面所蛇口等の自動水洗化等
◆トイレ洗浄時の飛沫防止 ・・・トイレ洋式化等

◆整備実施施設 ・・・１３５施設（１２４行政区分）
◆事業費等 ・・・総事業費 ４５,６４７千円 ⇒ 市補助額 ３３,２２７千円

（令和３年９月末現在）

自治公民館等の整備概要



☑準用河川福川内川
排水機場整備事業

◆施工場所 伊万里市山代町楠久津地内
◆総事業費 約３億円
◆工事着工 令和３年 ３月（予定）
◆完成予定 令和４年 ３月

安全・安心の確保

◆国道204号と楠久地区内の家屋浸水
被害の逓減を目的に排水機（ポンプ場）
の整備を行う。

◆整備概要
・水中設置型ポンプ ⏀750mm
・排水量1.0㎥/s × 2台



☑ 散弾銃射撃場の鉛汚染対策

土壌含有量基準 150 ㎎/kg 以下

土壌溶出量基準 0.01 ㎎/ℓ 以下

第２溶出量基準 0.3 ㎎/ℓ 以下

土壌汚染対策法で定められた基準

汚染土壌撤去開始予定箇所

土 壌 含 有 量 基 準 及 び
第 2 溶 出 量 基 準 を 超 過

土 壌 含 有 量 基 準 ま た は
土 壌 溶 出 量 基 準 を 超 過

凡　　　　例

汚染土壌全体面積　53,100㎡（900㎡×59マス）

26,100㎡
（900㎡×29マス）

27,000㎡
（900㎡×30マス）

3,600㎡
（100㎡×36マス）

令和2年12月補正予算 土壌調査 ４，０６９千円

安全・安心の確保



◆ 伊万里有田共立病院の

黒字化（2年連続）

◆ 伊万里松浦病院移転への対応

安全・安心の確保

☑ 地域医療の確保



安全・安心の確保

☑ 認知症高齢者等損害保険加入事業

◆ 認知症高齢者が法律上の損害賠償責任を負う

場合に備えた個人賠償責任保険

◆ 市が保険契約者となり、保険により補償

◆ 保険加入による自己負担はなし（全額を市が負担）

◆ 賠償保険金額 ３億円上限

◆ 令和２年８月から （加入２６件） ※R3/7/5 時点

（保険のイメージ）

◆ 他人に怪我を負わせて

しまった場合等

◆ 他人の財物（お店の商品等）を

壊してしまった場合等

◆ 誤って線路に入り、電車等を

止めてしまった場合等



☑ 伊万里っ子カエル奨学ローンの創設

◆ 地方創生に関する包括連携協定を締結した伊万里

信用金庫と一体となり、看護師、保育士、介護福祉士

などを志す若者を支援し、地元就職を促す低金利の市民

向けローンを創設（令和３年４月）。

公民連携のまちづくり

×

（令和２年１２月 包括連携協定締結）



行財政運営の効率化・健全化

☑ 特別職の退職金廃止

☑ 公費による弔電の縮小

☑ 市の組織機構の改革

☑ ふるさと納税の活用

☑ ファシリティマネジメントの推進

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。

ガバメントクラウドファンディングも積極的に活用。

公共施設の最適な配置。

公費による弔電を縮小し、年間数十万円を節約。

市長、副市長、教育長、監査委員など、特別職の退職金廃止。



教育委員会
（教育施設課）

（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。

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

◇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

行財政運営の効率化・健全化 【市の組織機構改革】



☑ ふるさと納税ガバメントクラウドファンディング

※ガバメントクラウドファンディングとはふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング

寄附金の使い道に共感した方に寄附を募るもの

【大川内山 唐臼小屋復旧プロジェクト】

◆募集期間：令和２年５月１日～７月２９日

◆目標金額：１００万円

◆寄附合計：１６０．５万円

◆寄附件数：７６件

◆修繕内容：きねと水路の取り替え

◆修繕工期：令和２年１０月２１日

～１２月２５日

◆修繕費用：１２９万円

行財政運営の効率化・健全化

祝達成



行財政運営の効率化・健全化

過去に建設された
公共施設等が更新
時期を迎えている。

厳しい財政状況が続く中で人
口減少等により公共施設等の
利用需要が変化していく。

※推計の条件
・ 建築後40年で大規模改修
・ 建築後80～100年で建替え
・ 1年あたりの事業費7.6億円

(直近5か年の平均事業費)

長期的視点をもって、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る、財政負担の軽
減・平準化が必要。

15.6万㎡

8.1万㎡

34%

維持で
きない

１．国の方針

公共施設等の最適な配置の実現が必要。

＝

○ 公共建築物の維持に今後必要な経費（単位：億円）

これまで更新していない施設も合わせ、
今後8年間で集中的に更新が必要となる

○ 将来人口の推移

30年で20%減

２．伊万里市の現状

① ②

(人)

・

・

※現状の整備・維持費 （7.6億円） を維持した場合

３．伊万里市の課題

※金額ベースでは42%が維持できない。

４．公共施設の再配置方針

→維持できる公共施設の大幅減

◆現在の公共施設保有面積：２３.７万㎡（市民１人あたりの面積４.２８㎡）

◆現状の施設を維持した場合、今後４０年間で必要な更新費用：年間約
１３億円（５２１億円÷４０年間）

＝直近５年間の公共建築物の整備・維持費（７.６億円）の約１.７倍。

今後の公共施設の更新についての１０項目の方針

①公共建築物の総量縮減
②長寿命化や建替えを行う施設の厳選
③複合化の推進
④公共施設運営のルールづくり
⑤施設売却の推進
⑥施設の譲渡、売却等を受け入れない
⑦施設管理の一元化
⑧民間活力の推進
⑨利用圏域の考慮（市全体、小・中学校 等）
⑩公共建築物個別施設計画の定期的な見直し

【ファシリティマネジメントの推進】



牧島小学校（統合）

伊万里小学校

啓成中学校

牧島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伊万里ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

牧島保育園（民営化）

伊万里市民センター

中央公民館（生涯学習センター）

歴史民俗資料館

市民会館会議棟

市民会館本館（廃止）

生涯学習・交流複合化施設

複合化

集約化牧島ゲートボール場

伊万里保育園（民営化）

弁天市営住宅

民営化

民営化

＜主な対策＞
［短期］
○伊万里小学校と牧島小学校の統合
○伊万里保育園の民営化
○牧島保育園の民営化
［長期］
○生涯学習・交流複合化施設

木須新田排水機場

老人福祉センター

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

施設保全に関する方針

啓成中学校区（伊万里地区・牧島地区）施設配置・計画図



大川内小学校（統合、転用）立花小学校

立花ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

市庁舎

立花市営住宅

伊万里中学校

大坪保育園

大坪ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伊万里市民図書館

大川内ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（移転）

木工芸センター（廃止）

旧大川内山キャンプ場（廃止）

伊万里・有田焼伝統会館

伊万里市西・東駅ビル

ｼﾙﾊﾞｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ伊万里

障害者小規模作業所

病後児保育施設

市民交流プラザ

市民交流・保育複合化施設

大坪地区複合化施設

こどもハートフルセンターひまわり園

集約化

複合化

複合化

鍋島藩窯公園

大坪市営住宅

＜主な対策＞
［短期］
○大坪地区複合化施設
○市民交流・保育複合化施設
○木工芸センターの廃止
［長期］
○立花小学校と大川内小学校の統合
○大川内コミセンの大川内小校舎への移転

旧保健センター（廃止）

伊万里休日・夜間急患医療センター

大坪小学校

伊万里・鍋島ギャラリー

同和教育集会所

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

勝田市営住宅

集約化

施設保全に関する方針

伊万里中学校区（立花地区・大川内町・大坪地区 ）
施設配置・計画図



波多津小学校（統合）

旧波多津幼稚園（廃止）

青嶺中学校

波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

波多津体育館

波多津老人憩の家（機能移転）

集約化

黒川小学校（統合）

黒川幼稚園（用途変更）

黒川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

七ツ島荷さばき倉庫

林業研修センター（廃止）

環境センター［旧施設］（廃止）
黒川ゲートボール場

文化財調査室（廃止・移転）

波多津ゲートボール場

旧波多津小学校（用途変更）

（→廃止）

集約化

環境センター［リサイクル施設］

（→廃止）

＜主な対策＞
［短期］
○波多津ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ老人憩の家の集約化
○黒川幼稚園の閉園
○林業研修センターの廃止
［長期］
○黒川・波多津小学校と青嶺中学校の統合
○黒川幼稚園（旧施設）の廃止

伊万里ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

施設保全に関する方針

青嶺中学校区（黒川町・波多津町）施設配置・計画図



南波多郷学館（統合）

南波多ミニスポーツ会館（廃止・機能移転）

旧南波多中学校（廃止）

南波多ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

南波多保育園（民営化）

東陵中学校

集約化

＜主な対策＞
［短期］
○南波多保育園の民営化
［長期］
○南波多郷学館と東陵中学校の統合
○南波多ミニスポーツ会館の廃止・機能移転

南波多ゲートボール場

民営化

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

施設保全に関する方針

南波多郷学館区（南波多町）施設配置・計画図



松浦小学校（統合）

大川小学校（統合）

大川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

東陵中学校

大川保育園（民営化）

大川老人憩の家（機能移転）

大川ゲートボール場

松浦ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

伊万里市隣保館

大型共同作業場（廃止）

片竹市営住宅

集約化

南波多郷学館（統合）

集約化

＜主な対策＞
［短期］
○大川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ老人憩の家の集約化
○大川保育園の民営化
〇松浦保育園の民営化
○大川・松浦小学校と東陵中学校の統合
［長期］
○南波多郷学館と東陵中学校の統合

大川体育館

松浦ゲートボール場

松浦保育園（民営化）

民営化

民営化

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

施設保全に関する方針

東陵中学校区（大川町・松浦町）施設配置・計画図



国見中学校

夢耕房たきの（廃止）

滝野中学校（統合）

滝野小学校（統合）

二里ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

二里小学校

給食センター
東山代体育館

企業活動支援センター（廃止）

旧ポリテクセンター（廃止）

東山代ゲートボール場

二里ゲートボール場

東山代ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

東山代小学校

東山代地区複合化施設

複合化

集約化

国見台公園

＜主な対策＞
［短期］
○滝野小学校と東山代小学校の統合
○滝野中学校と国見中学校の統合
○東山代地区複合化施設
○企業活動支援センターの廃止（一部）
［長期］
○夢耕房たきの廃止
○企業活動支援センターの廃止（一部）
○旧ポリテクセンターの廃止
○二里ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの建替え

長浜六本松排水機場

大久保市営住宅

勝田市営住宅

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

集約化

施設保全に関する方針

国見中学校区（二里地区・東山代町）施設配置・計画図



山代中学校

山代東小学校（統合→転用）

山代西小学校（統合）

山代ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ（移転）

山代老人憩の家（機能移転）

山代ゲートボール場

集約化

山代中学校区（山代町）施設配置・計画図

＜主な対策＞
［短期］
〇山代ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰへ老人憩の家の集約化
○山代西小学校と山代東小学校の統合
○山代西・東小学校と山代中学校の統合
［長期］
○山代ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの山代東小学校（跡地）への移転

楠久第２市営住宅

久原市営住宅（廃止）

立岩市営住宅

集約化

短期（10年以内）

長期（11～40年）

凡例

（→一部廃止）

集約化

施設保全に関する方針



☑ 自治体ＤＸ （総務省資料より）

行財政運営の効率化・健全化 【ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）】



☑ 自治体ＤＸ（総務省資料より）

行財政運営の効率化・健全化 【ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）】



新型コロナウイルス感染症対策 【市独自対策事業】

経済対策

① 事業者緊急支援金
② 飲食店緊急支援金
③ テイクアウト・デリバリーサービス支援金
④ 市内消費活性化運動支援事業
⑤ 肉用牛肥育農家緊急支援事業
⑥ 窯業団体緊急支援事業
⑦ 観光団体緊急支援事業
⑧ 緊急経済対策クーポン券発行事業
⑨ 伊万里梨次期作生産支援事業
⑩ 農畜産物販売促進事業
⑪ 漁業者緊急支援事業
⑫ 観光クーポン券発行支援事業
⑬ バス・鉄道交通支援事業
⑭ 新生児特別給付金

感染対策

① 感染症予防事業
② 学校教育総務事業
③ 福祉資金貸付基金
④ 防災活動支援事業
⑤ コミュニティセンター改修事業
⑥ 小・中学校管理事業
⑦ 庁舎管理事業
⑧ 小・中学校ＧＩＧＡスクール構想環境整備事業
⑨ コミュニティバス等運行事業
⑩ 伊万里・有田焼伝統産業会館管理運営事業
⑪ 消防署感染防止対策事業
⑫ オンライン環境整備事業
⑬ 自治公民館感染防止対策事業
⑭ 学びの保障事業


