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まちづくり運営協議会事例集

　伊萬里地区グラウンドゴルフ大会 　　　　　伊萬里地区ウォーキング大会

　　 　　通学合宿 　　青少年健全育成大会

基本理念等
・伝統を重んじ、文化を育む町　いまり
・自然を愛し、環境を守る町　いまり
・人の和を大切にし、助け合う町　いまり

人口（R3.1末現在） 6,662 人 世帯数（R3.1末現在） 2,945 世帯

基本方針

・地域振興部会　　（地域を盛り上げてまちを元気にしていく）
・健康・福祉部会　（すべての人たちが健康に楽しく過ごせるようにする）
・安全安心部会　　（地域の安全を守り、防犯・防災に努める）
・青少年育成部会　（子どもたちを健全に育む）
・伝統文化部会　　（地域の伝統や文化を守り、後世に継承していく）

事業概要

・伊萬里地区グラウンドゴルフ大会
　　競技を通して、地域の大人と子どもの世代間を超えた交流の場づくりと地区民がいきいきと活動する
　　機会をつくる。
・伊萬里地区ウォーキング大会
　　地元の歴史を学習するとともに、運動不足の解消と地区民の親睦を図る。
・通学合宿
　　小学生高学年を対象に、異学年間の交流を通して、自立心や協調心を養うため、コミュニティセンター
　　で２泊３日の寝泊りを共にし、共同炊飯や子ども伊万里学の学習、ニュースポーツの体験、伊万里
　　温泉での集団入浴などを実施する。
・青少年健全育成大会
　　講師を招いての講演会、コミュニティセンターで練習している子ども達の成果発表や保育園児・小・中・
　　高校生による音楽発表を行うなど、地域の教育力の向上や青少年の健全育成を図る。

活動の様子

設立 平成２２年４月 代表者（会長） 岡田　政昭

連絡先 伊万里市松島町３５０番地４　　伊万里コミュニティセンター ☎　0955-23-9988

伊万里地区まちづくり運営協議



まちづくり運営協議会事例集

1,365 人 584

カブトガニの保護事業（多々良海岸清掃） 団体支援事業（百歳体操）

世帯

基本方針

・自然を守り文化を育む活動
・人と交流で作る安心安全のまちづくり
・互いに助け合う福祉活動
・スポーツ振興による健康なまちづくり
・青少年のたくましい心や体を育むまちづくり

事業概要

・百歳体操（毎週月曜日）：団体支援事業
・はまぼうの会：太極拳（第１、第３金曜日）
・おもしろダンス：ダンス（第２、第４金曜日）
・牧島探訪：ウォーキング（毎月１回）
・カブトガニの保護
・竹灯ろうまつり（毎年７月開催）
・浮立の継承

活動の様子

人口（R2.1末現在） 世帯数（R2.1末現在）

基本理念等

平成２１年３月 代表者（会長） 諸　石　秀　子

伊万里市木須町５８３２番地２　　牧島コミュニティセンター

豊かな自然と伝統文化に恵まれた郷土に誇りをもち、心豊かで明るく住みよいまちを
目指します。

連絡先 ☎　0955-22-5783

設立

牧島地区まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

☎　0955-23-9898

設立

7,570 人 3,183

基本理念等

平成２２年４月 代表者（会長） 池　田　博　士

伊万里市大坪町甲２８６３番地１　　大坪コミュニティセン
ター

町民が誇りと郷土愛を抱く住みよいまち

連絡先

門松づくり（１２/１９） 大坪の夢プロジェクト（8/２９、そばの種植え）

世帯

基本方針

・人の交流を活発化
・子どもたちの健全育成
・歴史、文化を学び郷土愛を育む
・健康で長生きを
・遊休農地を活用した農作物づくり

事業概要

・観月会（中止）公民館まつり（中止）門松づくり（12/19実施）
・大坪塾の開催（８月から１２月まで、５回開催）
・家読フェスティバル（中止）
・転倒予防教室（中止）
・大坪の夢プロジェクト（４月から３月まで）

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）

大坪地区まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

☎　0955-20-4568

設立

人 3,576

【基本テーマ】
・地域の特色を活かした元気のあるまちづくり
・子どもたちが心豊かに育つまちづくり
・高齢者・障害者にあたたかい地域福祉のまちづくり
・安全・安心に暮らせるまちづくり
・地域特性や文化活動を活かしたまちづくり
【部会】
・地域活性化部会
・地域安心・安全部会
・地域健康・福祉部会

基本理念等

平成２１年３月 代表者（会長） 松尾　哲司

伊万里市立花町１８９１番地７９　　立花コミュニティセンター

仲良く！楽しく！元気よく！　住みよい明るい活力あふれるまち立花

連絡先

地域の大人と子どものふれあい交流事業（鬼火たき） たっしゃネットワーク事業（マージャン教室）

世帯

基本方針

事業概要

・国際交流事業（年２回程度）
 易しい外国語での楽しい会話や食事をとりながら、外国人との交流会を開催。
・竹炭活用事業（毎年７～１１月）
　竹炭、竹酢づくり及び販売によるＰＲを行い、自治館長会、館長ＯＢ会との交流の場として実施。
・生活体験通学合宿事業（毎年７月）
　立花地区の小学生を対象として、コミュニティセンターで３泊4日の通学合宿を実施。
・地域の大人と子どものふれあい交流事業（通年）
　昔ながらの行事である門松づくり、鬼火たき、恵方巻きなどを通して、地域の大人と子どもの交流を実施。
・立花っ子学び舎事業（夏休み）
　各種団体に指導を依頼し、絵手紙などを通して大人と子どもの交流を実施。
・たっしゃかネットワーク事業　（通年）
　高齢者の健康増進、生きがいづくりを推進するために、コミュニティセンターで8教室開催。

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）7,823

立花地区まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

秘窯の里ふれあいウォーキング 　  　安心・安全・環境美化作戦
　　　秋まつり農産物販売

　せいらサマースクール
　　（カプセルはんこを作ろう）

・秋まつり農産物販売　（地域活性化部会）
　　毎年１１月、秋の藩窯まつりの開催期間中に地元の農産物の販売を行い、町の活性化を図る。
・秘窯の里ふれあいウォーキング　（いきいき交流部会）
　　毎年３月、小学校から大川内山をコースとしたウォーキングを開催し、町民の健康増進と交流を図る。
・安心・安全・環境美化作戦　（安心・安全・環境部会）
　　毎年秋、環境美化の意識を高めるために道路のゴミ拾いや、町内の危険箇所等の安全点検を実施。
・せいらサマースクール　（青少年育成部会）
　　地域住民が中心となり、主に夏休み期間中に多様な体験活動を子どもたちにさせ、児童の健全育成
　　を図る。
　　＊その外、青少年育成部会では、親子ふれあい映画会を実施し、子どもの健全育成に力を入れる。
・せいら塾
　　年間４回ほど、生涯学習の場として映画鑑賞、歴史や市政の学習、現地研修等などを実施。

894

（ピラフが出来上が
るまで）

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）2,072 人 世帯

基本方針

・町民自らが取り組む活気あるまちづくり　（地域活性化部会）

・楽しく交流するまちづくり　（いきいき交流部会）

・安心して暮らせるまちづくり　（安心・安全・環境部会）

・子どもたちが明るく、たくましく育つまちづくり　（青少年育成部会）

事業概要

基本理念等

平成２３年２月 代表者（会長） 川　原　善　行

伊万里市大川内町丙２４１０番地１　　大川内コミュニティセンター

みんなで創る明るく親しみのある町　緑と伝統を守る町　大川内町

連絡先 ☎　0955-23-2774

設立

大川内町まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

2,793 人 1,378

家読のすすめ推進事業（クリスマスお話し会） ふるさと再発見事業（飛び太郎岩環境整備）

世帯

基本方針

・家読のすすめ推進事業
・環境美化・防災のまちづくり整備事業
・ふるさと再発見事業
・地域の健康増進事業
・教育・文化・スポーツの推進

事業概要

・夢みさきクロスカントリー大会（１０月）
・キラリっ子スクール（夏休み期間：１０講座）
・青少年健全育成大会（７月）
・三世代交流軽スポーツ大会：グランドゴルフ（２月）
・家読のすすめ発表会（３月）
・高齢者健康ウォーキング大会（１１月）
・百歳体操（毎週水曜日）
・防犯パトロール（毎週火曜日、金曜日）
・防災キャンプ（夏休み期間１泊２日）
・家読集会（年４回）
・ふるさと探訪ツアー（２月）
・町内名所旧跡の環境整備

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）

基本理念等

平成２０年　４月 代表者（会長） 小　島　哲　郎

伊万里市黒川町塩屋５０４番地１　　黒川コミュニティセンター

・山と海に囲まれた自然豊かな黒川町を大切にします
・人と人と　つながりあえる黒川町を目指します

連絡先 ☎　0955-27-0001

設立

黒川町まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

☎　0955-25-0001

設立

2,037 人 784

基本理念等

平成20年7月1日 代表者（会長） 吉田　正男

伊万里市波多津町辻２９８９番地５　波多津コミュニティセンター

「豊かな自然と人情あふれる波多津町」

連絡先

世帯

基本方針

主題①　活力と魅力あるまちづくり
主題②　共に支えあう福祉のまちづくり
（所属部会）
・文化活動部会　・青少年育成部会　・スポーツ部会　・健康福祉部会　・安心安全部会
・地域づくり部会　・まちづくり波多津部会

事業概要

○波多津みなと祭り（毎年秋に開催）
○波多津ウォーク（毎年３月末に開催）
○波多津ふれあい広場軽トラ市（ふれあい広場カキ焼き小屋の開催に合わせて月２回開催）
　・交流人口の拡大を目的とする各種イベントの開催

○波多津の人材育成事業（「はたつ令和の会」の定期開催）
　・町の将来を担う人材を長期的視点に立って育成し、町の発展に寄与することを目的とする取組

○波多津de婚活（年１～２回開催）
　・人口増を目的とする町内独身男性の婚活イベント

○高齢者買い物支援調査研究事業（R２年度）
　・高齢化に伴う買い物弱者の増加を踏まえ、最適な買い物支援サービスを検討する取組

○「昭和の波多津」写真展（R２年度）
　・町民に町の良さを再認識していただくことを目的とする取組

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）

波多津地区まちづくり運営協議会

ふれあい広場軽トラ 波多津ウォーク 婚活事業

人材育成事業・研修買い物支援調査研究・先進地視察 「昭和の波多津」写真



まちづくり運営協議会事例集

・安心・安全な住よい環境づくり
・町民がいきいきと暮らせるまちづくり

（地域活性化部会）
（伝統・文化部会）
（青少年育成部会）
（安心・安全環境部会）
（健康・福祉部会）

・南波多の伝統ある文化や芸能、行事の継承と発展

世帯

基本方針

事業概要

・大野岳自然公園活用事業
　年２回、春（歴代区長会）秋（各種団体）での草払い。
　絶滅危惧種のタイワンツバメシジミの保護活動。
・フットパス研究・開催事業
　コースを策定し、体験会の開催。（Ｒ2年度までに3コース策定）
・椎の峰窯跡群保存・活用事業
　保存会を立ち上げて、今後の保存活動についての研究会の開催や検討を行う。
・京の峰塾開催事業
　南波多の歴史や文化について学習する講座の開催。（年４～５回）
・コミュニティ活性化事業
　一人暮らしの見守り活動等を行う。いなほの会（お茶や手芸）の開催（月1回）。
・子ども南波多塾開催事業
　タイワンツバメシジミ保存会と郷学館生徒との保存活動（種まき及び植栽、観察会等）
・ふるさと美化活動事業
　郷学館の通学路に、パンジー等の花の植栽を行う。

活動の様子

人口（R3.1末現在） 世帯数（R3.1末現在）2,354 人 825

・地域の宝を活かした、ふれあいと活力のあるまちづくり

・明日の南波多を担うたくましい子どもを育むまちづくり

基本理念等

平成２１年１１月 代表者（会長） 梅村譲治

伊万里市南波多町井手野２６８５番地１
　　　　　　　　　南波多コミュニティセンター

伝統と未来をつなぐ町　南波多

連絡先 ☎　0955-24-2001

設立

南波多町まちづくり運営協議会

大野岳自然公園草払い
子ども南波多塾開催事業

ｼﾊﾞﾊｷﾞの植栽

（ﾀｲﾜﾝﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐの食草）

フットパス体験会

タイワンツバメシジ



まちづくり運営協議会事例集

基本方針

・自然を活かしたまちづくり（地域活性化部会）
・高齢者がいきいきと暮らすまちづくり（健康福祉部会）
・子どもがのびのびと育つまちづくり（青少年育成部会）
・安全で安心して暮らせるまちづくり（安全安心部会）
・歴史と文化が息づくまちづくり（文化部会）

事業概要

◆やってみゅ～だｉｎ大川町、ふるさと祭り（毎年11月開催）
　全国玉入れ協会公認玉入れ大会、ジュニア駅伝大会、グラウンドゴルフ大会のほか、佐賀牛バーベキューが堪能できるふるさと
祭り（コミュニティセンター祭り）を開催しています。
◆おもてなし活動（東西松浦駅伝開催時）
　東西松浦駅伝大会の再スタート会場である梨選果場で、おもてなし活動（豚汁、コーヒーなどの提供）と農産物のＰＲを行ってい
ます。
◆四季の里元気プロジェクト（年2回開催）
　農産物直売所「四季の里」の取扱商品拡大や生産者の栽培技術の向上のため、野菜栽培講習会を開催しています。
◆いきいきシニア講座（令和2年度）
　主に高齢者を対象として、「はじめてのスマホ体験教室」「運動年齢測定会」を開催しました。
◆こども本立塾
　地域と小学校が一体となり、絵手紙教室、料理教室、大川の歴史教室（永井博士と大川中学校のつながり）などを実施していま
す。
◆夏の交通安全キャンペーン（毎年8月）
　　「事故ナシ！飲酒運転ナシ！」をスローガンに、大川梨を配布し、交通安全の呼びかけと大川梨のPRを行っています。
◆コミュニティすこやかバスの運行（通年）
　町民の移動手段の確保のため、大川町を巡回するコミュニティバス運行しています。

活動の様子

基本理念等 自然と心が豊かで、人と人が互いに手をむずぶまちづくり

人口（R3.2.1現在） 2,195 人 世帯数（R3.1末現在） 853 世帯

設立 平成２２年７月 代表者（会長） 松尾　博幸

連絡先 伊万里市大川町大川野3340番地1　　大川コミュニティセンター ☎　0955-29-2001

大川町コミュニティ運営協議会

やってみゅ～だｉｎ大川町、ふるさと祭り おもてなし活動

いきいきシニア講座 こども本立塾 夏の交通安全キャンペーン



まちづくり運営協議会事例集

　　　　　松浦ハッピーフェスティバル（夏祭り） 　　　　　　　　　　　家読フェスティバル
　　

事業概要

・松浦ハッピーフェスティバル（夏祭り）
・史跡保存活動
・家読フェスティバル
・防災避難訓練
・介護施設訪問など

活動の様子

基本理念等 豊かな自然のもと町民一人ひとりが元気で健やかなくらしの創造

人口（R3.1末現在） 2,169 人 世帯数（R3.1末現在） 899 世帯

基本方針

・地域振興部会　　（地域の豊かな資源を活かした明るく元気なまちづくりをめざして）
・教育文化部会　　（松浦の自然と歴史・文化が輝く教育と子どもがのびのび育つまちづくりをめざして）
・安心生活部会　　（安全・安心・健康で自然豊かな環境とみんなが元気なまちづくりをめざして）

設立 平成２４年４月 代表者（会長） 杉原　守

連絡先 伊万里市松浦町５４９０番２　　松浦コミュニティセンター ☎　0955-26-2001

松浦町まちづくり運営協議会



まちづくり運営協議会事例集

地域環境整備事業 魅力情報収集提案事業

基本理念等 住民参加と協働によるまちづくり

人口（R3.1末現在） ６，６４５ 人 世帯数（R3.1末現在） ２，９９３ 世帯

基本方針

（１）地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦に関する活動
（２）地域活性化に関する活動
（３）健康づくり・福祉の増進に関する活動
（４）生活・自然環境の保全に関する活動
（５）教育文化の振興に関する活動
（６）地域の防災・防火及び防犯に関する活動
（７）行政機関並びに町内の各種機関、団体及び自治会活動との連携に関する活動
（８）地域の産業振興を図るための条件整備に関する活動
（９）その他目的達成のために必要な活動

事業概要

・有田川カワニバル二里町民憲章文字花火（８月）
・女性や若者参画の場の研究事業（ふたさと音頭）
・二里町の魅力を語り合う会（３月）
・高齢者いきいき事業（高齢者が自ら企画し実施）
・魅力情報収集提案事業（二里町を歩こう・炭山のそば打ち体験）
・地域環境整備事業（有田川ウォーキングコース）
・寺子屋事業（夏休み期間中）

活動の様子

設立 平成２０年７月 代表者（会長） 前田　清浩

連絡先 伊万里市二里町大里乙３２１番地３　二里コミュニティセンター ☎　0955-23-3024

二里町元気なまちづくり推進協議会

写真 写真



まちづくり運営協議会事例集

設立 平成２１年４月 代表者（会長） 石井　司朗

連絡先
伊万里市東山代町里１０５番地　東山代コミュニティセン
ター

☎　0955-28-0001

福祉交流会 伝統文化事業

基本理念等
　東山代町に住む人たちが地域の課題を解決し、地域の持つ豊かな資源を生かし
た、身近で暮らしやすい活力のあるまちをつくるために、力を合わせて活動ができるよ
うな機会と場を提供することを目的とする。

人口（R3.1末現在） 5,675 人 世帯数（R3.1末現在） 2,407 世帯

・ふるさとふれあいまつりの開催（毎年11月開催）　・福祉交流会の開催（毎年3月開催）
・防犯パトロール（年2回実施）　・子ども見守り隊（登下校時実施）
・明星塾活動推進（年5回開催）　・明星子ども塾推進（年5回開催）
・伝統文化教室（明星こども太鼓、東山代神楽の会：7月から11月開催）
・町民体育大会（毎年9月実施）　・健康体操教室（毎月3回実施）　・料理教室（年4回実施）
・3世代交流グラウンドゴルフ大会（毎年9月実施）　・教育講演会（毎年11月）

活動の様子

基本方針

・地域交流部会（思いやりの輪をひろげ、心のふれあう暖かな町にする。）
・安全・安心部会（安心して暮らせる町にする。）
・伝統文化部会（歴史と伝統を大切に、文化の薫る潤いのある町にする。）
・健康増進部会（健やかな心と身体を育て、生きがいのある元気な町にする）
・青少年育成部会（青少年の夢を育て、心豊かな明るい町にする。）

事業概要

東山代町まちづくり協議会



まちづくり運営協議会事例集

代表者（会長） 吉　﨑　弘

伊万里市山代町久原2697番地２　山代コミュニティセンター

「住む人の笑顔が集まる山代町」

連絡先 ☎　0955-28-2001

設立

活動の様子

人口（R3.2.1現在） 世帯数（R3.2.1現在）4,550 人

基本理念等

世帯

基本方針

　　　主　題　　①　地域がにぎわい活力あるまちづくり
　　　　　　　　　②　明るく元気な山代っ子がすくすく育つまちづくり
　　　　　　　　　③　住民パワーでみんなが支え合う安全・安心なまちづくり

　　　部　会　　①地域まちづくり部会　　　②子ども・育成スポーツ部会　　　③健康づくり・安全環境部会

事業概要

　１．はる爛漫　さくらウォーク
　　　平戸街道の史跡等を巡りながら山代の良かとこを再発見する。
　２．地域活性化研究会
　　　山代町の発展に大きなポテンシャルを持っている川南造船所跡地や廃棄物処理用地の活用など
　　　山代町の大きな将来に向けた協議を行う。
　３．泥だんご大作戦
　　　浄化作用のある微生物を含んだ泥だんごをつくり、町内の河川に投入し河川浄化に取り組んでいる。
　４．地域交通を考える会
　　　公共交通等に関するアンケート調査を実施し、利便性のある公共交通のあり方を検討する。
　５．やましろサロン
　　　高齢者の居場所つくりや買い物支援を行う。
　６．三世代交流会
　　　読み聞かせやニュースポーツ、料理等をとおして三世代の交流を図る。
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平成21年3月26日

山代町元気なまちづくり運営協議会

泥だんご大作戦 泥だんご大作戦 三世代交流会

地域交通研修会 やましろサロン やましろサロン



佐賀県伊万里市 まちづくり課

〒848‐8501
佐賀県伊万里市立花町1355‐1

Tel 0955-23-2114（直通）
Fa メールアドレス

machizukuri@city.imari.lg.jp


