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Ⅰ 地方創生の実現に向けて                    

１ 基本的な考え方 

和歌山県は全国に先んじて少子高齢化が進んでいる地域であり、有田市も 1997 年以降、毎年人口が減

少している状況にあります。そして、将来的にも国立社会保障・人口問題研究所や和歌山県の推計を基

にしたシミュレーションでは、当面の人口減少は避けられません。 
こうした状況の下、有田市では「有田市長期人口ビジョン」を策定し、2060 年の市人口を 2 万人程度

として、急激な人口減少に歯止めをかけ、持続可能な人口形態の中長期展望を示したところです。 
本戦略は、以下の目標達成に向けて最初の 5 か年における具体的な取組をまとめたものであり、3 つの

「基本目標」を設定し、取組を戦略的に推進することとしました。 
 

２ 基本目標 

 政府においては人口減少対策のキーワードとして、地方における「まち・ひと・しごと」の創生が示

されているところであり、有田市においてもこれらの観点を踏まえた基本目標を設定する必要がありま

す。 
 「しごと」の観点では、有田市においては、必ずしも雇用が少ないわけではないとのいうのが実感で

す。しかしながら、年齢別の社会人口の移動を見ると進学等で市外に転出する人数に比べて、就職で市

内へ転入する人数は大幅に少なくなっています。これは、若者にとって魅力ある就職先、やりがいのあ

る仕事は必ずしも十分ではないために、U・I・J ターンを呼び込むことができていないことが考えられ

ます。 
 そこで、有田市では、企業や起業志望者のチャレンジを応援し、活発な企業活動を創出することで、

若者にとってやりがいのある「しごと」を生み出すとともに、有田市経済の好循環を形成していきます。 
 「まち」の観点では、これまでの快適な生活を支えるまちをつくるための取組を継続し、商業･文化･

教育施設等の都市機能の集約化や計画的なインフラの管理を進めていかなければならないことはもちろ

んです。 
 今後の人口減少への対策としては、さらに、有田みかんや海産物等の地場産品、住環境、景観、和歌

山市や大阪からのアクセス性といった地理的要素など、地域資源に恵まれた有田市の強みを生かし、市

民の誇りやまちの賑わいを形づくる可能性を秘めた資源をいかに掘り起こし、磨き上げ、魅力ある有田

市を創ることができるかが重要になると考えます。 
 そして、こういった魅力ある「しごと」と「まち」をつくりあげるのは、とりもなおさず「ひと」で

す。出産・子育て・教育施策の充実により、未来の有田市を担う子どもたちが不安なく成長できる環境

を整えるとともに、従来から進めてきた市民との協働による行政運営に一層力を入れ、今後ますます市

民と一体となった活力あふれるまちづくりを進めていかなければなりません。 
 このような観点から、以下の 3 つを、有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略が目指すべき目標とし

て設定することとします。 
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有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～ つながるまち、ありだ ～ 

 

 

市民との協働による、開かれた行政により地域の課題を自分の事としてみんな考え、安全・安心な暮ら

しを実現し、さらに結婚・出産・子育ての希望をかなえることで、活力あふれ、誇れる明るい未来のまち

を創ります。 

★ 住みやすいと感じている市民 ８０％（２０１９年度）（２０１５年度６８．４％） 

★ 子育て世代の満足度増    ６０％（２０１９年度）（２０１５年度５０．４％） 

★ 合計特殊出生率       １．７（２０２０年）（２０１５年推計１．４７） 

★ 子育て世代の定住者増    ５０人増加（２０２０年）（２０１５年推計２，８３３人）

 

 

次代を見据えチャレンジし、チャレンジを応援することにより、有田市に安定した雇用を創出します。 

★ 雇用者数（雇用の場所確保） ２８０人（２０２０年）（現在の将来推計値からの増加数）

（２０２０年将来推計７，６７９人）

 

 

地域資源を掘り起こし、自分たちのまちを磨き上げることにより、有田市への新しいひとの流れをつく

ります。  

★ 転入者増          １００人増加（２０１９年度）（２０１４年度５３９人）

★ 観光客入込客数       ３０万人（２０１９年）（２０１４年２７６，７４２人）

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 誇れるまち有田市基本目標

２ アクティブなまち有田市基本目標

３ モテるまち有田市基本目標
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有田市「まち・ひと・しごと」の創生イメージ 

つ
な
が
る
ま
ち
、
あ
り
だ

・結婚・出産・子育て事業

・教育の充実と環境整備

・郷土愛を育む取組の充実

・起業者支援事業

・移住・起業者への支援

・情報発信による人材確保

・移住促進事業

まち・ひと・しごとの創生の好循環

雇用が増えれば、人が集まる

人が増えると、その人たちを

相手にした仕事が増える

「ひと」と「しごと」が

増えると、それを支

えるために「まち」が

大きくなる

まちひと しごと

有田市では

ひと

・有田みかんの発展・維持

・水産業の発展・維持

・商工業の発展・維持

・地域資源を活用した地域ブランド推進

・地域資源の掘り起こし

・地域資源の磨き上げ

・新たな観光ルートの創出

・観光資源の情報発信

しごと

・安全・安心な暮らしの実現

・豊かな暮らしの実現

・美しいまちの実現

まち

誇れるまち

有田市

アクティブなまち

有田市

モテるまち

有田市

人口減少と経済縮小による悪循環を断ち切り、

活力ある地方をつくるためには、「しごと」が「ひ

と」を呼び、「ひと」が「しごと」を招き、それらを

支えるために「まち」が育つ、という好循環を生

むことが重要です。

有田市の具体的な施策
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３ 基本姿勢 

有田市の地方創生の柱となる 3 つの基本目標を推進する上で、以下の 3 つの「基本姿勢」を設定し、

有田市の総合戦略をより実効性のあるものとしていきます。 
 
【基本姿勢①】 

直面する課題に正面から向き合い、有田市独自の戦略を、有田市で考え続けます。 
 
【基本姿勢②】 

目標の達成に向けて、PDCA サイクルにより、常に施策の検証と改善を行います。 
 
【基本姿勢③】 

見直しに当たっては、国・県の総合戦略や市の他の計画も勘案しながら、国が開発した「地域経

済分析システム」（リーサス：RESAS）等による詳細な経済分析を加味し、常に時代に応じた戦略

へのアップデートを行います。 
 

４ 計画期間 

有田市まち･ひと･しごと創生総合戦略の計画期間は概ね 5 年（平成 27 年度（2015 年度）～平成 31 年
度（2019 年度））とします。 

 

５ 位置づけ 

第４次有田市長期総合計画の基本構想の中に人口ビジョン、基本計画の中に地方版総合戦略をリーデ

ィング施策（先導的施策）として位置づけます。 
 
 

第４次有田市長期総合計画（2011～2020年度）

【目指すべき将来像】

活力あふれる明るい未来のまち

【基本理念】

①日本一元気で活き活きとしたまち（Active  City）
②積極的に地域活動に参加する市民（Active Citizen)
③未来を見据えた計画の確実な実行（Active Plan)

基本構想

【人口ビジョン】（2015～2060年）

人口の動向、将来人口推計の分

析や中長期の将来展望

【まちづくりの目標】

①ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち

②安全・安心で住み良いまち

③心の豊かさを実感できるまち

④魅力あふれるまち

⑤地域特性を活かした強い産業のまち

⑥快適な生活を支えるまち

⑦市民との協働による、開かれた行政

基本計画

【総合戦略】（2015～2019年度）

まち・ひと・しごと創生に関する目

標や施策に関する基本的方向

リーディング施策
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Ⅱ 目指す方向性と具体的な施策                  

地方に「しごと」が生まれ、地方への新しい「ひと」の流れが生じると、その「ひと」が地方で新し

い「しごと」を創出し、好循環が達成されます。この好循環は、地方における若い世代の結婚・出産・

子育てに関する希望がかなう環境を整えることにより、持続的なものとなり、活力ある「まち」の創生

へつながります。 
こうした「しごとの創生」と「ひとの創生」そして「まちの創生」を目指す政策パッケージを、3 つの

基本目標ごとにまとめました。 
また、目標達成に向けて、戦略的に特に重要と考えられる施策については、「重点施策」と位置づけて

います。これは、新たな事業へのチャレンジやこれまで個別に行われていた事業の連携・再編集などを

行い、それぞれの基本目標を達成するための核となる事業として重点的に取組んでいく施策です。 
 

重 点 施 策 

●子育て支援をする行政と支援を受ける市民という形を可能な限り解消し、地域全体で積極

的に子どもたちを育てていくことを目指します。 

●有田市における地域資源の活用をはじめとした創業等へのチャレンジ意欲を促し、また、

チャレンジする方を応援する風土を築きます。 

●有田市の東西の点と点を繋ぎ、民間活力を生かしながら、海、川、みかん山も含めた観光

ルートとして魅力を高めることで新たな観光資源を創出し、観光客増加による地域消費を

促進します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

基本目標１ 誇れるまち有田市 

 

『市民との協働による、開かれた行政により地域の課題を自分の事としてみんな考え、安

全・安心な暮らしを実現し、さらに結婚・出産・子育ての希望をかなえることで、活力あふ

れ、誇れる明るい未来のまちを創ります。』 

 

 

 

（１）結婚・出産・子育ての取組をさらに強化                 

 子どもは親にとっての宝ものであると同時に将来の有田市を支える大切な存在であるこ

とは言うまでもありません。 

市民のみなさんが喜びを感じながら子育てに関わることで、親も子どももいきいきと生活

できる活力あふれるまちづくりを目指すためには、結婚・出産・子育ての各ステージにおい

て効果的な施策が必要であります。 

出産、子育ての取組については、子育て世代に対して、切れ目のない支援を展開するなど、

子どもを産み育てやすい環境の整備をさらに推進します。具体的には、子育て家庭の経済的

負担の軽減を図るとともに、多様な保育ニーズを的確に把握し、対応することで、切れ目の

ない結婚・出産・子育て支援を強化します。また、子育て施策の内容や情報を伝える事を充

実させるとともに、情報交換や相談の場やネットワークを構築し、子育て支援をする行政と

支援を受ける市民という形を可能な限り解消し、地域全体で積極的に子どもたちを育ててい

くことを目指します。 

出会いや結婚の取組については、結婚を希望しながらも相手にめぐり合っていない独身男

女に、結婚のきっかけとなる出会いの場を提供することなどを実施することにより、少子化

の要因となる未婚化・晩婚化に対する取組を行い、有田市に定住する人口の増加につなげて

いくとともに、社会全体で結婚を応援する気運を高めていきます。 

 

アンケート調査結果から 

○有田市は子育てしやすい環境があると思っている人が約 5 割。 
○出生率が低下しているのは、「経済的負担が大きい」というのが主な原因であると思っている子ども

がいない方が約 7 割。 
○晩婚化や未婚化に歯止めをかけるために、「仕事と家庭生活の両立支援」が特に必要な対策であると

思っている人が約 6 割。 
○ワークライフバランスを推進するために、企業や事業所に対して、「休業制度（育児休業や介護休業

など）の拡充」に特に取組んでほしいと思っている人が約 5 割。 
○児童福祉の面で、「保護者の経済的負担の軽減」に特に力を入れてほしいと思っている人が約 4 割。

めざす方向
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● 子育てについて地域・医師等による相談体制の充実 

● 婚活イベントによる出会い提供  

 

 

（ア）結婚・出産・子育て事業 

①妊娠・出産包括支援 

 妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援を行います。有田市立病院の助産師が「母子保

健コーディネーター」として、出産への不安や子育てに悩むお母さんやその家族に寄り添い、いつ

でも相談を受けます。また、出産後の訪問等を通じて一人ひとりに適した情報提供を行い、必要に

応じて各機関への連携を行います。 
■子育て世代の満足度 

満足度６０％（２０２０年） 

■合計特殊出生率 

１．７（２０２０年）（２０１５年推計１．４７） 

②子ども医療費助成 

 安心して子育てのできる生活環境づくりとして、医療費を気にすることなく受診することで、疾

病の早期発見と早期治療を促進し、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与するとともに、

中学生までの子育て世代全世帯の医療費負担の軽減をはかることを目的とし、小・中学生の医療費

（保険診療分）の自己負担分を助成します。 

■小中学生の１人当たりの年間受診回数の増（２０１５～２０１９年度） 

■小中学生入院件数 

３０件減（２０１５～２０１９年度） 

③子育て情報誌作成 

 「孤立しない子育て」の一助となるよう、現在子育て中のママ目線での子育て情報誌を作成しま

す。具体的には、各施設や子育てサークル、予防接種についてなど子どもに関連する内容のほか、

子育て中のママたちから多様なニーズを聞きとり、ニーズにあった内容で充実したものを作成し配

布します。 
 ■子育て情報誌の配布 

就学前児童のいる世帯に配布（２０１９年度までに実現） 

主な施策内容

行動指標
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④家庭訪問支援 

現在、少子化が進む中、子育て家庭の養育能力の低下が顕著となってきています。 
乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図るため、就学前児童のいる全世帯を対象に家

庭訪問支援員が訪問し、子育て支援に関する情報提供、育児に関する不安や悩みなどの相談・支援

が必要な家庭の把握を行うとともに家庭と地域、関連機関をつなぎ、子育て家庭に対する支援を行

います。 
■市内就学前児童への訪問率 

１００％（２０１９年度） 

■市内３歳６ヶ月検診の受診率 

９５％（２０１９年度）（２０１４年度９３．８％） 

⑤親育てプログラム 

 主に子育てが難しいと感じている親を対象に親育てプログラム講座を実施します。この講座をと

おして、子どもに接するスキルを身につけ、子どもとの関係をスムーズにし、結果、親の子育てに

対するストレスを軽減し、子育てが楽しいと感じさせることを目指します。 
 ■講座参加者数 

５０人（２０１５～２０１９年度） 

⑥少子化対策 

有田市で結婚し、妊娠・出産・育児をしていきたい、子どもたちの郷土愛を育てるにはどうすれ

ばよいかを行政パートナーである「わいがや娘の会」と協働して考え、地域の未来のために事業を

進めます。  
具体的には、「有田市ええもんすごろく」を作成し、各戸配布を行います。また、これに関連し

たイベントも行い、有田市の魅力を伝えます。 
「ブラックパネルシアター」を作成し、学校や自治会等で、有田市に伝わるお話を伝えます。 
「ママカフェ」を開催し、結婚・妊娠・出産・育児を通して、有田市の若い世代が日常どのよう

に考え、どのような要望があり、どのような支援が有効かを探ります。 
これらの事業をとおし、結婚・妊娠・出産・育児に関連した市内の様々な情報・要望をまとめ、

行政的な施策へと反映します。 
■すごろく作成・配布 

市内全戸（１１，０００部）（２０１９年度までに実現）       

■ブラックパネルシアター 

図書館の読み聞かせ会、小学校、自治会で開催（２０１５～２０１９年度） 

■ママカフェの開催数 

２５回（１回あたり２０名参加）（２０１５～２０１９年度） 

（２０１４年度１回開催、１５名参加） 
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⑦ワークライフバランス 

市においては、現在保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が

困難な場合には、病気の児童を一時的に保育する「病児病後児保育」、仕事の都合で早く出勤しな

ければならない、帰りが遅くなるといった場合には、保育所での「延長保育」を行っています。ま

た、小学生においては学童保育を実施し、保護者が労働等により昼間家庭にいない場合、小学校に

就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の

場を与えて、その健全な育成を図っています。 
このように安心して子育てができる環境を今後も整備することにより、仕事と子育ての両立を支

援していき、ワークライフバランスを目指します。 
■子育て世代の満足度 

６０％（２０２０年） 
⑧婚活支援 

結婚を希望しながらも相手にめぐり合っていない独身男女に、結婚のきっかけとなる出会いの場

を提供することにより、少子化の要因となる未婚化・晩婚化に対する取組を行い、有田市に定住す

る人口の増加につなげていくとともに、社会全体で結婚を応援する気運を高めます。 

■婚活支援事業をきっかけとした婚姻数 

１件（２０１５年度～２０１９年度）（２０１４年度まで０件） 
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（２）質の高い教育環境の実現                        

 子どもたち一人ひとりへの質の高い教育の実現を目指し、認め合い、学び合い、郷土有田

市を愛する子どもの育成を図ることが必要です。 

 学校教育においては、「一人ひとりを生かし、学び続ける力を育てる。」「人とのふれあい

をとおして、豊かな心を育てる。」「たくましく健やかなからだを育てる。」「自然や文化との

ふれ合いを深め、郷土に対する誇りや愛情をはぐくむ。」を方針とし、豊かな心を持ち、た

くましく生きる有田市の子どもたちの育成を図ります。 

 
 
 

● 郷土を愛する子どもの育成 

  ● 本に親しみやすい環境づくり 

 

 

（ア）教育の充実と環境整備 

①教育支援の充実 

【有田市学校教育の基本方針】 

●一人ひとりを生かし、学び続ける力を育てる。 

子ども一人ひとりの多様な個性の伸長を目指し、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとと

もに、思考力・判断力・表現力等の育成を図ります。また、情報化・国際化・科学技術の発展など

の時代の進展に主体的に対応して、課題を解決していく自己教育力を養います。 

●人とのふれあいをとおして、豊かな心を育てる。 

人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培い、人間同士の心のふれあいをとおして、集団の中

で自己存在感を高め、自己成長を促します。また、家庭や地域社会との連携を図りつつ、豊かな体

験をとおして児童生徒の「心の教育」の充実を図ります。 

●たくましく健やかなからだを育てる。 

児童生徒が自ら進んで運動に親しみ、体を鍛えるよう計画的に指導することで、体力・運動能力

の向上を図るとともに、健康で安全な生活を実践することのできる能力と態度を養います。また、

生涯にわたり楽しく充実した生活を営むための基礎を培います。 

●自然や文化とのふれ合いを深め、郷土に対する誇りや愛情をはぐくむ。 

地域社会の一員として、主体的に自分を生かし、貢献しようとする意欲や能力、態度を身に付け

させます。また、地域の自然、歴史、伝統、文化を尊重し、有田市に生きることに誇りや愛情を育

みます。 

以上の基本方針により、認め合い、学び合い、郷土を愛する子どもの育成を図ります。 

主な施策内容

めざす方向

行動指標
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 具体的には、以下の施策を継続して実施します。 

・学校生活支援員による特別支援教育の充実やきめ細やかな指導の実現、ＩＣＴ活用による情

報教育の推進。 

・グローバル化に対応できる次代を担う人材を育成するため、市内中学生海外派遣研修を実施。

・市内全小中学校に空調機器を整備するなど教育環境の充実。  

・リーダー研修として、市内小中学校の児童会・生徒会役員等が集う地域とつながる有田っ子

プロジェクトを実施。 

■子育て世代の満足度 

６０％（２０２０年） 

②学校図書館教育の充実 

読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深

く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであり、子どもの頃から読書習慣を身に

つけることが必要です。また、様々な資料や情報を活用する学習活動を展開することで、子どもた

ちの自主性や主体性を育むことができます。このため、図書館の蔵書の拡充や子どもたちと本をつ

なぐ学校司書を配置するなど本に親しみやすい環境づくりに取組みます。 

さらに、読書習慣の定着については、乳幼児期からの取組が重要であることから、保育所、幼稚

園との連携、保護者への啓発活動等も充実させます。 

■市内小中学校の図書室における貸出冊数の増加 

１，５００冊増／年（２０１５～２０１９年度） 

 
（イ）郷土愛を育む取組の充実 

①地域と子どもによる取組の充実 

 地域との関わりが強くできるというのが、地方の強みであるため、児童、生徒がボランティア活

動や地域のイベントに積極的に関わっていけるように取組みます。 

■有田市が住みやすいと感じている市民 

８０％（２０２０年）（２０１５年度６８．４％） 
②若年世代と連携した取組の充実 

とりわけ若年世代（地元高校生等）の市民が自ら地域活動に参加、参画することを促進すること

により、地域の課題をみんなで解決し、活力あふれる明るい未来のまちを目指します。 

■高校生・大学生参加のまちづくりイベント 

５回（２０１５～２０１９年度） 
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（３）安全・安心で豊かな暮らしの実現                    

安全・安心な暮らしの実現のため、市民の皆さんの生命と財産を守るということを第一優

先に対策を充実させていきます。また、豊かな暮らしの実現のため、新たに建設される（仮

称）有田市地域交流センターの活用をはじめとした、魅力ある中心市街地の再生や、子育て

世代や高齢者が住みやすいコンパクトシティの実現を目指し、人々の交流や自己実現による

生きがいを、生涯を通じて学ぶことができる環境の構築を図ります。 

 まちづくりを推進するためには、「ひと」である市民自らが主体となって「自分たちのま

ちは自分たちでつくる」ことが求められています。その上で市民や地域、行政それぞれが連

携し、ともに考え、ともに行動する取組が必要です。若年世代から高齢世代のあらゆる市民

が自ら参加、参画することにより、地域の課題を自分のこととして考えるまちを目指します。 

まちの個性や機能の充実など多様な対応が重要となる中、市民生活や経済活動の充実には、

生活の利便性や快適さを享受できるような都市基盤を整備するとともに、生活環境問題や、

景観への取組を充実させる必要があります。そのために、地域の課題を自分ゴトと考え美し

いまちの実現のため、市民協働で活力あふれる明るい未来のまち有田市を目指します。 

 
アンケート調査結果から 

○まちの整備について、「広域幹線・都市計画道路の新設等の整備」「老朽化した市街地・避難路の整備」

「水害等のための堤防・ポンプの整備の強化」に力をいれてほしいと思っている人が約 3 割。 
○自然災害に対する防災対策整備（土木工事など）をすることで、まちの防災対策を進めてほしいと思

っている人が約 4 割。 
 
 
 

● 防災・減災への対策・支援 

● 健康・医療の推進 

● 協働事業の推進 

● まちの整備に関する計画の策定 

 
 
 
 
 
 
 
 

めざす方向

行動指標
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（ア）安全・安心な暮らしの実現 
①防災・減災対策 

安全・安心な暮らしの実現のためには、ハード・ソフト両面から防災・減災対策への取組が今後

ますます重要となると考えており、各種被害想定や過去の災害に示された多くの課題や教訓を踏ま

え地域防災を考えていく必要があります。 
有田市においては、南海トラフ巨大地震を想定した津波ハザードマップの作成、河川氾濫や土砂

災害等の災害における人的被害を軽減するための洪水ハザードマップの作成、災害図上訓練の実

施、自主防災組織への積極的な活動支援など防災対策の取組を行っているところですが、引き続き

生命と財産を守るということを第一優先に対策を充実させます。 
■有田市が住みやすいと感じている市民 

８０％（２０２０年）（２０１５年度６８．４％） 

②健康づくり 

より良いまちづくりの基本は、市民の健康であり、健康づくりを支援していくことがますます重

要な課題となっています。近年、我が国では高齢化が進み、充実した人生を送りたいという意識が

高まり、健康に対する関心が年々大きくなっています。しかし、一方では食生活の欧米化や運動不

足などによる、生活習慣病が増加傾向にあります。 

こうしたことから、生活習慣病予防のための健康診断を行うとともに、食事や運動に関する教室

の開催など、より良い生活習慣の普及啓発、指導に努めます。 

■健康教室の開催 

１０教室（２０１５～２０１９年度）（２０１４年度９教室） 

③有田市立病院の充実と地域医療の強化 

市民の皆様が健康で安心して暮らし続けるためには、予防する医療から治す医療の提供まで、安

心して受けられることが必要です。 
 有田市立病院は、有田保健医療圏唯一の公立病院として、市民のニーズはもとより、必要とする

医療提供体制・機能の充実を図っていかなければなりません。国・県の動向、診療報酬の改定を注

視しながら、様々なデータを収集・分析し、公立病院としてのあり方を協議するとともに、必要と

する臨床・研究できる医師確保に全力で取組みます。市民の皆様が安心して暮らし続けられるよう

地域医療の強化を図ります。 
例えば、当該圏域内で分娩できる施設は現在クリニック 1 カ所となっており、分娩を有田市立病

院で再開してほしいという市民の皆様からの要望も多く、人口減少問題、少子化に歯止めをかける

という意味においても、何とか産婦人科・小児科の常勤医師を確保し、周産期医療を担っていかな

ければなりません。そこで、本市から医科大学への寄附による周産期に係る講座等についても早急

に協議し、医科大学のサテライト施設として、有田市立病院での臨床・研究の開始、分娩の早期取

扱に向け取組みます。 
■有田市が住みやすいと感じている市民 

８０％（２０２０年）（２０１５年度６８．４％） 

主な施策内容
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■有田市立病院での分娩件数 

１７０件／年（２０１９年度までに実現）（２０１４年度０件） 

 

（イ）豊かな暮らしの実現 
①市民参画のまちづくり 

市民と行政がともに力を合わせて取組める機会を創設します。特に、若年世代と行政がともに力

を合わせて取組める機会を更に提供し、共に考えまちづくりへの関心を高めます。 
また、NPO 法人や地域活動団体の社会的認知を高め、市民のボランティア意識醸成のために、

情報発信を行い、啓発に努めます。 
なお、本市では独自に、行政パートナー・まちづくりサポーター制度をつくり、市民と行政がそ

れぞれの特性を生かしながら、補完・協力しあうことで元気な魅力あふれるまちづくりに取組んで

おり、制度を活用した市民の地域活動参加を推進します。 

■高校生・大学生参加のまちづくりイベント 

５回（２０１５～２０１９年度） 

■行政パートナー登録者数 

２５人増（２０１５～２０１９年度）（２０１４年度登録者数９人） 

 ■まちづくりサポーター登録者数 

２５人増（２０１５～２０１９年度）（２０１４年度登録者数５４人） 

②生涯学習 

生きがいのある充実した生活を送るため、市民の生涯学習活動へのニーズは高まり、多様化して

います。市民の身近な生涯学習活動拠点として、市内 8 地区に公民館を設置し、情報の提供や各種

教室の開催、地域との連携などを積極的に進めています。今後も、高齢化や地域コミュニティの希

薄化が懸念される中にあって、生涯学習の役割は拡大するものと予想され、一層の充実が求められ

ています。 

生涯学習を推進するためには、学んだ知識や技術などの成果を発表する場、あるいは、職場や地

域で活用できる機会や場を充実することが重要な課題です。そのために、市民が生涯学習に取組む

ことで、心豊かな生活が送れるよう、公民館、（仮称）地域交流センター、新図書館などを活用し

て学習できる環境や機会を提供します。 

新図書館では、人を大切にして、誰もが利用しやすく、毎日の生活や人生のステップアップに役

立ち、暮らしを高める図書館とするとともにまちの自然や文化・歴史など地域の様々な情報を集

積・提供します。 
また、子どもの読書活動を推進するため、児童図書の充実とりわけ中高生も利用しやすいヤング

アダルト図書の購入に力を入れます。 
■図書館利用者数 

５，０００人増（２０１９年度）（２０１４年度１８，７５２人） 

■図書貸出冊数 

３倍増（２０１９年度）（２０１４年度７４，０３０冊） 
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（ウ）美しいまちの実現 
①まちの整備 

市内で安心して人々が集う快適でコンパクトなまちの実現のため、JR 箕島駅周辺の充実した施

設整備等による魅力ある中心市街地の再生、子育て世代や高齢者の住みやすいまちの整備、災害に

強い安心・安全なまちを整備します。 
中心市街地には市庁舎などの行政機能、JR 箕島駅などの交通機能、商店街や大型商業施設など

の商業機能、箕島高校などの学校施設が集積しており、本市の中心として発展してきた歴史を持ち

ます。市民、近隣市町の住民、通勤・通学者、観光客による人の流れを誘導し、中心市街地の活性

化と再生を図ります。また、郊外部には農村・漁村の集落が点在し、地域の環境を生かした産業活

動が営まれてきており、それぞれのコミュニティの維持を図りつつ、公共施設等の集約統合を進め

ます。 
地域交流センター、図書館を既存の公共施設、民間商業施設等に隣接する位置に整備を行い、周

辺の民間施設や公共施設利用者の取り込みを図ることで芸術文化、商業等の都市の拠点性を高めま

す。併せて、周辺の道路空間等の高質化を行うことで快適で幅広い世代が利用しやすい環境整備を

行います。 
■（仮称）地域交流センター建設（市立図書館併設） 

２０１７年度供用開始 

■立地適正化計画策定 

２０１６年度まで計画策定 

■公共施設総合管理計画 

２０１６年度まで計画策定 
②生活環境・景観の保全 

 近年の社会状況や経済構造の変化に伴い、市民のライフスタイルが変化する中、大気汚染や地球

温暖化などの環境問題に対する意識も変わってきています。 
 こうした環境の変化に対応しつつ、美しく自然豊かな有田市を次世代に繋いでいくため、私たち

の生活環境の改善や歴史ある景観を保全し、安全で快適な生活環境の確保が必要となります。 
 限られた資源、エネルギーを有効に活用していくためには、無駄を無くし資源のリサイクルを促

進するなど、環境への負荷が少ない循環型社会の構築、環境に配慮したまちづくりに市民、事業者、

行政が一体となって取組む必要があります。 
 ■年間ごみ排出量 

９，３５６ｔ（２０１９年度）（２０１４年度９，８５６ｔ） 

 ■生活排水処理率 

２９．３％（２０１９年度）、（２０１４年度実績：２２．８％） 

■有田市が住みやすいと感じている市民 

８０％（２０２０年）（２０１５年度６８．４％） 
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基本目標２ アクティブなまち有田市 

 

『次代を見据えチャレンジし、チャレンジを応援することにより、有田市に安定した雇用を

創出します。』 

 

 

 

（１）地域産業の発展・維持                        

農業、水産業、商工業など既存産業の高度化と連携を図り、「しごと」を生み出すととも

に、有田市経済の好循環を形成していく必要があります。 

農業では有田市の基幹産業であるみかん農家の後継者不足対策を、水産業では各種の取組

をとおして漁業者所得の向上を図ることを、商工業など既存産業については、関連企業や機

関と協働して、施設の新設などを行うものに対して一部助成措置を講じるなど地域産業の発

展・維持を目指し、産業の振興及び雇用の拡大を図ります。 

特に、全国的な知名度を誇り、市の主要産業でもある有田みかんの発展・維持のため、各

種基礎調査を実施した上で、引き続き有田みかんを市の基盤産業として明確に位置づける対

策を講じ、有田みかんの再ブランド化や新規事業開拓を支援することで農業経営の強化に努

めます。 

 
アンケート調査結果から 

○今後有田市が「商・工・農・漁業などの産業が盛んな活力のあるまち」になればいいと思っている人

が約 6 割。 
○有田市の人口減少対策として、雇用施策（雇用機会の提供など）が、今後特に重要になると思ってい

る人が約 5 割。 
○農業の振興を図るために、「後継者の育成」に特に力を入れてほしいと思っている人が約 5 割。 

 
 
 

● 後継者育成支援 

● 事業者情報の発信 

 

 

 

 

 

 

めざす方向

行動指標
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（ア）有田みかんの発展・維持 

①各種基礎調査及び実態把握の実施 

市内のみかん農家を対象として、後継者の有無や耕作放棄地の面積、また大型農機具の所有数等

についての調査を行い、新規就農支援や後継者の育成を戦略的に実施するための資料を作成しま

す。 

■資料の作成 

２０１９年度まで 

②体験就労 

有田市の基幹産業であるみかん農家の後継者不足の解消及び荒廃農地化を防ぐことを目的とし、

新規就農総合支援事業へ取組むため、前段で農作業を体験してもらうことにより農業の情報発信を

行い、新たな人材確保につなげるものとします。 
■体験就労者数 

２５人（２０１５～２０１９年度） 

③新規就農総合支援 

 新規就農者の経営リスクを軽減し、その経営が軌道に乗るまでの間の支援を行います（補助金）。

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（2 年以内）及び経営が不安

定な就農直後（5 年以内）の所得を確保する給付金を給付します。 

■新規就農総合支援者 

３人／年（２０１５～２０１９年度） 

■農業従事者数確保 

３５人（２０２０年）（現在の将来推計値からの増加数）（２０２０年推計２，３８５人）

 

（イ）水産業の発展・維持 

①消費拡大・付加価値の向上 

安定した漁業経営を確立するため、水産物の消費拡大と付加価値向上に取組みます。 
「太刀魚と言えば有田市」という文化を創出するために、「たっちょの日」を制定し、毎月１回、

飲食店や家庭においてメニューに「太刀魚」を取り入れ、魚を食べる機会を増やします。 
太刀魚を含めた魚や水産加工品である蒲鉾、シラスなどを使ったレシピをつくり、消費者に周知

を図ることで、水産物の消費拡大につなげます。 
漁師やプロの料理人による「魚のさばき方教室」を開催して、魚をさばく技術や料理法を身に付

けてもらい、魚と接する機会を増やします。 
毎月１回行っている朝市の常設化を目指し、直売所設置に向けた取組を進めます。 
■「たっちょの日」キャンペーン参加店舗数 

３０店舗（２０１９年度） 

 ■魚のさばき方教室参加者数 

５００人（２０１５～２０１９年度） 

主な施策内容
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 ■朝市来場者数 

１回あたり４００人（２０１９年平均）（２０１５年平均２４８人） 

②漁業後継者確保 

 漁業新規就業者に家賃の一部を補助することにより、漁業の担い手を確保し、水産業の発展と漁

村地域の活性化を図ります。 

また、持続的な漁業の推進と漁村の活性化を図るため、漁業への新規参入者や後継者を確保し、

減少傾向に歯止めをかけるため、映像や画像をとおして、漁業者の仕事を発信することで、新たな

人材の確保につなげるものとします。 

■新規就業者数 

２５人（２０１５～２０１９年度） 

 
（ウ）商工業の発展・維持 

①企業誘致・立地促進 

新規企業の誘致活動や遊休地活用などを関連企業や機関と協働して、企業立地を支援し、施設の

新設などを行うものに対し、一部助成措置を講じ、産業の振興及び雇用の拡大を図ります。 
また、併せて、クラウドファンディング等の手法を用いた「ふるさと投資」の活用も検討し、新

しい「しごと」や「雇用」の創出を図ります。 
■企業立地促進助成件数 

１０件（２０１５～２０１９年度）（２０１４年度２件） 

②情報発信による人材確保 

中小事業所の人材不足を補い、持続的な経営を推進するため、自社 PR ムービーや CM 放映など

映像をとおして、仕事や魅力を発信しようとする事業所を支援します。また、制作した映像は市に

おいて積極的に対外的に広報し、企業イメージの向上を図ります。事業所の仕事の素晴らしさを

様々なツールで効果的に拡散する取組の後押しを行い、市外及び県外の求職者にも情報を発信する

ことで、後継者の確保につなげるものとします。 

■情報発信した映像本数 

２５本（２０１５～２０１９年度） 
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（２）地域資源を活用した創業等へのチャレンジを応援             

有田市における「しごと」を生み出すことが必要とされる中で、起業をはじめとする創業

について、創業支援事業計画等に従って各事業を推し進め、有田市における地域資源の活用

をはじめとした創業へのチャレンジ意欲を促し、また、チャレンジする方を応援する風土を

築きます。 

 
 

● 販路開拓イベント実施 

● 創業支援相談 

 

 

（ア）地域資源を活用した地域ブランド推進 

①販路開拓支援 

有田市で生産される農産物（みかん）、水産物（太刀魚、ハモ）などの一次産品、またそれらを

利用した加工品、加えて市内の中・小規模事業者が製造する製品について、国内・海外を問わず積

極的な販路開拓にかかる支援事業を実施し、事業規模の拡大と雇用の促進を図ります。 

■有田市食材フェア等の実施 

１０回（２０１５～２０１９年度） 

■販路開拓を行う取組支援数 

５０件（２０１５～２０１９年度） 

②原産地呼称管理制度 

原産地を名乗るために必要な基準等を定め、審査・認定する有田市原産地呼称管理制度を運営し

ます。生産情報が消費者へ開示された高い品質の農産物及び農産物加工品を提供することで消費者

の信頼を得ることで、有田みかんの再ブランド化を図ります。また、結果として生産者のさらなる

生産意欲を醸成し、地域の振興を図ります。 

■有田市認定みかん申請者数 

４０件／年（２０１５～２０１９年）（２０１４年２７件） 

■有田市認定みかん生産数量 

１，０００，０００kg（２０１５～２０１９年）（２０１４年１１７，３８５kg） 

■有田市認定みかんジュース申請者数 

４件／年（２０１５～２０１９年）（２０１４年３件） 

主な施策内容

めざす方向

行動指標
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③地域特産品等広報事業 

有田みかんをはじめとする地域特産品について、ふるさと応援寄付金制度等を活用し、市が大々

的に広報活動を実施することで、地域特産品の全国的な知名度を向上させます。また、市内事業者

の販路を拡大することで、特産品の消費の拡大を図ります。 

■広報対象となる地域特産品取扱事業者の販売額の増加 

７，０００千円増／年（２０１５～２０１９年） 

 
（イ）起業者支援事業 

①創業支援事業費補助 

市役所内に相談窓口を設置します。創業希望者の相談内容に応じ、ワンストップ相談窓口を設置

する紀州有田商工会議所をはじめとする各支援機関へ紹介し、速やかに引き継ぎを行います。窓口

では、国・和歌山県・有田市の支援施策一覧表を作成し紹介できるようにするとともに、それらの

情報を市 HP 内サイトに立ち上げ情報を掲載します。また、創業しようとする方を対象とした「創

業セミナー」の開催を支援します。創業後についても、市と各支援機関が連携してフォローアップ

を行い、適切な支援を行っていくとともに、成功事例については広く PR します。 

■セミナー参加者数 

５０人（２０１５～２０１９年度） 

    
（ウ）移住・起業者への支援 

①移住・起業者支援 

現役世代の有田市への移住（週末移住を含む）を促進し、市内交流人口の増をはじめ、各地域の

振興を図るため、地域コミュニティや地域経済の活性化の意思をもち、地域資源を活用して起業し

ようとする者を支援します。 
■起業支援件数 

１０件（２０１５～２０１９年度） 
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（３）労働需給ギャップの改善                        

企業においては「人手不足感」の強まりを感じており、今後、生産人口が減少する中、働

き手の人手不足が重大な懸念事項となります。 

労働市場において、自分の希望する給与や仕事の内容と企業が求めている内容が合わない

という「雇用のミスマッチ」が起こり、仕事を探し続ける人が残っている現状があります。

これは、「働き場所がないのではなく、働きたいと思える場所がない」ということです。こ

うしたミスマッチを解消するためには、既存事業者の魅力や事業者の情報を発信するととも

に、求人内容と求職内容のズレを解消するための施策を行います。 

 

アンケート調査結果から 

○有田市外に通勤する人の約 4 割が、有田市内に働きたい職種がないという理由で、有田市外で働いて

いる。 
○雇用環境の改善のために、「企業誘致の推進」に特に力を入れてほしいと思っている人が約 6 割。 

 
 
 

● 事業者情報の発信 

 

 

（ア）情報発信による人材確保 

①企業や農業、漁業者を情報発信 

中小事業所や農業、漁業者の人材不足を補い、持続的な経営を推進するため、自社 PR ムービー

や CM 放映など映像をとおして、仕事や魅力を発信しようとする事業所を支援します。また、制作

した映像は市において積極的に対外的に広報し、企業等のイメージの向上を図ります。仕事の素晴

らしさを様々なツールで効果的に拡散する取組の後押しを行い、市外及び県外の求職者にも情報を

発信することで、後継者の確保につなげるものとします。 

■情報発信した映像本数 

２５本（２０１５～２０１９年度） 

 

主な施策内容

めざす方向

行動指標
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基本目標３ モテるまち有田市 

 

『地域資源を掘り起こし、自分たちのまちを磨き上げることにより、有田市への新しいひと

の流れをつくります。』 

 

 

 

（１）地域資源の掘り起し・磨き上げ                     

有田市には、まだまだ地域資源があります。自然、歴史、食、文化などの地域資源を再認

識するとともに地域の特色や既にある施設等を大切な資源であると捉え、地域固有の魅力と

して活力ある地域を目指す必要があります。 

自然、歴史においては、先人たちが遺した豊富な資源を、現在に生きる我々の共有財産と

して認識するとともに、後生への財産として磨き上げます。また、意識が向けられていない

貴重な資源についての掘り起こしを行います。 

例えば、食や文化においては、「有田みかん」や「太刀魚」、「熊野古道」などすでに周知

されている資源の磨き上げはもとより我々が普段気づいていなくても、域外の方にとっては

魅力的な資源、まだまだ可能性のある資源や認識していない資源について掘り起こしを行い

ます。 

このように、地域資源の掘り起こし・磨き上げを行うことにより活力あふれる明るい未来

の有田市を築き有田市への新しい人の流れをつくります。 

 
アンケート調査結果から 

○有田市で自慢できることは、第 1 位が「自然環境に恵まれている」、第 2 位が「食べ物がおいしい」、

第 3 位が「人の良さ、おもてなしがよい」。 
○有田市の魅力のある地域資源を「農林水産物」と思っている人が約 5 割。 

 
 
 

● 地域資源の潜在的価値を発掘 

● 新たな観光の掘り起こしと支援 

 
 
 
 
 
 

めざす方向

行動指標
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（ア）地域資源の掘り起こし 
①市内観光資源開発 

有田市には歴史的な伝統や魅力的なストーリーに裏付けされた資源やここでしか見ることがで

きない自然豊かな絶景など、オンリーワンの資源がたくさんあります。それらの観光資源の見直し

と整備、さらに、新たな観光資源を掘り起こすための情報を収集します。「海、山、川の豊かな自

然」「文化的遺産」など新たな資源の掘り起こしや既存資源の活用方法について研究します。また、

それらの観光資源を活用できるようなツアー商品の企画検討や語り部組織の育成を推進するため

の事業を実施します。 

平成 27 年 6 月 19 日に文化庁文化審議会から文部科学大臣に対し、熊野参詣道として国史跡に追

加指定されるよう答申があった「糸我峠」について、県と連携して世界遺産「紀伊山地の霊場と参

詣道」としての追加登録を目指します。 

また、中世の城館遺跡である「岩室城跡」については、「湯浅城跡」（湯浅町）、「藤並城跡」、「鳥

屋城跡」（有田川町）と連携しながら国の史跡化を目指します。 

なお、近年にわかに脚光を浴びている伝説の名将「宮崎定直」については、調査研究を進めると

ともに、継続してイベントを行う等、知名度のアップを目指します。 

■観光客入込客数 

３００，０００人／年（２０１４年２７６，７４２人） 

②地域資源の歴史的建造物等の活用 

有田市内にある歴史的建造物を有田市が文化財として保存していくとともに、活用事業について

検討します。活用に際しては、民間事業者を積極的に活用するとともに、単なる文化財保護に終わ

らない交流施設等の活用について検討します。 

■歴史的建造物の活用 

１棟（２０１９年度までに実現） 

③みかんの花を活用した商品開発 

温州みかんの花が咲く季節は、まち中が良い香りで満たされます。みかんの産地として有名な有

田市の新しい地域資源として、みかんの花の香りを有田市の初夏の香として全国へ発信することに

ついて検討します。 

■みかんの花を活用した新商品 

１件（２０１９年度までに実現） 

 
 
 
 
 
 
 

主な施策内容
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（イ）地域資源の磨き上げ 

①地場産業観光資源化 

 有田みかんや西日本最大級の箕島漁港から水揚げされる海産物の加工品をはじめ、蚊取り線香や

手袋など昔から続く強固な地場産業を擁しながら、地場産業と観光が連結出来ておらず、今後、そ

れぞれの産業を発展させていく上で連携した施策が必要不可欠です。 
蚊取線香、手袋、農水産加工業など製造業のみにかかわらず、みかん農業や漁業などの広義の産

業を地場産業と捉え、それらを観光資源化し、工場見学・体験ツアーの開発と観光客の誘致を図り

ます。 
 ■新たな地場産業体験ツアーによる観光客入込客数 

５００人（２０１５～２０１９年） 

②地域資源を活用したＰＲイベントの実施 

地域資源を活用した地域ブランド推進事業者と市民との協働のもと効果的なPR イベントを実施

します。例えば、紀文祭りや市立病院健康フェスティバルのイベント時に、有田みかんをみんなで

どれだけ絞ってジュースをつくれるか、そのみかんジュースで参加者全員が乾杯を行うなど、地域

資源を活用して、ギネス記録に挑戦などを実施していくことにより、地域に対する愛着や有田市の

良さ、誇りを再認識していただく機会をつくるとともに PR します。 

■地域資源を活用したＰＲイベントの実施 

５件（２０１５～２０１９年度） 

③地ノ島の活用 

関西圏でも稀なわずか数分でリゾート気分を味わえるロケーションにある無人島地ノ島を活用

し、市内外から人を呼び込み、有田市の活性化を図ります。現状は夏場（7 月・8 月）のみで海水

浴場としての活用である地ノ島を 1 年間とおして活用することで、市内の宿泊施設、飲食施設等幅

広い観光資源で効果を享受でき経済効果をもたらすことが可能となります。また、老朽化が著しい

既存トイレを改修し、誘客に結びつくソフト事業を実施します。 
■地ノ島観光客入込客数 

６５，０００人（２０１５～２０１９年）（２０１４年７，３０７人） 

④鵜飼いの復活、活用 

室町時代より続く 700 年の歴史と伝統を誇る和歌山県の無形文化財「有田川鵜飼」は、古代漁法

が全国的にも珍しく、重要な観光資源です。しかしながら、鵜匠の高齢化、観光鵜飼観覧者の減少

等の理由で平成 25 年度から休止を余儀なくされている状態で、早急に後継者を育成していくこと

が必要不可欠です。 
有田川鵜飼協同組合の復活を見守りながら、復活した際には、貴重な観光資源として広範囲の観

光客に「有田川鵜飼」を知ってもらうことで、観覧者増加につなげます。 
■鵜飼い観覧者数 

２，０００人／年（２０１９年度までに実現）（２０１５年現在休止中） 
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⑤水の活用 

有田市の安価でおいしい水は、地域資源であるという認識を市民で共有するとともに、積極的に

PR します。具体的には、有田市の水道水をペットボトルにより市内外へ販売するなど、様々な取

組を行います。 
 ■有田市ボトルウォーター販売本数 

５５，０００本（２０１５～２０１９年度） 

⑥太刀魚の活用 

「太刀魚と言えば有田市」という文化を創出するために、「たっちょの日」を制定し、毎月１回、

飲食店や家庭においてメニューに「太刀魚」を取り入れ、魚を食べる機会を増やします。 
太刀魚を含めた魚や水産加工品である蒲鉾、シラスなどを使ったレシピをつくり、消費者に周知

を図ることで、水産物の消費拡大につなげます。 
漁師やプロの料理人による「魚のさばき方教室」を開催して、魚をさばく技術や料理法を身に付

けてもらい、魚と接する機会を増やします。 
毎月１回行っている朝市の常設化を目指し、直売所設置に向けた取組を進めます。 
す。 
■「たっちょの日」キャンペーン参加店舗数 

３０店舗（２０１９年度） 

 ■魚のさばき方教室参加者数 

５００人（２０１５～２０１９年度） 
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（２）移住・定住の促進                           

都市部や県内からの移住や定住を促進するため、有田市の情報提供などを行い、移住者受

入体制を充実させ、有田市での暮らしを希望する人を受け入れる必要があります。 

移住・定住に際し、「住まい」の確保が必要となってきますが、週末移住を含む交流人口

を増加させることを行います。そのためには、有田市の情報を積極的に発信するとともに、

一方では空き家等を有効に活用できる仕組みを構築することで、移住・定住を促進します。 

 
アンケート調査結果から 

○卒業後の就職先を決めるにあたって、地元に残りたい（戻りたい）と思っている学生が約 4 割。 
○これからも有田市に住み続けたいと思っている学生を除く 16 歳以上の市民が約 7 割。 

 
 
 

● 移住情報の発信 

● 空き家情報の収集、提供物件の掘り起こし 

 

 

（ア）移住・起業者への支援 

①移住・起業者支援 

現役世代の有田市への移住（週末移住を含む）を促進し、市内交流人口の増をはじめ、各地域の

振興を図るため、地域コミュニティ及び地域経済の活性化の意思をもち、地域資源を活用して起業

しようとする者を支援します。また、商店街についても賑わいを取り戻すため、空き店舗の現状把

握をし、空き店舗を活用した創業を促進します。 
■起業支援件数 

１０件（２０１５～２０１９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策内容

めざす方向

行動指標
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（イ）移住促進事業 
①動画による移住ＰＲ 

有田市には多くの魅力があるにも関わらず、魅力を PR できていない現状があります。このこと

から、有田市の魅力を発信することにより、移住促進を推進します。具体的には、移住促進のため

の PR として、動画等を活用して有田市の魅力を全国に発信します。 
■移住について具体的な相談に入っている相談者数 

１５人（２０１５～２０１９年度） 

■動画閲覧数 

１，８００件（２０１５～２０１９年度） 
②閉鎖中の市内観光施設活用による移住促進 

市内にはかつて多くの宿泊施設が存在し、観光客・釣り客等で賑わいをみせていたが、近年は、

事業低迷により閉鎖、休眠を余儀なくされる民間宿泊施設が少なくない状態であり、その施設は解

体や再利用を出来ないままです。各施設について、ロケーションや広さ、現在の活用状況等から考

え、官民による利活用の促進の検討を行います。 
■閉鎖施設再利用 

１棟（２０１９年度までに実現） 

③矢櫃地区をモデルとした空き家・移住施策 

矢櫃地区から宮崎の鼻に続く「西有田県立自然公園」は、穏やかな海や島、風光明媚な景色が楽

しめるハイキングコースとなっています。これらの美しい自然の景観を活用することで、観光客を

呼び込み、矢櫃地区を基点とする、地域の活性化を図ります。 
また近年、矢櫃地区は人口が減少し、空き家が目立つようになっています。ハイキングコースを

軸にした矢櫃地区全体の計画を自治会・商工会議所・NPO 法人等と連携し地域活性化を図ります。

■矢櫃地区観光客入込客数 

５００人（２０１５～２０１９年） 

■空き家再利用 

５棟（２０１５～２０１９年度） 
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（３）観光資源の創出・情報発信                      

「まち」の活性化を観光によって行うことは一つの方策であり、たくさんの観光客が訪れ

ることによる地域への経済等の効果は計り知れないものがあります。有田市は東西 10km、

南北 5km と非常にコンパクトにまとまった地形をしており、その中央を霊峰高野山に源流を

もつ有田川が東西に流れ紀伊水道に注いでいます。西部の沿岸部には、岬の稜線を走る風光

明媚な有田みかん海道、太刀魚日本一の水揚げを誇る箕島漁港、徳川御三家紀州の殿様が愛

でた武家屋敷、紀伊水道に浮かぶ無人島「地ノ島」などが点在し、また、東部の内陸部には

ユネスコ世界遺産への追加登録を目指す熊野古道が通り、古道沿いには、伝説の武将宮崎定

直ゆかりの太刀の宮、中将姫伝説の得生寺、日本最古といわれる糸我稲荷神社など歴史ロマ

ンあふれる建造物、文化遺産などが点在しています。これら東西の点と点を繋ぎ、民間活力

を生かしながら、海、川、みかん山も含めた観光ルートとして魅力を高めることで新たな観

光資源を創出し、観光客増加による地域消費を促進することも必要です。また、有田郡市の

市町による相互協力や地元企業とのタイアップ等により、独自のブランドを創出していくと

ともに、体験型・交流型の要素を取り入れた事業の企画等を行います。 

このように、観光資源の創出・情報発信を行うことにより、有田市への新しい人の流れを

つくります。 
 

 
 
  ● 新たな観光プロモーションと支援 

  ● 観光情報を国内外のメディアに提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす方向

行動指標
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（ア）新たな観光ルートの創出  

①観光創造事業 

有田郡市の市町が相互協力して、有田地域が一体となって楽しめる空間として整備し、有田の

魅力を発信し広域観光を促進するほか、観光資源の開発、観光に特化した商品開発や企画、エコ

ツーリズムやヘルスツーリズムなどのニューツーリズムの開発を実施します。 
有田市は、有田みかんや太刀魚、熊野古道など個別具体的なまちの強みを有し、コンパクトな

まちに JR の駅が 3 駅あり、和歌山市や大阪からのアクセス性といった地理的要素なども有利で

す。また、公立病院を有し、急性期、回復期、在宅医療の提供、さらには予防する医療の提供を

行うなど、地域医療の充実も図っています。それらの独自の強みをうまくマッチングさせ、まち

の強みを最大限生かせる取組として、観光と医療をコラボさせたツアー商品を新たに開発するこ

とにより、観光振興並びに地域活性化につなげます 
■新たなツーリズムにより増加する観光客入込客数 

２５０人（２０１５～２０１９年） 

②スポーツによる交流 

有田市は、箕島高校硬式野球部に代表されるように、スポーツがまちの「文化」及び「誇り」

となっています。 
また、平成 27 年は紀の国わかやま国体が開催され、スポーツに対する市民意識高揚の契機と

なり得ます。ついては、スポーツ人口の拡大や施設の整備、生涯スポーツの普及、指導者の育成

を図り、スポーツからの交流人口拡大を行います。 
■新たな交流により増加する観光客入込客数 

５００人（２０１５～２０１９年） 

③サイクリングロード整備 

現在、県で「川のルート」（紀の川筋）、「海のルート」（海岸線）、「山のルート」（山間部）の 3
種類のサイクリングロードを計画しています。有田みかん海道は、サイクリングに適したアップ

ダウンを有し、そこからの景色は風光明媚です。みかん海道自体は、延長約 6km であり、サイ

クリングには距離が短いため、県が策定する「海のルート」の一部区間にみかん海道を組み込む

ことにより、サイクリングロードとして整備します。 
具体的には、サイクリングロードとして、道路面に区画線（ブルーライン）の破線、又路面標

示シートを設置するとともに、既存の休憩所にサイクルラック等を整備し、有田市へのサイクリ

ング観光客を増加させ、市の魅力発信を行います。 
■サイクリングロードの整備 

２０２０年完成 

 
 
 
 

主な施策内容
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（イ）観光資源の情報発信 

①観光情報の発信 

新聞の電子化やインターネット環境の発展などに象徴されるように、情報通信の環境は日々進

化していくと考えられ、今までの情報発信を検証しながら、常に新しい活動を検討し、あらゆる

世代に対応した効果的な情報発信を計画・実践します。ブログでの情報発信をより充実し、見る

側が気楽にアクセスすることで情報が収集できる環境を整えることで、市 HP や広報紙で情報収

集しない新たな顧客層獲得を目指します。また、友人・知人間のコミュニケーションによる口コ

ミ的な広がりが主流となっており、SNS を代表する Facebook を積極的に活用します。 

また、旬の情報を新聞、テレビ、雑誌などのメディアに提案し、情報発信力を高めます。 

■Facebook の「いいね！」件数 

５，０００件（２０１５～２０１９年度） 

②多言語での広報 

外国人旅行客に向けた多言語の広報紙（フリーペーパー）や情報サイトなどの作成により、有

田市を広報します。日本人では気がつきにくい外国人の視点による情報をとりあげ、より海外か

らの観光客のニーズにあった情報提供を行います。また、広報紙には、割安クーポンなどの特典

を付加し、空港やコンビニ等で配布します。有田市の「思い出」のひとつとして、その時に読む

だけではなく、再訪の際に繰り返して使うことや自国に持ち帰り本市を訪れる知人に渡すなど、

その後の波及効果も期待できる紙面にします。 
■観光客向けのサービス・割安クーポンを利用する人の割合 

２０％／来客（２０１５～２０１９年度） 

③Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備 

快適な観光をサポートするため、旅行客がその場で歴史や文化、グルメに関する情報が入手で

きるよう、どこからでも高速でつながる通信環境（公衆無線 LAN）の整備を行います。フリー

Wi-Fi（ワイファイ）に接続してインターネットを利用できるサービスを提供するとともに、観

光客自身がツイッターやフェイスブックなど、インターネットのサービスを使って、世界に情報

発信することで、観光客の増加につなげます。 
 ■観光施設におけるフリーWi-Fi 設置数 

５箇所（２０１９年度） 
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Ⅲ 有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進          

 本戦略で位置づけた取組を着実に推進するとともに、実施効果を検証し、不断の見直しを行うために、

PDCA サイクルを構築します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本戦略においては、3 つの基本目標ごとに具体的目標を設定しました。 
また、具体的な取組の進捗が客観的に判別しやすくなるよう、できる限り数値を用いて計画完了年度

の目標を設定し、併せて、その目標の達成に向けた行動の目標を設定しました。 
今後、本戦略に掲げた目標が達成できるよう、全力で取組みます。 
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Ⅳ 資料編                            

１ RESAS-地域経済分析システム 

■農産物販売金額について 

 有田市の農産物販売金額（総額）について、2005年に599,875万円であったものが、2010年には504,550
万円となっており、5 年間で 95,325 万円の減少となっています。 
 また、2010 年に農産物販売金額の内訳について、果樹類が最も多く 426,065 万円となっており、全体

の 84.4％となっています。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】 
農林水産省「農林業センサス」再編加工 
【注記】 
農産物の販売金額は、下式による推計値。 
販売金額＝Σ（各階層中位数×各階層経営体数） 
経営体：販売のあった経営体  
農業部門：農林業センサスの部門分類に農作業請負収入を追加。  
 
 
 
 

果樹類 販売金額 

426,065 万円 

販売金額（総額） 

504,550 万円 

2010 年 

2005 年 

販売金額（総額） 

599,875 万円 

2010 年 

販売金額（総額） 

504,550 万円 
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■漁業における特化係数について 

有田市の漁業における特化係数について、水産養殖業における付加価値額の特化係数は、1.55 となっ

ており、全国と比較すると付加価値がある状態になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】 
総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス－活動調査」再編加工 
【注記】 

特化係数：域内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較したもの。1.0 を超えていれば、当該産

業が全国に比べて特化している産業とされる。労働生産性の場合は、全国の当該産業の数値を 1 とした

ときの、ある地域の当該産業の数値。 
労働生産性＝付加価値額（企業単位）÷従業者数（企業単位） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.83 
0.67 

1.30 

2.56 

0.58 

1.55 

漁業 

（水産養殖業を除く） 
水産養殖業 
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■創業比率について 

 有田市の創業比率について、全国的に減少傾向となっていますが、2009～2012 年において、全国平均

が 1.84％、和歌山県平均が 1.44％、有田市が 1.02％となっており、有田市は和歌山県平均より低い状況

になっています。 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定義】 
創業比率とは、ある特定の期間において、「〔1〕新設事業所（又は企業）を年平均にならした数」の「〔2〕
期首において既に存在していた事業所（又は企業）」に対する割合であり、〔1〕／〔2〕で求める。廃業

率も同様である。 
【出典】 
総務省「平成 13 年事業所・企業統計調査」、総務省「平成 16 年事業所・企業統計調査」、総務省「平成

18 年事業所・企業統計調査」、総務省「平成 21 年経済センサス－基礎調査」、総務省・経済産業省「平

成 24 年経済センサス－活動調査」 
【注記】 
「平成 21 年経済センサス-基礎調査」より、新設事業所の定義を変更したため、2006-2009 年の創業比

率は過去の数字と単純には比較できない。 
創業比率は、個人、（法人）会社を足し合わせて算出しており、会社以外の法人及びその他の団体は含ん

でいない。 
 
 
 

有田市 

1.02％ 

和歌山県平均 

1.44％ 

全国平均 

1.84％ 
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■滞在人口について 

 有田市における滞在人口月別推移をみると、平日は 1 月が最も多く 53,100 人、休日は 6 月が最も多く

48,200 人となっています。 
 また、滞在人口時間別推移をみると、平日・休日ともに 7 時が最も多く、平日が 32,400 人、休日が

31,900 人となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【出典】 
株式会社 Agoop「流動人口データ」 
【注記】 
滞在人口とは、市区町村単位で滞留時間が 2 時間の人口を表している。 
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２ アンケート調査結果（抜粋） 

■未婚化・晩婚化の原因及び対策について 
晩婚化や未婚化の主な原因について、「独身の方が自由で気楽」が最も多く 56.8％、次いで「適当な相

手にめぐりあう機会がない」が 53.4％、「家庭をもつ経済力がない」が 52.2％と続いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 晩婚化や未婚化に歯止めをかけるために特に必要な対策について、「仕事と家庭生活の両立支援」が最

も多く 57.5％、「幼少期から小・中学校の子育てにかかる経済的負担の軽減」が 54.2％、「若者の就業へ

の支援」が 43.4％と続いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.5

53.4

31.0

35.3

20.8

21.5

52.2

56.8

17.5

33.7

21.0

3.9

0.8

0.0 20.0 40.0 60.0

結婚に向けた行動をする時間的余裕がない

適当な相手にめぐりあう機会がない

相手との人間関係を築くことが面倒または難しい

結婚すること、結婚しないことに世間のこだわりが少なくなった

なんとなく結婚へのマイナスイメージがある

若者の親離れや親の子離れができていない

家庭をもつ経済力がない

独身の方が自由で気楽

家事への負担感

子育ての経済的負担感

子育ての精神的、肉体的負担感

その他

無回答

（％）

一般市民（16歳～50歳）

【N=590】

54.2

22.4

33.2

57.5

43.4

33.9

30.0

11.9

3.6

1.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

幼少期から小・中学校の子育てにかかる経済的負担の軽減

幼少期から小・中学校の子育てにかかる精神的、肉体的負担の軽減

大学教育費用の負担軽減

仕事と家庭生活の両立支援

若者の就業への支援

社会全体で若者の自立や子育てを支援する意識づくり

出会いの機会の提供等の結婚支援

結婚の意義やメリットについての啓発

その他

無回答

（％）

一般市民（16歳～50歳）

【N=590】
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■有田市に対する愛着について 

有田市に愛着があるかについて、一般市民（18 歳～50 歳）では、「どちらかといえば、愛着がある」

が最も多く 44.4％、次いで「愛着がある」が 31.9％、「どちらかといえば、愛着がない」が 17.6％と続

いています。また、高校生では、「どちらかといえば、愛着がある」が最も多く 34.9％、次いで「どちら

かといえば、愛着がない」が 29.4％、「愛着がない」が 18.3％と続いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有田市のことを自慢できるかについて、一般市民（18 歳～50 歳）では、「どちらかといえば、自慢で

きない」が最も多く 38.0％、次いで「どちらかといえば、自慢できる」が 32.2％、「自慢できない」が

13.6％と続いています。また、高校生では、「どちからといえば、自慢できない」が最も多く 42.7％、次

いで「自慢できない」が 22.5％、「どちらかといえば、自慢できる」が 19.7％と続いています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

31.9

16.1

44.4

34.9

17.6

29.4

0.8

1.4

5.3

18.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般市民

（16歳～50歳）

【N=590】

高校生

【N=218】

愛着がある どちらかといえば、

愛着がある

どちらかといえば、

愛着がない

愛着がない 無回答

11.5

10.1

32.2

19.7

38.0

42.7

13.6

22.5

4.7

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般市民

（16歳～50歳）

【N=590】

高校生

【N=218】

自慢できる どちらかといえば、

自慢できる

どちらかといえば、

自慢できない

自慢できない 無回答
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■有田市の事業への関わりについて 

市の事業や地域行事への参加について、「とても興味があり、企画や運営段階から積極的に参加してみ

たい」では、「花火大会などの集客イベント」が最も多く 21.1％、次いで「音楽フェスティバルなどの野

外イベント」が 18.8％、「B 級グルメ対決などのフードイベント」が 17.4％と続いています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.8

21.1

17.4

10.6

5.0

7.3

11.0

5.5

5.5

5.0

21.1

24.3

26.1

16.1

11.5

10.1

25.7

20.6

20.2

16.1

42.2

39.9

39.0

29.8

40.4

33.9

32.1

33.0

37.2

33.5

15.6

12.8

14.2

40.8

39.9

45.9

29.4

38.5

34.4

41.7

2.3

1.8

3.2

2.8

3.2

2.8

1.8

2.3

2.8

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

音楽フェスティバルなどの野外イベント

花火大会などの集客イベント

B級グルメ対決などのフードイベント

マラソンなどのスポーツイベント

農水産物のブランド品開発

英語で外国人と触れ合う異文化交流

地域の乳幼児と触れ合う子育て体験

地域の高齢者と触れ合う介護体験

地元の農業や漁業などの作業を通じた仕事体験

目指せ社長、若手起業支援

高校生【N=218】

とても興味があり、企画や運営段階から積極的に参加してみたい

少し興味があり、スタッフとして参加してみたい

特に興味があるわけではないが、見るだけなら、見てみたい

まったく興味はないし、特に関わりたいと思わない

無回答
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■有田市の地域資源の魅力について 

市内の地域資源の魅力について、『魅力がある』（「魅力がある」と「どちらかといえば、魅力がある」

の合計）では、「農林水産物（「みかん」「タチウオ」など）」が、一般市民（18 歳～50 歳）で 85.9％、高

校生で 84.9％、「景観（「有田川」「有田みかん海道」など）」が、一般市民（18 歳～50 歳）で 51.4％、

高校生で 54.1％、「伝統行事（「得生寺の中将姫会式」「須佐神社秋祭り」など）」が、一般市民（18 歳～

50 歳）で 49.7％、高校生で 48.6％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.9

57.3

31.0

27.5

6.8

7.8

2.9

3.2

4.4

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般市民

（16歳～50歳）

【N=590】

高校生

【N=218】

農林水産物（「みかん」「タチウオ」など）

魅力がある どちらかといえば、魅力がある どちらかといえば、魅力がない 魅力がない 無回答

12.7

19.3

38.6

34.9

31.0

28.9

13.2

12.4

4.4

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般市民

（16歳～50歳）

【N=590】

高校生

【N=218】

景観（「有田川」「有田みかん海道」など）

魅力がある どちらかといえば、魅力がある どちらかといえば、魅力がない 魅力がない 無回答

10.5

17.0

39.2

31.7

29.7

28.0

15.9

18.3

4.7

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一般市民

（16歳～50歳）

【N=590】

高校生

【N=218】

伝統行事（「得生寺の中将姫会式」須佐神社秋祭り」など）

魅力がある どちらかといえば、魅力がある どちらかといえば、魅力がない 魅力がない 無回答


