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ご あ い さ つ 

 

 昭和３１年５月１日に市制を施行して本年は

６０周年という節目の年を迎えました。これまで

の先人の方々のご功績により私たちは海、山、川

といった素晴らしい自然の恩恵を受け、今日まで

日々の生活を営んでおります。 

 現在、我が国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、本市におい

ても人口減少と少子高齢化という大きな課題と

向き合うため、有田市の将来人口の展望を示した

「有田市長期人口ビジョン」、それを踏まえて取

り組んでいくべき施策を「有田市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」として、昨年１０月末に策定いたしました。 

 これまで、まちの強みを積極的に生かし、市民の皆様との協働のもと「Ａｃ

ｔｉｖｅ Ａｒｉｄａ（アクティブ アリダ）」をキャッチフレーズとして掲

げ、活力あふれる明るい未来のまちづくりに取り組んできておりますが、時代

環境の変化が著しく、諸課題に的確に対応していくことが求められております。 

 このような中、市民の皆様と行政を始めとする様々な主体が各施策を共に推

進していくため、第４次有田市長期総合計画後期基本計画を策定しました。こ

の基本計画をもとに市民一人ひとりが有田市で暮らせることに誇りをもち、活

き活きとした生活や活動ができるまちづくりの実現を目指したいと考えており

ますので、市民の皆様のご理解をよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本計画を策定するにあたりまして、貴重なご意見、ご

提言を賜りました有田市長期総合計画審議会委員の皆様始め、ご協力いただき

ました多くの皆様に対して心より感謝申し上げます。 

 

 

平成２８年３月 

 

有田市長  望月 良男 
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第１章 長期総合計画とは 

第１節 計画策定の目的 

この基本構想は、時代環境の変化を乗り越え、市民一人ひとりが有田市で暮らせることに誇りを持ち、活き活きと

した生活や活動ができるまちづくりをするため、市民や行政を始めとする様々な主体が目標を共有し、これを達成す

るための施策の基本方針を示すものです。 

住民自治を大前提に、市民にとって本当に必要な公共サービスを見極め、多様な主体との協働によるまちづくりで、

新しい有田市への発展を目指します。 

 

第２節 計画の構成と期間 

長期総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画から構成し、基本構想は、まちづくりの将来目標を定め、その

実現のための施策の大綱を明らかにするものであり、長期的で総合的な視野のもと、諸施策や計画の調整、選択や優

先順位決定の指針となるものです。 

基本計画は、基本構想で定めた施策の大綱に基づいて、行政各部門ごとの具体的な施策を総合的かつ体系的に定め

るものであり、これに引き続く実施計画の基礎となるものです。 

実施計画は、基本計画で示された施策を効果的に実施するための具体的な施策を定めたもので、各年度の予算編成

や事業執行の指針となるものです。 

基本構想の計画期間を平成 23 年(2011 年)度から平成 32 年(2020 年)度の 10 年間とし、後期基本計画の計画期間を

平成 28年(2016 年)度から平成 32年(2020 年)度までの５年間とします。実施計画の期間は３ヶ年とし、今後の社会経

済状況の変化に柔軟に対応できるよう、計画と実績のずれを考慮しながら毎年修正していくローリング方式を採用し

ます。 

また、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府一体となって取り組み、各地域がそれぞ

れの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう、地方における「まち・ひと・しごと」の創生が示され

たことを受け、長期総合計画の基本構想の中に「有田市長期人口ビジョン（平成 27 年(2015 年)度～平成 72 年(2060

年)度）」、基本計画の中に「有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27年(2015年)度～平成 31 年(2019 年)度）」

をリーディング施策（先導的施策）として位置づけました。 

 

長期総合計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

(2011年度) (2012年度) (2013年度) (2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度) (2020年度)

基本構想（10年間）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）

基本構想は、総合的なまちづくりの指針となる

ものです。まちづくりの目標を実現するための

基本的な方向性や分野別の施策目標を示し

ます。

基本構想に設定した将来像の実現とまちづ

くりの目標を達成するために取り組む具体

的な施策を体系的に示します。

有田市長期人口ビジョン

有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略
有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（５年間）

有田市長期人口ビジョン（45年間）
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第２章 長期総合計画策定に向けて 

第１節 後期基本計画策定の趣旨 

有田市では、平成 23年(2011年)に 10年間の基本構想を策定し、『Ａｃｔｉｖｅ Ａｒｉｄａ（アクティブ アリダ）』

をキャッチフレーズとし、有田市の目指すべき都市像を『活力あふれる明るい未来のまち』と定め、この将来像を実

現するため「市民との協働による、開かれた行政」の考え方を基本に、市民生活に密着した分野別に目標を定め、施

策に取り組んできました。 

 この基本構想に基づく前期基本計画は、平成 27年(2015年)度までで計画期間が終了することから、平成 28 年(2016

年)度から平成 32年(2020年)度までの５年間の後期基本計画を新たに定めるものです。 

 社会経済環境が目まぐるしく変化し、人口減少が進む中、市民の価値観の変化に合わせて、まちの個性や機能の充

実など多様な対応が重要であります。 

 この計画は、分野別の各施策において現状と課題を明らかにし、市民一人ひとりが有田市で暮らせることに誇りを

持ち、活き活きとした生活や活動ができるための目標や方向性を共有し活用されることを目的に策定するものです。

この計画に示された各施策を推進することで、活力あふれる明るい未来の有田市の実現を目指します。 

 

第２節 新たな時代の潮流 

 基本構想・前期基本計画策定後およそ５年が経過しましたが、この間、東日本大震災の発生をはじめ、社会・経済

情勢は大きく変化しています。後期基本計画策定と推進にあたって踏まえるべき代表的な時代の潮流は、次の通りで

す。 

 

１．少子高齢化の急激な進行と人口減少抑止への挑戦 

我が国の総人口は、総務省統計局の人口推計によると、平成 17 年(2005年)に戦後初めて前年を下回った後、増減を

繰り返してきましたが、平成 23 年(2011年)以降は４年連続で大きく減少しています。 

国立社会保障 ･人口問題研究所の ｢日本の将来推計人口 ｣によると、我が国の総人口は、今後も減少傾向が続き、

平成 55年(2043 年)には１億人を割り込むことも予測されています｡ 

また、平成 26年(2014 年)５月に、民間有識者でつくる「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」は、地方から大

都市への人口流出が現状のまま続いた場合、平成 52年(2040年)には 20～39歳の若年女性人口が 50％以上減少する市

区町村が 896（全体の 49.8％）にのぼるとの推計結果を発表しました。 

１人の女性が生涯に何人の子どもを産むかを表す合計特殊出生率は、平成 18年(2006年)から上昇傾向が続いていま

したが、平成 26 年(2014 年)には前年の 1.43 から 1.42 に微減しました。出生数も前年より２万６千人余り少ない約

100万人となり、４年連続で減少しています。 

少子化に伴い、高齢化も大きく進行し、総人口に占める 65 歳以上の人口は、平成 72 年(2060年)には 39.9％に達し、

国民の 2.5人に１人が 65歳以上の高齢者になると予測されています。 

こうした、人口減少・少子高齢化の進行に伴い、日常的な支え合い機能が衰退し、コミュニティそのものの維持が

困難となる集落の増加、経済活動の停滞や年金・医療・介護などの社会保障システムにおける財源不足、現役世代の

負担増等の問題が生じています。 

こうした中、平成 26 年(2014 年)11 月に、人口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、

将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的とする「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、同法に基

づき、政府は、同年 12 月に、まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」、「総合戦略」を策定し、平成 72 年(2060 年)

に１億人程度の安定した人口を確保する中長期展望と、平成 27 年(2015年)度～平成 31年(2019 年)度（５か年）の政

策目標及び施策を提示しました。 
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２．安心して生活できる保健・医療・福祉の充実 

急速な高齢化と少子化が同時に進み、生産年齢人口の割合が減少する中、社会保障の充実・安定化と、そのための

安定財源確保と財政健全化を同時に達成するため、社会保障制度の改革と消費税の引き上げ等が一体的に進められて

います。 

医療及び介護については、平成 26年(2014 年)６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律」が成立し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシ

ステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進することとされました。 

認知症対策については、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で 自分ら

しく暮らし続けることができる社会を実現するため、平成 27年(2015 年)１月に「認知症施策推進総合戦略（新オレン

ジプラン）」を策定し、12の関係府省庁による横断的な対策が実施されています。 

少子化対策については、平成 27 年(2015年)３月に「少子化社会対策基本法」に基づく「少子化社会対策大綱」を策

定し、平成 27年(2015 年)度からの５年間を「少子化対策集中取組期間」として位置付け、子育て世代包括支援センタ

ーの整備、結婚支援、子育て支援の充実など、安全かつ安心して子どもを生み育てられる環境の整備を進めることと

しています。また、平成 27 年(2015年)４月に ､子ども・子育て支援新制度が本格施行され、幼児教育・保育、地域に

おける子育て支援の充実が図られています。 

障害者施策については、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現を目指す取り組みが進められる中、平成 26 年(2014 年)１月に、障害者の権利の実現の

ための措置等を定めた「障害者の権利に関する条約」が批准され、平成 28年(2016 年)４月には、障害を理由とするあ

らゆる差別を禁止する「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されます。 

また、社会経済環境の変化に伴い、生活困窮に至るリスクの高い人々などが増大していることを踏まえ、セーフテ

ィネット機能を強化するため、 平成 27 年(2015 年)４月から「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活保護に至る

前段階の自立支援策の強化が図られています。 

自殺対策については、平成 24 年(2012年)８月に新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定され、平成 28年(2016年)

までに平成 17 年(2005 年)の自殺死亡率を 20％以上減少させることを目標とし、国、地方公共団体、民間等が協働し

た自殺総合対策の取り組みが進められています。 

 

３．安全・安心への意識の高まり 

政府は、平成 23年(2011年)３月に発生した東日本大震災で明らかになった課題を踏まえ、災害に対する即応力の強

化や被災者への対応の改善等の大規模広域災害対策の強化を図るため、「災害対策基本法」の改正を行い、これに併せ

て「防災基本計画」の見直しを行いました。 

また、平成 25 年(2013 年)11 月に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」を改正し、１

都２府 26 県 707 市町村を南海トラフ地震防災対策推進地域に指定するとともに、首都直下地震についても、「首都直

下地震対策特別措置法」を制定して１都９県 309 市区町村を首都直下地震緊急対策区域に指定し、防災対策を推進し

ています。更に、大規模自然災害等に備えた国土の強靱化に向け、平成 25 年(2013 年)12 月に「強くしなやかな国民

生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が公布・施行され、平成 26年(2014 年)６月に同法

に基づく「国土強靱化基本計画」を作成しました。 

一方、犯罪など社会的側面に目を向けると、我が国の平成 26年(2014 年)の刑法犯認知件数は約 121万件で、戦後最

多となった平成 14 年(2002年)の約 285 万件の半数以下に減少しましたが、児童虐待やＤＶ事案などが増加傾向にある

ほか、特殊詐欺やサイバー犯罪なども多発しています。さらに、冷凍食品への農薬混入事件などの食を巡る問題や、

危険ドラッグの吸引者による事件・事故の多発などが注目されており、住民生活において安全・安心を確保する取り

組みが必要とされています。 
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４．情報化・国際化の進展 

インターネットの普及により、いつでも、どこでも、何でも、だれでもネットワークに簡単につながり、様々な情

報を瞬時に受発信できる環境が実現しています。 

また、こうした情報化や交通網の発達などを背景に、人・物・情報の地球規模での交流がさらに活発化し、産業・

経済分野はもとより、人々の身近な日常生活にまで国際化が進んでいます。 

こうした情報化や国際化は、自治体経営や地域活性化、住民生活の質的向上に大きな役割を果たすものとして、そ

の重要性がさらに高まってきています。 

 

５．社会・経済のグローバル化 

日本に在留する外国人数は、平成 20年(2008年)末にピークとなった後、リーマンショックを契機として減少傾向に

ありましたが、平成 25 年(2013年)からは増加に転じ、平成 26 年(2014年)末は約 212万２千人、前年に比べ約５万５

千人増となりました。 

政府は、平成 25 年(2013年)以降、ＡＳＥＡＮ諸国に対してビザ免除などを実施したことなどから、平成 26 年(2014

年)の訪日外国人数は過去最高の約 1,341 万４千人を記録し、前年比 29.4％増と大幅な伸びを示しています。 

さらに、東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成 32 年(2020年)に向けて、訪日外国人数 2,000 万人の

早期実現を目指し、ビザ要件の緩和や、外国人旅行者の受入環境の整備、外国人ビジネス客の取り込み等に官民一体

となった取り組みを進めています。 

 また、各国の経済は、ますます国際的な結びつきを強めており、平成 23年(2011 年)に深刻化した欧州債務危機の際

には、一国の経済危機が世界経済全体に大きな影響を及ぼしました。資源国によるナショナリズムの高揚や世界的な

需要の高まりを背景とした資源獲得競争が激しさを増しており、資源の安定的かつ安価な供給確保に向けた取り組み

が進められています。 

政府は、新興国を中心に急速に拡大している世界のマーケット獲得に向け、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）

協定や、日ＥＵ・ＥＰＡ（経済連携協）、ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）、日中韓ＦＴＡ（自由貿易協定）

等の経済連携交渉を同時並列的に推進しており、ＴＰＰ協定については、平成 27年(2015年)10月に大筋合意に至り、

ヒト・モノ・資本・情報の全てが自由に行き交う巨大な経済圏の誕生が見込まれています。 

 

６．地球温暖化への対応とエネルギー政策の転換 

平成 23 年(2011 年)３月に発生した東日本大震災後、従来の電力システムの抱える限界が明らかとなり、平成 24 年

(2012 年)７月に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく固定価

格買取制度により、再生可能エネルギーの普及が促進され、特に太陽光発電の導入が急速に進みました。 

しかし、急増した太陽光発電の影響により、買い取り価格の転嫁に伴う電力料金に対する国民負担の大幅な増加や

電力系統への連系制約など様々な問題が発生したため、平成 27年(2015年)１月に固定価格買取制度の運用見直しが行

われ、引き続き全般的な制度見直しの検討が進められています。 

点検のために稼働停止中の原子力発電所については、原子力規制委員会において、より慎重・厳正な新規制基準に

よる安全審査が行われ、平成 27 年(2015年)８月に九州電力川内原子力発電所が再稼働したのをはじめ、四国電力伊方

原子力発電所などで再稼働に向けた取り組みが進められています。 

政府は、平成 27年(2015年)４月から、広域的な系統運用の拡大や小売及び発電の全面自由化などの電力システム改

革を段階的に進めるとともに、同年７月に、平成 42年(2030年)のエネルギーミックス（電源構成）や温室効果ガス排

出量を平成 25年(2013 年)比で 26％削減する目標を定めた長期エネルギー需給見通しを策定しました。 
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７．地方分権・地域間連携の推進 

政府は、地方の発意に根差した新たな取り組みにより地方分権を推進するため、地方分権改革推進委員会からの勧

告方式に替えて、平成 26年(2014年)から、地方から提案を募集し、その実現に向けて検討を行う「提案募集方式」に

より、地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進しており、平成 27 年(2015年)１月に、地方公共団体等の提案等を

踏まえた「平成 26年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定し、同年６月には「地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により関係法律の整備を行いました。 

また、第 30 次地方制度調査会は平成 25 年(2013 年)６月に、人口減少・少子高齢社会における今後の基礎自治体の

行政サービス提供体制について、市町村間の広域連携や都道府県の補完により、市町村が基礎自治体としての役割を

果たしていけるような方策を講じるべきとの考え方を示しました。 

これを踏まえ、政府は、平成 26 年(2014年)５月に「地方自治法」を改正し、普通地方公共団体が、他の普通地方公

共団体と連携して事務処理をするに当たっての基本的な方針や役割分担を定める連携協約を締結できる制度、また、

事務の一部を他の普通地方公共団体の長等に管理・執行させる事務の代替執行ができる制度を創設しました。 

 

８．効率的かつ効果的な行財政運営の推進 

これまで、政府は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」の制定をはじめ、「地方

公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」を策定するなど、地方公共団体の総人件費の抑制や公共サー

ビスの見直し、地方公会計改革等を進めてきました。 

また、地方分権の進展による地方公共団体の役割の増大や高度化・多様化する住民ニーズを背景に、これまで以上

に地方公共団体職員の課題解決能力の向上が求められる中、平成 26 年(2014年)５月に「地方公務員法及び地方独立行

政法人法の一部を改正する法律」を公布し、新たな人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹

底を図ることとしています。 

さらに、政府は、平成 32年(2020 年)度までに国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を目指すとする財政健全

化目標の達成に向け、今後５年間（平成 28 年(2016年)度～平成 32年(2020年)度）を対象期間とする「経済・財政再

生計画」を策定し、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の３本柱の改革を一体として推進することと

しています。 

 

第３節 有田市の特長と現状 

１．地理的条件と自然環境 

本市は、和歌山県の北西部、有田川の河口近くに位置し、県庁所在地である和歌山市から約 25km、大阪市から約 100km

という圏内にあり、有田地方として広域圏を形成する有田川流域の１市５町（現在１市３町）の政治、経済、文化の

中心地としての役割を担ってきました。 

 人口は約３万人で、面積は約 37km2（市域は東西約 10km、南北約５km）。西は紀伊水道に面し、中央を東西に水量豊

かな有田川が流れています。気候は温暖で、海、山、川の豊かな自然に恵まれています。 

 

２．歴史 

「ありだ」という地名については、日本書紀に「紀伊国阿提郡」として初めて登場し、その後の日本後紀では「紀

伊国在田郡」と変わり、明治に入ってから現在の「有田」になったといわれています。 

 中世に入ると、当地方に宮崎、保田、糸我、宮原及び椒の５荘が形成され、平安時代には地方豪族によって治めら

れました。江戸時代に入ると、糸我、宮原、保田及び宮崎の４庄とその下の 21村からなる在田郡宮原組と、椒里、椒

浜の両村がおかれた海部郡加茂組の二つに分かれて治められました。 

 明治時代に入り、廃藩置県に続く郡区町村制（明治 7 年（1874 年））により、宮原村、糸我村、保田村、宮崎村及び

椒村が誕生し、明治 34年（1901 年）には宮崎村は箕島町に、昭和 28年（1953年）には椒村も初島町にと名称を改め

ました。 

 昭和 28 年（1953 年）、有田地方は未曾有の大水害を被り、この復旧のために強固な自治体組織が必要だという気運
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が住民間で盛り上がり、国の小規模町村合併方針もあり、昭和 29 年（1954年）９月、箕島町、保田村、糸我村及び宮

原村の１町３村が合併し有田町として発足しました。その翌年の国勢調査で人口が３万人を超え、昭和 31 年（1956

年）５月 1日をもって和歌山県下で７番目の市に昇格し、市制を施行。その後、昭和 37年（1962年）８月に隣接の初

島町と合併し、今日に至っています。 

 

３．人口 

本市の人口は、昭和 40年代や 50年代に３万６千人を超えていた時期がありましたが減少傾向が続き、平成27年（2015

年）には 3 万人を下回りました。また、現役世代である 15～64歳以下の人口は減少傾向にあり、平成 27年（2015年）

には 1万 7千人を下回る一方 65 歳以上の人口は増加傾向にあり、同年で高齢化率が 31%を超えています。 

平成 10年（1998年）以降、死亡数が出生数を上回る自然減の傾向が続き、合計特殊出生率は増減を繰り返すものの

（平成 12 年（2000 年）1.54、平成 17 年（2005 年）1.40、平成 22 年（2010 年）1.47、平成 27 年（2015 年）1.47）

既に人口減少が進んでいるため、出生数は減少傾向が続きます。また、転出数が転入数を上回る社会減の傾向も続い

ております。 

 

４．土地利用の状況 

本市は、北部、南部、東部を山に囲まれ、西部は紀伊水道に面しており、市の中央部を流れる有田川によって市域

が二分されています。平坦地は有田川両岸及び河口付近のみで、残りは傾斜地です。傾斜地は、ミカンを中心とした

果樹園などに利用され、本市の面積の約 40％が田畑で占められています。 

 

５．産業 

本市は都市地域でありながら、気候や降水量に恵まれていることから、第一次産業は果樹栽培を代表とした農業や

漁業が盛んです。有田みかんは全国的にも有名で、タチウオは漁獲量日本一を誇っています。また、第二次産業は、

製造業に分類される大企業と蚊取線香製造、作業用手袋（軍手）製造、水産加工業などの地場産業が立地しています

が、かつてほどの活気はなく、低迷が続くことが予測されます。第三次産業は中心商業地に空き店舗が増加するなど

商店数は減少傾向にあります。このような中、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、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ることが求められています。 

観光面においては、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。 

 

６．財政 

本市の歳入は、特定企業の法人市民税への依存度が高かったため、企業収益に大きく影響され、財政は常に不安定

な状況でしたが、その体質から脱却するために行財政改革を推進し、財政力指数の年ごとの変動は小さくなっていま

す。 

現在は国が示す財政健全化の各指標は判断基準以下になっていますが、歳入面は長期にわたる不況や少子高齢化の

進行による影響で税収が伸び悩み、市税を中心とした自主財源の割合が約 35％と低く、地方交付税などに大きく依存

しています。また歳出面では、これまでも削減に取り組んでいるものの扶助費をはじめ義務的経費の割合が高く推移

しています。 
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第４節 市民意識調査 

平成 26年(2015 年)度に実施した「第４次有田市長期総合計画後期基本計画策定のための市民意識調査結果」による

分野ごとの満足度において、『満足』（「非常に満足」と「やや満足」の合計）と『不満』（「不満」と「やや不満」の合

計）を比較すると、「満足」では「水の安定供給」が 57.0％と最も高く、次いで「消防」が 36.6％、「健康づくり」が

35.2％と続いており、「不満」では「市立病院の充実と健康医療体制」が最も高く 62.9％、次いで「まちの整備」が

50.5％、「商工業の振興」が 39.7％と続いています。 
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第２部　基本構想 
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第１章 有田市の将来像 

我が国は、世界に例を見ない速さで少子高齢化が進む中、グローバル化の進展や地球規模での環境問題への対応が

求められるなど、大きな変革期を迎えています。今後の大きな流れとして、地方分権の進展により、地方行政は、全

国画一ではなく、自らの判断と責任において、それぞれの実情やニーズに合ったきめ細かな行政サービスを行うこと

で特色を色濃く打ち出し合う競争時代に突入していくことが予想されます。これらの時代の変化を受けて、真の豊か

さの実現や市民参加型行政への転換、自然環境との共生、財政危機に対応した新しい行財政手法の導入などが新たな

テーマだということが明確になってきています。 

今回の長期総合計画には、これらの時代の変化に対応した新しいビジョンの策定が求められています。有田市のま

ちの魅力と活力を生み出すためには、まちを拡大し発展させることのみではなく、住民の価値観の変化に合わせて、

まちの個性や機能の充実など多様な対応が重要となってきました。今後、産業の活性化や行財政改革を進めると同時

に、自然や文化など本市の持つ独自の優れた特色や地域資源をもう一度見直し積極的に活かすことで市勢を発展させ

ていく必要があります。このことは、人口減少、少子高齢化問題を背景として、平成 27 年（2015 年）10 月に策定し

た「有田市長期人口ビジョン」においても、目指すべき将来の方向として示したところです。 

このような情勢を背景に、市民を始め有田市のまちに関わるすべての人の合い言葉として 

 

 

 

 

 

 

 

 

をキャッチフレーズとして掲げ、有田市の目指すべき都市像を 

 

 

 

 

 

 

 

と定め、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の３つをまちづくりに対する基本理念とします。 
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第２章 分野別まちづくりの目標 

「活力あふれる明るい未来のまち（Ａｃｔｉｖｅ Ａｒｉｄａ）」は有田市の将来像の全体を表現したものであり、

この将来像を実現するため、「市民との協働による、開かれた行政」の考え方を基本に、市民生活に密着した分野別に

目標を次のとおり設定し、目標達成に向けて施策に取り組みます。 

 

１．ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

すべての人が、健康で安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉の連携を強化し、障害者や高齢者への社会支援を

図るとともに、子どもを健やかに育てることのできる環境づくりに努めます。 

また、ライフステージに応じた健康づくりを進め、地域で完結する安心と信頼のある保健、医療、福祉の確保を目

指します。 

２．安全・安心で住み良いまち 

すべての人が、安全で安心して暮らせるよう、災害に強いまちづくりを進めるとともに、日常生活で起こりうる犯

罪や交通事故などを未然に防ぐことのできる環境づくりに努め、行政や関係機関、地域が一体となって、安全・安心

で住み良いまちを目指します。 

３．心の豊かさを実感できるまち 

市民一人ひとりが個性や能力を活かし、心の豊かさを実感できる市民生活実現のために、生涯を通じて学習やスポ

ーツ、文化活動に参加でき、親しめる機会を広げ、家庭・学校・地域が連携してみんなで次世代を担うたくましい子

どもの育成ができる体制づくりを目指します。 

また、男女が平等に参画でき、すべての人権が尊重される社会を目指します。 

４．魅力あふれるまち 

美しく魅力的な景観や伝統を保全しながら、地域資源を最大限活用したまちづくりを目指します。 

見るだけから、経済的でかつ体験・行動するものへと多様化している観光客の志向に対応できるよう、農水産業と

の連携を図る体験型観光を進めます。 

また、地域固有の文化や伝統を受け継いでいくとともに、文化的・芸術的イベントなどを通じて、新しい文化の創

造を目指します。 

５．地域特性を活かした強い産業のまち 

人々の就業機会が広がり経済基盤が安定するよう、農水産、商工観光など既存産業の高度化と連携を図り、地域産

業の活性化を目指します。 

また、地域特性を活かした魅力ある新産業を育てることで経済的な活力を発展させるとともに、情報、技術や人な

どの交流の拡大を図り、新規雇用を生み出す力強い産業を目指します。 

６．快適な生活を支えるまち 

便利で快適な生活ができるよう都市基盤を整備し、生活環境を整えるとともに、環境負荷の少ない循環型のまちづ

くりを目指します。 

また、情報・通信基盤の整備や人材の育成などによる情報の高度化に対応することにより、すべての人が、ＩＣＴ

の恩恵を受け有効に活用できる社会を目指します。 

７．市民との協働による、開かれた行政 

市民が自発的なまちづくり意識を持ち、お互いに支え合いながら積極的に市政に参画できる環境を構築することで、

市民と行政がパートナーとしてともに将来を考え、共通の目標の達成に向けて協力しながらまちづくりを行う市民協

働型の市政を目指します。また、地方分権が進展する中、自立した個性あるまちづくりを確立するため、開かれた市

政を推進し、経営の視点を持った行政運営と持続可能な財政運営を目指します。 
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第３章 【分野別】７つの将来像の達成に向けた３５の政策 

 分野別目標１ ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

 

政策１-１ 健康づくり 

生活習慣病の予防及び早期発見のための健康診査・各種がん検診を行うとともに、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、指導の強化を図ります。 

また、子どもたちを心身ともに健やかに育てていくために、行政だけでなく地域で多くの支援が受けることがで

きる体制づくりを推進します。 

 

政策１-２ 市立病院の充実と地域医療体制 

市立病院については、有田保健医療圏唯一の公立病院として、急性期医療、回復期医療、在宅医療、予防医療の

提供、また、救急告示病院、災害拠点病院として、地域医療の充実を図ります。そのために、充分な医師を確保し

た上で、地域医療機関などと連携を強化しながら、地域全体で市民の健康増進の強化を図ります。 

 

政策１-３ 高齢者福祉 

高齢者が生きがいを持ち、楽しく安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの充実や福祉施設の整備

を進め、高齢者の社会参加に対して積極的に支援するとともに、要支援・要介護状態にならないよう介護予防事業

の推進、在宅で介護が継続できるよう在宅サービスの充実、地域住民や関係機関などと連携して高齢者を支援する

地域包括ケアシステムの体制づくりなどを推進します。 

 

政策１-４ 障害者福祉 

障害のある人もない人も地域社会で安心して暮らせる環境づくりを目指す「ノーマライゼーション」理念のもと

に、誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。 

 

政策１-５ 児童福祉 

子どもたちの健やかな成長のため、保育サービスなどの充実、子育てに関する不安の解消のための取り組みや子

育てと仕事の両立できる環境づくりの推進など、子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進します。 

 

政策１-６ 社会保障制度 

国民健康保険の運営においては、保険税の収納率の向上に努め、各種保健事業を積極的に推進し、健康の保持増

進、健康寿命の延伸を図り、医療費の適正化を総合的に進めます。 

後期高齢者医療保険においては、安定的な運営を確保していくために、保険料の収納率の向上を図ります。 

国民年金においては、年金機構との連携を取りながら、加入者や受給者に対しより丁寧な説明を行うなど、サー

ビスの充実を図ります。 

生活保護制度においては、本当に必要としている方への支援となるよう、ケースワーカーなどによる訪問活動や

相談体制の充実を図ります。 

生活困窮者自立支援制度においては、生活保護に至る前の段階での自立支援を強化します。 

介護保険制度においては、安全・安心で豊かな暮らしの実現のため、公正かつ的確な認定調査の実施と介護給付

の適正化に努め、制度の円滑な運営を図ります。 
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 分野別目標２ 安全・安心で住み良いまち 

 

政策２-１ 危機管理 

地域防災計画に基づき、災害時に必要となる備蓄食料の確保や資機材の充実、建築物の耐震化、避難行動要支援

者の支援など、地震や豪雨を始めとする自然災害に対して、防災・減災の取り組みの強化を図ります。 

また、新興感染症対策も見直しや訓練を行っていくとともに、更なる健康危機管理体制の整備や大規模事故への

対策を推進します。 

 

政策２-２ 消防 

火災予防においては、事業所、危険物施設などの査察をさらに強化し、一般住宅については、住宅防火機器等の

普及啓発を推進し、市民の防火意識の向上を図ります。 

また、救急においては、高度な救急救命士の育成はもとより、資器材の充実強化、さらに市民への応急手当の普

及、ＡＥＤ設置の促進、119 番通報の適正適切な利用法の啓発を推進します。 

 

政策２-３ 防犯 

安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するために、市民の防犯意識の向上を図りながら、警察や防犯関係団

体、学校、家庭など、地域ぐるみで取り組める体制づくりを推進します。 

 

政策２-４ 交通安全 

警察や交通関係団体、学校、家庭など地域ぐるみの街頭指導や交通安全教室、啓発活動などを強化し、歩道・カ

ーブミラーなどの交通安全施設の点検・補修整備を進め、市民の安全確保に努めます。 

 

 

 分野別目標３ 心の豊かさを実感できるまち 

 

政策３-１ 学校教育 

すべての子どもにとって安心・安全な教育環境づくりや外部専門機関や専門家との連携を強化し、保育所・幼稚

園など就学前教育と小学校教育とのスムーズで確実な接続、義務教育９年間を見通した各段階での教育の充実な

ど、教育の連続性を踏まえた取り組みの充実を図ります。 

 

政策３-２ 青少年健全育成 

積極的に家庭教育に関する学習機会の提供を行い、家庭教育力の向上を図るとともに、困難を有する家庭には直

接アプローチを行う支援体制を推進し、青少年自身に対しては様々な体験学習の機会提供により、学校外の場にお

いても健全な育成を推進します。 

 

政策３-３ 生涯学習 

学習を通じた人々と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生涯学習社会の構築を

図ります。年代や目的に応じた各種の生涯学習に取り組める機会や場を提供し、多くの市民が身近な地域で参加で

きる環境を創出します。 

さらに、生涯学習を推進するために、学んだ知識や技能を家庭、学校、職場や地域で生かせるよう、またその成

果を発表する場や機会の充実を図ります。 
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政策３-４ スポーツ 

充実した余暇活動への関心が高まっている中、身体・精神の健康維持・増進のために、スポーツ活動や自然への

ふれあいなどのレクリエーション活動の推進を図るとともに、スポーツを通じたまちづくりを積極的に推進するた

め、各種スポーツイベントを創出します。 

また、市民がスポーツに参加することで元気で活力にあふれたまちにするためにもスポーツ施設の改修、指導者

の発掘及び養成など、有田市の実情に応じたスポーツの振興が出来るようにスポーツ推進計画を策定します。 

 

政策３-５ 人権啓発 

様々な人権問題の解決に取り組むことが差別意識の解消につながるという認識のもと、人権啓発市民の集いの開

催などの啓発活動を展開していくことなどにより、人権意識の高揚を図ります。 

 

政策３-６ 男女共同参画 

固定的性別役割分担意識を解消し、男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、男女

が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力のある社会である、男女共同参画社会の実現を目指しま

す。 

 

 

 分野別目標４ 魅力あふれるまち 

 

政策４-１ 観光振興 

観光資源の掘り起こしや既存資源に対するハード及びソフト双方の環境整備をより一層推進し、観光情報を国内

外に積極的にＰＲするとともに、市と周辺自治体との相互協力や地域・地元企業とのタイアップなどを図りながら、

ツーリズムの企画、運営などへの協力、情報の発信、ツアー会社などへの企画の売り込みなどを推進します。 

 

政策４-２ 文化・芸術 

地域固有の文化や伝統を継承していくとともに、優れた文化・芸術に接する機会や場を提供し、文化環境の充実

を図ります。また、市民主体の文化活動などへの支援を行います。 

さらに、情報分野においては、情報の効率的な提供・活用体制を確立し、積極的なＰＲを図ります。 

 

政策４-３ 文化財 

文化財の種類や特性に応じた修理・保存に努め、現在に生きる我々の共有財産として市民の文化財愛護意識の高

揚につなげるとともに、歴史的文化資源の活用を推進します。 

 

政策４-４ 海外進出 

海外での活動経験が少ない事業者や生産者が、自らの主体的な意思と行動で、継続的な輸出が実現できるよう国

や県とも連携した上で「事業者目線」に立った支援活動を展開します。 

また、観光面では、本市観光協会とともに積極的に旅行会社などに観光客誘致を働きかけ、外国人観光客の獲得

に乗り出し、本市固有の観光資源並びに特産品を世界に広め、本市の良さを世界に発信し、グローバル社会に対応

できるまちづくりを推進します。 
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 分野別目標５ 地域特性を活かした強い産業のまち 

 

政策５-１ 農業の振興 

農業・農村の持つ環境保全能力などの多面的な機能を再認識して、消費者ニーズに対応した生産体制の確立や良

好な農業環境保全の推進を図るとともに、生産面に関する基盤整備の推進や高品質ミカン生産拡大を基本に農業経

営を強化し、農業振興施策を積極的かつ継続的に取り組みます。 

また、有田みかんについて、様々な制度やイベントなどを包括的に組み合わせることで、戦略的なブランド化を

図ります。 

 

政策５-２ 水産業の振興 

魅力ある漁業を目指し、漁業環境の改善を図りながら、資源の維持拡大とその効果的な利用を図ります。 

また、安定した漁業経営を確立するため、水産物の安定供給、高付加価値化・ブランド化に取り組むとともに、

多種多様な水産物の水揚げがある優位性を活かし、消費者ニーズに応じた消費及び販路の拡大を推進していく一方

で、より安全で円滑な就労環境の改善を図ります。 

 

政策５-３ 商工業の振興 

商工会議所などの関係機関と連携を取り、市民が市内で充実した消費生活を営み、市内の商業が活性する施策や

支援を推進します。 

また、技術革新や情報化への対応と高付加価値を付けた商品開発や販路拡大を図り、新たな地域産業育成に取り

組んだり、新規起業を後押しする取り組みを推進します。 

さらに、関係機関・団体とも協力しながら、既存産業の経営基盤強化支援とともに、新規に創業する者及び就労

する者への積極的な支援に取り組みます。 

 

 

 分野別目標６ 快適な生活を支えるまち 

 

政策６-１ 効率的な土地利用 

地籍調査を推進するとともに、効果的な土地利用と美しい自然環境を保全しつつ、総合的で計画的な土地利用を

推進します｡ 

 

政策６-２ まちの整備 

選択と集中による効果的・効率的な道路基盤の整備を推進するとともに、環境問題や高齢化の進展に対応した歩

道のバリアフリー化などの施策を推進し、市民の憩いの場となる公園の充実を図ります。 

また、都市下水路や集落排水、合併処理槽、公共下水道の適正な分担を費用対効果の観点から見直した上で、整

備を進め、環境保全に努めます。 

さらに、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環境の構築を図ります。 

 

政策６-３ 公営住宅 

「有田市営住宅再生マスタープラン」と「有田市営住宅ストック総合活用計画」の方針などに基づいて、団地毎

に建替・改修・譲渡を計画的に実施します。 
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政策６-４ 水の安定供給 

水質に優れている安全でおいしい水を安定的に供給しており、今後もこの水準を維持すべく事業を推進します。 

また、貯水施設等の新設・更新の際には応急給水拠点としての機能も併せて整備するなど、災害時における水の

確保に努めます。 

さらに、地域住民が将来にわたって今までと同様に水道の恩恵を享受できるように、一層の経営の効率化を推進

し、経営コストの削減に努めるとともに、収益の確保も検討しながら健全運営に取り組みます。 

 

政策６-５ 地域交通 

安全で安心して利用できる公共交通機関の存続を図るとともに、新しい情報や交通技術を研究して、地域の実情

に合った交通体系の構築を推進します。 

 

政策６-６ 循環型のまちづくり 

廃棄物などの減量化・再生使用などの重要性の啓発に努め、新たな取り組みを推進し、市民・事業者・行政が一

体となって、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指します。 

 

政策６-７ 情報通信の整備 

市民生活の利便性向上や地域活性化のために、情報通信の整備を推進します。 

また、インターネットを通して観光やイベントなどの地域情報、住民の生活全般にわたる情報などの各種情報を

戦略的に発信し、観光振興や地域間交流の活性化を図ります。 

 

 

 分野別目標７ 市民との協働による、開かれた行政 

 

政策７-１ 市民協働 

市民協働により、市民が安心して市政に参画できる環境を構築し、市民とともに元気な魅力あふれるまちづくり

を目指します。 

 

政策７-２ 経営の視点による行政運営 

経営の視点に立ち、時代の潮流や社会情勢の変化を的確に捉え、ＰＤＣＡサイクルに基づいた効率性や有効性の

観点から、事務事業の見直しを行い、行政マネジメントの機能強化を図ります。 

 

政策７-３ 持続可能な財政運営 

財政の健全化が不断の課題であることを十分に認識し、将来世代に過度の財政負担を強いることのないように、

収支均衡型の財政運営を堅持し、持続可能な財政運営を目指します。 

 

政策７-４ 広報広聴 

市民のニーズを的確に把握し、より効果的な広報を実施するため、広報紙やホームページ、報道機関を活用した

積極的な情報提供に努め、広報活動の充実を図ります。 

また、現行の広報広聴活動を検証・検討しながら、市政運営の透明性の確保を図るとともに、効果的な取り組み

を実施します。 

 

政策７-５ 広域行政 

地域の独自性を発揮しながら、住民の利便性向上や活性化を図っていくために、広域的な視点に立って、関係市

町村間での役割分担と相互補完による連携の強化を図ります。 

 

 



第３部　基本計画 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 健康づくり 

担 当 部 市民福祉部 健康課 

 

現状と課題 

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、生活習慣病の予防及び早期発見のための健康診査・各種がん検診を行うとともに、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、指導にさらに努めていく必要があります。 

そこで、より多くの市民にがん検診を受けてもらえるように、平成 27 年(2015年)度から自己負担金を無料化し受診率

の向上に努めています。 

また、母子保健に目を向けると、核家族化が進行し、家庭では育児不安や児童虐待など子どもに対する新たな問題も

生じています。こうした中、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行うため、国庫補助事業である「妊

娠・出産包括支援事業」を平成 26年(2014 年)度から実施しています。 

子どもたちを心身ともに健やかに育てていくためには、行政だけでなく地域での多くの支援が必要な状況になってい

ます。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

健康増進対策の推進 がん検診の受診率を向上させるため、自己負担金を無料としたほか、平成 26 年(2014 年)度から

は健康推進員制度を導入し、健診の必要性を十分に周知できるよう取り組んでいます。 

また、食生活改善推進協議会を始め関係団体との協働で食事や運動などに関する教室を開催する

など、より良い生活習慣の普及、啓発に努めます。 

母子保健対策の推進 「妊娠・出産包括支援事業」では、有田市立病院に委託することで助産師が母子保健コーデ

ィネーターとして、妊産婦等の相談に対応しています。 

また、平成 28 年(2016 年)度からは、市保健センターにおいても本事業のもと妊娠期や育児

期の悩みに対応した各種教室を実施します。 

さらに、母子保健推進員や食生活改善推進員などの協力を得ながら、乳幼児期からの健康づ

くりや一人ひとりの特性に応じた健康管理や保健指導、子育て支援を推進します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

健康教室（生活習慣病予防教室） ９教室 １０教室 

大腸がん検診 ９．９％ ２５．０％ 

乳がん検診 １６．９％ ２５．０％ 

子宮がん検診 ２７．２％ ３０．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

健康増進対策の推進 ○健康教室（生活習慣病予防教室、ステップ運動教室等） 

○健康相談（保健師及び栄養士による相談） 

○がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮がん） 

○歯周病検診 

母子保健対策の推進 ○妊婦健診 

○乳幼児健診（４ヶ月児、10 ヶ月児、１歳８ヶ月児、３歳６ヶ月児） 

○歯科健診（１歳８ヶ月児、３歳６ヶ月児） 

○乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん） 

○妊娠・出産包括支援事業（母子保健相談室、パパママ教室等） 

○健康教育（離乳食、２歳児教室等） 

○思春期教室（防煙教室等） 

 

目標達成のための役割 

市民 一人ひとりが積極的に健康診査を受診し、食事・運動など生活習慣の適正化に努める。 

地域・企業 行政と連携した健康診査などの推進及び健康に関するイベントなどへの積極的な参加。 

行政 健康増進、子育てなどに関するサービスと環境づくり、健康診査受診の啓発などを推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思春期教室（赤ちゃん抱っこ体験） 

【資料：和歌山県人口動態統計】 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 市立病院の充実と地域医療体制 

担 当 部 有田市立病院 事務室 医務課 

 

現状と課題 

現在、国が推し進め県が策定する地域医療構想に基づき、患者の病状（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）に応

じた適切な医療を将来にわたって持続的に医療の提供が受けられる体制の構築に向けて取り組んでいるところです。市

立病院としましては、有田保健医療圏唯一の公立病院として、急性期医療、回復期医療、在宅医療、予防医療、第２種

感染症指定医療の提供、また、救急告示病院、災害拠点病院として、地域医療の充実を図るべく取り組んでいます。 

平成 26年(2014 年)度に実施しました市民意識調査アンケート結果の重要度の高い分野第１位が「市立病院の充実と地

域医療体制」となっています。また、医療対策として望むことに関しては、「地域における総合病院の機能維持」、「休日、

夜間など救急時の診療体制の充実」との結果が５割以上となっています。 

しかし、平成 25年(2013 年)度秋以降、常勤医師の減少、特に内科常勤医師の退職等により補充がなく、外来、入院医

療、救急受入等、一定の制限をせざるを得ない状況となってしまい市民の皆様にご不安、ご不便を与える結果となって

しまいました。平成 27 年(2015年)４月以降、内科常勤医師３名体制を確保できましたが、まだまだ充足している状況に

はないことから、引き続き、医師確保に取り組んでいるところであります。 

今後、市立病院の目指すべき方向性を明確にしながら、地域医療の充実を図って行かなければなりません。その中に

は、老朽化している病院の建て替えも視野に入れ、市のまちづくりの一環として取り組んでいく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

高度医療及び基幹病院機能

の充実 

県が策定する地域医療構想に基づき、有田保健医療圏の基幹病院として、また２次医療

機関としての役割を果たすため、市医師会をはじめ、あらゆる関係機関との連携を強化

し、医療機能分化に努めていきます。 

経営の強化 急激な常勤医師の減少に伴い、平成 25年(2013 年)度、平成 26 年(2014年)度と大きな赤

字となり、市から多額の繰入を要するなど非常に厳しい経営を余儀なくされる中で、経

営の強化を図るため、常勤医師確保に全力で取り組むと同時に、ＤＰＣコーディングの

強化・算定率の向上、病床の運用等により１人当たりの適正な診療報酬単価を確保しま

す。また、民間企業のノウハウも取り入れ、経営基盤の安定、強化を図っていきます。 

職員の資質の向上及び専門

職の確保 

それぞれの資格職におけるスキルアップを行うための研修、常に変化する医療環境への

対応、専門的な知識を有する職員の育成など、積極的に支援をしていきます。新たな需

要が見込まれる専門的な職種の採用についても前向きに行っていきます。 

地域医療体制づくりの推進 国は、平成 37年(2025年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと

で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を

推進しています。市立病院としても、積極的に地域包括ケアシステムづくりに関与する

とともに、医療機能を分化しながら、あらゆる関係機関との連携を強化していきます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

病床利用率 ３５．７％ ６２．５％ 

査定率 ０．５１％ ０．４５％ 

紹介率・逆紹介率 ２６．６％・２７．１％ ４０．０％・６０．０％ 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

高度医療及び基幹病

院機能の充実 

○ＤＰＣ対象病院実施事業（継続）（急性期病院としての役割を明確にし、診療費の可視化を行

うことにより、経営基盤を安定化し、基幹病院としての機能を充実します。） 

○がん診療連携（和歌山県立医科大学附属病院など、がん診療連携拠点病院との連携のもと、

当院においても高度ながん治療を実施します。） 

経営の強化 ○経営基盤強化事業（経営戦略に取り組むため、専任の担当を配置し、民間のノウハウ、手法

を取り入れながら、関係部署との調整を図り、診療報酬請求の強化、ＤＰＣ算定率、係数の

引き上げ、人件費、材料費、経費の抑制など、医業収益の増収、費用の抑制に取り組むなど、

原価計算の手法を取り入れながら損益改善に繋げていく。） 

職員の資質の向上及

び専門職の確保 

○職員研修事業（認定看護師、地域医療マネージメント学など、高度な専門的知識を得るため

の学費等に対する支援、各種院内研修の実施、ＯＪＴの実施及びＯｆｆ-ＪＴへの参加） 

○看護職員修学資金貸与制度 

地域医療体制づくり

の推進 

○病診・病病連携推進事業（「かかりつけ医」や療養病床を有する病院との連携を強化し、地域

の患者様は地域で完結することを目指します。また、昨今の産科・小児科が減少する中にお

いて、安心して子育てのできる体制の堅持に努めます。） 

○介護支援連携事業（介護サービスの導入が見込まれる患者様に対して、入院中から介護支援

専門員と連携をし、情報を共有することにより地域全体で患者サービスに努めます。） 

○在宅医療推進事業（在宅医療提供体制構築のため、関係機関との連携強化に努めます。また、

市立病院訪問看護ステーションにつきましても、今以上にケアマネージャー、介護施設との

連携強化に努め、在宅医療の充実を図っていきます。） 

 

目標達成のための役割 

市民 地域の基幹病院であり、早期の診療を必要とする方のための病院であることを理解する。 

地域・企業 
地域の医師会、病院及び介護施設が連携を強化し、地域医療に努めるとともに、企業において

も社員の健康管理を強化し健康診断の実施に努める。 

行政 
市民の健康を守るため、いつでもだれにでも良質な医療を提供できるよう、医療行政の立場か

ら支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：有田市立病院】 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 高齢者福祉 

担 当 部 市民福祉部 高齢介護課 

 

現状と課題 

国内の総人口が減少に転じる中、団塊世代の高齢化により、高齢者人口は着実に増加していくことが予想されます。

また、核家族化の進行により、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦の世帯が増加し、介護者の高齢化も伴って、家庭内に

おける介護力が低下しています。また、ライフスタイルなどの変化により、地域社会とのつながりも薄れ、地域におい

て支え合う機能が低下しています。 

本市においても、ひとり暮らし高齢者数は増加傾向にあり、平成 21 年度(2010 年３月)末では 26.1％だった高齢化率

が、平成 26 年度(2015 年３月)末では 30.3％に達し、超高齢社会が現実のものとなっています。 

そこで、少子高齢化が進む中、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていけるよう、介護

保険制度の改正により示された新しい介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制整備に取り組み、地域住民や関係機関などと連携して高齢者を支援する地域包括ケアシス

テムを構築していく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

社会参加と生きがいづくり

の推進 

高齢者が健康で活き活きと楽しく生活を送れるよう、老人クラブ活動やスポーツ・文

化活動の支援、世代間交流などの地域に根ざした活動の充実、場所を提供します。 

在宅福祉の充実 在宅を基本とするサービスを提供し､高齢者への日常生活支援や介護者の負担軽減を

図るとともに､認知症高齢者やひとり暮らし高齢者への支援、見守り体制を充実しま

す｡ 

介護予防の推進 高齢者ができる限り介護を必要としない状態で生活できるよう、介護予防に関する知

識の普及を図るとともに、健康づくりなど介護予防を推進します。 

支え合う地域力の育成 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括支援センターの機能を強

化して相談体制を充実し、高齢者を地域ぐるみで支え合い見守りのできるネットワー

クづくりを進めます｡ 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

地域交流複合広場 ０箇所 ２箇所 

通所型介護予防事業参加者数 １９人 ３０人 

介護予防いきいき教室延べ参加者数 ２，４７４人 ２，８００人 

在宅医療サポートセンターの設置 ０箇所 １箇所 

認知症初期集中支援チーム ０組 １組 

認知症地域支援推進員の配置 ０人 ３人 

生活支援コーディネーターの配置 ０人 ４人 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

社会参加と生きがいづくり

の推進 

○生きがい対策事業 （長寿祭の開催、シルバー人材センターへの活動支援などによる高

齢者の社会参加と生きがいづくり） 

○老人クラブ活動の支援 

○福祉館運営事業 （高齢者などの福祉向上及び充実を図るための施設の管理運営） 

○地域交流複合広場整備事業 （子どもから高齢者まで楽しく触れ合える場の整備） 

在宅福祉の充実 ○配食サービス事業 （ひとり暮らし高齢者などに対する配食のサービス） 

○高齢者住宅改造助成事業 （高齢者が在宅で生活できるよう住環境整備に対する助成） 

○介護用品支給事業 （在宅で高齢者を介護する家族に対する紙おむつなどの支給） 

○介護相談・緊急通報サービス事業 （急病や火災などの緊急時通報システムの設置と

対応、電話による介護相談） 

○認知症高齢者見守り事業 （認知症に関する啓発や介護する家族などへの支援、認知症

高齢者等ＳＯＳネットワークによる行方不明高齢者の早期発見） 

○訪問理容サービス事業（理髪店が訪問し調髪を行う） 

介護予防の推進 ○通所型介護予防事業 （運動器の機能向上や栄養改善などの介護予防） 

○介護予防普及啓発事業 （介護予防に関する講話や体操を行う「いきいき教室」、閉じ

こもりや認知症防止のための「みんなのサロン」等） 

支え合う地域力の育成 ○総合相談・支援事業 （介護、福祉、保健などに関する総合的な相談・支援） 

○権利擁護事業 （高齢者虐待の早期発見・防止や成年後見制度の利用支援等） 

○地域包括ケアシステムの構築（医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供

される仕組み作り） 

 

目標達成のための役割 

市民 健康管理に努め、市が行う事業などに関心を持って積極的に参加する。 

地域・企業 地域で高齢者を支え合い、助け合う意識を高める。 

行政 高齢者が交流したり、介護予防に取り組んだりできる環境整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿祭                       【資料：高齢介護課】 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 障害者福祉 

担 当 部 市民福祉部 福祉課 健康課 

 

現状と課題 

本市では障害のある人もない人も地域社会で安心して暮らせる環境づくりを目指す「ノーマライゼーション」の推進

に努めています。 

障害者が住みなれた地域で安心して生活するためには、身近に相談でき、適切な支援を受けられる体制づくりが必要

です。 

本市では、「第４期 有田市障害福祉計画」を策定し、社会的障壁を取り除き、障害のある方やその家族が、安心して

暮らしていくための支援や働く意欲と能力のある人のための就労支援に取り組んできました。 

今後は、障害者に対する差別や虐待の防止や、発達障害を含む障害児の早期発見と支援を行うため、関係機関と連携

して早期療育を推進することなどが重要な課題であり、誰もが住み慣れたまちで安心して暮らせる福祉のまちづくりに

取り組んでいく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

日常生活や社会生活の支

援の促進 

障害のある人もない人も、住み慣れた地域で安心して生活を送れるような環境づくりをめざ

すとともに、様々な障害のある人のニーズに対応し、地域での生活を支えていくため、経済

的な支援制度の充実や障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実を図ります。また社会参

加の促進を図るため、各種機関・協議会等との連携を強化し、差別や虐待の防止、障害者や

家族等からのあらゆる相談に応じる体制づくりや就労を支援する体制づくりに努めます。 

作業所や児童通所支援等の日中活動系サービスの施設やグループホーム等の居住系サービ

スの施設など、地域社会で障害のある人を支えていくための基盤整備に対する支援を推進し

ていきます。 

保健・医療機関との連携 保健・医療機関との連携を強化し、各種健康診査や健康相談などの実施による早期発見、早

期治療体制の充実を図り、障害の予防や軽減に努めます。 

訪問指導や訪問診査など保健医療提供体制の充実を図り、障害者が安心して在宅で生活でき

るように努めます。 

生活の質の向上 障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、日常生活用具の給付や、余暇支援等も含

めた移動支援の充実、また意思疎通を図ることに支障のある方に対し、手話通訳者派遣等に

よる支援に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

一般就労移行者数 ２人 ５人 

障害福祉施設整備数 ０件 ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

日常生活や社会生活の

支援の促進 

○重度心身障害児者医療事業（重度の障害児者に対する医療費助成） 

○特別障害者手当等給付事業（在宅の重度の障害児者などに対する各種手当の支給） 

○身体障害者福祉事業（身体の障害を軽減または除去するための特定の医療に対する自己負

担分の軽減や障害を補うための補装具などの給付。また、障害者の抱える課題の解決や適

切なサービスの利用に向けた計画相談の実施） 

○障害者地域生活支援事業（相談支援事業、コミュニケーション支援事業、移動支援事業、

成年後見利用支援、差別や虐待の防止など、安心して日常生活または社会生活を営むこと

ができるように支援） 

○心身障害児者介護給付事業（居宅介護、生活介護、短期入所等の介護給付や、就労継続支

援等の訓練給付など障害福祉サービスの提供） 

○障害児通所支援事業（通所支援、障害児計画相談等の実施） 

保健・医療機関との連携 ○精神保健事業（家族会への支援、心の健康に関しての普及・啓発、乳幼児健診を充実する

とともに、障害の予防と早期発見のため医療機関と連携し適切な治療・療育体制の整備） 

○健康教育・健康相談・家庭訪問事業（健康に対する知識の普及、個々人に応じた健康支援

体制の充実） 

生活の質の向上 ○障害者地域生活支援事業（日常生活用具給付等事業、移動支援事業、意思疎通支援事業等

地域の特性や、利用者の状況に応じた事業を行います。） 

 

目標達成のための役割 

市民 障害のある人もない人も地域社会で隔たりなく安心して暮らせるよう心がける。 

地域・企業 
日常生活や社会生活の支援ができる環境整備・体制づくりに取り組み、地域に応じた事業展開、

地域社会への参加、障害者雇用の促進を図る。 

行政 日常生活や社会生活の支援ができるよう、各種施策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：福祉課】 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 児童福祉 

担 当 部 市民福祉部 福祉課 

 

現状と課題 

近年、我が国においては、少子化・共働き家庭が増加傾向にあります。本市においても、徐々に核家族化が進行し、

児童の人口は、ゆるやかに減少しており、子ども同士の交流機会の減少や子育て家庭の孤立など、子ども・家庭・社会

への影響が懸念されています。 

このような中、本市では、「有田市次世代育成支援対策行動計画」を策定し、乳児保育を始め、一時預かり保育、障害

児保育、障害児学童保育、つどいの広場の開設、学童保育の定員増、児童の虐待防止に取り組んできました。さらに、

平成 24年(2012 年)度には、初島保育所と港町保育所を統合し、そとはま保育所を開所しましたが、今後も、保育所運営

の適正化や保育の充実を図るため、保育所統合も含め整備します。 

現在の保護者のニーズとしては、仕事と子育ての両立の負担感や経済的な負担が増していることから、保育サービス

や子育て環境の整備、子育てに不安を持つ保護者への支援の充実が求められ、地域で子育てを支援するなど、安心して

子育てができる環境づくりの必要があります。 

そこで、平成 27 年(2015年)度から経済負担を軽減するため、小学生・中学生の医療費を助成する子ども医療費助成制

度を開始しました。また、学童保育も各校区に一箇所の設置を目指し、平成 27年(2015年)度からは箕島小学校での学童

保育を開設しました。子育てに不安を持つ保護者への支援として、保護者が少しでも相談しやすい体制を構築するため、

家庭訪問支援事業を行います。 

今後は、子どもたちの健やかな成長のため、保育サービスなどの充実、子育てに関する不安の解消のための取り組み

や子育てと仕事の両立できる環境づくりの推進など、子どもを安心して生み育てられる環境について、より一層の充実

を図る必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

子育て家庭への支援 すべての家庭が、安心して子どもを生み、ゆとりを持って子育てができるよう支援します。 

地域における子育て支援 地域の人々が多様なかたちで、子育て支援に参加できる取り組みを推進します。 

仕事と子育ての両立 仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みを推進します。 

保育所運営の適正化や保育の充実に努めます。 

支援や配慮が必要な家庭

への支援 

ひとり親家庭の自立や障害児の健やかな成長と家庭を支援します。 

また、虐待を防止し、子どもを守る環境づくりを支援します。 

 

主な指標   

指標の内容 
現状値 

（Ｈ２６年度末実績） 

目標値 

（Ｈ３２年度末目標） 

地域子育て支援拠

点事業利用者数 
８，１１９人 ８，３００人 

一時預かり保育事

業利用者数 
４８人 ６０人 

学童保育事業利用

者数 
１，１７１人 １，４００人 

 

 

【資料：住民基本台帳】 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

子育て家庭への支援 ○乳幼児医療費助成（小学校就学前までの乳幼児の保険診療に係る自己負担分助成） 

○子ども医療費助成（小学生・中学生の保険診療に係る自己負担分助成） 

○児童手当事業 

○家庭訪問支援事業（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、家庭と地域、関連機関をつなぐ） 

○親育てプログラム（子どもに接するスキルを身につける） 

○子育て情報誌の作成 

地域における子育て

支援 

○地域子育て支援拠点事業（育児不安などの相談指導や子育てサークルなどへの支援をおこな

う地域子育て支援センター、２箇所の児童館で子育て中の親子がつどい、子育て不安の解消

や情報交換ができる「つどいの広場」） 

○子育てサークル支援事業（子育てサークルで遊びや子育てについて保育士等が助言） 

○子育てサポーター事業（子育てサークル等で地域の子育てサポーターが遊びや子育てを支援） 

仕事と子育ての両立 ○統合による新保育所建設事業 

○保育の実施（乳児保育・延長保育・障害児保育・一時預かり保育） 

○ファミリーサポートセンター事業（乳児、幼児などの保育などに関する援助を受けることを

希望する保護者と、当該援助を行うための希望者との連絡及び調整） 

○学童保育事業（放課後、帰宅しても保護者などが就労などで家にいない小学生の保育） 

○児童館事業（児童の遊びを通しての健全育成） 

○子育て短期支援事業（病気等で子どもの養育ができないとき、一時的に児童福祉施設で保育） 

○病児病後児保育事業（病気中・病気回復期の子どもがおられる方で、仕事などの都合で家庭

での育児ができない方のための一時的な保育） 

○子育てしやすい就労環境の整備に向けた企業の取り組みに対する働きかけ 

支援や配慮が必要な

家庭への支援 

○児童通所支援事業所「さくらんぼ」（障害を持った就学前の児童の療育的保育） 

○特別な支援を要する子どもへの支援（関係機関が連携し、子どもの情報の伝達、必要な支援） 

○発達相談（心理発達面で心配のある子どもと保護者に臨床心理士による相談） 

○児童扶養手当事業（一人親家庭などの児童の保護者に、児童扶養手当の支給） 

○ひとり親家庭医療費助成（ひとり親家庭の親子について保険診療に係る自己負担分助成） 

○母子生活自立支援事業（母子家庭の母が経済的に自立できるように、資格の取得を支援） 

○家庭児童青少年相談室（子育て家庭や悩み問題を抱えている方への様々な相談） 

○虐待支援対策ネットワーク事業（児童に関する虐待や養育困難家庭への支援） 

 

目標達成のための役割 

市民 
市民一人ひとりが子育てに関心を持

ち、子育てによって人と人とが結びつ

くようなまちづくりに努める。 

地域・企業 
様々なかたちで子育て支援に積極的に

関わることによって、子育ての喜びを

分かち合えるまちづくりに努め、また、

子育てしやすい職場環境づくりや子育

て支援活動を推進する。 

行政 
すべての子育て家庭が、ゆとりを持っ

た子育てができるよう、子育て支援を

推進する。 

地域子育て支援センター 
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分野別目標 ともに支え合い、健康で安心して暮らせる福祉のまち 

政 策 社会保障制度 

担 当 部 市民福祉部 福祉課 健康課 高齢介護課 

 

現状と課題 

本市の国民健康保険の運営は、急速な高齢化・生活習慣病の増加・医療技術の高度化などによる医療費の増大に対し、

平成 25年度において保険税率の大幅な引き上げを余儀なくされるなど厳しい状況が続いています。 

全国的にも厳しい国民健康保険の状況を踏まえて国民健康保険法が改正され、平成 30 年度(2018 年)から県及び県下

30 市町村が一の保険者となり運営することとなりました。都道府県単位の運営になった後も、市町村は医療費等に準じ

た納付金を負担することになるため、引き続き、保険税の収納率の向上に努め、各種保健事業を積極的に推進し、健康

の保持増進、健康寿命の延伸を図り、医療費の適正化を総合的に進めていくことが重要です。 

後期高齢者医療保険につきましても、国民健康保険同様、高齢化等による医療費の増大や年金額の引き下げによる保

険料収入の減少、それに伴う保険者負担の増加等きわめて厳しい財政状況にあります。今後も安定的な運営を確保して

いくため、保険料の収納率の向上に努めるとともに、和歌山県後期高齢者医療広域連合と連携して健康事業の推進に努

めます。 

国民年金については、平成 22 年(2010年)１月に日本年金機構が発足、国民年金事業に係る事務を行っており、市では

各種年金手続きの受付などの業務を行っています。保険料の免除制度や納付猶予制度が拡充され、消費税の 10%への増税

に合わせて給付資格の拡大も予定されている中、年金機構との連携を取りながら、加入者や受給者に対し、より丁寧な

説明を行うなど、サービスの向上に努めます。 

生活保護制度については、憲法第 25条における健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するとともに、自立

を助けることを目的としています。近年の本市における生活保護の状況は、平成 23 年(2011年)度までは被保護世帯は減

少傾向にあり、保護率が６‰台まで減少しましたが、その後は増加し、平成 27年（2015 年）度は８‰を超えています。

こうした中、本当に必要としている方への支援となるよう、ケースワーカーなどによる訪問活動や相談体制を充実して

いく必要があります。 

生活困窮者自立支援制度については、平成 27年(2015年)度から制度が実施され、近年の経済社会の構造的変化により

生活保護世帯が増加している中で、生活保護に至る前の段階での自立支援強化が必要となっています。 

介護保険制度については、高齢化率の上昇（P.20 資料参考）に伴い、介護認定者は、平成 17 年（2005 年）から平成

27 年（2015 年）の 10年間で 1.45倍に増加し、今後も増加していくことが見込まれます。安全・安心で豊かな暮らしの

実現のため、公正かつ的確な認定調査の実施と介護給付の適正化に努め、制度の円滑な運営を図る必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

国民健康保険の適正な運営 国民健康保険財政安定化のため、保険税の収納率の向上に努めます。 

保健事業を推進し、健康の保持増進、健康寿命の延伸を図り、医療費の適正化に努めます。 

国民年金の充実 年金制度周知徹底と、広報、相談事業の充実及び、加入促進に努めます。 

適正な生活保護の推進 ケースワーカーの相談・訪問機能を充実させて、適正な生活保護業務を推進します。 

ケースワーカー・就労支援員による就労指導を充実させて、早期に自立できるように支援

します。 

介護保険事業の健全な運営 制度の持続性を維持するため、計画的かつ健全な運営に努めます。 

後期高齢者医療保険の適正

な運営 

後期高齢者医療保険財政安定化のため、保険料の収納率の向上に努めます。 

和歌山県後期高齢者医療広域連合と連携し、健康事業の増進を図り、医療費の適正化に努

めます。 

生活困窮者への支援 生活困窮者の早期把握のため、関係機関との連携体制の充実を図ります。 

生活困窮者の自立促進のため、相談支援員・就労支援員による包括的な支援を推進します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

特定健康診査の受診率 ２７.４％ ６０.０％ 

特定保健指導の実施率 １１.９％ ４０.０％ 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

国民健康保険の適正な運営 ○収納率向上対策 

○特定健康診査・特定保健指導事業 

○人間ドック・脳ドックの助成や、運動教室、栄養教室の開催など保健事業の充実 

国民年金の充実 ○年金制度の必要性、重要性の広報活動充実 

○年金制度の丁寧な説明、相談体制の強化及び年金制度の周知と加入促進 

適正な生活保護の推進 ○相談体制及び訪問活動の充実、就労の促進 

介護保険事業の健全な運営 ○有田市介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定（保険給付の円滑な実施及び要介護

者等の受入体制を確保するための基本計画） 

○介護認定調査等事業 

○保険給付事業（居宅介護サービス費・施設介護サービス費などの給付） 

○地域支援事業（介護予防の推進） 

後期高齢者医療保険の適正

な運営 

○収納率向上対策 

○和歌山県後期高齢者医療広域連合が実施する健康診査の広報等による勧奨、一日ドッ

ク助成事業の実施 

生活困窮者への支援 ○支援調整会議の充実 

○ハローワークとの連携強化及び地域の社会資源の活用 

 

目標達成のための役割 

市民 社会保障制度に対する理解と認識を高める。 

地域・企業 関係機関との連携に努める。 

行政 安定した社会保障制度の運営に努め、制度の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団健診                    【資料：高齢介護課】 
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分野別目標 安全・安心で住み良いまち 

政 策 危機管理 

担 当 部 

経営管理部 防災安全課 

経済建設部 建設課 

市民福祉部 福祉課 健康課 

 

現状と課題 

本市では、東日本大震災や紀伊半島豪雨災害の教訓をふまえ、平成 26 年(2014年)度に地域防災計画の大幅な見直しを

行いました。その計画に基づき、市民の生命や財産を守るための取り組みを進めています。 

津波・洪水ハザードマップの配布、耐震改修促進計画を策定し、建築物の耐震化に努めるとともに、地域住民が助け

合う避難行動要支援者避難支援プラン策定にも取り組んできました。 

これらの計画に基づき、災害時に必要となる備蓄食料の確保や資機材の充実、建築物の耐震化、避難行動要支援者※１

の支援などに取り組んでいます。さらに、市役所の危機管理体制の再構築や各地区における避難訓練の実施、自主防災

組織への支援など、安全・安心なまちづくりに努めています。また、保育所、小中学校の耐震化については、平成 23年

(2011 年)度中に完了しましたが、全公共施設の耐震化までには至っていないため、避難所の指定の見直しあるいは、避

難所に指定している施設の耐震化の必要があります。 

今後も、地震や豪雨を始めとする自然災害に対して、防災・減災の取り組みを一層進めていく必要があり、特に、今

後 30 年以内の発生確率が 70％とも言われております南海トラフの地震への対策が急務となっています。 

また、新興感染症対策として、平成 26 年(2014年)度に新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。 

今後は、本計画を有効に実践できるよう見直しや訓練を行っていくとともに、更なる健康危機※２管理体制の整備や大

規模事故への対策も求められています。 

加えて、近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に

伴い、適切な管理が行われていない空家等が年々増加しており、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題

が生じています。このような問題に対し、平成 26 年 11 月 27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措法」に

基づき、今後計画的に対策を講じていく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

危機管理体制の整備 有事の際には、迅速かつ的確に対応し、被害を最小限に抑えられるよう努めます。 

地域防災力の向上 地域における自主防災活動の支援や市民の防災意識向上に努め、自助・共助による施策を推進し、

地域防災力の向上を図ります。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

防災訓練・防災研修会などへの参加 ７，９４５人 １０，０００人 

 

用語説明 

※１ 避難行動要支援者 災害が発生した場合に、自ら避難することが困難な者で、特に支援を要する者。 

（身体障害者手帳（１級・２級）の交付を受けている者など） 

※２ 健康危機 医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康を脅か

す事態。この事態に対する発生予防、拡大防止、治療などに関することを健康危機管理とい

う。 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

危機管理体制の整備 ○防災対応能力の向上（職員防災研修を実施するとともに、地域防災計画を適宜見直し、災害

へ備えます。また、医療機関等と連携した救護体制の構築や、企業・各種団体などとの協定

による応援体制の強化に努めます。） 

○備蓄物資の確保（災害時に必要となる食糧・生活必需品、また新興感染症に備えた物資の確

保に努めます。） 

○情報伝達機器の整備（市民に正確で迅速な情報提供をするため、防災行政無線放送のデジタ

ル化移行に向けた準備を進めるとともに、防災情報をメール配信する「有田市メール配信サ

ービス」を推進します。） 

○避難場所の整備（避難行動要支援者などにも配慮した避難場所の整備に努めます。） 

○水害・土砂災害対策の推進（急傾斜地崩壊危険箇所などの早期事業化や二級河川の堤防強化・

洪水対策を県に要望するとともに、生活排水路の整備など浸水害対策に取り組みます。） 

○国民保護体制の整備（テロや武力攻撃から市民の生命・財産などを守るため、避難マニュア

ルを策定するとともに、国民保護計画を適宜見直します。） 

○健康危機管理体制の整備（新興感染症などの発生と蔓延を防ぐため、市民への予防に関する

啓発などに努めるとともに、保健所、医療機関など関係機関との連携を強化します。） 

地域防災力の向上 ○市民の防災意識の向上（広報ありだや防災講座などを通じて啓発し、防災などに関する知識

の普及に努め、市民の危機管理意識の向上を図ります。） 

○地域における防災活動の充実（自主防災組織などが訓練・研修会を円滑に実施できるよう支

援します。） 

○木造住宅耐震化・家具転倒防止対策の促進（人的被害を減少させるために、住宅の耐震診断

や耐震改修、家具転倒防止対策の普及啓発に取り組みます。） 

○空家等の除却に対する支援施策を創設。 

○避難支援体制の確立（避難行動要支援者に応じた情報伝達・避難支援体制の整備を行います。） 

 

目標達成のための役割 

市民 「自分の生命は自分で守る」 家庭での防災対策に努める。 

地域・企業 「自分たちの地域は自分たちで守る」 主体的に参画する防災体制の確立に努める。 

行政 地域防災計画などに基づく防災・減災対策に取組むとともに、市民の防災意識向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難訓練 
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分野別目標 安全・安心で住み良いまち 

政 策 消防 

担 当 部 消防本部 

 

現状と課題 

本市の火災発生件数は、減少傾向にあるものの、市民の高齢化が進み、また近年、高齢者介護施設などが増加してお

り、火災などの災害が発生した場合には重大な被害が予想されます。また、東南海・南海地震の発生も懸念され、甚大

な被害が起こることが予想されています。そういう事態に備え、平成 25年(2013年)度には、消防新庁舎の完成及び指令

装置※１の更新整備が行われ、防災拠点としての庁舎となっています。 

火災予防においては、事業所、危険物施設などの査察をさらに強化し、一般住宅については、住宅防火機器等※２の普

及啓発を推進し、市民の防火意識の向上を図る必要があります。 

また、消防団においては、多種多様な災害時における役割がますます重要となっていることから、平成 26年(2014年)

度には、多機能型消防車両を配備し、装備の充実が図られたが、消防団員の高齢化等により、人員の確保が今後の課題

であります。 

救急においては、救急出動件数は年々増加しており、今後も市民の高齢化が進み、また、疾病構造の変化に伴い、救

急出動件数の増加が見込まれます。このため、高度な救急救命士の育成はもとより、資器材の充実強化、さらに市民へ

の応急手当の普及、ＡＥＤ設置の促進、119番通報の適正適切な利用法の啓発が課題となっています。 

県が推進してきた消防の広域化については、平成 24年(2013年)度において広域化は見送りとなったが、県としては、

地域消防力の強化を図るためには、消防の広域化は必要であり、今後も国等の動向を注視しながら市町村の消防を支援

していくこととなります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

消防庁舎建設 建設済 

火災予防体制の強化 春季及び秋季全国火災予防運動実施の一環事業として、市内において防火パレードを実施し、

市民の防火意識の向上を図り、また、消防フェスティバルを開催し、住宅防火機器等の普及啓

発を推進します。 

消防団の活性化 研修、訓練等を実施し、消防団員の知識、技量の向上を図り、多種多様な災害に対応できる団

員の育成に努めます。 

また、消防団員の高齢化や減少が年々進んでいく中で、団員の確保と活性化に努めます。 

救急体制の充実 救急救命士の知識、技術の向上、救急車の更新を図り、人材及び装備の充実につなげる。また、

救命率向上のために市民および事業所等には救急講習を実施し、応急手当の必要性及びＡＥＤ

設置の普及啓発に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

消防庁舎の建設 新庁舎建設完了 － 

ＡＥＤ設置の促進 ３６箇所 ６０箇所 

住宅用火災警報器設置率 ７０.０％ １００.０％ 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

消防庁舎建設 ○消防庁舎 建設済 

○消防指令装置 更新済 

○消防無線のデジタル化 整備済 

火災予防体制の強化 ○市民の防火意識高揚の促進 

○事業所、危険物施設等の査察 

○住宅防火機器等の普及啓発 

○福祉施設などの防火訓練、避難訓練の推進 

消防団の活性化 ○消防団員の確保 

○地域との連携、協力体制 

○消防機器の更新、装備の充実 

○消防施設の整備 

救急体制の充実 ○救急隊員の技術の向上（薬剤投与、気管挿管など高度な技術を持った救急救命士の養成） 

○高度救急資機材の装備 

○救急講習の実施（学校、企業など各種団体への救急講習の実施） 

○ＡＥＤ使用方法の普及、設置の促進（救急講習時にＡＥＤの使用方法取得、福祉施設などに

ＡＥＤ設置の促進） 

○救急医療機関及び近隣消防本部との連携 

 

目標達成のための役割 

市民 応急手当講習への参加及び防火訓練や避難訓練への取り組みなど、防災意識の向上を目指す。 

地域・企業 
自主防災組織の活動や相互の協力体制。防火管理体制の確立や防火訓練、避難訓練の積極的な

取り組み。消防施設整備など、消防行政への協力。 

行政 消防車両の更新及び、防災機器の普及啓発やＡＥＤ設置の促進をする。 

 

用語説明 

※１ 指令装置 119番通報受信から出動指令、災害現場での情報管理など、災害時に総合的な管理を行う施設。 

※２ 住宅防火機器等 住宅火災の被害を最小限に食い止めるためのもの住宅用火災警報器、消火器、住宅用スプリ

ンクラー、防炎品（カーテン、ジュータンなど）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新消防庁舎                     【資料：消防本部】 
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分野別目標 安全・安心で住み良いまち 

政 策 防犯 

担 当 部 

経営管理部 防災安全課 

経済建設部 産業振興課 

教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

近年、振り込め詐欺など犯罪の手口が多種多様化しているとともに、子どもや高齢者などを狙った犯罪の増加や凶悪

化が大きな社会問題となっています。 

本市においては、青色防犯パトロール、きしゅう君の家の啓発、不審者情報のメール配信など、地域の団体などとも

連携しながら、子どもの見守り活動に取り組んでいますが、今なお不審者による子どもへの声掛け事例も見受けられま

す。 

核家族化など社会環境の変化に伴う市民相互の連帯感の希薄化により、地域の犯罪抑止力が低下し、平成 26 年(2014

年)の本市における刑法犯認知件数は 250 件と、ごく身近なところで犯罪が発生しており、とりわけ自転車盗や器物損害

など街頭犯罪※１への対策が求められています。 

このことから、安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、市民の防犯意識の向上を図りながら、警察

や防犯関係団体、学校、家庭など地域ぐるみで取り組むことが求められています。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

安全な生活環境の整備 パトロールなどによる市民の安全確保のための環境づくりに努めます。 

地域防犯活動の充実 犯罪防止のため、警察や学校、防犯関係団体との連携を強化し、地域防犯活動の充実を図り

ます。 

市民の防犯意識の向上 広報活動により市民の防犯意識の向上に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

街頭犯罪認知件数 １５０件 １００件 

 

用語説明 

※１ 街頭犯罪 道路、公園、駐車場、駅、その他の公共の場所において行われる強盗、傷害、恐喝、乗り物盗など

の犯罪。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

安全な生活環境の整備 ○防犯灯維持管理支援（自治会で管理している防犯灯の維持管理に要する経費の一部を補助

します。） 

○青色防犯パトロール（防犯関係団体や市職員によるパトロールを実施します。） 

○不審者情報など配信メールの促進（市民が不審者情報などを得られるように、有田市メー

ル配信サービスを普及啓発します。） 

地域防犯活動の充実 ○防犯関係団体等との連携（警察や学校、防犯関係団体との連携を深め、情報を共有し、防

犯団体の活動支援に努めます。） 

○市民パトロールの促進（市民によるパトロールへの参加を促進します。） 

市民の防犯意識の向上 ○防犯意識の向上（広報ありだなどを通じて、被害に遭わないために家庭でできることなど、

「自分の安全は自分で守る」意識の向上を図ります。） 

 

目標達成のための役割 

市民 犯罪に遭わないための家庭でできる対策・隣近所への声掛け、あいさつ運動を行う。 

地域・企業 パトロールなどの地域防犯活動でまちを守る。地域住民との連携を深める。 

行政 防犯灯の維持管理を支援する。青色防犯パトロール、防犯意識の高揚に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県警察本部】 

認知件数
人口千人
あたりの
犯罪率

県内順位 認知件数
人口千人
あたりの
犯罪率

県内順位

平成22年 354 11.62 9 位 218 7.15 4 位

平成23年 306 10.00 6 位 168 5.49 5 位

平成24年 265 8.77 9 位 151 5.00 9 位

平成25年 235 7.86 12 位 153 5.12 3 位

刑法犯 左のうち、街頭犯罪

犯罪発生状況
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分野別目標 安全・安心で住み良いまち 

政 策 交通安全 

担 当 部 
経営管理部 防災安全課 

経済建設部 建設課 

 

現状と課題 

市民生活に便利さをもたらした車社会の進展により、交通量は高い水準で推移しています。その中で、交通事故のな

い、安全で安心な社会の実現に向けて取り組んでいます。 

道路交通法の罰則が強化されたことによる飲酒運転や酒気帯び運転の減少や、シートベルト着用率のアップもあり、

事故件数は減少しつつあります。高齢化の進行に伴い、今後、ますます高齢者の事故比率の増加が見込まれることから、

現在実施している高齢者対象の交通安全教室をより充実させる必要があります。 

交通事故は、運転者や歩行者のモラルの欠如や交通安全意識の希薄化に起因していることが多く、幼児期から幅広い

世代を対象とした交通安全教育に取り組むことが重要です。 

こういったことから、警察や交通関係団体、学校、家庭など地域ぐるみの街頭指導や交通安全教室、啓発活動などを

強化する必要があります。また、歩道・カーブミラーなどの交通安全施設の点検・補修整備を進め、市民の安全確保に

努める必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

市民の交通安全意識の向上 子どもや高齢者などを交通事故から守るための取り組みを進めます。 

また、交通ルールの遵守に向け、市民の交通安全意識の向上に努めます。 

地域における交通安全活動

の充実 

警察や交通関係団体との連携を強化し、交通事故防止に取り組みます。 

安全な道路環境の整備 交通安全施設の整備に取り組み、安全な道路環境づくりに努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

交通事故死亡者数 ０人 ０人 

交通事故発生件数 ９２件 ６０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

市民の交通安全意識の

向上 

○交通安全意識と交通マナーの向上（広報ありだなどを通じて、市民の交通安全意識の向上

に努めます。） 

○交通安全教室の実施（幅広い世代を対象とした交通安全教室を開催します。） 

地域における交通安全

活動の充実 

○交通安全関係団体などとの連携（警察や交通安全関係団体との連携を深め、交通危険箇所

の把握と対策に取り組みます。） 

安全な道路環境の整備 ○交通安全施設の整備（歩道やカーブミラー、ガードレールなどの整備に努めます。また、

ユニバーサルデザインに配慮した取り組みを推進します。） 

 

目標達成のための役割 

市民 交通安全教室などへの積極的な参加や交通ルールの遵守に努める。 

地域・企業 交通ルールの遵守や交通マナーの向上に向けた環境づくりに努める。 

行政 交通安全の啓発活動、交通安全施設の整備に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県警察本部交通年間】 

 

件数 死者 傷者

平成22年 165 1 211 539 689 17 位

平成23年 131 0 188 428 593 17 位

平成24年 120 1 154 401 548 17 位

平成25年 87 1 117 295 485 22 位

平成26年 88 0 107 302 424 18 位

交通事故発生状況

交通事故

人口１０万
人あたりの
事故件数

人口１０万
人あたりの
事故件数
(県平均)

県内順位
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 学校教育 

担 当 部 教育委員会 教育総務課 

 

現状と課題 

本市の子どもたちの状況は、全国的な学力調査等の結果から一定の成果が見られますが、基本的な生活習慣や家庭学

習、インターネット等の使用時間など家庭での過ごし方に課題がみられます。また、地域のつながりが希薄になる中で、

郷土に対する誇りや自信、社会に関わろうとする意欲をいかに高めていくかといったことも課題となっています。その

ため、学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚し、お互いに連携しながら、地域ぐるみで子どもたちを育てて

いこうという意識を醸成していくことがますます重要となっています。 

また、社会問題化しているいじめや不登校、特別な支援を必要とする児童・生徒の増加、障害の多様化に伴い、すべ

ての子どもたちにとって安心・安全な教育環境づくりや外部専門機関や専門家とのより一層の連携が必要です。さらに、

保育所・幼稚園など就学前教育と小学校教育とのスムーズで確実な接続、義務教育９年間を見通した各段階での教育の

充実など、教育の連続性を踏まえた取組が求められています。 

施設面においては、学校施設の耐震化が完了し、今後は空調機器の設置や老朽化対策など快適で効率的な教育環境の

実現のため計画的な施設整備を行います。また、今後の児童・生徒数の減少を考慮し、適正規模・適正配置となるよう

統廃合など学校のあり方についての検討も進めなければなりません。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

幼稚園・保育所・小学校の

連携強化 

小学校と保育所・幼稚園との連携を強化するとともに、教育・福祉・保健の一体的な取組に

より小学校へのスムーズな就学を図ります。 

学校教育の充実 各学校の創意工夫を生かした特色ある教育活動と、義務教育９年間を見通した組織的・計画

的・継続的な学校教育活動の充実を図ります。また、学校評価をツールとして学校・家庭・

地域の連携協力による学校づくりを推進します。 

教育環境の整備充実 空調機器の設置や老朽化対策の大規模改修により快適で効率的な教育環境の実現のため計

画的な施設整備を行います。 

学校の統廃合の推進 適正規模・適正配置となるよう学校の統廃合など学校のあり方についての検討を進めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

全国学力・学習状況調査の結果 

【学力面】 

小学校算数で全国平均正答率を上回って

いる。 

全ての教科で全国平均正答率を３％以

上上回る 

全国学力・学習状況調査の結果 

【質問紙調査】 

小学校において生活習慣、学習習慣の項

目が全国並みである。 

 小中学校において生活習慣、学習習慣

の項目で全国を上回る 

保幼連携、小中連携に係る研修会

協議会の実施 
０回 ２回 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

幼稚園・保育所・小学

校の連携強化 

〇小学校と保育所・幼稚園の交流事業（就学前児童の体験入学、情報交換、要支援児童の状況

把握等） 

〇幼稚園振興事業（幼児教育の普及と充実のための幼稚園就園奨励費による支援等） 

〇子育て支援事業（教育・福祉・保健の一体的な子育て支援の実施等）  

学校教育の充実 〇学力向上対策事業（学力調査、授業力向上のための各種研修や研究授業、補充学習の支援、

集団づくりアンケートの実施） 

〇地域との連携事業（校外活動、職場体験等地域との連携を強化する教育活動の支援、児童会・ 

生徒会リーダー研修の実施） 

〇読書活動推進事業（学校図書館を活用した授業の推進、読書活動の充実等） 

〇情報教育推進事業（ＩＣＴ活用でわかる授業の実現、情報活用能力向上等） 

〇外部評価者活用事業（学校教育協議会、学校サポート委員会による外部評価及び助言） 

〇特別支援教育推進事業（専門家による相談活動の充実、福祉・保健との連携強化等） 

〇教育相談事業（スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等による教育相談体 

制の充実） 

〇外国語教育事業（ＡＬＴの体制充実、教員研修の充実）  

教育環境の整備充実 ○施設整備事業（空調機器の設置及び体育館、プールなど老朽化に伴う施設の計画的改修等） 

○学校のＩＣＴ化推進事業（パソコンや電子黒板の増設、校内ＬＡＮ整備などＩＣＴ設備の充

実） 

学校の統廃合の推進 〇適正規模・適正配置推進事業（児童・生徒数の減少を考慮し、適正規模・適正配置に向けた

統廃合などの学校のあり方を検討） 

 

目標達成のための役割 

市民 
教育に関心を持ち、ＰＴＡ活動、学校行事などに積極的に参加する。学校と連携した教育活動

に協力する。 

地域・企業 
子どもを地域で育てる意識を持ち、学校と連携しながら子どもを見守る。 

行政 
教職員の資質向上に努め、学校の教育力を高める。充実した学校生活が送れる教育環境づくり

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：教育委員会】                     授業風景 

平成28年度 平成30年度 平成32年度

箕島小学校 280 261 269

田鶴小学校 149 147 125

保田小学校 344 326 319

宮原小学校 309 277 259

糸我小学校 80 82 93

初島小学校 114 109 98

港小学校 90 92 89

合　　計 1,366 1,294 1,252

市内小学校の児童数推移予想　（単位：人）

平成28年度 平成30年度 平成32年度

箕島中学校 323 278 255

保田中学校 227 204 166

文成中学校 200 204 193

初島中学校 49 53 61

合　　計 799 739 675

市内中学校の生徒数推移予想　（単位：人）
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 青少年健全育成 

担 当 部 教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

未来を担う子ども・若者の健全な育成は、有田市においても重要度の高い分野であるとともに、長期的な視点での取

り組みが必要不可欠です。  

現状として、市の取り組みのみならず、青少年育成市民会議・各地区青少年育成会等の市民による長年に渡る精力的

な活動もあり、「平成 26 年度市民アンケート」からも「青少年健全育成」分野については“満足”という回答が“不満

足”を上回っており、一定の成果を得られているといえます。 

しかしながら、いじめ・不登校･引きこもりの問題や、青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害な情報の氾濫、

さらには犯罪や虐待による被害など、子ども･若者をとりまく環境は深刻化しています。このような問題に対して家庭・

学校を含め地域全体で子ども達を守り、支援していくことが必要であるとともに、問題を未然に防ぐために、“家庭教育

力”を高め、子どもが身体・心情・知性ともに豊かに成長していける土壌を作ることが非常に重要といえます。                                             

先述のアンケート結果からも「児童福祉の充実」及び「人口減少対策」いずれの側面からも「子育て支援の充実」に

対する要望が多数寄せられたことから、積極的に家庭教育に関する学習機会の提供を行い、家庭教育力の向上を図ると

ともに、困難を有する家庭には直接アプローチを行う支援体制を確立する必要があります。 

一方で、青少年自身に対しては、様々な体験学習の機会提供により、学校外の場においても健全な育成を進めていく

必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

青少年育成関係機関・各種団

体との連携 

青少年育成市民会議等の青少年関係機関、また、小中学校ＰＴＡ等の各種団体と連携を

強化し、行政と市民が協力した青少年の健全育成を行います。 

子ども・若者育成支援 子ども・若者育成支援施策の総合的推進に努めます。 

青少年の育成支援・社会参画 青少年が社会性及び協調性を身に付け健全に成長出来るよう、様々な体験学習の機会提

供に努めます。 

支援体制の拡充 様々なケースに対応可能で、適切に問題を解決出来る支援体制づくりを推進します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

青少年健全育成研修会の実施回数 ０回 １回×８地区／年 

ジュニアリーダー研修会の実施回数 ０回 １回／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

青少年育成関係機関・各

種団体との連携 

○各種関係機関・団体と協力した青少年対象事業の実施 

○学校・家庭・地域の連携支援 

○巡回活動及び広報活動による、青少年が安全・安心して暮らせる地域づくりの推進 

○ジュニアリーダー育成 

子ども・若者育成支援 ○家庭教育に関する学習機会の提供 

○問題を抱える若者の自立支援 

青少年の育成支援・社会

参画 

○地域の大人による学校外での体験学習機会の充実 

○他世代間交流の推進と機会提供 

支援体制の拡充 ○行政機関内での情報共有による適切な支援の実施 

○訪問型家庭支援体制の確立 

○青少年センターの相談体制の強化 

○非行や犯罪の未然防止体制の充実 

 

目標達成のための役割 

市民 巡回パトロールや研修会へ積極的に参加する。 

地域・企業 青少年自身の非行防止や青少年が犯罪に巻き込まれにくい環境づくりを行う。 

行政 青少年に対する体験学習機会の提供と各家庭に対する支援体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ふれあいルーム 

 

 

 

 

 

 

家庭教育支援講座 
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 生涯学習 

担 当 部 教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

現代の社会において、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。真に豊かな地域社会の実現に向けて本市では、平成 28 年(2016 年)度から 10 ヵ年計画として生涯学習推進計

画を策定し、市民の生涯学習活動の推進に取り組んでいきます。 

少子高齢化や地域における人間関係の希薄化が懸念されるなか、人々が共につながり合う機会として、生涯学習が果

たす役割は非常に重要であるといえます。 

なかでも市内８地区に設置している市立公民館は、地域住民の生涯学習の拠点として、また、人と人がつながり合う

場として、地域に根ざした活動を行っています。 

そのような中、今後一層公民館の担う役割は拡大するものと予想され、機能の充実や老朽化した既存施設の計画的改

修などの対応が求められています。また、生涯学習を推進するためには、学んだ知識や技能を家庭、学校、職場や地域

で生かせるよう、またその成果を発表する場や機会を充実することが必要です。 

平成元年に開館した図書館も平成 27 年（2015 年）度現在では蔵書が約 77,000 冊になり、書庫もほぼ満杯状況にあり

ます。平成 29 年(2017 年)度中に開館予定の新図書館では約 12 万冊所蔵可能な規模となるうえ、これまで以上に様々な

目的を持って来館される市民に向けた設備、サービスを提供できるようになります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

生涯学習推進体制の充実 市民サークル活動のほか、公民館主催の自主事業・講座の充実や、図書館などの生涯学習メ

ニューを充実させ市民の参加機会の拡大に努めます。 

社会教育施設の機能や設

備の充実 

生涯学習活動の核となる公民館の適切な維持管理に努め、利用者のニーズに対応できるよう

機能や設備、運営体制などの充実を図ります。 

市民の「知りたい」「学びたい」を支える施設として新図書館では、これまで以上に様々な

利用者に対し、それぞれのニーズに対応できるよう、蔵書の充実、機能･設備を整えて利用

しやすい図書館作りを目指します。 

人材・組織の育成と連携、

活用 

多様化するニーズに対応するため、地域における人材や組織の育成と連携、活用を促進しま

す。 

子ども読書活動の推進 読書、調べ学習、読み聞かせ会などを開催し、学習基礎となる国語力の向上に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

公民館の利用者数 ７７，０００人／年 ８０，０００人／年 

図書館の来館者数 ２７，０００人／年 ８０，０００人／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

生涯学習推進体制の充実 ○生涯学習プログラムの充実と提供 

○公民館自主事業の実施 

○公民館まつりの充実、発展 

社会教育施設の機能や設

備の充実 

○公民館などの適切な維持管理と機能や設備、運営体制などの充実 

○計画的な蔵書管理と、新図書館開館に向けて蔵書収集を計画的に実施する。 

人材・組織の育成と連携、

活用 

○地域における人材や組織の育成と連携、活用を促進 

子ども読書活動の推進 ○子ども読書活動推進計画の策定 

○読書に親しむ環境づくりの推進 

 

目標達成のための役割 

市民 生涯学習に取り組み心豊かな生活の充実。 

地域・企業 
学習機会を通して地域コミュニティの充実を図る。 

地域住民へ体験学習の場として提供。 

行政 市民がいつでも学習できる環境の整備とその成果を発表、活用できる機会を提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オレンジコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館まつり 
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 スポーツ 

担 当 部 教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

昭和 36年(1961年)に制定されたスポーツ振興法は全面改正され平成 23年(2011年)にスポーツ基本法が制定されまし

た。スポーツ基本法では、スポーツに関する、基本理念を定め、国、地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等

を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項が定められました。 

本市では、ふるさとの川総合公園内施設、マツゲン有田球場や市民体育館、初島庭球場、学校施設などを市民のスポ

ーツの拠点として多くの方に利用されていますが、施設の老朽化が進行し早急に改修等の対応を行う必要があります。 

少年スポーツ分野においては、小中学生において体力の向上がみられるものの、少子化やスポーツの多様化などで、

スポーツクラブの加入者は減少しています。 

また、だれもが気軽にスポーツに親しめるよう市民スポーツ大会やスポーツ教室、体力テストなどを毎年開催し、ス

ポーツ人口の拡大を図っています。 

平成 27年(2015 年)に「紀の国わかやま国体」が開催され、本市では軟式野球、近代３種、ティーボールの３競技が実

施されました。 

市民がスポーツに参加することで元気で活力にあふれたまちにするためにもスポーツ施設の改修、指導者の発掘及び

養成など、有田市の実情に応じたスポーツの振興が出来るようにスポーツ推進計画を策定する必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

競技水準の向上とスポ

ーツ人口の拡大 

地域スポーツの育成を通して、市民一人ひとりがスポーツ活動を主体的・継続的に行える環

境を構築するとともに、競技水準の向上とスポーツ人口の拡大を図ります。 

スポーツ施設の整備 市民のスポーツ・レクリエーションの活動の拠点である社会体育施設と学校体育施設の整備

を推進します。 

生涯スポーツの普及 ニュースポーツなどの生涯スポーツの普及に努め、年齢、体力、性別を問わず気軽に楽しめ

る環境づくりに努めます。 

スポーツ指導者の育成 指導者の発掘、育成などの推進体制の強化を図ります。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

スポーツ教室参加者数 １８８人 ２７０人 

スポーツ教室種目数 １０種目 ２７種目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

競技水準の向上とスポ

ーツ人口の拡大 

○優秀なアスリートが育つ環境整備 

○ジュニアスポーツの育成 

○自主的なスポーツ活動ができる環境整備 

スポーツ施設の整備 ○社会体育及び学校体育施設の改修、整備 

生涯スポーツの普及 ○ニュースポーツの普及 

○総合型地域スポーツクラブの活動支援 

スポーツ指導者の育成 ○指導者の発掘、育成などの推進体制の強化 

 

目標達成のための役割 

市民 スポーツ・レクリエーション意識を高め、積極的にスポーツ活動に参加する。 

地域・企業 
スポーツを通して地域の人たちの交流やコミュニティの形成を図る。 

競技者や競技団体の支援を行う。 

行政 市民が生涯にわたりスポーツに親しめるよう環境づくりの整備・支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オレンジマラソン 

 

 

 

 

 

 

 

サッカー教室 

 

 

 

 

 

 

【資料：生涯学習課】 

ジュニアサッカー 太 極 拳

ジュニアバレーボール ソフトテニス

剣 道 硬式テニス

水 泳 バド ミントン

護身術（少林寺拳法） 合 気 道

平成26年度　スポーツ教室実施種目
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 人権啓発 

担 当 部 
市民福祉部 市民課 

教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

国際連合において、昭和 23 年(1948年)に「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに

ついて平等である」とする世界人権宣言が採択されて以来、国際社会では人権と平和が尊重される社会の実現に向けて

の活動が展開されてきました。 

我が国においては、部落差別という深刻で重大な人権問題が存在し、この問題の解決こそが、人々を真に人権に目覚

めさせ、人権を確立させる基になるとの考えから、長年にわたる努力が積み重ねられてきました。 

現在社会においても、依然として女性や子ども、高齢者、障がい者などに対する人権侵害や差別問題など、さまざま

な人権問題が発生しています。また、インターネット上での人権侵害などの新たな問題も発生しています。 

本市では、人権を尊重する社会の実現を目指して、それぞれの地域で自主的に地区別学習会を開催しているところで

すが、今後もより多くの市民の参加を得ながら地区別学習会を開催していくと共に、人権啓発市民の集いの開催など、

さまざまな啓発活動を展開していくことにより、より一層の人権意識の高揚を図っていく必要があります。 

また、隣保館は住民の理解と信頼を得て、地域に密着した「開かれたコミュニティセンター」としての役割を果たす

ため、より一層の交流活動に取組むと共に、地域福祉活動の推進を図ります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

人権啓発の推進 人権が尊重される社会の実現のため、すべての市民と行政が一体となって、さまざまな啓発

活動を推進します。 

人権相談体制の充実 相談者に十分配慮すると共に、プライバシー保護を図り、相談体制の充実に努めます。 

さまざまな相談に対応するため、関係機関との連携を図ります。 

学校における人権教育の

推進 

人権教育を学校教育の指導の重点として位置づけ、子どもの発達段階に応じた計画的な指導

を教育活動全体を通して行います。 

また、保護者に対しても計画的な教育を推進します。 

隣保館における地域福祉

活動の強化 

地域におけるさまざまな生活上の課題の解決に向けた各種相談事業等に取組みます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

人権尊重地区別学習会参加者 ５６３人 １，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

人権啓発の推進 ○人権啓発事業 

 ・人権尊重地区別学習会 

 ・人権啓発市民の集い 

 ・街頭啓発、企業訪問啓発 

 ・人権尊重指導者養成研修会 

人権相談体制の充実 ○人権擁護委員による人権相談 

○法務局等の関係機関との連携 

学校における人権教

育の推進 

〇人権教育全体計画及び年間指導計画にそった計画的な実施 

〇各校における人権課題の重点化と取組みの推進 

○保護者学級開設事業での取組み（小学校児童保護者に対する人権教育の実施） 

隣保館における地域

福祉活動の強化 

○相談事業 

○交流活動事業 

○各種クラブ活動 

○隣保館デイサービス事業 

 

目標達成のための役割 

市民 人権に関する研修会などに参加し、人権尊重への理解と意識の高揚に努める。 

地域・企業 
自治会を中心として積極的に啓発活動に参加協力する。積極的な人権研修を実施し、個人情報

の保護などの人権の尊重される明るい環境の職場づくりを行う。 

行政 人権に関する学習会などを開催し、市民に人権学習に参加しやすい環境を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権啓発市民の集い 

 

【資料：市民課】 

年度 参加者数

平成22年度 703

平成23年度 662

平成24年度 609

平成25年度 765

平成26年度 563

学習会参加数
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分野別目標 心の豊かさを実感できるまち 

政 策 男女共同参画 

担 当 部 市民福祉部 市民課 

 

現状と課題 

現在、少子高齢化の進展と共に人口減少時代を迎え、生活様式の多様化や家族に対する考え方が変化すると共に、景

気の低迷や雇用の不安定化など、私たちを取り巻く環境は厳しさを増しています。 

平成 24年(2012 年)10 月に行われた内閣府の男女共同参画社会に関する世論調査において、「夫は外で働き、妻は家庭

を守るべきである」という、いわゆる固定的性別役割分担意識については、賛成が 52％、反対が 45％となっています。 

このことからも性別によって役割を決める考え方が、依然として根強く残っていると言わざるを得ません。 

こういった固定的性別役割分担意識を解消し、男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、

男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力のある社会である、男女共同参画社会の実現を目指さな

ければなりません。 

なお、男女共同参画社会実現のための指標のひとつである、本市における政策・方針決定過程においての指導的地位

に占める女性の割合（審議会等における女性委員の割合）は、平成 15 年(2003年)に国の男女共同参画推進本部で決定さ

れた目標である平成 26 年（2014 年）度末時点で 30％に達してはいますが、更に高い目標値を設定し、達成するように

努めることにより、男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

男女平等の意識づくり 男女がお互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と

能力を発揮できるような社会を実現するため、男女共同参画意識の高揚を図ります。 

男女の自立を支える社会

環境の整備 

女性の参画拡大、仕事と家庭の調和、職場における男女平等を推進するための環境づくりを

図ります。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

指導的地位に占める女性の割合 

（審議会等への女性委員の登用） 
３１．９％ ４０．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

男女平等の意識づくり ○男女平等、男女共同参画の大切さが理解されるよう、啓発活動を推進 

○行政における男女平等、男女共同参画の意識の高揚 

男女の自立を支える社

会環境の整備 

○家庭における男女共同参画を促進 

○男女間のあらゆる暴力を根絶するための環境づくり 

○企業と連携を図ることにより、就業における男女共同参画を推進 

○方針の立案・決定の場における女性委員登用の推進 

 

目標達成のための役割 

市民 家庭における男女に不平等な慣習・慣行を是正し、男女平等意識を育んでいく。 

地域・企業 

啓発を推進し、様々な活動への主体的な参加を促進する。女性の能力が正しく評価されるとと

もに積極的な女性登用の促進。また男女の労働者が育児休業や介護休業を取得できる環境づく

りの充実。 

行政 男女共同参画についての知識と理解を深めるための環境づくりに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：市民課】 

年 審議会数（内女性を含む審議会数） 委員人数（内女性委員）

平成２２年 ３７（２２） ７０６（２０３）２８．８％

平成２３年 ４０（２８） ７６５（２４２）３１．６％

平成２４年 ４０（２８） ７６５（２４２）３１．６％

平成２５年 ４３（３１） ８２４（２４８）３０．１％

平成２６年 ４３（３１） ８２４（２５９）３１．４％

審議会等における女性の割合
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分野別目標 魅力あふれるまち 

政 策 観光振興 

担 当 部 経済建設部 産業振興課 

 

現状と課題 

本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文化的史跡、全国に名を馳せる特産品、ここでしか体感

することができない豊かな自然などの観光資源が豊富にあります。有田広域に目を向けると、観光資源はより数を増し、

協力して相互に活用することで他地域にひけをとらない十分な観光潜在力を有しています。しかしながら、新たな観光

資源の掘り起こしや既存資源の活用、産業と観光の連携、マスメディア等への積極的な働きかけなどについて、まだ十

分に行えているとは言えず、観光客が訪れることによる地域の活性化を実感できる状態ではありません。 

観光資源の掘り起こしや既存資源に対するハード及びソフト双方の環境整備をより一層推進し、観光情報を国内外に

積極的に露出する必要があります。また、地域の自然環境や生活、文化を保全、維持しながら、その自然や文化を体感

することを目的に行う体験型観光のエコツーリズムや、健康維持や健康増進を目的としたヘルスツーリズムに代表され

る新しい形態の観光の需要の高まりや関西国際空港に到着する韓国、中国、台湾など周辺アジア各国からのインバウン

ド観光旅行者の増加が顕著になっており、それらに対応できる観光商品の開発や環境整備が今後の課題となっています。

市と周辺自治体との相互協力や地域・地元企業とのタイアップなどを図りながら、ツーリズムの企画、運営などへの協

力、情報の発信、ツアー会社などへの企画の売り込みなどを実施していきます。しかし、観光の形態は時々刻々と変化

しますので、柔軟に対応をしながら施策を進め、「観光客誘致による地域の活性化」という基本的精神に基づき、観光振

興に取り組んでいく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

観光資源の開発と整備 地域の既存観光資源の見直しと整備をし、また新たな観光資源を掘り起こすため、地域から

の情報収集を行うとともに、観光客の受入環境を整え、観光に結びつくように企画していき

ます。 

観光の商品化 観光資源から観光商品を開発、企画し情報発信や観光会社などへの売り込みを行います。 

観光客誘致の推進 ＩＣＴ、メディアなどを活用した観光情報発信の推進と観光に特化させた特産品を、商工会

議所や商店、企業などと協力して、市外、県外で行われるキャンペーン等のあらゆる機会を

利用して販売促進と情報発信を行っていきます。また、新たな顧客獲得を目指し、外国人旅

行客向けのＰＲを行います。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

観光客数 
２７６，７４２人 

（2014観光動態調査） 
３００，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県観光客 

動態調査報告書】 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

観光資源の開発と整備 ○市内観光資源開発整備事業（観光資源の見直しと整備、新たな観光資源を掘り起こすため

の情報収集をします。また、語り部組織の充実など観光客の受入環境を向上します。） 

○新形態観光創造事業（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

をします。） 

○広域観光資源開発事業（有田郡市の市町が相互協力して観光資源の開発をします。） 

○特産品開発企画事業（観光に特化した商品開発や企画をします。） 

○地域資源活用促進事業（地域特有の自然や歴史的文化財・建築物などを保存していくとと

もに積極的に活用する取り組みを進めます。） 

観光の商品化 ○観光の商品化事業（観光資源を使ったツアーや情報発信の方法などを企画、製作します。） 

○広域観光企画商品化事業(有田郡市の観光資源を利用したツアーや情報発信の方法などを

市町が協力して企画、製作します。) 

○特産品販売企画事業（商工会議所などと協力して販売促進計画を企画、製作します。） 

○地場産業観光資源化事業（地場産業と観光が連携した、工場見学や体験ツアーなどの開発

をします。） 

観光客誘致の推進 ○観光商品販売促進事業(観光会社などにツアー企画などを積極的に売り込みます。) 

○観光資源情報発信事業（観光資源についての情報発信をブログやＳＮＳなどで情報拡散す

るとともに、旬の情報を積極的にマスメディアに提案します。また、外国人旅行客に向け

た多言語の情報誌やサイトによる広報に取り組みます。） 

 

目標達成のための役割 

市民 
市民が観光客一人ひとりをもてなす心（ホスピタリティー）で接し、広報的な役割を持って、

市外に情報発信していく。 

地域・企業 
観光資源の情報提供を行政に行うとともに、資源を利用した観光の商品化に向け、協力、企画

をし、特産品などの開発や、特産品の販売促進を積極的に行っていく。 

行政 観光の企画や商品化を推進し、ＩＣＴやメディアなどを利用した観光情報を発信していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸我稲荷神社 

 

 

 

 

地ノ島海水浴場 
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分野別目標 魅力あふれるまち 

政 策 文化・芸術 

担 当 部 教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

地域社会が成熟化するに伴い、より豊かさやうるおいのある生活スタイルが求められていますが、その欲求を満たす

手段として、芸術・文化は大きな役割を果たしています。 

本市では、文化祭・美術展、芸能大会、公民館創作展など文化イベントへの参加者を見ても、市民の芸術・文化に対

する意識の高まりが感じられます。さらに、市民主催でも多様なイベントが開催され、市民が身近に芸術・文化にふれ、

表現できる機会が充実しています。 

課題として、それぞれの関係者の世代交代が進まず、年々高齢化し、関係者数が漸減していることがあげられます。

しかしながら、特により若い世代で、潜在的な欲求は多種多様に存在すると思われ、人材の発掘及び多様なニーズの把

握とフォローが必要になると思われます。 

公民館や文化福祉センターなどの既存の関連施設については、コスト意識を持って維持管理しているところですが、

老朽化した設備の修繕・更新を適切に行う必要があります。それに加えて、平成 29 年(2017年)度オープン予定の（仮称）

地域交流センターや図書館を含め、それぞれの施設が今まで以上にそれぞれの目的を持った拠点施設として活用できる

ようにしなければなりません。 

情報分野においては、情報の効率的な提供・活用体制を確立し、積極的なＰＲを図る必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

芸術・文化意識の高揚 市民に耳を傾け、新しいニーズを掘り起こし、多様な芸術・文化に触れる機会を提供すると

ともに、市民参加型の事業を展開することで意識の高揚を図ります。 

芸術・文化活動への支援 地域の芸術・文化に関連する指導者やボランティアの発掘や養成に努めます。さらに、芸術・

文化活動に必要な情報を提供します。 

文化財の保存に努め、伝統文化の継承を支援します。 

施設の適切な維持管理と

整備 

公民館や文化福祉センターを芸術・文化活動の拠点として利用しやすいよう必要な維持管理

と、多様なニーズに応じた整備を行います。 

情報ネットワークの活用 インターネットを活用し、市民同士の交流を深めたり、増加しつつある外国人観光客に対し

て有田市の文化をスムーズに理解してもらう。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

有田市美術展部門数 ３部門 ３部門 

有田市美術展出展数 １２２点 ２００点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

芸術・文化意識の高揚 ○優れた芸術・文化に触れる機会の提供 

○新しい芸術･文化のニーズの掘り起こし及び触れる機会の提供 

○市民参加型の事業の展開（各公民館の創作展や美術展等） 

芸術・文化活動への支援 ○芸術・文化に関連する指導者及びボランティアの養成 

○芸術・文化活動に必要な情報の提供 

○無形文化財などの継承を支援 

施設の適切な維持管理と

整備 

○図書館、（仮称）地域交流センター、公民館、文化福祉センター、資料館施設をそれぞれ

の拠点として整備・管理 

○市民の交流の核となる人物の発掘・育成 

情報ネットワークの活用 ○ホームページの充実・多言語対応 

・ＳＮＳの活用 

・Ｗｉ-Ｆｉ設備の整備と活用 

・展示物と多言語対応したネットコンテンツをリンクする。 

 

目標達成のための役割 

市民 芸術・文化に関心を持ち、積極的に活動に参加する。 

地域・企業 伝統文化の継承や地域に根付いた芸術・文化の活性化を図る。 

行政 優れた芸術・文化に触れる機会の提供や芸術・文化活動に必要な情報の提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美術展 

 

 

文化祭 

 

 

 

 

 

 

芸能大会 
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分野別目標 魅力あふれるまち 

政 策 文化財 

担 当 部 教育委員会 生涯学習課 

 

現状と課題 

本市では平成 27年（2015年）度現在、国や県、市あわせて 104件の有形無形文化財が指定されています。 

さらに、平安時代以降、「蟻の熊野詣」と称された熊野街道が本市の宮原・糸我を通過するとともに、高野街道との分

岐点でもあることから、盛んな人々の往来とともに、都の文化が数多く運ばれ発展してきた地域でもあります。それを

裏付けるかのように、縄文時代から中世に至る埋蔵文化財包蔵地も市内各所に散在し、古くから人々の生活が多くの文

化財とともに、この地に脈々と受け継がれ、現在に至っていることがうかがえます。 

ただ、一般的には文化財愛護に対する意識が一部の指定文化財等に向けられているのが現状であります。これら先人

達が遺した豊富な文化財や歴史資料を、現在に生きる我々の共有財産として市民の文化財愛護意識高揚につなげ、永く

後世に伝える必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

文化財保護の充実 市民共有の財産である文化財を永く後世に伝えるため、修理、保存に努めます。 

文化財資料の収集･保存

の充実 

文化財資料の散逸を防ぐため、収集、保存に努めるとともに、市民の文化財愛護意識の高揚

を図るため、収集資料の公開に努めます。 

人材･組織の育成支援の

充実 

伝統文化の保護継承を図り、後世に永く伝えるため、後継者育成、保存組織等の支援に努め

ます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

文化財講座の実施数 １回／年 ３回／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：生涯学習課】 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

文化財保護の充実 ○国県市指定文化財の保護支援の充実 

○有形無形の未指定文化財の調査体制の充実（岩室城址の国指定化等） 

○各種文化財の特性に応じた修理保存計画の充実 

○文化財愛護意識高揚啓発活動の促進 

文化財資料の収集･保存

の充実 

○文化財資料の調査 収集 公開体制などの充実 

人材･組織の育成支援の

充実 

○地域伝統文化継承の人材･組織の育成と支援活動の促進 

 

目標達成のための役割 

市民 郷土愛に誇りをもつ文化財愛護意識の充実。 

地域・企業 市民共有の文化遺産であるとの意識のもと、文化財保護継承の推進活動の充実を図る。 

行政 文化財保護･育成の支援や調査収集資料の適切な公開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸我得生寺 来迎会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正善寺 大日如来坐像 

絵
画

彫
刻

工
芸

書
跡

考
古

国 2 0 5 2 0 0 0 2 0 0 0 11

県 0 2 3 2 0 2 0 3 0 0 2 14

市 13 7 27 4 7 8 2 7 0 2 2 79

計

指定文化財の現況（平成28年1月末現在）

区
分

無
形
民
俗
文
化
財

建
造
物

美術工芸品

歴
史
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分野別目標 魅力あふれるまち 

政 策 海外進出 

担 当 部 
経営管理部 秘書広報課 

経済建設部 産業振興課 

 

現状と課題 

本市は昭和 40 年(1965 年)８月 26 日にアメリカ合衆国カリフォルニア州デレノ市と「姉妹都市」提携を結び、相互訪

問の歴史があり、平成 12年(2000年)には提携 35周年を記念し、有田市少年少女合唱団が訪問しました。 

このようなことから、現在では民間団体や市民が国際親善協会の会員として、国際交流の取り組みを行っているのが

現状です。 

一方、TPP協定が大筋合意となり、社会はグローバル化が一層加速し、その一方で国内市場は人口減少とともに縮小に

向かうと言われています。有田市には有田みかんや太刀魚のほか、優れた地域産品や製品が存在しています。新たな販

路として海外市場という選択肢が叫ばれている中、平成 21 年(2009年)には中国大連での太刀魚、平成 22年(2010年)の

ＵＡＥ（アブダビ）・平成 26 年(2014 年)の香港での有田みかんなど、本市の特産品を市長自らが販路拡大のためトップ

セールスを行っています。今後もこうした PR 活動を実施しながらも、海外市場は決して安易な販路ではないことも充分

に理解した上で、海外での活動経験が少ない事業者や生産者が、自らの主体的な意思と行動で、継続的な輸出が実現で

きるよう国や県とも連携した上で「事業者目線」に立った支援活動を展開していく必要があります。 

また、観光面では、本県を観光目的で訪れる観光客も年々増加していることから、本市観光協会とともに積極的に旅

行会社などに観光客誘致を働きかけ、外国人観光客の獲得に乗り出し、本市固有の観光資源並びに特産品を世界に広め、

本市の良さを世界に発信し、グローバル社会に対応できるまちづくりを推進します。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

ホームページの充実 今以上に本市の情報をホームページに掲載し充実させることで、世界が注目する有田市を目

指します。 

地域資源の海外市場への

支援 

本市の特産品等をトップセールスをすることで注目を集め、世界に有田市を発信するととも

に、海外市場における事業者のリスク軽減、困難克服ができるよう、県等と情報共有や連帯

行動をすることで、事業者と内外ネットワークの支援者となります。 

観光面での国際交流 観光協会と連携しながら、外国人観光客の誘致に乗り出し、国際交流を図ります。 

民間の国際交流の支援 民間や市民が外国人を受け入れる際の環境面などの支援を行います。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

特産品等のトップセールス 香港でのＰＲ 引き続き各国でＰＲ 

海外販路開拓事業補助件数 － ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

ホームページの充実 ○新しい発想で世界に通じるホームページの作成をします。 

地域資源の海外市場へ

の支援 

○市の姿勢や意気込みを伝え、また安心感を与えるため、市長自らトップセールスします。 

〇県等と情報共有や連携をはかり、あらゆる機会を捉えながら、事業者と内外ネットワーク

をつなぎます。 

〇国内外販路開拓支援事業補助金により、海外市場に向け積極的に販路を開拓する、もしく

はインバウンド需要を積極的に取り込もうとする事業者・生産者を直接支援します。 

観光面での国際交流 ○旅行会社と連携し、外国人観光客の誘致をします。 

○外国人観光客への特産品のＰＲをします。 

○外国人旅行者に向けた多言語の情報誌やサイトによる広報に取り組みます。 

民間の国際交流の支援 ○外国人労働研修生の積極的な受け入れを支援します。 

○国際交流を目的としたホームステイなどの受け入れを支援します。 

○行政として国際交流を支援します。 

 

目標達成のための役割 

市民 「世界に誇れる有田市」を目指し、それぞれがグローバル感覚を意識する。 

地域・企業 
世界に誇れるまちづくりのため、環境美化並びに本市固有の歴史や文化を地域ぐるみで継承し、

グローバル感覚を持って積極的なセールス活動を行う。 

行政 
日本一の特産品を有するまちということを自覚しながら、積極的にまち全体をＰＲするため、

他国と交流する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港訪問時の市長によるＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国人訪問者からの表敬訪問 
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分野別目標 地域特性を活かした強い産業のまち 

政 策 農業の振興 

担 当 部 経済建設部 有田みかん課 

 

現状と課題 

本市の農業は、かんきつ類を主体に水稲、野菜、花きなど栽培されていますが、そのほとんどが、基幹産業である温

州ミカンです。そのミカンにおいても経済不況や貿易の自由化の流れの中で、世界中から様々な種類の農産物が入って

くることにより、消費者の嗜好が変化し、ミカン消費の減退が大きく、価格が不安定な状況です。 

そのため、担い手の減少や後継者の問題、農業従事者の高齢化などにより、先人が苦労して築き上げた有田独特の段々

畑ミカン園の荒廃化などが進んでいます。 

しかしながら、有田みかんの発祥の地として、400 年以上の歴史と伝統を持つ貴重な地域資源をミカン農家や地域住民

が一体となって「ミカンのまち有田市」の定着に向けて取り組む必要があります。 

これら諸課題への対応として、生産面に関する基盤整備の推進や高品質ミカン生産拡大を基本に農業経営の強化に努

め、農業振興施策を積極的かつ継続的に取り組んでまいります。 

平成 22年(2010 年)より有田みかんを再ブランド化していくため、原産地呼称管理制度を導入し、さらなる認定数を増

やし、ブランド向上に努めてまいります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

農業生産基盤の整備促進 日本一にふさわしい有田独特の石垣積の段々ミカン畑の園地保全及び多目的スプリンクラ

ーなど省力化施設の整備、集出荷施設の整備を推進していきます。 

高品質ミカンの生産拡大

と有田みかんのＰＲ活動 

老木不良系統園の若返りと優良系統の拡充を目指すとともに、マルチ栽培などの技術及びせ

ん定などの生産技術の向上を図ります。また消費者ニーズや市場動向などの情報収集を行

い、生産から販売面までの有効的な体制づくりを確立します。 

農業経営の強化 効率的な生産を図るための経営パターンの確立による経営規模の拡大推進に努め、担い手農

家の育成を図ります。また、後継者の確保や新たな農業経営を営む農業の法人化への取り組

みも支援します。 

農業環境の保全 農地の流動化の推進、有害鳥獣の駆除など生産農地の保全対策に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

認定農業者数 ２３４戸 ３００戸 

高品質ミカン生産のマルチ栽培面積 ７３．５ｈａ １００ｈａ 

新規就農者数（Ｕ・Ｉターン含む） １５名／年 ７名／年 

農業の法人化（６次産業化含む） ５社 １０社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

農業生産基盤の整備促進 ○農業生産基盤整備事業（農業用施設の整備） 

○日本型直接支払事業 

 ・中山間地域等直接支払（有田みかんが誇る傾斜地ミカン園の保全と園地基盤の整備） 

 ・多面的機能支払（地域資源の質的向上を図る活動） 

 ・環境保全型農業直接支払（自然環境の保全に資する農業生産活動） 

○省力化施設整備事業（多目的スプリンクラー、園内軌道などの整備） 

○有田みかんの里づくり整備（有田独特の石垣積の段々畑の園地保全） 

高品質ミカン生産拡大と

有田みかんのＰＲ活動 

○改植更新事業（優良系統への更新）、マルチ栽培実施（味一など高品質ミカンの生産拡大

を図るための栽培技術） 

○生産技術の向上を推進 

○有田みかん消費拡大事業（みかんの花街道ウォークなどのイベント、消費地でのＰＲ活

動、消費者アンケート調査・市場動向など） 

○原産地呼称管理制度の実施（消費者のニーズにあった有田みかんを市が認定） 

農業経営の強化 ○各種基礎調査及び資料作成（後継者や機材の状況、耕作放棄地等） 

○就農者の確保（後継者として新規就農者、Ｕ・Ｉターン者が農業へ参入できる環境づく

り） 

○認定農業者の育成（専業的農業者の拡大） 

○農地の流動化の推進（農地の貸借などを推進し、専業的農家の経営規模の拡大） 

○農業の法人化の推進（農業主導型６次産業化整備など推進） 

農業環境の保全 ○有害鳥獣の駆除などの推進（農作物に被害を及ぼす鳥獣の駆除） 

○農業生産環境の保全推進（農薬の適正使用などの推進） 

○農地の流動化の推進（農地の賃借などを推進し、農地の荒廃化を解消） 

 

目標達成のための役割 

市民 
基幹産業である「ミカン」を地域住民から全国へ発信し、市内でのイベント（花街道ウォーク）

などへの参加も積極的に協力する。 

地域・企業 
地域の活性化のため、農家と地域住民が一体となって、ミカン生産の環境づくりを行う。 

６次産業化などミカン農業も、今後企業、他産業の方々と連携をとって実施する。 

行政 
各農業関係団体と連携して目標達成に向けた施策を行う。現時点では、全国初の市が原産地呼

称制度に取り組むなど、ミカン農業の振興に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：有田みかん課】                【資料：農林業センサス】 
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分野別目標 地域特性を活かした強い産業のまち 

政 策 水産業の振興 

担 当 部 経済建設部 産業振興課 

 

現状と課題 

本市の漁業は、箕島漁港の小型底びき網漁業を中心に、瀬戸内海機船船びき網、逢井・千田漁港の定置網、それに一

本釣り、刺し網、青のりなどがあり、県下沿岸漁業の総水揚げ量最上位にあって、特に“たちうお”は全国第一位を誇

っています。水揚げされた鮮魚などは、主に韓国や京阪神方面へ、水産加工品である蒲鉾、シラスは、主に京阪神方面

へ出荷されています。しかし、漁獲量及び水揚げ金額ともに緩やかに減少傾向にあり、水産資源の減少、魚価の低迷や

高齢化・後継者不足による漁業者の減少など、漁業環境は厳しい状況になっています。 

本市では、稚魚の放流など「育てる漁業」を推進しています。また魅力ある漁業を目指し、漁業環境の改善を図りな

がら、資源の維持拡大とその効果的な利用を図る必要があります。また安定した漁業経営を確立するため、水産物の安

定供給、高付加価値化・ブランド化に取り組むとともに、多種多様な水産物の水揚げがある優位性を活かし、消費者ニ

ーズに応じた消費及び販路の拡大を推進していく一方で、より安全で円滑な就労環境の改善を図る必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

漁港整備の推進 漁港整備を計画的に推進します。 

漁港内に堆積する土砂などの撤去による漁港機能の維持・強化を図ります。 

漁場整備・保全の推進 海底堆積物の除去など、漁場環境の整備・保全を図ります。 

後継者育成と漁業経営の

強化の推進 

漁業後継者育成支援事業の実施を推進します。 

研究会・グループ活動を推進するとともに、水産物の高付加価値化・ブランド化を推進しま

す。 

育てる漁業の推進 稚魚などの放流を推進します。 

水産物の消費拡大・付加価

値の向上 

「太刀魚と言えば有田市」という文化を創出します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

漁業後継者支援事業 ８名 ５名 

水産資源増殖振興事業 ３事業 ４事業 

「たっちょの日」キャンペーン参加 － ６店舗／年 

魚のさばき方教室参加 － １００名／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：産業振興課】 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

漁港整備の推進 ○漁港整備事業（防災対策としても必要な漁港施設整備を推進する。漁港内の堆積土砂を浚

渫し、漁港機能の維持・強化を図ります。漁港施設を計画的に管理し、長寿命化を図りま

す。） 

漁場整備・保全の推進 ○環境保全創造事業（有田川河口沖合の海底の堆積物を除去するなど、漁場環境の整備・保

全を図ります。） 

後継者育成と漁業経営

の強化の推進 

○漁業後継者支援事業（漁業就業者の高齢化や後継者不足解消のため、船舶免許・無線免許

取得・家賃などを支援します。） 

○水産物の高付加価値化・ブランド化を図り漁業経営の強化を推進します。 

育てる漁業の推進 ○水産資源増殖振興事業（稚魚などの放流） 

水産物の消費拡大・付

加価値の向上 

〇魚の町でありながらも、身近に触れる機会が少なくなってきていることから、「たっちょの

日」を制定し、その日は特に飲食店や家庭において消費喚起を促し、魚を食べる機会を増

やします。 

 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、技術や料理法を身に付けて

もらい、新たなレシピをつくりながら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り組みを進めます。 

 

目標達成のための役割 

市民 地場産水産物の消費拡大。 

地域・企業 
水産資源の保護、安定供給。 

水産品のブランド化。 

行政 漁業環境の改善と育てる漁業の推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底びき網漁船「ウタセ」 
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分野別目標 地域特性を活かした強い産業のまち 

政 策 商工業の振興 

担 当 部 
経済建設部 産業振興課 

経営管理部 経営企画課 

 

現状と課題 

本市の商業の状況は、小売業においては、市内外の大型店やコンビニエンスストアへ買い物客の流出が続いており、

中心商業地に空き店舗が増加し、空洞化が広がり、商店街がその形態をなくし、まちの活力が低下しつつあります。市

内の産業は、基幹産業である石油精製工場の業績に、大きく影響を受けていますが、商工業の発展による所得、雇用の

増大に対する市民の期待は高く、若者が定着できる職場や地域の活性化のため積極的な企業誘致を行っていく必要があ

ることから条例を改正し、助成対象や助成額を拡大し企業誘致の推進に努めています。 

市民の消費生活が市内で充実することは定住環境を整え、地域の活性化へとつながります。経営者自らが消費者の多

様なニーズに対応していくといった経営意識や他の産業分野との連携なども視野に入れ、培われた経営のノウハウを活

かした新しい商業体型の創出と、意欲ある後継者を育成するために、魅力ある商業形態を構築する必要があります。 

そのためには、商工会議所などの関係機関と連携をとり、市民が市内で充実した消費生活を営み、市内の商業が活性

する施策や支援を行っていくことが課題となります。 

また、地場産業の活力が失われつつあるため、技術革新や情報化への対応と高付加価値をつけた商品開発や販路拡大

を図り新たな地域産業育成に取り組んだり、新規起業を後押しする取り組みが望まれます。 

今後は関係機関・団体とも協力しながら、既存産業の経営基盤強化支援とともに、新規に創業する者及び就労する者

への積極的な支援に取り組みます。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

商品開発及び販売促進

とＩＣＴなどを活用し

たＰＲ戦略 

特産品などを利用した商品開発や有田ブランドの価値を高めるものづくり活動を支援しま

す。商品や特産品などの販路拡大・販売促進をインターネットやマスメディアを活用して情

報を発信、ＰＲなどを関係機関、団体などと協働の上支援します。 

就業者支援対策や後継

者の育成 

関連機関と連携して就労環境の整備に努めます。 

映像等のメディアを活用して「しごと」の魅力や事業者情報を発信することにより、雇用の

ミスマッチの改善や人材不足の解消を図り、持続的な経営の推進を支援します。 

後継者育成のため、関係団体などへの支援、協力要請をします。 

企業の誘致や起業者の

支援 

新規企業の誘致活動や市内企業の遊休地活用などを関係企業や機関と協働して、企業立地を

支援します。起業をしようとする新規経営者などの支援や情報提供を行います。 

既存産業の安定化支援 異業種交流、産官学の連携による経営の安定化を図る支援をします。 

利子補給制度の充実を図るとともに財源確保を関係機関と連携し国・県に要望します。 

商店と地場産業の活性

化及び産業の観光資源

化 

地場産業を観光資源化することにより、産品のＰＲ、普及を図ります。 

商店の存続や新規開業などの活力を呼び起こすための支援をします。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

企業誘致数 ０社 ３社 

創業セミナー参加者数 ０人 ５０人 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

商品開発及び販

売促進とＩＣＴ

などを活用した

ＰＲ戦略 

○商品開発及び販売促進事業（特産品などを利用した商品開発や有田ブランドの価値を高めるため

の技術開発、関係機関・団体と協働した販売活動を促進します。） 

○販路拡大支援事業（市場などの情報提供による新規販売路を開拓します。） 

○情報発信事業（Ｗｅｂサイトなどを利用した情報発信や販売、ふるさと応援寄附制度などを活用

した広報活動、ＰＲイベントの実施、マスコミへのＰＲ活動をします。） 

〇国内外販路開拓支援事業補助金(国内外問わず、販路開拓に係る積極的な活動を支援します。） 

就業者支援対策

や後継者の育成 

○就業機会の確保などの支援事業（関連機関と連携して就職希望者を支援します。） 

○後継者育成事業（各種産業の次期担い手の育成や活動を支援します。） 

企業の誘致や起

業者の支援 

○企業誘致・立地促進事業（新規企業の誘致活動や遊休地活用などを関係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。） 

○起業者支援事業（創業希望者を対象としたワンストップ相談窓口を設置し、創業セミナーを実施

します。また、各支援機関と連携しながら支援や情報を提供します。） 

既存産業の安定

化支援 

○既存産業経営基盤安定化事業（産業基盤を安定化するために関係機関と連携を取り支援策を講じ

ていきます。） 

商店と地場産業

の活性化及び産

業の観光資源化 

○空き店舗など活用支援事業（駅前商店街の空き店舗を活用して、数店舗の商店が合同販売などを

行う事業を推進します。） 

○商店街活性化支援事業（商店街を存続させるため、関係機関などと連携し支援していきます。） 

○地場産業観光資源化事業（蚊取線香、手袋、水産加工工場などの地場産業を観光資源化し、工場

見学・体験ツアーの開発と観光客の誘致を図ります。） 

 

目標達成のための役割 

市民 
市内での消費や産業を活性化することは、有田市を発展させ次代を担う世代のためであるとい

う共通認識を持つ。 

地域・企業 
自身の産業だけでなく、他の産業とも連携し、新しい産業基盤の構築を目指し、自助努力によ

る経営安定化はもちろんのこと、行政からの支援や市民との交流を通して図っていく。 

行政 
市内の産業基盤を安定化させ、発展させるためにあらゆる支援策を施し、企業、市民とともに

手を携えて行動していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県工業統計調査】            【資料：和歌山県商業統計調査】 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 効率的な土地利用 

担 当 部 経済建設部 建設課 地籍調査課 

 

現状と課題 

本市は山と海に囲まれ、市中央部を有田川が流れる自然環境に恵まれた土地で、総面積 36.92km2のうち宮原町畑地区

の一部と沖の島を除いた 33.51㎞ 2を都市計画区域に指定しています。そして、様々な用途や形態の建築物が無秩序に立

ち並ぶことなどによる生活環境を防ぐため、各種用途に応じた土地利用を誘導してきました。しかしながら、市中心部

から農村部への人口移動が顕著に見られ、中心部では市街地の活性化・再開発、周辺部では宅地と農地の混合地域増加

などへの対応の必要があります。 

土地利用を進めるに際し欠かせない地籍の調査・確定について、本市は平成６年(1994 年)度から地籍調査に着手し、

平成 34年(2022 年)度までに完了すべく事業継続中です。平成 27年(2015 年)度時点での調査完了面積は要調査面積の約

78％であり、民間委託により計画的・効率的に事業を進める必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

地籍調査の推進 土地の有効利用を図り、まちづくりを円滑に進めるために、地籍調査を推進します。 

計画的な土地利用 美しい自然環境との調和を図り、効率的な都市づくりのため土地利用の誘導及び有効活用を図り

ます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

地籍調査の推進（調査面積） ２５．０１km2 ３４．００km2 

地籍調査の推進（進捗率） ７３．０％ １００．０% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

地籍調査の推進 ○調査を効率的に行うために、全地区を委託調査に移行していくことで地籍調査を推進します。 

計画的な土地利用 ○効率的な土地利用を推進するため、用途計画の見直しに努めます。 

 

目標達成のための役割 

市民 
計画的な土地利用への積極的な参加。 

地籍調査の理解及び協力をする。 

地域・企業 地域ぐるみでの計画的な土地利用への積極的な参加と適正な土地利用への協力。 

行政 
自然環境と調和した土地利用の推進。 

地籍調査の内容などについて、情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍調査現場の様子 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

 

 

 

 

 

地籍調査前（公図）                    地籍調査後（地籍図） 

 

地籍調査が終了すると、公図から地籍図に登記が改められ、世界測地系で管理されます。 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 まちの整備 

担 当 部 経済建設部 建設課 

 

現状と課題 

本市の道路は、平成 27年度現在、国道２路線、県道６路線の広域基幹道路と市道 766路線で形成されています。 

国道については、国道 42号有田海南道路が現在事業中であり、現国道の渋滞解消、災害時の緊急輸送道路として、大

変重要であることから早期供用が望まれています。また国道 480 号については、交通安全や観光の促進、地場産業の振

興などのためにも屈曲区間の整備は重要です。 

県道については、国道 42号を補完し海岸部を通る幹線道路である県道有田湯浅線（キララ・ときめきロード）は早期

整備が望まれています。 

市道については、都市計画道路、幹線道路及び生活道路を計画的に整備し、特に高齢化が進む状況では、交通バリア

フリーなどに対応した道路整備を行います。和歌山県のサイクリングロード計画に関連する区間については、ブルーラ

イン等の整備を行います。また都市計画道路については、人口減少や土地利用状況など社会情勢の変化に対応した道路

網を再検証する必要があります。その他、市内には老朽化した橋梁があり、これら橋梁の維持管理のために橋梁長寿命

化修繕計画の充実及びこれに基づく計画的な修繕の必要があります。 

港湾については、特定重要港湾である和歌山下津港有田港区があります。有田港区での取扱貨物は、輸入原油がほと

んどであり、平成 27年現在で和歌山下津港における原油取扱量の約 80％を占めています。 

下水道については、公共下水道事業は巨額な事業費と長期間に及ぶ工事などが予想されています。今後は合併処理槽

や集落排水などとの適正な分担を費用対効果の観点から見直した上で、環境保全に努める必要があります。 

公園・緑地は年少者や高齢者などが安心して遊べる場、市民の憩いの場として、また災害時の緊急避難場所や延焼防

止など防災上からも必要な都市空間です。本市においては、７箇所の都市公園と 15 箇所のその他公園が設置されていま

すが、一人あたりの都市公園面積は平成 27年 4月時点で 9.07㎡と都市公園の標準面積 10 ㎡を下回っています。 

公園の施設については、市民が安全・快適に利用できるように定期的な点検と維持修繕を行う必要があり、特に都市

公園については、公園施設の長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行うことを目的に公園施設長寿命化計画を平成 24

年度に策定し、計画に基づいた整備に取り組んでいます。 

また、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環境の構築を図ります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

広域幹線道路の整備促進 他市町村との広域的な連携や交流を図るための広域基幹道路網整備を促進します。また

市内幹線道路の整備を促進します。 

安全な道路環境の整備促進 安全・快適に利用できる道路づくりのため、維持補修に努めます。また、橋梁の点検及

び橋梁長寿命化修繕計画の充実及びこれに基づく計画的な修繕策定に努めます。 

公園施設の充実 市民の憩いの広場、災害時の避難場所などとして多様な機能を担う公園の充実を図りま

す。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

橋梁長寿命化修繕計画の策定 
１００．０％ 

（橋長１０ｍ以上） 

１００．０％ 

（橋長２ｍ以上） 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

広域幹線道路の整

備促進 

○国道 42号有田海南道路事業（国道 42号有田海南道路の早期供用開始に向け事業を推進します。） 

○県道有田湯浅線整備促進事業（キララ・ときめきロードの早期整備に向け事業を推進します。） 

安全な道路環境の

整備促進 

○市道整備事業 

○橋梁長寿命化修繕計画策定事業（老朽化により橋梁の修繕架け替えに係る費用を縮減するために

橋梁長寿命化修繕計画の充実及びこれに基づく計画的な修繕に努めます。） 

公園施設の充実 ○公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備事業（公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の

長寿命化対策と計画的な改築・更新を推進します。） 

 

目標達成のための役割 

市民 まちの整備への理解と協力。 

地域・企業 地域ぐるみでまちの整備への理解と協力。 

行政 市民が安全に利用できるまちづくりの推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港町児童公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）有田市地域交流センター完成予想図 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 公営住宅 

担 当 部 経済建設部 建設課 

 

現状と課題 

本市には、公営住宅が市営と県営を併せて平成 27年度現在 533戸が建設されています。このうち市営住宅は 383戸が

建設されていますが、宮崎と古江見の２地区 53戸は昭和 28年(1953 年)の水害の復興住宅として建設された木造住宅で、

耐用年数を大きく超え老朽化が著しく、また宮原と港と初島の３地区 330 戸は鉄筋コンクリート造ですが、既に耐用年

数の半分を経過し、今後 10 年から 20年の間に耐用年限が集中的に到来します。 

このように古い住宅が主体であるため、今後、最低限の機能性を維持していくための修繕が多発することが予想され

ます。また、入居者の高齢化や障害者への対応として住宅の機能向上が求められています。 

これらの課題に対して、平成 11 年(1999年)度に「有田市営住宅再生マスタープラン」を平成 14年(2002年)度には「有

田市営住宅ストック総合活用計画」を策定し、団地毎に建替・改修・譲渡を計画し、外壁補修・屋上補修・ベランダ補

修を実施しました。 

今後も計画に基づき取り組んでいく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

計画的な建替・改修・譲渡 各団地の実態と入居者の意向を踏まえた上で、計画的に修繕を行い、公営住宅の適正運営

を推進します。 

居住機能の向上 安全で快適な住環境の促進に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

老朽箇所の点検 ３１％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

計画的な建替・改修・譲渡 ○ストックの有効活用事業（耐用年数を過ぎていない継続して使用する住宅については、

計画的に必要な改修を行い、本市の財産（ストック）である既存市営住宅の有効活用に

努めます。） 

居住機能の向上 ○市営住宅のバリアフリー化事業（高齢者や障害者が安全に快適に居住できるよう浴室

などのバリアフリー化・トイレの水洗化など住宅の機能向上に努めます。） 

 

目標達成のための役割 

市民 公営住宅の整備への理解と協力。 

地域・企業 地域ぐるみで住み良い環境づくりに努める。 

行政 快適な公営住宅・住環境の整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：建設課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県建築住宅課】 

 

 

地区 建設年度 構造 戸数（戸） 床面積（㎡）

糸我 昭和51年 鉄筋 56 59.2／62.7

宮原 昭和54年 鉄筋 24 67.0

港 昭和58～59年 鉄筋 70 73.0

計 150

県営住宅の状況（平成27年4月）

地区 建設年度 構造 戸数（戸） 床面積（㎡）

宮崎 昭和28年 木造 24 32.2

古江見 昭和29～30年 木造 29 30.2／45.6

宮原 昭和49～50年 鉄筋 22 59.9

港 昭和52～58年 鉄筋 104 63.0

初島 昭和52～59年 鉄筋 204 56.1／57.2／63.0

計 383

市営住宅の状況（平成28年1月）
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 水の安定供給 

担 当 部 
水道事務所 

経営管理部 経営企画課 

 

現状と課題 

本市の上水道事業は、昭和 35 年(1960 年)の供用開始後、４次の拡張事業を経て普及率が平成 27 年 3 月 31 日時点で

99.7％と全国平均を上回る高い水準にあります。 

豊富できれいな地下水を水源としていますが、水量的にはこれまでの浄水・配水施設の新設・更新及び配水管の口径

拡大・ネットワーク化など、また、安全面では定期的な水質検査の実施などにより、50 年以上経過した今日に至るまで

継続して、「安全で美味しい水」を住民の皆様方に安定して供給することができています。そして、近年における貯水施

設等の新設・更新の際には応急給水拠点としての機能も併せて整備するなど、災害時における水の確保にも努めていま

す。 

一方、経営面においても常に合理的・効率的な経営を努めている中で、平成 26年(2014年)度からは検針業務、集金業

務、滞納整理業務、窓口受付業務、調定･更新業務、料金請求･収納業務、水道メーター検定満期取替計画業務、開栓・

閉栓業務を民間委託し、経営効率及びサービスの向上に努めています。 

しかし、人口減少社会の到来や自然環境及び生活環境の変化など、水道を取り巻く環境の大きな変化により、平成 8

年(1996 年)度をピークに水の需要は減少に転じ、給水収益も平成 12 年(2000 年)度以降、毎年減少が続き厳しい経営状

況になっています。引き続き人口の減少が予想されていることから、さらなる給水収益の減少が予想されます。その上、

上水道事業開始後 50年以上経過し、水道施設の老朽化が進み、更新時期を迎える施設・配水管等が多くなっていますが、

住民の皆様方に安定して供給するためには維持更新していく必要があります。今後の維持更新等の投資的経費の増加も

相まって、経営状況は非常に厳しくなることが予想されます。 

地域住民が将来に亘って今までと同様に水道の恩恵を享受できるように、一層の経営の効率化を推進し、経営コスト

の削減に努めるとともに、収益の確保も検討しながら健全運営に取り組む必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

業務運営の改善 平成 26年(2014 年)度より、検針業務、集金業務、滞納整理業務、窓口受付業務、調定･更新業

務、料金請求･収納業務、水道メーター検定満期取替計画業務、開栓・閉栓業務を包括で民間委

託しています。今後も他に委託できる業務はないか検討すると共に、経営の効率及びサービス

の向上に努めます。 

経費の抑制 給水量などを勘案しながら、動力費などの経費抑制に努めます。 

応急給水拠点の整備 市内７箇所の応急給水拠点を整備・強化します。 

水道老朽施設の更新 施設・管路更新計画を作成し、施設・管路の更新･耐震化を図ります。 

水道水のＰＲ 本市の安価で良質な水道水を内外にＰＲします。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

検針業務の一括委託 民間業者包括委託 民間業者包括委託 

閉栓・開栓業務の委託 民間業者包括委託 民間業者包括委託 

管路の耐震化率 １．５％ ５．４％ 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

業務運営の改善 ○今後も、検針業務、集金業務、滞納整理業務、窓口受付業務、調定･更新業務、料金請求･収

納業務、水道メーター検定満期取替計画業務、開栓・閉栓業務を包括で民間委託します。さ

らに、他に委託できる業務はないか検討すると共に、経営の効率及びサービスの向上に努め

ます。 

経費の抑制 ○配水量が年々減少する中、ポンプの稼働時間の調整等により、動力費の抑制に努めます。 

○新設、布設替時における管口径の検討を行い、適切な口径を選定することにより経費抑制に

努めます。 

応急給水拠点の整備 ○７箇所の給水拠点で、迅速に緊急時の給水ができるように整備を推進します。 

○管路の整備とともに公園などに簡易給水拠点を整備します。 

水道老朽施設の更新 ○平成 27 年(2015 年)度の有田市水道ビジョンを元に、今後の施設・管路更新計画を作成し、

老朽化に応じた施設・管路の更新・耐震化を図ります。 

○経年管の更新により有収率の向上を図ります。 

水道水のＰＲ ○本市の安価で良質な水道水を、ボトルウォーター製造等を通じて内外にＰＲします。 

 

目標達成のための役割 

市民 広報誌やイベントなどを通して、水道水の安全性やおいしさ、水資源の大切さを学習する。 

地域・企業 
従業員に対し社内研修などで水に関する情報や知識の啓発をする。 

事業所内の水道施設を適正に管理する。 

行政 
良質な水道水を安定供給する。 

水道施設の適切な維持管理や効率的な上水道事業の経営に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボトルウォーター「有田日和」                下中島浄水場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：水道事務所】 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 地域交通 

担 当 部 経営管理部 経営企画課 

 

現状と課題 

本市内には公共交通機関として、ＪＲが３駅あり、そのうち特急列車が停車するのは箕島駅のみであります。全国的

な少子高齢化と同様、当市においても交通弱者といわれる高齢者数が増加傾向にあり、今後も、高齢者のみの世帯や一

人暮らしの世帯が増えてくるものと思われます。 

こうした現状をふまえ、市民生活の中で買い物や通院などの交通手段として、利便性に富み、かつ低運賃で乗車でき

るバスの運行が、必要不可欠なものになっています。 

本市においては、安全で安心して利用できる公共交通機関の存続と、そのことにより、市の活性化を図っていくため、

本市における交通施策を行政のみでなく、地域住民及び公共交通事業者等が一体となって総合的に推進していく必要が

あります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

鉄道輸送の促進 利用者の利便性の向上を図ります。 

また、和歌山市や大阪へのアクセス性の強みを生かします。 

バス輸送の促進と鉄道とバス

の連携強化 

住民、来訪者等からの意見や、バス運行の利用実績等を基にして、出来るだけ交通空白

地帯の解消が図れるとともに安定してサービスを提供し続けることができる採算性の

高い交通システムを再構築することに努めます。 

また、鉄道とバス、バス路線間の連携を図るとともに、マイカーなしでも通院や買い物

が出来、快適に暮らせる地域づくりを目指します。 

新しい交通システムの研究 市内で安心して人々が集まるまちの実現のため、交通システムと連携したまちの整備を

実施するとともに、交通施策について、検討します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

鉄道乗車人員 ２，７４８人 ２，９００人 

バス乗車人員 １６，１７２人 １７，０００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

鉄道輸送の促進 ○紀勢本線活性化促進協議会（箕島駅への特急停車本数、阪和線直通快速の増便、駅舎バリア

フリー化などを要望します。） 

○地理的要素の強み発信（人口減少対策の一環として、市内ＪＲ３駅に係る和歌山市や大阪へ

のアクセス性をまちの強みとして発信します。） 

バス輸送の促進と鉄

道とバスの連携強化 

〇地域公共交通確保維持事業（安全で安心して利用できる公共交通機関の存続と、そのことに

より、市の活性化を図っていくための計画とし、本市における交通施策を行政のみでなく、

地域住民及び公共交通事業者等が一体となって総合的に推進していきます。） 

〇地域公共交通会議地域（地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の

確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる

事項を協議します。） 

新しい交通システム

の研究 

〇交通システムと連携したまちの整備の研究 

 

目標達成のための役割 

市民 マイカー依存の生活から公共交通機関を利用したライフスタイルへの転換に努める。 

地域・企業 
公共交通を地域で守っていくものと捉え、より多くの住民が公共交通機関を利用しやすい環境

づくりに努める。 

行政 公共交通機関の利便性の向上及び利用促進を図る。 

 

有田市デマンドバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：ＪＲ西日本 和歌山支社】               【資料：経営企画課】 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 循環型のまちづくり 

担 当 部 市民福祉部 生活環境課 

 

現状と課題 

経済の発展、生活水準の向上に伴い、「大量生産・大量消費・大量廃棄」のライフスタイルが定着し、その結果、環境

汚染や地球温暖化などの問題が発生しています。私たちの生活環境を保全し、安全で快適な生活の確保のためには、地

球規模で環境汚染防止に取組む必要があります。また、地球上の限られた貴重な資源・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再生・再利用を促進していく必要があります。このため国が進めている循環型社会の

形成に向けて、市民、事業者、行政が一体となって取り組んでいかなければなりません。 

新たな環境問題として、ＰＭ2.5 やアスベスト対策など国を挙げて取り組むべき課題も出てきています。 

本市のごみ・し尿処理は、有田周辺広域圏事務組合により、ごみ処理は「環境センター」で、し尿処理は「クリーン

センター」において効率的に処理されています。今後、環境センターの建替えによる新ごみ処理施設での受け入れ体制

の変更等により、ごみの収集体制の見直し等の対応を図らなければなりません。 

本市の環境対策は、大気については常時監視体制により汚染物質の測定を行い、水質については主要河川、工場など

において定期的に水質調査を行うなど継続的な監視体制を組んでいます。また、合併浄化槽の設置を促進するため、補

助金制度を導入し、生活排水の浄化に取組み水環境を守っています。騒音・振動・悪臭については、地域指定を行い、

発生源の監視や指導を行っています。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

廃棄物の適正処理 廃棄物の適正処理と再資源化・ごみの減量化を図るため、ごみの分別の徹底とごみの減量を

推進します。このために、市民のごみに対するコスト意識やリサイクル意識の高揚をめざし

ます。 

し尿処理の適正化 関係機関と連携して、安定的なし尿処理を図ります。また、水環境を守るため、合併浄化槽

の設置促進を図るとともに、浄化槽管理者には設置された浄化槽が有効に機能するための法

で定められた定期清掃・保守点検・法定検査の実施を指導し、啓発に努めます。 

生活環境の保全 安全で快適な生活を確保するため、大気・水質・騒音・振動・悪臭などの測定に必要な機器・

装置を更新し、監視・指導体制の充実を図り、継続的な取り組みを推進します。 

エコロジー環境の醸成 地球規模での環境保全の取組みや地球温暖化防止の施策として、省エネ意識の高揚を推進す

るため、市民・事業者・行政が一体となって取組むよう啓発に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

年間ごみ排出量 ９，８５６ｔ ９，２５６ｔ 

資源ごみ集団回収量 ９０６ｔ ９００ｔ 

合併処理浄化槽設置基数 １，９３８基 ２，６２８基 

生活排水処理率 ２２．８０％ ２９．４７％ 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

廃棄物の適正処理 ○３Ｒの啓発（循環型社会の形成に向け、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の必

要性を浸透させるため、広報活動の推進を図ります。） 

○資源ごみ集団回収事業（市民ボランティア団体が収集した資源ごみに対して奨励金を交付

することにより、ごみの減量・資源化を促進するとともに、ごみの減量・資源化に関する

市民意識の高揚を図ります。） 

し尿処理の適正化 ○浄化槽設置促進事業（合併処理浄化槽設置に対して補助金を交付することにより、設置促

進を促し、生活排水の浄化に努め、水環境を守ることで快適な生活環境を確保する。）                            

○浄化槽の適正管理（関係機関との連携により、浄化槽管理者に適正な清掃・保守点検・法

定検査の実施を指導し、啓発活動を行います。） 

生活環境の保全 ○環境対策事業（大気・水質・騒音・振動・悪臭などに関する継続的な監視測定及び調査、

指導を行うとともに、公害苦情処理に関する相談・指導体制の充実を図ります。） 

エコロジー環境の醸成 ○省エネ意識の高揚と推進（ライフスタイルの見直しや具体的な省エネ行動が取れるよう啓

発活動を推進する。また、出前講座や総合学習などを活用しての啓発・教育にも努めます。）                         

○地球温暖化の防止（公共施設、事業所、一般家庭での太陽光発電の普及や電気自動車など

の低公害車の導入の促進などＣＯ２抑制等の啓発に努めます。） 

 

目標達成のための役割 

市民 
一人ひとりが環境問題に関心を持ち、日常生活でエコ・省エネを実践するとともに、ごみの分

別の徹底、３Ｒの取組みを行う。 

地域・企業 
地域活動を通じ、ごみや環境に対する意識を高め、地域が連携して取組みを行う。また、企業

は事業活動の中で、エコ意識を持ち省エネ・３Ｒの取組みを推進する。 

行政 
循環型のまちづくりに対する市民意識の高揚を図るため、広報・啓発活動を行い、環境に負荷

をかけないための施策を推進する。 

 

 

有田川クリーン作戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：生活環境課】                   小学校への出前講座 
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分野別目標 快適な生活を支えるまち 

政 策 情報通信の整備 

担 当 部 
経営管理部 総務課 

経済建設部 産業振興課 

 

現状と課題 

近年のＩＣＴの進歩は著しく、経済や社会面など幅広い分野での国際化が進み、市民の誰もが自由に情報を取得、利

用できる、いわゆる「ユビキタス社会」が到来しています。 

本市では、平成 22年(2010年)度に、市外への情報発信手段として高機能携帯電話使用者を対象に、自治体では日本初

の試みとなる、ゲームを組み合わせたＡＲ技術を利用したアプリケーションを作成し、動画や画像などにより、本市の

観光資源・特産品などの魅力を対外的に発信したところ、これまでに 10万件以上のダウンロードを達成し、多くの人々

に有田市の情報を伝えることができました。今後も有効なアプリケーションを模索するとともに、さらに双方性があり、

情報の拡散力が高いＳＮＳなどを積極的に活用いたします。 

一方では情報技術を使いこなせる者とそうでない者との間に情報格差が生じ、問題となっています。 

この問題を解決するためには、市民のだれもが、いつでも、どこでも情報を利用でき、さらに、たくさんの情報を発

信することができる環境を整備する必要があります。 

本市では、インターネットを活用したホームページを通じて、行政情報を積極的に情報発信することにより、市民と

の情報の共有化を図ります。 

今後は、急速な高度情報化に対応するために、庁内情報ネットワーク等の整備などのＩＣＴの導入を積極的に推進す

るとともに、光ファイバーネットワーク等ブロードバンド環境を活用した行政サービスを提供することにより、市民の

利便性の向上、行政事務の省力化及び効率化をより一層進める必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

地域情報データの充実 誰もが利用しやすいホームページに取り組みます。 

地域情報の発信 地域の活性化を図るために、多くの人に見ていただける新技術を研究し、市の魅力的な

情報を発信します。 

行政情報化の推進 庁内情報ネットワークなどの更なる充実を図ります。 

また、快適な観光をサポートするためＷｉ－ｆｉ環境の整備を推進します。 

行政手続きのオンライン化 各種行政手続きのオンライン化を推進していきます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

ホームページのアクセス数 １６４，４６８件 ２００，０００件 

観光施設におけるフリーＷｉ－ｆｉ 

設置数 
０カ所 ５カ所 

ブログのアクセス数 

Ｆａｃｅｂｏｏｋの「いいね！」件数 

６５０，０００件 

４３７件 

１，０００，０００件 

５，０００件 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

地域情報データの

充実 

○市民との情報の共有化を図るため、ホームページを通じて、市民が求める情報をよりわかりや

すくタイムリーに伝えるなど、情報の質を向上します。 

地域情報の発信 ○市外の方に本市の魅力を発信するため、ホームページの更なる充実を図ります。 

○ブログやＳＮＳなど見る側が気楽にアクセスすることで情報が収集でき、双方向のコミュニケ

ーションが可能な情報発信ツールを積極的に活用します。 

行政情報化の推進 ○情報資産を事故などから守るため、情報セキュリティ対策を強化するとともに、庁内情報ネッ

トワークなどの整備を推進します。 

○旅行客がその場で歴史や文化、グルメなどに関する情報が入手できるよう公衆無線ＬＡＮの整

備を推進します。 

行政手続きのオン

ライン化 

○行政サービスにおいて、電子化可能な手続きをインターネット等により利用できるよう各種シ

ステムの整備を図ります。 

 

目標達成のための役割 

市民 情報の共有 

地域・企業 情報の活用 

行政 情報の発信 

 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（有田ブログ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有田市ホームページ 

 

【資料：総務課】 
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分野別目標 市民との協働による、開かれた行政 

政 策 市民協働 

担 当 部 経営管理部 経営企画課 防災安全課 

 

現状と課題 

市民協働とは、市民と行政とが相互の信頼関係により対等な立場で知恵と力を出し合い、お互いの役割分担のもとに

住み良いまちづくりを進めていくことであり、本市においては、各種団体や長い歴史の中で培ってきた地域の個性や資

源が数多くあり、清掃美化を始めとする様々なボランティア活動が行われています。 

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。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。 

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。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

市民主体のまちづくりの

推進 

市民と行政がそれぞれの特性を活かし、元気なまちづくりをするために、市民が参画する機

会を創設します。 

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。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。 

地域コミュニティの促進 地域活動団体への参加を促進します。 

活動拠点施設の整備 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、活動を推進す

るとともに、活動の拠点となる地区集会所などの整備を支援します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

行政パートナー登録者数 １１人 ３６人 

まちづくりサポーター登録者数 ８２人 １０７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：経営企画課】 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

市民主体のまちづくりの

推進 

○ＮＰＯ・市民活動団体等の支援（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、広報ありだなどを通じ啓発に努めます。） 

○行政パートナー・まちづくりサポーターの登録促進（行政パートナー・まちづくりサポ

ーターへの登録を促進するとともに、より一層やりがい、魅力のあるものとすることに

努めます。） 

○市民参画の機会創設（市民と行政がともに力を合わせ取り組める機会を創設します。） 

地域コミュニティの促進 ○自治会との連帯の強化 

〇地域の課題を自分ゴトと考えるまちの実現（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。） 

活動拠点施設の整備 ○地区集会所の整備支援（自治会で管理している地区集会所の整備に要する経費の一部を

補助します。） 

 

目標達成のための役割 

市民 地域活動への参加や行政への参画に努める。 

地域・企業 地域の活動拠点づくりに協力する。活動の輪を広げる。 

行政 市民が気軽に参加できる機会を設ける。自治会活動を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有田市連合自治会総会 

 

 

 

 

 

 

行政パートナーとの協定 

（左：経営管理部長、右：行政パートナー） 
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分野別目標 市民との協働による、開かれた行政 

政 策 経営の視点による行政運営 

担 当 部 経営管理部 経営企画課 総務課 

 

現状と課題 

 少子高齢化や人口減少が進展している中、市民ニーズは多様化・複雑化しており、あらゆる分野において行政サー

ビスへの需要は高まっています。一方、今後も厳しい財政状況が続いていく中で、期待される行政サービスを提供する

ためには、職員の資質向上と能力開発はもとより、限られた経営資源（人、物、金）を効率的に投入する経営の視点に

よる行政運営を行っていく必要があります。アウトプット（産出）志向からアウトカム（成果）志向への転換が求めら

れており、ＰＤＣＡサイクルに基づいた効率性や有効性の観点から、事務事業の見直しを行い、行政マネジメントの機

能強化を図っていく必要があります。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

機能的組織の形成及び

定員管理の適正化 

近年の社会変化や多様化する住民ニーズに対応できる柔軟で機能的な組織を形成し、事務事業

の見直しや適正な定員管理に努めます。 

職員の資質の向上と能

力開発 

市町村職員研修協議会、全国市町村国際文化研修所で開催される各種研修及び本市独自研修へ

の参加を継続するとともに、人事評価制度により、職員の資質向上や意識改革を図ります。 

民間活力の導入 事務事業を見直し、民間でできることは、指定管理者制度、アウトソーシングなどの民間活力

を積極的に活用し、行政サービスの質の維持、向上、行政運営の効率化を図ります。 

トップマネジメントの

機能強化 

経営の視点を持ち、重点施策の推進や部局間の充実を図るとともに、職員一人ひとりが限られ

た財源の中で、既存事業の取捨選択を行い、大胆な見直しや創意工夫に積極的に取り組み、各

事業について最少の経費で最大の効果をあげることができるよう努めます。 

新たな時代に対応でき

るまちづくりの推進 

社会情勢等の変化を的確に捉え、現状を分析したうえで、中長期的な視点に立ち、少子高齢化

や人口減少に対応した重点施策に取り組んでいきます。特に、人口減少対策として、「有田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に定めた事業については、ＰＤＣＡサイクルのもと、着実に

推進します。また、市民や議会、外部に対して説明責任を果たしながら、戦略的な財政運営や

政策形成に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

研修参加数（延人数） １１７人 ３００人 

指定管理者制度導入件数 ３件 ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

機能的組織の形成及び

定員管理の適正化 

○組織の再編成 

〇プロジェクトチームの編成（重点項目の推進及び職員の育成） 

○計画的定員管理 

職員の資質の向上と能

力開発 

○職員研修（各種研修への参加） 

○人事評価（評価による資質の向上や意識改革） 

民間活力の導入 ○公共施設の指定管理者制度の活用推進 

○事務事業の民間委託の推進 

トップマネジメントの

機能強化 

〇長期総合計画に基づく実施計画事業の協議強化（各事業の問題点や中長期的な事業計画の

策定） 

新たな時代に対応でき

るまちづくりの推進 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく取組の推進 

○長期的な視点を持った公共施設等の総合的かつ計画的な管理の基本的方針の策定 

○新地方公会計制度の導入（企業会計的手法を活用した財務書類の作成及び公表） 

 

目標達成のための役割 

市民 地域の多様性を踏まえて、積極的に行政運営に参画する。 

地域・企業 民間の優れた手法について、民間活力の活用を検討する。 

行政 職員の意識改革・資質向上を図るとともに、より良い行政運営のあり方を模索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部会議 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：総務課】 
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分野別目標 市民との協働による、開かれた行政 

政 策 持続可能な財政運営 

担 当 部 経営管理部 経営企画課 税務課 総務課 

 

現状と課題 

平成 20 年(2008 年)度から財政状況の的確な把握、早期の健全化を図るため、「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律」に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定、公表することが義務付けられています。これらの各指標は、

国が示す早期健全化基準を下回り、年々改善されているところです。また、財政調整基金を大きく取り崩すことなく、

基金残高を堅持しながら財政運営に努めているところです。ただし、市税収入は人口減少等により年々減っていく見込

みであり、一方、社会保障費などの経常的な歳出は年々増加している状況で、今後さらに厳しい財政状況が続いていく

ものと予想されます。これまでも人件費の抑制や地方債を極力発行しないなど歳出削減に取り組んできましたが、これ

まで以上の削減は厳しいところまできており、今後は既存事業の取捨選択を行い、大胆な見直しや創意工夫に積極的に

取り組み、各事業について最少の経費で最大の効果をあげることができるように取り組んでいく必要があります。 

一方、歳入面においても、税収確保に向けた取り組みはもとより、税外収入についても債権管理条例に基づき未収金

の削減に努めていく必要があります。また、ふるさと応援寄付金の受入や遊休市有地の売却等を積極的に進めていくな

ど新たな歳入確保にも取り組む必要があります。 

将来世代に過度の財政負担を強いることのないように、収支均衡型の財政運営を堅持し、持続可能な財政運営を目指

します。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

収支均衡型の財務体質

の堅持 

毎年度の予算編成及び執行にあたり、歳入が歳出に対して不足する財源について、大型事業

などの特殊なものを除いて、財政調整基金からの繰り入れに依存しない財政構造の確立に努

めます。 

将来負担の軽減 財源不足を安易に地方債の発行や財政調整基金からの繰り入れに依存することなく、将来負

担の軽減を見通した財政運営に努めます。 

行財政改革推進による

歳出削減 

不断の行財政改革を推進し、歳入の確保、歳出の抑制に努めるだけでなく、効率的・効果的

な事務事業の見直しに努めます。 

市税等財源の確保 課税客体の正確な把握などによる適正で公平な賦課に努めるとともに、納付意思の感じられ

ない納税者に対しては滞納処分を敢行し、公平・公正な収納に努めます。 

また、引き続き納付の利便性確保も推進します。 

新たな財源の確保 遊休市有地や不要な動産について、インターネット等を活用して売却を進めます。 

「有田市を応援したい」という想いが全国に広がるようＰＲするとともに、寄付者の利便性

を向上させることにより、ふるさと応援寄附金の確保に努めます。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

将来負担比率 ２６．５％ １８．５％ 

実質公債費比率（３ヶ年平均） １１．９％ １０．５％ 

市税徴収率 ９６．３％ ９７．０％ 

ふるさと応援寄付金受入額 ６９３万４千円 ３億円 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

収支均衡型の財務

体質の堅持 

○当該年度の歳出は、当該年度の歳入をもって賄い、特殊な財政事情がない場合は、財政調整基

金の残高を堅持します。 

将来負担の軽減 ○将来負担比率 18.5％を目標に、財政調整基金など適正規模の残高の堅持と、有利な交付税措置

のある地方債の活用及び地方債の残高の縮減を図ります。 

○厳しい財政状況や人口減少等の状況を踏まえ、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視

点を持って、公共施設等の最適な配置の実現を目指すことにより財政負担の軽減・平準化を図

ります。 

行財政改革推進に

よる歳出削減 

○行財政改革大綱と実施計画を見直し、少子高齢化や人口減少に対応した市民サービスの向上と

行政コストの削減に努め、事務事業のアウトカム（成果）志向への転換を図ります。 

市税等財源の確保 ○的確な課税と確実な収納への対策強化（航空写真の利用、宅地介在農地の現況調査、償却資産

の申告指導などにより、課税客体の正確な把握などによる適正で公平な賦課を実施します。） 

（口座振替の推進、コンビニ収納の実施など納付の利便性確保により自主納付を促し、事業所へ

の特別徴収働きかけなどによる確実な収納を推進します。） 

（和歌山地方税回収機構や県との連携を強化し、早期滞納処分の厳正な執行を図ります。） 

新たな財源の確保 ○遊休市有地や不要な動産について、インターネット等を活用して売却を進めます。 

○有田市の魅力のＰＲや寄付者の利便性の向上により、ふるさと応援寄附金の確保に努めます。 

 

目標達成のための役割 

市民 まちづくりの負担金として市税は自主納税する。 

地域・企業 地域社会との共生を目指しつつ、納税意識の向上と社会の健全な発展に努める。 

行政 行財政改革を続行し、無駄をなくすとともに、税負担の公平性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：経営企画課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：税務課】                    【資料：総務課】 
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分野別目標 市民との協働による、開かれた行政 

政 策 広報広聴 

担 当 部 経営管理部 秘書広報課 

 

現状と課題 

市民との協働のもと、活力あふれる明るいまちづくりを行っていくためには、市の施策や事業について、市民に理解

され支持される広報広聴事業が重要です。 

現在は、月に一度発行の広報紙「広報ありだ」や月に２回発信のメールマガジン、市のホームページなどを活用した

広報事業を実施し、また、市長へ直接意見を提言していただける「市長への手紙」や市民との懇談会開催などを広聴事

業として実施しております。 

今後も、広報紙やホームページ、報道機関を活用した積極的な情報提供に努め、広報活動の充実を図ります。また、

現行の広報広聴活動を検証・検討しながら、市政運営の透明性の確保を図るとともに、効果的な取組みを実施していき

ます。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

効果的な広報広聴事業の

推進 

市の施策や事業について、広く早く正確に伝え、また意見を聞くために、より良い広報紙や

ホームページの作成、市民との懇談会の開催、また、点字も活用した「声の広報」など、こ

れまでの取組みを継続しながら、今後多様化する情報通信技術を積極的に活用し、効果的な

広報広聴事業を行います。 

新しい情報通信技術への

柔軟かつ積極的な対応 

新しい情報通信技術に広報の視点から常に関心を持ち、検討及び対応を行います。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

アクティブ アリダニュースの発行回数 ０回／年 ― 

メールマガジン登録者数（イベント情報） ４４８人 １，５００人 

メールマガジン登録者数（行政情報） ４６２人 １，５００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

効果的な広報広聴事業の推進 ○広報委員会の充実 

○報道機関（速報性、広域性、信用性）の活用 

○ホームページのさらなる活用・推進 

○市民との懇談会開催 

○多様化する情報通信技術を積極的に活用（多様化する情報通信技術を導入し、あら

ゆる世代に効果的に広報する。） 

新しい情報通信技術への柔軟

かつ積極的な対応 

○新しい情報通信技術を活用した広報広聴活動の実施 

○メールマガジンによる発信 

 

目標達成のための役割 

市民 市施策や事業について、積極的に関心を持ち参加する。 

地域・企業 市施策や事業について、積極的に関心を持ち参加する。 

行政 あらゆる世代に対し、効果的な分かりやすい広報広聴環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

広報ありだ 
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分野別目標 市民との協働による、開かれた行政 

政 策 広域行政 

担 当 部 経営管理部 経営企画課 

 

現状と課題 

本市と湯浅町、広川町、有田川町の１市３町で構成される有田周辺広域圏事務組合の事業として、特別養護老人ホー

ム「潮光園」、休日急患診療所を設置し、管理運営を行っています。また、介護認定審査会及び障害認定審査会を設置し、

介護度や障害程度区分の認定を行っています。ごみ処理施設「環境センター」、し尿処理施設「クリーンセンター」は同

じ有田周辺広域圏事務組合の事業として管理運営を行っていますが本市と有田川町での構成となっています。また、火

葬場については、本市、有田川町、広川町による有田聖苑事務組合において有田聖苑が運営されています。 

しかし、これら一部事務組合で運営されている施設につきましても、耐用年数の期限に近付いている建築物や老朽化

が進んでいるのが現状であり、その中でも次期ごみ処理施設は１市３町での建設に向け準備を進めています。また、特

別養護老人ホーム、し尿処理施設についても次期施設の検討が必要です。 

さらに、消防・防災・環境・産業・観光・情報ネットワークなど広域的に取り組むべき行政課題が増加しています。

人口減少や少子高齢化が進み、地方自治体をとりまく環境はますます厳しくなることが予想される中でも、地域の独自

性を発揮しながら、住民の利便性向上や活性化を図っていくためには、広域的な視点に立って、関係市町村間での役割

分担と相互補完による一層の連携強化が求められています。 

 

施策と施策展開の方向 

施策 基本方針 

消防・防災・救急医療・環

境などの広域的な連携強化 

行政事務作業の共同化、様々な分野での施設の共同建設、相互利用を検討し、具体事業の

実施に応じ相互協力の強化を図ります。 

また、まち・ひと・しごと創生総合戦略における地域間連携を強化します。 

国・県・企業などに共同で

要望し促進する事業 

広域的な行政課題について、各自治体の主体性を尊重しながら協議し、共同で要望できる

団結力の強い広域体制の確立を推進します。 

 

主な指標   

指標の内容 現状値（Ｈ２６年度末実績） 目標値（Ｈ３２年度末目標） 

他都市との連携・合併による効率的な行政

サービスに満足している市民意識調査 
１１.７％ １５.０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策・事業の内容 

施策名 事業の内容 

消防・防災・救急医

療・環境などの広域的

な連携強化 

○次期ごみ処理施設の建設について、１市３町で推進 

○特別養護老人ホームの更新について、１市３町で研究・検討 

○し尿処理施設の更新について、研究・検討 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略における地域間連携（観光・産業振興など地域間連携によ

り効果をより発揮できる事業について検討） 

○広域行政促進事業（広域的な作業の共同化や連携強化についての検討） 

・中間処理施設（リサイクルセンター）の研究・検討 

・ごみ減量・再資源化の研究・検討 

・消防広域化の研究・検討 

・有田保健医療圏域内における救急医療体制推進の研究・検討 

・広域交通・観光の研究・検討 

国・県・企業などに共

同で要望し促進する

事業 

○共同要望事業（次の事業について、重点的に共同での要望活動を促進します。） 

・国道 42号有田－海南間の渋滞緩和対策の促進 

・有田川の河川改修及び国道 480号整備の促進 

・紀勢本線活性化の促進 

 

目標達成のための役割 

市民 広域行政に対する理解を深め、その効果や手法についてのチェックを行う。 

地域・企業 
広域行政への取組を行いやすい環境づくりに努める。 

広域行政で民間活力が必要な場面での積極的な参画や協力を図る。 

行政 
地方分権等の今後の進展を注意深く確認するとともに、広域的な地方自治の可能性の検討や研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：和歌山県市町村データブック】 

 

 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

有 田 市 31,811人 31,407人 31,145人 30,871人 30,603人 36.89k㎡

湯 浅 町 13,887人 13,701人 13,543人 13,391人 13,238人 20.79k㎡

広 川 町 7,874人 7,844人 7,743人 7,717人 7,677人 65.33k㎡

有田川町 28,284人 28,014人 27,751人 27,642人 27,568人 351.84k㎡

計 81,856人 80,966人 80,182人 79,621人 79,086人 474.85k㎡

人口
面積

有田周辺広域圏１市３町の人口推移と面積
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参考資料１ 有田市組織図 

平成 28年１月現在 

      
経営企画課 

 まちづくり係 

       財 政 係 

      防災安全課  防 災 安 全 係 

      秘書広報課  秘 書 広 報 係 

    経営管理部    人 事 係 

      総 務 課  総 務 係 

        管 財 係 

      
税 務 課 

 課 税 係 

       収 納 係 

      市 民 課  市 民 係 

        人 権 啓 発 係 

        隣 保 館 

      生活環境課  生 活 環 境 係 

        清掃センター 

        福 祉 係 

        子 ど も 係 

    
市民福祉部 

 
福 祉 課 

 保 育 所 

 市 長  
 

 副市長  
   児 童 館 

      民 生 係 

        国 保 年 金 係 

      健 康 課  高齢者医療係 

        保 健 指 導 係 

      
高齢介護課 

 介 護 保 険 係 

       高齢者支援係 

        長 寿 荘 

        商 工 観 光 係 

      産業振興課  ブランド推進係 

        水 産 係 

    経済建設部  有田みかん課  みかん農政係 

        庶 務 係 

      建 設 課  工 務 係 

        建 築 住 宅 係 

      地籍調査課  地 籍 調 査 係 

    会計管理者  出 納 室  出 納 係 

    
水道事務所 

 業 務 課  業 務 係 

     工 務 課  工 務 給 水 係 

 

 

 

 

 

 

 

 

       内 科   

       循 環 器 科   

       外 科   

       整 形 外 科   

       産 婦 人 科   

     診 療 部  小 児 科   

       眼 科   

       耳鼻咽喉科   

       皮 膚 科   

        泌 尿 器 科   

        脳神経外科   

        外 来   

市
立
病
院
事
業
管
理
者 

       ３ 階 病 棟   

     看 護 部  ４ 階 病 棟   

       ５ 階 病 棟   

 院 長  副院長    手 術 室   

       薬 剤 室   

       放 射 線 室   

     診療技術部  検 査 室   

        リハビリテーション室 

        管理栄養室   

        地域連携室   

      患者ｻｰﾋﾞｽ部  医療相談室   

      訪問看護ステーション  

       医療安全対策室   

         庶 務 係 

         企画管理係 

     事 務 室  医 務 課  医 事 係 

         診療情報管理係 
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総 務 課 

 企 画 係 

       庶 務 係 

        警 防 係 

 

 
 
 

消
防
本
部 

    警 防 課  予 防 係 

       通信指令係 

       消 防 １ 係 

     消防第１班  救 急 １ 係 

       通信指令１係 

       消 防 ２ 係 

   消 防 署  消防第２班  救 急 ２ 係 

        通信指令２係 

        消 防 ３ 係 

      消防第３班  救 急 ３ 係 

        通信指令３係 

         

      
教育総務課 

 総 務 係 

       施 設 係 

 教
育
長 

 

     小 学 校 

  教育次長    中 学 校 

      学校給食センター 

      社会教育係 

      青少年センター 

      生涯学習課  社会体育係 

        文化振興係 

        図 書 館 

        文化福祉センター 

        郷土資料館 

       国体推進室  国体推進係 

        

        

 議 会  事務局     

 選挙管理委員会  事務局     

 監 査 委 員 会  事務局     

 公 平 委 員 会  事務局     

 農 業 委 員 会  事務局     

 

 

 

 

参考資料２ 有田市長期総合計画審議会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五十音順、敬称略）

職 名 等 氏 名

有 田 市 農 業 委 員 会 長 井笹　和弘

有 田 振 興 局 長

学 識 経 験 者 伊藤　隆教

有 田 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 長 伊藤　房次

有田市婦人団体連絡協議会長 上田　恵子

有 田 市 医 師 会 長 應地　正章

有田市社会福祉協議会事務局長 大中　眞人

学 識 経 験 者 綛田　隆信

湯 浅 保 健 所 長

学 識 経 験 者 栗山　博子

有 田 市 消 防 団 長 桑原　清喜

有 田 市 都 市 計 画 審 議 会 長 佐原　道敏

有田市水産振興連絡協議会長 嶋田　栄人

○ 有 田 市 連 合 自 治 会 長 田中　守

有 田 市 観 光 協 会 長 花田　優

学 識 経 験 者 御前　明良

◎ 紀 州 有 田 商 工 会 議 所 会 頭 宮井　清明

有田市民生児童委員協議会長 森川　文夫

学 識 経 験 者 良田　祥

◎：会長、○：副会長







 


