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Ⅰ 地方創生の実現に向けて 
 
 

１ はじめに 

段々畑のみかん山。黒潮洗う豊かな海。温暖な気候・・・ 

有田市の中央を有田川が流れ、紀伊水道にそそぐ。海、川、山の豊かな自然と歴史・文化に恵まれ、み

かんと漁業、石油精製と商工業で賑わった有田市の人口は年々減少を続けています。 

急激な人口減少に歯止めをかけ、人口減少社会であってもそこに生きる私たちの暮らしや心が豊かで

あるために何をすべきか。先人が築いた誇るべき有田市の文化や産業を次の世代にどう繋いでいくのか。 

私たちはそのような課題に真剣に向き合い、めざすべき方向を「有田市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」として平成 27年 10 月にまとめ、取り組んできました。 

このたび、この総合戦略が令和元年度で計画期間の満了を迎えるにあたり、これまでの取組の成果と課

題を踏まえ、向こう５年間でさらに取り組むべき施策の方向を示すため「第２期有田市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定します。 

「有田市に住んでよかった」「有田市が大好き」など、有田市を誇りに思う市民を増やし、「有田市に

行ってみたい」「有田市に住んでみたい」と思ってくれる人を増やす。 

私たちは、魅力ある「しごと」と「まち」をつくりあげる「ひと」がつながり、笑顔あふれる有田市と

なるよう第２期総合戦略を着実に実行していきます。 

 

２ 「有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2015～2019 年度)効果検証 

第１期（2015～2019 年度）取組結果として、妊娠・出産・子育て期における切れ目のない支援等の

実施や子育て世代活動支援センターWaku Waku の開設などによる子育て世代の満足度の上昇、ふるさと

応援寄附制度を活用した地場産品のＰＲ拡大につなげ、農業振興では新規就農支援スキーム「AGRI-

LINK」を構築するなど、みかん農家の後継者問題にも一石を投じたところです。さらには地域資源を磨

き上げる「有田市西海岸エリア５つ星プロジェクト」の取組の結果、地ノ島・有田みかん海道等への来

訪者が増加しました。令和２年４月には箕島漁港内に産直施設「浜のうたせ」がオープンを予定してい

るなど、目に見える結果として表れています。 

教育分野では、各小・中学校にＩＣＴ活用による情報教育を推進、学校生活支援員によるきめ細かい

指導、さらには学校図書館教育の充実を図るなど、教育環境を充実・配慮することにより、子どもの学

力も着実に向上しています。 

また、市民の健康増進を目的としたプールやジムなどを併設した新たな「市民水泳場（仮称）」が令

和２年７月に供用開始予定であり、さらにはその周辺一体に多世代の交流の場となる都市公園整備を

予定するなど、「ひと」を大切にこれからの市民の誇りとなる施設を建設します。 

しかしながら、人口減少、少子高齢化は依然として深刻な状況であり、取組の強化が求められます。 

自然増減関係では、生涯未婚率の拡大や、出生数が低下し続けるなど少子化に歯止めがかかっておら

ず、社会増減関係では、県外大学等への進学など若者の転出割合が非常に高い状況が続いています。さ

らに人口減少に伴う諸問題（労働力不足、都市・集落機能の低下など）や、大規模自然災害の脅威など、

課題はなおも山積しています。 



2 

 

 

－ 基本目標１ 誇れるまち有田市 － 

１．妊娠・出産包括支援 

〇子育て世代満足度が上昇 

2015 年度： 50.4％ 

2018 年度： 59.1％ 
 

２．子育て親子が集う場の整備 

   〇子育て世代活動支援センターWaku Waku が完成し、利用者が増加   

2014 年度：地域子育て支援センター(そとはま保育所内) 6,303 人 

2018 年度：子育て世代活動支援センターWaku Waku 22,014 人 
 

３．教育環境が充実 

○全国学力・学習状況調査の全国順位1が上昇 

小学校 2014 年度：国語 31 位、 算数 13 位

2018 年度：国語 ３位、 算数 ３位

中学校 2014 年度：国語 12 位、 数学 ７位

2018 年度：国語 ４位、 数学 １位
 

４．文化交流施設の創設 

〇市民会館・図書館が完成し、利用者が増加 

2014 年度： 市民会館： －人 図書館： 26,947 人 

2018 年度： 市民会館： 32,977 人 図書館： 102,302 人 
 

－ 基本目標２ アクティブなまち有田市 － 

５．地場産品ブランド価値向上 

○原産地呼称管理制度による認定みかん出荷量が増加 

2014 年度：117ｔ 

2018 年度：186ｔ 
 

６．起業支援の充実 

○創業支援補助金制度を創設し、起業者を支援 

2016 年度制度施行 

2018 年度までの活用実績：12件 
 

７．地場産品のＰＲ 

○ふるさと応援寄附の増加 

2014 年度：  454 件    6,934,000 円 

2018 年度：94,174 件  1,260,180,120 円 

                                                   
1 全国学力・学習状況調査の全国順位…文部科学省が公表している都道府県別の全国学力・学習状況調査結果資料を基に

有田市の正答率を落とし込んだもの 

主な成果（計画期間内に成果が表れたもの） 
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 － 基本目標３ モテるまち有田市 － 

８．西海岸エリア５つ星プロジェクト 

○地ノ島の海水浴シーズン以外の期間での来訪者が増加。 

〇有田みかん海道沿いに飲食店が開設され、来訪者が増加。 

〇移住交流拠点施設「くらしちゃる矢櫃」が平成 29 年 7 月に供用開始。矢櫃地区来訪者が増加。 

〇産直施設「浜のうたせ」令和２年４月オープン（予定） 

 

 

 

 

１．少子化に歯止めがかからない 

〇出生数が減少 

2014 年：195 人 

2018 年：151 人 
 

２．社会減に歯止めがかからない 

〇転出超過数 

2014 年度：▲250 人 

2018 年度：▲240 人 

 

 

３ 基本的な考え方 

国立社会保障・人口問題研究所や和歌山県の推計を基にしたシミュレーションでは、有田市において

も将来的に激しい人口減少が進むことは明らかです。 

こうした状況の下、2060 年の市の人口を２万人程度とする有田市長期人口ビジョンの目標達成に向

けて、有田みかんや水産資源等の地場産品、住環境、景観など地域資源を生かし、市民の誇りやまちの

賑わいを創出することが重要です。このような観点から第２期においては厳選した強化施策を設定し、

第１期の取組をさらに発展・進化させることとします。 

 

４ 基本目標 

有田市に「しごと」が生まれ、有田市への新しい「ひと」の流れが生じると、その「ひと」が有田市

で新しい「しごと」を創出し、好循環が形成されます。この好循環は、有田市における若い世代の結婚・

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

の創出へつながります。 

こうした「しごと創生」と「ひとの創生」そして「まちの創生」を目指す政策パッケージを３つの基

本目標ごとにまとめ、その実現に向けた具体的な取組を推進します。 

主な課題（人口減少問題関連のもの） 
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有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～ つながるまち、ありだ ～ 

総合戦略数値目標 

合計特殊出生率 

転出超過数 

住みやすいと感じている市民 

子育て世代の満足度 

1.8（2024 年）  

△100 人（2024 年）  

80％（2024 年度） 

70％（2024 年度） 

（2015 年推計 1.47） 

（2019 年  △285 人） 

（2018 年度 69.1％） 

（2018 年度 59.1％） 

 

施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 妊娠・出産・子育ての環境整備 
（ア） 妊娠・出産・子育て支援の充実 

― 基本目標１ ― 

誇れるまち有田市 

すべての人が健康でかつ安全・安心して暮らせるま

ちづくり、子どもを健やかに育てることのできる環

境を整え、市民の活力があふれ、心の豊かさを実感

できるまちを創ります。 

３ 安全・安心で豊かな暮らしの実現 
（ア）安全・安心な暮らしの実現 

（イ）豊かな暮らしの実現 

（ウ）美しいまちの実現 

１ 地域産業の発展・維持 
（ア）農業の振興 

（イ）水産業の振興 

（ウ）商工業の振興 

（エ）地域資源を活用した関係人口の 
創出・拡大 

― 基本目標２ ― 

アクティブなまち有田市 

まちの魅力と活力を生み出す投資を行い、地域産業

の高度化を進め、魅力ある働く場所の創出につなげ

るとともに、地域資源を活用した関係人口の創出・

拡大につなげます。 

１ 地域資源の磨き上げ 
（ア）地域資源の掘り起し・磨き上げ 

２ 移住・定住の促進 
（ア）移住支援 

 

― 基本目標３ ― 

モテるまち有田市 

地域資源を掘り起こし、磨き上げ、“行ってみたい” 

“住んでみたい” 「モテるまち」を実現すること

で、有田市への新しい人の流れを創ります。 

２ 質の高い教育環境の実現 
（ア）教育の充実と環境整備 

（イ）郷土愛を育む取組の充実 

しごと・ひと・まちの 

創出と好循環の推進 

「しごと」が生まれ、新しい「ひと」の

流れが生じ、その「ひと」が有田市で

新しい「しごと」を創出する好循環 

若い世代の結婚・出産・子育てに関す

る希望がかなう環境を整える 

「しごと」 
地域産業の発展・維持 

「まち」 
地域資源の磨き上げ 
移住・定住の促進 

 

「ひと」 
妊娠・出産・子育て環境 

質の高い教育 
安全・安心で豊かな暮らし 
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５ 基本姿勢 

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

有田市の総合戦略をより実効性のあるものとしていきます。 

 

【基本姿勢①】 

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

【基本姿勢②】 

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

【基本姿勢③】 

見直しに当たっては、国・県の総合戦略や市の他の計画も勘案しながら、常に時代に応じた戦略へ

のアップデートを行います。 

 

６ 計画期間 

有田市まち･ひと･しごと創生総合戦略の計画期間は令和２（2020）年度～令和６（2024）年度までの

５年間とします。 

 

７ 位置づけ 

有田市長期総合計画の基本構想の中に人口ビジョン、基本計画の中に有田市まち・ひと・しごと創生

総合戦略をリーディング施策（先導的施策）として位置づけます。 

 

有田市人口ビジョン 

国の長期ビジョン 

和歌山県人口ビジョン 

有田市長期総合計画 

有田市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 

リーディング施策

アクティブなまち 

有田市 

誇れるまち 
有田市 

モテるまち 
有田市 
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Ⅱ 目指す方向性と具体的な施策 
 
 

基本目標１ 誇れるまち有田市 

 

すべての人が健康でかつ安全・安心して暮らせるまちづくり、子どもを健やかに育てること

のできる環境を整え、市民の活力があふれ、心の豊かさを実感できるまちを創ります。 

 

１ 妊娠・出産・子育ての環境整備 
 

 強化施策 

 
■安全で安心な出産ができる環境整備 

  市立病院での分娩再開にむけ、産科医確保の取組を一層強化するとともに、助産所の誘致など

安心して出産できる環境を整えます。 

 

市立病院産科医師確保 
３名確保 

（2024 年） 

診療所、助産所の誘致 
１カ所 

（2021 年） 

 
■子どもの健やかな成長を支える医療の充実 

少子化の進む中、子どもの健康を守り育てるための小児医療体制（外来診療、入院・救急受入

体制）を整備し、保護者の育児面における安心の確保を図ります。 

 小児救急・入院受入体制の強化 
有田圏域の完結率 80％ 

（2024 年度） 
 
■幼稚園・保育所の一元化を含めた保育所の再編計画策定と着実な推進 

  将来にわたって子どもたちが安全で快適に過ごすことができるよう幼稚園・保育所の一元化の

検討や施設の建て替えなどを含めた保育所の再編を行い、一人ひとりの成長の基礎となる質の高

い教育・保育環境を整えます。 

 保育所再編計画策定 2021 年度策定 

 
 

 主要施策 

 
（ア）妊娠・出産・子育て支援の充実 

①妊娠期から子育て期に関する支援 

「安心して子どもを産み育てることができる有田市」として、『第２期有田市子ども・子育て支

援事業計画』に掲げる妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援を充実します。 

●情報発信の充実 

妊娠中や子育てに関する情報が容易に入手できるよう、モバイル端末等を活用した情報

発信を行います。 
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●相談等による育児不安の解消 

「孤立しない子育て」環境をつくるため、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、乳児家庭の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図ります。また、子育て支

援に関する情報提供、育児に関する不安や悩みなどの相談・支援が必要な家庭の把握を行

うとともに家庭と地域、関連機関をつなぎ、子育て家庭に対する支援を行います。 

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

子育てに対するストレスを軽減し、子育てが楽しいと感じさせることを目指し、親育てプ

ログラム講座を実施します。 

●不妊治療に対する経済的支援 

子どもを産み育てることを望む夫婦の不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療を受け

やすくするため、不妊治療に要する費用の一部を助成します。 

●協働による子育て支援 

有田市で結婚し、妊娠・出産・育児をしていきたいと思えるようなまちづくりに向け、

地域住民同士で支え合える体制づくりに取り組むとともに、行政パートナーなど、市民や

団体と協働し、孤立しがちな子育て中のママの居場所づくりを積極的に行います。加えて

地域の子育て支援を行う人々を育成します。さらに、有田市の若い世代に向けて、乳幼児

と積極的に交流できるような機会をつくり、将来的な子育て支援としての体験の場を設け

ていきます。 

●仕事と家庭の両立支援 

少子化により子どもの数は年々減少しているものの、女性の社会進出など、保護者の多

様な働き方への対応を図ることが重要となっています。仕事をしながらも安心して子育て

ができる環境をつくるため、「延長保育事業」、「病児病後児保育事業」子どもを預けたい家

庭と預かってくれる家庭の橋渡しをする「ファミリーサポートセンター事業」などの子育

て支援事業を実施します。 

 

 
 進捗管理目標 

 

 

 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）妊娠・出産・子育て事業  

 

子育て世代の満足度 59.1％ 70％ 

年少人口（0～14 歳） 2,995 人 
（2019 年 4 月 1日） 

2,965 人 
（2024 年） 
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２ 質の高い教育環境の実現 
 

 強化施策 
 
■統合中学校において、最先端な教育環境を整備 

市内４中学校を統合し、「文武両道・ＩＣＴ 教育の推進」をコンセプトに、新しい世代のため

に教育のイノベーションを目指します。ＡＩ時代に対応できる人材の育成を見据え、不易と流行

のバランスの取れた教育が推進できるよう教育環境を整備し、全国に誇れる次代のモデルとなる

学校を創ります。 

 

統合中学校の開校 
開校 

（2024 年度） 

世界的に活躍した外部講師を招聘 
１回/年 

（2024 年度～） 
 
■児童生徒一人ひとりに寄り添い、サポートする体制を構築 

学習支援員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどを配置し、学校運営を

サポートする体制を構築します。特に統合後の中学校においては、市で教員（講師）を配置し、

きめ細やかな学習環境を実現します。 

 

少人数学習実施のための教員（講師）の配置 
10 名程度 

（2024 年度） 

スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置 
各１名以上 

（2024 年度） 
 
■デジタル教科書・タブレット端末などを積極的に活用したＩＣＴ教育を推進 

「Society 5.0（ソサエティ 5.0）」2による社会変化、産業構造変化に対応できるよう、最新機器

や情報通信技術の活用、また、成績をデータ化・分析し、個々の課題に最適な教材を提供するシ

ステムの導入など、一人ひとりに寄り添った教育を推進します。 

 

タブレットを活用した一人ひとりに最適な学習の提供（中学校） 
タブレット１人１台 

（2020 年度） 

学習者用・指導者用デジタル教科書の導入（中学校） 
全教科 

（2024 年度） 

 

 主要施策 
 
（ア）教育の充実と環境整備 

①教育支援の充実 

学校教育の方針内容を達成するため、児童・生徒への包括的な支援を行います。学習状況

については、近年、全国学力・学習状況調査の結果において、全国平均を上回っており、引

き続き学力向上に取り組んでいきます。 

また、児童生徒の減少による学校の小規模化に伴う問題に対応するため、市内４中学校を

統合し、「文武両道・ＩＣＴ3教育の推進」をコンセプトに、子どもたちにとってより良い教育

環境の実現及び効率的な学校運営を目指します。 

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

●一人ひとりを生かし、学び続ける力を育てる。 

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

                                                   
2 Society 5.0…IoT、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータといった先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、

経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会 
3 ICT…情報通信技術 
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図るとともに、思考力・判断力・表現力等の育成を図ります。また、情報化・国際化・科学

技術の発展など時代の進展に主体的に対応し、課題を解決していく自己教育力を養います。 

●人とのふれあいをとおして、豊かな心を育てる。 

人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培い、人間同士の心のふれあいをとおして、
集団の中で自己存在感を高め、自己成長を促します。また、家庭や地域社会との連携を図
りつつ、豊かな体験をとおして児童生徒の「心の教育」の充実を図ります。 

●たくましく健やかなからだを育てる。 

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

運動能力の向上を図るとともに、健康で安全な生活を実践することのできる能力と態度を

養います。また、生涯にわたり楽しく充実した生活を営むための基礎を培います。 

●自然や文化とのふれ合いを深め、郷土に対する誇りや愛情をはぐくむ。 

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

身に付けさせます。また、地域の自然、歴史、伝統、文化を尊重し、有田市に生きることに

誇りや愛情を育みます。 
 

②学校図書館教育の充実 

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

より深く生きる力を身につけていくうえで欠くことのできないものであり、子どもの頃から

読書習慣を身につけることが必要です。また、様々な資料や情報を活用する学習活動を展開

することで、子どもたちの自主性や主体性を育むことができます。このため、読書活動の推

進と本に親しみやすい環境づくりに取り組みます。 
 

（イ）郷土愛を育む取組の充実  

①地域と子どもによる取組の充実 

児童、生徒がボランティア活動や地域のイベントに積極的に関わっていけるように取り組

みます。また、平成 29年度から地域とともにある学校（コミュニティースクール）を目指し、

地域とともに子どもたちにより良い学びの場を提供できるよう取り組んでいきます。 

さらに、自分が住んでいる地域をよく知ってもらうための活動に力を入れます。 
 
  ②ふるさと教育の充実 
    有田みかんの収穫など地場産業の体験活動や地域の人材等を活用した学習活動を通して、

地域に対する理解と愛情を育むよう取り組みます。 

 

 進捗管理目標 
 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）教育の充実と環境整備  

 

全国学力・学習状況調査の全国順位 
小学校６年生 10 位 

中学校３年生 ７位 
(2019 年度) 

小学校６年生   ３位以内 

中学校３年生   ３位以内 

全国体力・運動能力、運動習慣等調

査の全国順位4 

小学校５年生 男 12 位 

 女  ９位 

中学校２年生 男 36 位 

 女 ９位 

小学校５年生 男３位以内 

 女３位以内 

中学校２年生 男３位以内 

 女３位以内 

                                                   
4 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の全国順位…スポーツ庁が公表している都道府県別の全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果資料を基に有田市の点数を落とし込んだもの 
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市内小中学校の図書室における貸出

冊数（一人当たり）の増加 
42 冊 50 冊 

（イ）郷土愛を育む取組の充実  

 
地域や社会に関わる活動状況等（全国

学力・学習状況調査 質問事項から）5 

小学校６年生 

市：51.3％ 国：54.5％ 

中学校３年生 

市：37.3％ 国：39.4％ 
(2019 年度) 

全国平均を超える 

 

                                                   
5 「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか。」という質問に対して「当てはまる」「どちら

かと言えば当てはまる」と答えた割合。 
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３ 安全・安心で豊かな暮らしの実現 
 

 強化施策 
 
■まちの活性化につながる機関を誘致 

  中学校統合など公共施設再編に伴う跡地に、高等教育機関などを積極的に誘致し、若者定住に

よるまちの賑わいや活性化につなげます。 

 高等教育機関の誘致 
２件 

（2024 年度） 
 
■楽しみながら健康づくりができる環境の整備 

市民一人ひとりが健康を意識し、楽しみながら健康づくりに取り組めるよう、県下初となる公

共複合フィットネス施設「えみくるＡＲＩＤＡ(有田市民水泳場)」と子どもから高齢者までの多

世代が活用し健康維持や交流の場となる新都市公園を整備するＢＩＧ ＳＭＩＬＥプロジェクト6

を推進します。 

 えみくるＡＲＩＤＡ(有田市民水泳場) 年間利用者数 
107,000 人 

（2024 年度） 

 新都市公園 年間利用者数 
78,000 人 

（2024 年度） 
 

 主要施策 
 
（ア）安全・安心な暮らしの実現  

①防災・減災対策 

自主防災組織活動を積極的に支援し、防災ワークショップ、避難訓練を通じて地域の防災

力の向上を図り、防災態勢基盤の強化を図っていきます。さらに、有田市国土強靭化地域計

画と連動しながら、施設の整備にも取り組み、ハード・ソフト両面から生命と財産を守る対

策を行っていきます。今後も、自分の命は自分で守る「自助」の確立の啓発に努めるととも

に、引き続き地域住民と協働して、安全・安心な暮らしの実現に取り組んでいきます。 
 

②健康づくり 

いつまでも自分らしく生きるために欠かせない健康。健康寿命の延伸が課題である中、適

度な運動による健康づくりが重要です。その中でも「歩く」ことは老若男女問わずできる運

動であり、歩くことが楽しくなる取組を進めます。さらに、介護を必要とする高齢者を減ら

すため、自主的に運動に取り組む地域づくりや個々の体力に応じた体操などを広めていきま

す。また、疾病の早期発見、早期治療は重要であり、特定健診及びがん検診の更なる受診啓

発に努めます。 

令和２年にオープンする新市民水泳場は健康増進のための運動を安全かつ適切に実施でき

る施設として厚生労働大臣が認定する「運動型健康増進施設」として整備し、設備や指導員

の質についても高い基準を確保します。あらゆる世代の方が健康増進や生きがいづくりを行

える拠点として充実したプログラムを提供するとともに、特定保健指導の運動指導対象者に

運動プログラムを体験として無償で提供するなど、市保健事業にも積極的に活用します。 
 

③有田市立病院の充実と地域医療の強化 

総合病院として、市民が健康で安心して暮らし続けるために、人口減少・高齢化を見据え

た機能強化を図ります。また、有田圏域１市３町との連携協議や、各医師会との連携強化を

図ります。中核病院としての機能を担うためにも老朽化した病院の建替えを視野に入れ、救 

                                                   
6 BIG SMILE プロジェクト…子どもから高齢者まであらゆる世代が健康的な生活を送り、スポーツを通じたコミュニティ

が育まれるためのきっかけと場作りを進める取組 
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急医療・周産期、小児医療・災害医療・在宅医療・予防医療・へき地医療・感染症指定病院・ 
認知症疾患医療センターとしての役割を果たすべく医師確保に全力で取り組み、地域医療体

制を構築します。 
 

（イ）豊かな暮らしの実現  

①市民参画のまちづくり 

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

ともに力を合わせて取り組める機会を提供し、共に考え、まちづくりへの関心を高めます。 

また、有田市独自の行政パートナー・まちづくりサポーター制度を活用し、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

取り組みます。 
 

②生涯学習 

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

化しています。生涯学習を推進するためには、学んだ知識や技術などの成果を発表する場、

あるいは、職場や地域で活用できる機会や場を充実することが重要な課題です。そのために、

市民が生涯学習に取り組むことで、心豊かな生活が送れるよう、図書館、市民会館、公民館

などを活用して学習できる環境や機会を提供します。 

●図書館の利用促進 

図書館では、新規来館者・従来の利用者がともに継続して利用していただけるよう、利

用者が求める資料の収集や興味を引くイベントの企画・開催に努めるなど、親しみやすい

図書館を目指します。また、市民の「知りたい」「学びたい」を支援するため、館内職員研

修を継続して実施し、レファレンスサービス7の技術向上を目指します。 

●市民会館の利用促進 

市民会館では、自主事業の開催について創意工夫を行い、市民が音楽や演劇、講演会な

どの文化・芸術に触れる機会を提供するとともに、自ら学んだことを発表する場、文化交

流の場として活用してもらえるようホームページや利用案内の充実など広報活動を積極的

に行います。また、市民が安心して来館できるよう施設づくりに努めます。 

●公民館活動の充実 

公民館では、市民が生涯にわたっていつでも自由に学び続け、共に支え合うことができ

る社会を目指し、市民の生涯学習を支援する取組を進めます。そのため、学んだ知識や技

術などの成果を発表でき、世代を超えて参加できる「みかんの里のフェスティバル！」等

の生涯学習推進イベントを毎年開催するなど、公民館利用者の増加につなげていきます。 

●郷土資料館の活用促進 

郷土資料館では、郷土の歴史を知ってもらい、郷土愛を育むため、特別展、企画展、イ

ベントなど興味を引く内容・展示の仕方を工夫するなど、郷土資料館への来館者の増加に

つなげていきます。 
 

（ウ）美しいまちの実現  

①まちの整備 
  これからの有田市を担う若者たちが、いつまでも住み続けたいと思えるまちとするために

は、まちの整備が非常に重要です。今後、有田海南道路の整備で期待される通勤圏・行動圏

の拡大による人口流出抑制・人口流入を図るとともに、子育て世代や高齢者が住みやすく、

災害に強い安全・安心なまちを整備します。 

  具体的には、公共施設の合理化による空き施設の活用を推進します。また、都市計画道路 

を整備することによる地域活力の向上及び防災・雨水対策につなげるなど、市民の活力につ 

                                                   
7 レファレンスサービス…図書館の資料を使い、調べものをサポートするサービス 
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ながるまちの整備を推進します。 

 
②環境にやさしいまちづくり 

有田市では有田川クリーン作戦や地域で行うボランティア清掃を実施し、美しく自然豊か

な有田市を次世代につないでいくため、「環境への負荷が少ない循環型社会の構築、環境に配

慮したまちづくり」に向けて、ごみの排出量削減や生活排水処理率向上に市民、事業者、行

政が一体となって取り組みます。 

 

 進捗管理目標 

 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）安全・安心な暮らしの実現  

 

住みやすいと感じている市民 69.1％ 80％ 

健康寿命8 

市：男 78.72 歳 

  女 83.31 歳 
（2017 年） 

国：男 79.47 歳 

  女 83.84 歳 
（2016 年） 

全国平均を超える 

介護度重度化予防 

（要介護２～５の認定者の割合） 
11.1％ 11％ 

（イ）豊かな暮らしの実現  

 

高校生・大学生参加のまちづくり事

業 
12 回 

（2015～2018 年度） 
20 回 

（2020～2024 年度） 

行政パートナー活動件数 19 件 
（2015～2018 年度） 

30 件 
（2020～2024 年度） 

まちづくりサポーター活動件数 
36 件 

（2015～2018 年度） 
50 件 

（2020～2024 年度） 

図書館来館者数 102,302 人 123,000 人 

市民会館利用者数 32,977 人 35,000 人 

市内公民館利用者数 72,845 人 73,000 人/年 

郷土資料館来館者数 8,258 人 8,500 人 

（ウ）美しいまちの実現  

 

都市計画マスタープラン改定 － 2021 年度改定 

年間ごみ排出量 9,499ｔ 8,589ｔ 

生活排水処理率 32.3％ 40％ 

                                                   
8 健康寿命…介護の必要がなく「日常生活動作が自立している期間の平均」を指す。 
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基本目標２ アクティブなまち有田市 

 

人口減少局面においても市の地域産業が持続的に発展・維持していくために、まちの魅力と

活力を生み出す投資を行い、地域産業の高度化を進めます。これらの取組により魅力ある働

く場所の創出につなげるとともに、地域資源を活用した関係人口の創出・拡大につなげます。 

 

１ 地域産業の発展・維持 
 

 強化施策 

 
■有田みかんの一層のブランド化を進め、誇れるみかんづくりを次世代につなぐ 

高品質なみかんに市がお墨付きを与える「有田市原産地呼称管理制度」を最大限活用しブ

ランド価値のさらなる向上・全国的な需要拡大に取り組むとともに、2019 年度から運用を開始

した就農支援「AGRI-LINK IN ARIDA9」をはじめとした様々な形での農地の継承が活発に行われ

る環境の構築に取り組みます。 

 

「AGRI-LINK IN ARIDA」による新規就農者 ３人/年 

認定みかん出荷量 
250ｔ 

（2024 年度） 

 
■新鮮な水産物の販路・消費拡大を支援し、市内水産業を活性化 

県下有数の水揚高を誇る箕島漁港内に整備される高度衛生型荷さばき施設で取り扱われる、

新鮮で安全な水産物の付加価値向上並びに水産物の販路・消費拡大を支援します。 

 産直施設「浜のうたせ」レジ通過者 30 万人／年 

 
■新たな事業にチャレンジする人を積極的に支援し、市内産業を活性化 

創業支援補助金の補助対象者を既存事業者にも拡大するとともに、市の主要施策と連携する

創業にはインセンティブを設けるほか、農家や中小企業者が抱える喫緊の課題解決に向けた各

種支援策の活用をサポートします。 

 

創業支援補助金を活用した新規創業事業者の確保 
45 件 

（2020～2024 年度） 

生産性向上・人手不足対策・事業承継対策等に資する 

補助金・税制優遇の活用支援 

75 件 

（2020～2024 年度） 

 
■ふるさと応援寄附金制度を最大限活用した市内特産品の全国的な知名度向上 

  みかんや加工品をはじめとする魅力的な地場産品を活用し有田市のファン獲得・地方への資

金の流れの強化や体験型記念品の充実を図るとともに、ふるさと応援寄附特設サイトの積極的

な活用により、寄附者の来訪につながる流れを形成します。 

 ふるさと応援寄附特設サイトからの寄附件数 
5,000 件 

（2024 年度） 

 

                                                   
9 AGRI-RINK IN ARIDA…新規就農される方が 1年目から安定した環境で農業に専念できるよう支援する有田市独自のプロ

グラム。農地・技術習得の機会・出荷先を確保し、生活の基盤がない人には資金面の支援も行う。 
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 主要施策 

 
（ア）農業の振興  

①有田みかんの発展・維持 
有田みかんの更なるブランド価値向上を図るため、有田市原産地呼称管理制度を運営しま

す。厳しい基準をクリアして認定された高品質のみかん・みかんジュースを消費者に提供し

信頼を得ることで、生産者の更なる生産意欲を醸成し、参加農家の増加につなげていきます。

また、農作業の省力化・軽作業化・生産性向上を目的としたＩＣＴ等の革新的技術の導入を

検討するなど、農業者の高齢化や減少に対応するとともに、農業振興を図ります。 

②新規就農者確保 
新たに有田市のみかん農家として就農する方に対して、AGRI-LINK IN ARIDA、農業次世代

人材投資事業10を活用し、新規就農者の獲得を目指します。また、就農フェアなどへ参加し、

就農に興味のある方を有田市就農体験に結び付け、就農へとつなげていきます。 

 
（イ）水産業の振興  

①水産基盤整備支援 
安定した漁業経営を確立するため、水産物の消費拡大と付加価値向上に取り組みます。 

魚価の向上による安定した漁業経営環境の整備に向け、産直施設「浜のうたせ」の整備や

水産物の品質、衛生管理面での競争力を持つ高度衛生型荷捌き施設（底びき・船びき）の整

備を支援します。また「太刀魚と言えば有田市」という文化を創出するために、11月 11 日を

「たっちょの日」と制定しました。市内外での太刀魚料理提供店舗の拡大を更に推進します。  

漁場環境や漁港の維持管理では、海底堆積物の除去や計画的な漁港施設管理に努めます。 

②漁業就業者確保 
漁業新規就業者に対する家賃の一部補助や、漁業経営に必要な技術・知識習得の資格取得

に対する補助を行うことで、漁業従事者を確保し、水産業の発展と漁村地域の活性化を図り

ます。 

 
（ウ）商工業の振興  

①商工業の発展・維持 

中小事業者の発展と持続的経営を推進するため、地元経済団体と連携し、国・和歌山県の

制度・補助金等の紹介・活用の支援を行います。また、市独自の支援策を創出・活用するこ

とで、中小事業者の基盤維持発展に努めます。 

②新規創業による事業所数の確保 

有田市創業支援等事業計画に基づき、紀州有田商工会議所をはじめとする支援機関と連携

し、創業者の支援を行います。 

③販路開拓支援 

有田市で生産される農作物、水産物などの一次産品、それらを利用した加工品、加えて市

内の中小事業者が製造する製品について、国内・海外を問わず積極的な販路開拓に係る支援

事業を商工業者だけでなく、農業・水産業者にも実施し、事業規模拡大と雇用の促進を図り

ます。 

④企業誘致 

人口減少などにより、近年増えつつある空き家や公共施設跡地など遊休不動産を活用しつ 

                                                   
10 農業次世代人材投資事業（国事業)…新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長 5年間、年間最

大 150 万円（夫婦の場合最大 225 万円）を交付 
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つ、サテライトオフィスを含めた新規企業の誘致活動を行い、産業の振興及び雇用の創出を 

図ります。また、施設の新設などを行うものに対して引き続き、一部助成措置を講じ、積極

的な制度活用を促すため、様々なツールを活用して情報発信を行います。 
 
（エ）地域資源を活用した関係人口の創出・拡大 

①市内特産品の全国的な知名度向上と資金の流れの拡大 

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

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

事業者の販路を拡大することで、特産品の消費の拡大を図ります。ふるさと応援寄附につい

ては、リピーターも含めた寄附件数の増加を図り、市へのひと・資金の流れのさらなる拡大

を図ります。さらに、寄附者とのつながりを強化するための施策を関係人口の創出・拡大に

つなげます。 

 

 進捗管理目標 

 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）農業の振興  

 

産出額（みかん） 51 億 4 千万円 
（2017 年度） 

55 億円 

栽培面積（みかん） 
1,100ha 

（2017 年度） 
1,085ha 

新規就農者(AGRI-LINK IN ARIDA 含む) 15 人 15 人/年 

（イ）水産業の振興  

 

漁獲量 2,477ｔ 2,500ｔ 

漁獲高（円／１ｔあたり） 576,000 円 600,000 円 

ふるさと納税取扱件数（海産物） 3,533 件 10,000 件 

（ウ）商工業の振興  

 

販路開拓取組件数 28 件 
（2015～2018 年度） 

60 件 
（2020～2024 年度） 

遊休不動産を活用した企業誘致 － ３件 
（2020～2024 年度） 

（エ）地域資源を活用した関係人口の創出・拡大  

 

ふるさと応援寄附件数 9.4 万件 30 万件/年 

ふるさと応援寄附金額 12.6 億円 38 億円/年 
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基本目標３ モテるまち有田市 

 

地域資源を掘り起こし、磨き上げ、“行ってみたい” “住んでみたい” 「モテるまち」を

実現することで、有田市への新しい人の流れを創ります。 

 

１ 地域資源の磨き上げ 
 

 強化施策 

 
■有田市の魅力を満喫できる体験型観光商品の創出 

有田市観光協会や民間事業所・団体に働きかけ、有田みかんを活用した農業体験・加工場見学、

豊かな水資源を活かした水辺のアクティビティ体験を創出し、有田市の様々な魅力を満喫できる

ようにします。 

 体験型観光の体験者数 3,000 人/年 

 
■有田市西海岸エリア５つ星プロジェクトの推進と連携による相乗効果の発揮 

海沿いの優れた景観や個性を持った５つの観光資源を、訪れた人に感動を与えられる場所に発

展させるとともに、それぞれが連携してイノベーションを生み出し、有田市発展の起爆剤となる

ような環境の構築に取り組みます。 

 

地ノ島イベントフィールド貸切利用回数 15 回/年 

矢櫃地区宿泊者数 2,500 人/年 

みかん海道訪問観光客数 20,000 人/年 

港町の風景や雰囲気等を活用した新しい人の流れの創出 拠点の構築 

 

 主要施策 

 
（ア）地域資源の掘り起こし・磨き上げ 

①市内観光資源と有田広域観光連携、県内観光地域との周遊連携 

市内東側観光資源である「有田みかん」と熊野古道を含む歴史資源を西海岸エリアの５つ星

とつなぎ、さらに有田地域で広域連携をしていきます。また、県内観光地域に訪れる旅行者を

有田地域周遊につなげます。 

②歴史・風景を活かした交流人口の創出 
熊野古道や歴史的・文化的建造物の活用を検討するとともに、情報発信の充実を図り、来訪

者の増加を目指します。また、海・山・川・夕日など映える景色についても発信に注力します。 

③豊富な農水産品を活かした食文化の発信 
豊富な農水産品を購入できる場所として、産直施設「浜のうたせ」を活用した観光ＰＲに努

めるととともに、有田市ならではの食事を提供できる店舗の情報発信に努めます。 

④観光拠点の接続 
市内の観光拠点を接続するため、観光モデルコースを作成します。また、コンパクトなまち 
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である強みを生かすため、シェアサイクルの設置箇所を増加し、自転車での市内周遊を活性化

します。併せて、豊かな水辺空間を生かすために、観光拠点間の移動手段として、船やカヌー・

カヤックなどを新たに導入することを検討します。 

⑤サイクリング文化の醸成 
和歌山県の推進する「サイクリング王国わかやま」と連携し、有田市においてもブルーライン

の整備やサイクルステーションの開設などの環境整備、サイクリングを体験できるイベントの

開催といった取組を進めています。有田市の魅力ある環境や特産品を武器に、スポーツツーリ

ズムの一環として観光客を呼び込むとともに、生活交通や健康増進の観点から市内での普及・

啓発を図り、サイクリング文化を醸成していきます。 
 

 

進捗管理目標 

 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）地域資源の掘り起こし・磨き上げ  

 

観光客入込客数 301,554 人 600,000 人/年 

宿泊客数 29,579 人 36,000 人/年 
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２ 移住・定住の促進 
 

 強化施策 

 
■空き家活用に向けた積極的な情報収集及び活用への斡旋 

地元自治会等と連携し、和歌山県が運用する「わかやま空き家バンク」と有田市が空き地も加

えて独自運営する「有田市空き家・空き地バンク」への登録件数 120 件を実現します。また、登

録物件の積極的な情報発信に努め、成約件数 22件を実現します。 

 

わかやま空き家バンク及び有田市空き家・空き地バンク登録件数 
120 件 

(2020～2024 年度) 

わかやま空き家バンク及び有田市空き家・空き地バンク成約件数 
22 件 

(2020～2024 年度) 

 
■移住に必要な情報提供の強化及び移住者の確保 

移住につなげるため、まちの特性・住まい・仕事・補助制度などを一体的に情報発信できる仕

組みを構築するとともに、首都圏での移住フェア等に参加するなど、積極的な情報提供を行い、

有田市への移住者を確保します。 

 ワンストップパーソン11を通じての移住世帯数 
20 世帯 

(2020～2024 年度) 

 
 
 

 主要施策 

 
（ア）移住・定住等支援・関係人口の拡大 

① 移住・定住等支援 
現役世代の有田市への移住を促進します。そのために「住まい」「しごと」を一体とした情

報発信に努めます。具体的には、「わかやま空き家バンク」及び「有田市空き家・空き地バン

ク」への登録を積極的に推進し「住まい」の情報を強化するとともに、仕事情報サイト「A-

WORK」の掲載内容の充実及び創業支援などをはじめとする「しごと」の情報を強化します。

また、空き家改修補助や三世代定住等支援事業の活用、さらには、まちの希望を担う子ども・

若者・子育て世帯に積極的な支援を展開するなど必要な施策を講じ、移住者を呼び込み、市

民の定住のための仕組み等を構築します。 

②有田市へ移住ＰＲ 
有田市には多くの魅力があるにも関わらず、それを十分にＰＲできていない現状がありま

す。このことから、有田市の魅力を発信することにより、移住へつなげます。具体的には、

東京・大阪など都心部における移住関連イベントへの積極的な参加や、市ホームページ等に

よるＰＲを強化し、全国へ発信します。 

③矢櫃地区をモデルとした空き家・移住施策 
矢櫃地区における景観等を活用することで、観光客を呼び込むなど交流人口を増加させる

だけでなく、地域の活性化を図るための関係人口の拡大を図ります。くらしちゃる矢櫃の利

用促進を行うだけでなく、地区内の空き家を店舗等として活用するなど、新しい「しごと」

「雇用」の創出により地域活性化を図り、最終的には移住へつなげていきます。 

                                                   
11 ワンストップパーソン…移住相談を一元的に受け付ける市の担当職員 
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 進捗管理目標 

 

進捗管理目標 
戦略基準値 

（2018 年度） 

戦略目標値 

（2024 年度） 

（ア）移住支援・関係人口の拡大  

 定住意思のある移住世帯数12 － 400 世帯 
（2020～2024 年度） 

 
くらしちゃる矢櫃をはじめとした矢

櫃地区活性化への支援者数 
474 人 750 人 

 

                                                   
12 定住意思のある移住世帯数…県外からの転入で、有田市内に 5 年以上住む意思を示した世帯数 



21 

Ⅲ 有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 
 

 

本戦略に掲げる施策の進捗度を客観的に把握できるよう、できる限り数値を用いて計画完了年度の目

標を設定しました。 

本戦略で位置づけた取組を着実に推進するため、取組の効果を定期的に検証するとともに、社会情勢

や国・和歌山県の施策、地域の状況の変化等に応じ、より効果的な手法を研究し、絶えず施策のブラッ

シュアップを行います。 
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