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まちづくり目標１ 健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 

まちづくり目標２ 心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 

【政策】 【主要施策】 

【政策】 【主要施策】 

 
 

第１章 基本計画の推進 

 

第１節 基本計画の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第５次有田市長期総合計画基本計画 

1-1 健康づくり 

1-2 市立病院の充実と 

地域医療体制 

1-3 高齢者福祉 

1-4 障がい者福祉 

1-5 子育て環境 

①健康増進対策の推進   ③こころの健康づくりの推進 
②母子保健対策の推進 

①周産期・小児医療体制の拡充及び質の高い医療提供体制構築 
②地域医療連携 
③新病院建設等、地域医療体制の充実 

①高齢者福祉の充実 
②介護予防の推進 

1-6 地域福祉 

1-7 社会保障制度 

①日常生活や社会生活の支援の促進 
②切れ目のない支援 
③配慮の必要な子どもへの支援 

①就学前児童の教育・保育環境の充実   ③子育て支援の充実 
②市立保育所再編            ④児童虐待防止 

①地域力の強化 

②包括的支援体制等の構築 

①国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険事業の適正な運営 
②国民年金の充実      ③生活困窮者等の支援 

2-1 学校教育 ①幼稚園・保育所・小学校の連携強化   ④教育環境の整備充実 
②学校教育の充実             ➄統合中学校の開校 
③学校保健の充実 

2-2 青少年健全育成 ①青少年育成関係機関・各種団体との連携    
②子ども・若者育成支援 

2-3 生涯学習  ①生涯学習推進体制の充実    ③人材･組織の育成と連携､活用 
②公民館の機能や設備の充実 

2-4 文化・芸術・スポーツ ①文化・芸術環境の充実     ③スポーツ環境の充実 
②文化財保護の充実       ④BIG SMILE ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進 

2-5 人権・男女共同参画 ①あらゆる人権に対応した取組の充実 

②男女共同参画の推進 

（P.3） 

（P.5） 

（P.7） 

（P.9） 

（P.11）

（P.13）

（P.15）

（P.17）

（P.19）

（P.21）

（P.23）

（P.25）
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まちづくり目標３ つながりが生む魅力あるまち 

3-1 農業の振興 ①農業生産基盤の整備促進     ③農業環境の保全 
②高品質ミカンの生産拡大と有田みかんのＰＲ活動 

①漁場整備・保全の推進 
②水産物の消費拡大・付加価値の向上 
③後継者育成と漁業経営の強化の推進 
④官民学連携次世代水産振興 

①商品開発及び販売促進とＩＣＴなどを活用したＰＲ戦略 
②商店と地場産業の活性化及び産業の観光資源化 
③既存産業の安定化支援 
④企業の誘致や起業者の支援 

3-4 観光業の振興 ①観光資源の開発と整備 
②観光基盤の整備及び観光客誘致の推進 

3-5 移住・定住の促進 ①企業や住民との連携         ③空き家活用促進 
②支援制度・情報発信の充実    ④定住サポート 

まちづくり目標４ 安全・安心で調和のとれたまち 

4-1 危機管理 ①危機管理体制の整備 

②地域防災力の向上 

4-2 消防・救急 ①火災予防体制の強化    ③消防団の活性化 
②救急体制の充実 

4-3 防犯・交通安全 ①安全な生活環境の整備   ③地域における交通安全活動の充実 
②地域防犯活動の充実 

4-4 暮らしやすい 

まちの整備 

①良好な住環境の整備促進 

②安全な道路環境の整備促進 

4-5 地域交通 ①公共交通機関の充実     ③デマンドバス利用促進活動 
②新しい交通システムの研究 

4-6 水の安定供給 ①業務運営の改善 

②水道老朽施設の更新 

4-7 環境と共生するまち ①生活環境の保全 

②環境意識の向上 

まちづくり目標 5 協働を図り、未来への投資と責任ある行財政運営による 

5-2 効果的で持続可能な

行政運営 
①新たな時代に対応できる行政組織の整備 
②官民連携の促進による公共サービスの提供 

【政策】 【主要施策】 

【主要施策】 

【政策】 【主要施策】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3-2 水産業の振興 

3-3 商工業の振興 

5-1 協働 ①市民主体のまちづくりの推進     ③情報発信の充実 
②協働によるまちづくりの推進 

5-3 効率的で持続可能な

財政運営 
①効果的･効率的な財政運営の展開   ③普通財産の管理処分 
②財源の確保 

5-4 デジタル化の推進 ①デジタル化による市民サービスの向上 
②デジタル化による事務効率の向上 
③新しいデジタル技術の活用 

【政策】 

（P.27）

（P.29）

（P.31）

（P.33）

（P.35）

（P.37）

（P.39）

（P.41）

（P.43）

（P.45）

（P.47）

（P.49）

（P.51）

（P.53）

（P.55）

（P.57）
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第２節 政策・施策の展開 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

生活習慣病予防の促進 
健診有所見者割合1 

高血圧者    ：52.6％ 
メタボ該当者  ：21.9％ 

 
高血圧者    ：49.0％ 
メタボ該当者  ：19.0％ 

健（検）診受診率の向上 

特定健診    ：38.3％ 
肺がん検診   ：28.0％ 
大腸がん検診 ：11.2％ 

(2018 年) 

特定健診    ：60.0％ 
肺がん検診   ：25.0％ 
大腸がん検診 ：25.0％ 

■現状と課題■ 

□日本人の死因の約６割を生活習慣病が占める中、有田市においても死因の多くががんや心疾患

となっており、疾病の早期発見のため定期的な健（検）診受診が必要となります。平成 30 年度

がん検診受診率（40 歳～69 歳まで）の結果では、肺がん検診 8.0％（県下 29 位）、大腸がん検

診 11.2％（県下 24 位）、乳がん検診 18.0％（県下 24 位）など、県下 30 市町村の中で、受診

率の低さが懸念されます。また、部位別の死亡率では特に肺がん、大腸がんが国・県と比べ高

値となっています。 

□有田市の健診結果より、動脈硬化の原因となる高血圧等は、国・県と比較して割合が高く、日

常生活における食事や運動習慣の改善が必要となります。高血圧や脂質異常の予防・改善に取

り組むことで、動脈硬化症や心筋梗塞・脳梗塞などになるリスクが軽減し、将来的には健康寿

命の延伸につながります。そのためにも、短期的な取り組みだけでなく、中長期的に、日常生

活に寄り添った形で健康づくりの仕組みや環境の整備が必要となります。 

□母子保健においては、妊娠から出産、子育てまで、切れ目のない支援が必要となっている中、

子育てに関しては、家族構成や就労形態、生活スタイルの多様化に伴い、産前・産後の不安や

悩みを抱える人が増えています。 

□精神保健福祉手帳の交付数や自立支援医療費の受給者は増加傾向にあり、こころの健康づくり

にも取り組んでいますが、相談窓口や支援機関を知らない人の割合が約４割を占め、さらなる

周知が必要となっています。 

 

■基本方針■ 

◇あらゆる世代が日常からライフスタイルにあった健康づくりに取り組み、生活習慣病の予防に

つながるよう環境を整備します。また、健（検）診を定期的に受診し、疾病の早期発見・早期治

療につながるよう、受診機会の拡大、利便性向上を図るなど、健康寿命の延伸に取り組みます。 

◇母子保健分野に関しては、安心して楽しく子育てができるまちを目指し、妊娠・出産包括支援

事業の充実はもとより、有田市で安心して産み育てることができる環境づくりに取り組みます。 

◇こころの健康づくりに関する相談や情報提供体制の充実に取り組みます。 

                                                   
1 健診有所見者割合／特定健診受診者のうち基準値を超えた者の割合 

政策１-１ 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 

健康づくり 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①健康増進対策の推進 

○がん検診、特定健診の受診率向上に取り組む 

○総合フィットネス施設「えみくるＡＲＩＤＡ（市民水泳場）」を活用した、より

専門的な健康づくりを提供する 

○主体的に健康づくりに取り組めるよう、健康に関する正しい情報提供と

世代ごとの課題に応じた食事や運動、生活習慣を学び気づける場を

提供し、定着させる取組を実施する 

○地域全体で健康づくりに関心を持ち、楽しみながら実践できるコミュニテ

ィ形成に取り組む 

○モバイル端末等のデジタル技術を活用し、ライフスタイルに応じた健康づ

くりが実践できる環境を整備する 

②母子保健対策の推進 

○安全で安心な出産ができる環境を整備するため、助産所の誘致に取

り組む 

○すこやかな成長を育むため、乳幼児健診・各種教室を充実させる。 

また、支援が必要な乳幼児を早期に発見し、個々の状態に応じた支

援につなげる 

○安心して子育てができるようニーズに対応した子育て支援体制を強化

し、育児不安の解消につなげる 

○オンライン相談、育児手技の動画配信などＩＣＴを活用し、相談体制・

情報提供の充実に取り組む 

○妊娠期から切れ目ない支援の継続に向けた関係機関との連携を強化

する 

③こころの健康づくりの推進 

〇こころの病気の早期発見や早期治療、ストレスへの対処法などについ

て啓発を実施するとともに、家族や友人の異変に気づき、支え合える環

境づくりを推進する 

〇気軽に安心してこころの健康相談ができるよう専門員が対応する相談

体制を確立する 

○自殺予防として「ゲートキーパー2」の役割を担う人材の育成を推進する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市健康増進計画 

・有田市国民健康保険特定健康診査等第３期実施計画 

・有田市国民健康保険第 2 期データヘルス計画 

・有田圏域いのち支えあいプラン 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 健康課   【関係課】市民福祉部 福祉課 

福祉相談室 

  

                                                   
2 ゲートキーパー／自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守 

る）を図ることができる人 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

「市立病院の充実と地域医療体制」満足度 24.8％ 50％ 

市立病院の建て替え － 建設開始 

 
■現状と課題■ 

□有田保健医療圏（以下、「圏域」といいます。）における中核病院として、急性期・回復期・予防

医療及び在宅医療を軸に救急医療、周産期・小児医療、感染症指定医療機関や災害拠点病院と

しての役割を担う中、少子高齢化・人口減少の進行により、特に周産期・小児医療の充実が必

要となっていますが、産婦人科医師の退職に伴い常勤医師が不在となるなど、令和元年 12 月以

降、分娩休止の状態が続いています。 

□二次救急の圏域外流出率が高いことから、救急医療体制の構築が急務となっています。 

□圏域の中核病院としての役割を全うするためには、医師の確保や多様な医療機能の充実、施設

の更新など、地域住民のニーズに応じる医療提供体制が求められています。 

 
■基本方針■ 

◇圏域を視野に入れながら、救急医療、周産期・小児医療、認知症疾患医療センター、第二種感

染症指定医療機関、災害拠点病院など、公立病院としての役割を担います。 

◇総合病院として、地域医療の需要に応じた質の高い良質な医療を行い、利用者から信頼される

医療提供体制を構築します。 

◇地域医療体制のさらなる充実を図るため、医療機関相互の連携・機能分担の強化に取り組むと

ともに、効率的な病院の建て替えなど、経営形態の見直しに取り組みます。 

 

  

政策１-２ 市立病院及び地域医療体制 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①周産期・小児医療体制の

拡充及び質の高い医療提

供体制構築 

○医師確保および助産師等の研鑽を行い、分娩再開を目指す 

○小児救急、小児入院医療体制の充実に向け取り組む 

○当直応援医師確保も含め、内科系・外科系のダブル当直体制及び

医療スタッフ配置体制を構築するとともに、保健所・各病院との調整を

行い圏域内完結率が高くなるよう救急医療体制を拡充する 

○感染症指定医療機関として、有熱者外来設置・他施設への感染指

導等、圏域における感染拡大防止を図る 

○圏域の無医地区等、へき地医療のため、かかりつけ医との連携等によ

る医療体制の充実に向け取り組む 

○持続可能な病院経営を図るため、県との協議、指定管理・広域圏で

の経営等、様々な経営手法を視野に取り組む 

○安定した医師確保につなげるため、派遣元大学に関わらず、他大学・

民間紹介会社への積極的な働きかけを行う 

〇医師の働きやすい環境づくりとして、子育て中の時短勤務制度の構

築、院内保育の拡充や看護師の特定行為研修受講推進、また、医

師事務作業補助員の強化や救急救命士のセカンドキャリア構築といっ

たタスクシフティング3による医師への負担軽減に向け取り組む 

②地域医療連携 

○医療から介護まで切れ目のない包括支援体制を構築するため、医

療、保健、福祉、介護との連携を強化する 

〇地域医療体制の充実を図るため、市立病院と医師会の更なる連携を

強化する 

〇更なる医療の機能分担を図るため、医療機関相互の連携を強化する 

③新病院建設等、医療体制

の充実 

〇地域医療構想をもとに、圏域を視野に入れ、病床規模等、新病院に

おける適正規模や医療機能の充実に取り組む 

○医師をはじめとする職員配置計画の策定、経営分析及び収支計画の

策定とともに、建物や医療機器に係る経費の算出等を行う 

○新病院については、有田海南道路完成による医療の流入・流出を見

据えるとともに、災害拠点病院としての役割も踏まえた候補地の選定を

行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと総合戦略 

・有田市立病院改革プラン 

 
■施策関係課■ 

【担当課】有田市立病院   【関係課】市民福祉部 健康課 

 
 
 
  

                                                   
3 タスクシフティング／医療行為の一部を他の職種へ委譲すること 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

認知症サポーター数 2,216 人 4,000 人 

いきいき百歳体操 14 箇所 36 箇所 

介護度重度化予防 

（要介護２～５の認定者の割合） 
11.27％ 11.00％ 

 
■現状と課題■ 

□全国的に高齢化が進む中、有田市においても年々上昇し、高齢化率が令和元年度で 34.2%にな

るなど、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯ともに増加傾向にあります。2025 年には、団塊世

代が 75 歳以上となり、また、2040 年には団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるなど、今後の

社会保障に大きな影響を与えることが懸念されます。 

□社会的なつながりが希薄化する中、高齢者の社会参加を促進するとともに、加齢による身体的

機能の低下や慢性疾患を予防することが重要となっています。また、認知症や買い物・通院の

移動手段の確保、老老介護、8050 問題など、高齢者の自立支援や家族介護者の負担軽減が課題

となっています。 

□65 歳以上の高齢者数はピークを迎えつつありますが、今後は介護認定が増えはじめる 75 歳以

上の高齢者の増加が見込まれるため、介護予防と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防の観点

から、医療、介護、保健を一体的に取り組む必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇高齢者が健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護予防教室

の普及や在宅支援サービスの充実に取り組みます。 

◇地域住民や関係機関と連携し、高齢者や家族介護者を支援する「地域包括ケアシステム」を構

築します。 

◇医療・介護・保健のデータを一体的に分析することにより、フレイル4予備群の抽出を行い、地

域包括ケアシステムへつなげていきます。 

 
 
 
 
 

                                                   
4 フレイル／健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態 

政策１-３ 高齢者福祉 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①高齢者福祉の充実 

○老人クラブ活動や文化活動の支援等、高齢者の社会参加や生きがい

づくりを推進する 

○在宅高齢者の体調の不安軽減や見守り体制を強化する 

○認知症に対する市民の理解を深めるとともに、予防から発症、重度化

防止に向けた支援を行う 

○成年後見制度の利用促進や高齢者虐待の防止など、高齢者の権利

を守る取組を推進する 

○地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進める 

○地域包括支援センターの体制を強化する 

②介護予防の推進 

○より身近な地域や仲間で実施できる自主サークル「いきいき百歳体操」

の普及に取り組む 

○フレイル予防につなげるため、各体操教室で栄養士・歯科衛生士等に

よるミニ講座を積極的に実施する 

○介護予防と生活習慣病等の疾病予防・重症化予防を一体的に実施

する枠組みを構築する 

○後期高齢者は、フレイル状態に陥る危険性が高いため、医療、介護、

保健のデータを一体的に分析するとともに、フレイル健診を実施するな

ど、危険性のある高齢者一人ひとりを抽出し、必要なサービスに結びつ

ける 

○フレイル予防の取組として、いきいき百歳体操や介護予防運動教室と

いった通いの場等への社会参加を含む地域での取組を拡充する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと総合戦略 

・第８期有田市介護保険事業計画及び老人福祉計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 高齢介護課   【関係課】市民福祉部 健康課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

福祉施設利用者の一般就労移行者数 9 人 14 人 

 
■現状と課題■ 

□障害者基本計画及び障害福祉計画に基づき、有田圏域の１市３町とともに、地域活動支援セン

ターの設置や障がいのある人の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた居住支援のため地域

生活活動支援拠点の整備を進めています。また、相談支援事業所と連携し、身近に相談でき、

適切な支援を受けられる体制を整えるなど、障がい者施策の充実に取り組んでいます。 

□就労支援については、障がいのある人に関する社会資源が乏しい現状となっており、遠方まで

の通所を余儀なくされるなど、雇用環境の充実を図る必要があります。 

□障がいの早期発見、早期療育の推進については、関係機関との連携が重要であり、障がいのあ

る人に対する差別や虐待の防止も含め、関係者及び関係機関等と一体的に取り組む必要があり

ます。 

□障がいのある子どもに対する生まれてから成人するまでの療育について、「切れ目のない支援」

を実現するため、関係機関との連携を強化する必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、就労支援や相談

体制を整備するなど、日常生活や就業機会の充実を図ります。また、福祉教育を推進し、障が

いのある人に対する差別や虐待の防止についての市民の理解を深めるなど、地域で支え合うこ

とができる環境を構築します。 

◇障がいを早期に見つけ、早期に治療や療育を受けることができる体制の構築を図ります。また、

障がいのある子どもについては、生まれてから成人するまで「切れ目のない支援」を提供し、

安心して適切な教育、療育を受けられる環境を構築します。 

 

 

  

政策１-４ 障がい者福祉 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①日常生活や社会生活の支

援の促進 

○障害福祉サービスや地域生活支援事業等を利用しながら、障がいの

ある人やその家族等のあらゆる困りごとを解消する 

○障がいのある人の社会参加を促進するため、差別や虐待などを防止す

るとともに、相談支援や就労支援体制の充実を図るなど、各種機関と

連携を強化する 

○作業所や児童通所事業所など日中活動系サービス事業所やグループ

ホームなどの居住系サービス事業所の基盤整備に対する支援を行う 

○障がいのある人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、余暇の移動支援等、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り支援する 

○障がいのある人の文化向上のための披露の場や集える場を提供する 

○成年後見制度や権利擁護の利用促進、虐待の防止など、障がいの

ある人の権利を守る取組を行うとともに、障害に対する理解及び合理

的配慮を推進する 

②切れ目のない支援 

〇幼稚園・保育所、小学校、中学校、高校、大学、就職など、ステージ

の変化が生じるたびに支援に関する情報が少なくなり、途切れたりする

ことがないよう、関係者・関係機関と情報共有・連携を図り、継続した

支援及び一貫した適切な支援を行う 

○障がい児者が安心して生活できるよう、また、個々にあった支援やサー

ビスの提供につなげるため、保健・医療機関等との連携を強化する 

③配慮の必要な子どもへの支

援 

○医療的ケアを必要とする子どもの保育所、小中学校等における受入に

ついて、関係機関等と連携を図りながら体制の充実などに取り組む 

○保育所等訪問支援事業の実施により障がいのある子どもが集団生活

に適応するための支援を行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・有田市障害者基本計画   ・有田市障害福祉計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 福祉課   【関係課】 市民福祉部 健康課 

   教育委員会 教育総務課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

子育て世代の満足度 
59.1％ 

（2018 年度） 
70％ 

新保育施設の新設 0 か所 1 か所 

子ども家庭総合支援拠点の設置 0 か所 1 か所 

 
■現状と課題■ 

□児童福祉対策及び少子化対策を総合的に推進するため、「子ども・子育て支援事業計画」を策定

し、子育て世帯の経済的負担の軽減や子育てに関する情報発信、悩み相談などの場所づくり、

共働き世帯のニーズに対応した学童保育事業や病児保育事業等、子育てしやすい環境づくりに

取り組んでいます。 

□人口減少に伴う児童人口が減少傾向にある中、市内に７か所ある保育所の充足率は全体で 55％

まで落ち込み、一部の保育所では適正規模による集団保育が困難な状況となっています。その

一方、０歳から２歳までの３歳未満児保育は、現在保育希望者は横ばいで推移していますが、

今後、共働き世帯の増加や就労形態の多様化等に伴い待機児童の発生が懸念されます。 

□近年、保護者の経済的困窮や社会的孤立、養育力の低下、ひとり親家庭が増加するなど、家庭

環境が多様化・複雑化し、児童虐待の報告件数は増加傾向であることから、地域社会全体で虐

待の防止に向けた取組や継続的な支援体制の強化が必要となっています。 

 
■基本方針■ 

○就学前児童の教育・保育環境の変化や多様なライフスタイルに対応した子育て支援サービスを

展開し、地域で安心して子育てができる体制の構築、子育て世帯の経済的負担の軽減、乳幼児

期における教育・保育環境の充実とともに、保育施設再編による新設等に取り組むなど、子育

てしやすい環境を整備します。 

○児童虐待の発生防止と早期発見・早期対策のため、関係機関との連携を強化し、継続的な支援

体制を構築します。 

  

政策１-５ 子育て環境（児童福祉） 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①就学前児童の教育・保育

環境の充実 

○質の高い幼児教育・保育を提供するため、積極的な研修会への参加

や幼保小の連携交流を図ることで保育士の資質向上に取り組む 

○保育業務のＩＣＴ活用を積極的に図り、保護者の利便性向上や保育

士業務の負担軽減に取り組む 

○将来の３歳未満児の保育利用増加に対応するため、市内幼稚園の

小規模事業者の認定や認定こども園への移行など、保育環境の整備

を支援する、 

②市立保育所再編 

○今後の有田市における就学前児童の人口をふまえ、適正規模による

集団保育の実施及び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、保育所再編計画に基づいて、一人ひとりの成長の基

礎となる施設整備を着実に行う 

○幼児教育の質向上のための研修センターの併設や地域の避難所とし

ての活用など、複合的な機能を備えた環境づくりに取り組む 

③子育て支援の充実 

○多様な働き方に応じた仕事と子育ての両立や育児疲れなどのレスパイ

ト需要等、多様なニーズに対応した延長保育事業、病児保育事業、

学童保育事業、一時預かり事業などの各種子育て支援サービスを実

施するとともに、新たなニーズへも柔軟に対応する 

○子育ての喜びや悩みを分かち合える親同士の交流の場・機会を設ける 

○地域や社会全体で親子の学びや育ちを支えるため、ファミリーサポート

センター事業を推進するなど、地域の人々と協働による子育て支援の

機会や子どもが安心できる居場所を創出する 

○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られるよう、親

育てプログラムを参加しやすい形で開催する 

○医療費助成や幼児教育の無償化等、子育て世帯の経済的負担軽

減の支援を行う 

④児童虐待防止 

○児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応をするため、要保護児童

対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）における関係機関の

専門性の強化及び連携強化に取り組む 

○家庭訪問支援事業の実施により、就学前児童のいる世帯を対象に家

庭訪問支援員が訪問し、家庭と地域、関係機関をつなぎ、乳児家庭

の孤立防止や養育上の諸問題への支援を図り、地域の中で子どもを

健やかに育成する環境をつくる 

○家庭児童相談室の機能を核とした、相談や学習のできる交流の場を

兼ねた子ども家庭総合支援拠点を設置する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市子ども・子育て支援事業計画 

・有田市立保育所再編計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 福祉課   【関係課】市民福祉部 健康課 

福祉相談室 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

地域交流拠点5 2 箇所 5 箇所 

全世代に対応した包括支援センターの設置 0 箇所 1 箇所 

 
■現状と課題■ 

□人口減少・少子高齢化の進行などの社会構造の変化により地域におけるつながりは希薄化し、

8050 問題やダブルケアなど市民の生活課題は複合化・複雑化しています。これらの生活課題に

は福祉総合相談窓口を設置し、ワンストップによる対応を図るとともに、これまでの制度・分

野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体

が世代や分野を超えてつながり、地域共生社会の実現を目指していく必要があります。 

□地域共生社会の実現のためには、地域住民が多様化する地域の課題を地域で解決する「地域交

流拠点」や、隣近所、各種団体・機関等との連携や行政との包括的な支援体制の整備が必要と

なっています。 

 
■基本方針■ 

◇今後も福祉総合相談窓口による相談支援を行いながら、公民館や地区集会場などを活用し、市

民が地域福祉活動に気軽に参加できる機会や場を創出し、地域で活動する団体の育成支援を行

うなど、地域共生社会の実現に向けた地域力の強化に取り組みます。 

◇複合化・複雑化した課題を抱える世帯や人に対して、関係各課及び関係機関・団体等との連携

を図りながら、包括的な支援体制を構築します。 

  

                                                   
5 地域交流拠点／地域の人々が集い、交流を図ることで、地域コミュニティを醸成し、また、主体的に地域課題に取り組み、支援機関へつなぐこ 

とで解決に結びつけるなどの拠点 

政策１-６ 地域福祉 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①地域力の強化 

○社会福祉協議会と連携し、地域福祉団体やボランティア団体の運営

支援と人材育成に取り組む 

○お互いに支え合える地域であり続けるために、市民が気軽に集える場を

創出し、地域力の向上に取り組む 

②包括的支援体制の構築 

○属性や世代を問わず、複合的な生活課題を抱える世帯や人には、関

係各課及び関係機関・団体等の協働による包括的な支援体制を構

築し、切れ目のない一貫した支援を行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２次有田市地域福祉計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 福祉相談室   【関係課】市民福祉部 福祉課 

 健康課 

 高齢介護課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

国民健康保険のジェネリック医薬品使用率 71.2％ 80.0％ 

社会保障制度の満足度 20.7％ 30.0％ 

 
■現状と課題■ 

□国民健康保険制度は、年々医療費が増加しており、全国的に運営が厳しい状況となっている中、

国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成 30 年４月から都道府県も国民健康保険制

度を担うことになり、財政運営の責任主体として運営を行っていますが、さらなる制度の継続

と安定的な運営を図るため、県では令和９年度統一保険料率を目指し取組を進めています。 

□急速な少子高齢化により、各保険制度の健全で安定的な運営の維持が課題となっている中、特

に介護保険制度については、団塊の世代が 75 歳となる 2025 年に向けて需要が高まっていくこ

とが予想されます。 

□国民年金制度については、急速な少子高齢化や年金制度の複雑化に対応するため、相談による

適切な対応が課題となっている中、年金相談を実施し、国民健康保険加入時に年金制度への加

入促進や減免制度の説明など実施しています。 

□生活保護制度については、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、適正な保護の実施に努めています。その一方で、生活保護に至る

前の段階にある経済的困窮や社会的孤立にある生活困窮者の抱える課題は複合的なケースが多

く、多機関が連携した支援が必要となっています。現在、自立相談支援事業や住居確保給付金

支給等を実施するとともに、ワンストップかつ包括的に対応する福祉総合相談窓口を設置し、

多機関協働による相談・支援を行っていますが、支援に必要な社会資源の充実が課題となって

います。 

 

■基本方針■ 

○市民すべてが健康で安定した生活を維持するため、各種保険制度、年金制度の財政の健全化及

び円滑な運営に取り組みます。 

〇各保険制度の疑問や不安を軽減し、理解が深まるよう、わかりやすい広報啓発を行います。 

〇生活保護受給者の就労を支援するとともに、生活状況等を把握し、各世帯に必要で適切な保護

の実施に取り組みます。 

〇複合化・複雑化する生活課題に対して、支援機関が連携し、包括的な支援体制による伴走支援

を実施するなど、自立につなげます。 

  

政策１-７ 社会保障制度 

分野別目標 １ 

健やかに生き生きとした生活を実現できるまち 



16 

 

■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①国民健康保険・後期高齢

者医療保険・介護保険事

業の適正な運営 

○ジェネリック医薬品の活用を推進する 

○レセプト点検を充実させるなど、医療費適正化に取り組む 

○介護給付の適正化事業に取り組む 

○各種保険税（料）の収納率を向上するため、口座振替の推進や滞納

整理に取り組む 

②国民年金の充実 
○年金事務所の出張相談による国民年金の相談体制を充実させる 

○国民年金制度の広報啓発に取り組む 

③生活困窮者等の支援 

○生活困窮者の早期把握に努め、自立支援相談機関へつなげる 

○多機関協働による包括的な支援体制を構築し、伴走支援による切れ

目のない支援で自立を促進する 

○生活保護受給世帯の生活状況等をケースワーカーなどによる訪問・相

談活動により的確に把握し、適切な支援活動を行う 

○就労可能者に対しては、求人・職業訓練等の情報を提供するなど、

就労支援を行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第８期有田市介護保険事業計画及び老人福祉計画 

 

■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 健康課   【関係課】 

福祉課 

 高齢介護課 

 福祉相談室 
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政策２-１ 学校教育 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

全国学力・学習状況調査の全国順位6 
小 6 年 10 位 
中 3 年  7 位 

小・中ともに 3 位 

以内 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の全国順位 

 小 5 年男子 3 位  
女子 5 位  

 中 2 年男子 1 位  
     女子 11 位  

小中ともに男子１位 
小中ともに女子３位

以内 

 
■現状と課題■ 

□有田市においては、子どもの発達の連続性を大切にした学年・学校間の接続を重視するととも

に、児童生徒の学力、学習状況や体力を測る指標として、全国的な学習調査や体力テストなど

を活用し、成果と課題を検証するなど、教育活動の充実や日々の授業改善に取り組んでいます。

実施した学習調査等の結果から、ほとんどの教科で全国平均を上回っているとともに、新体力

テストの結果においても総合で全国平均を上回り、学習・体力面で一定の成果が見られます。 

□児童生徒の学力、学習状況や体力などについては、全体として成果がみられますが、学力、体

力以外でも子ども一人ひとりの様々な能力を伸ばし、心身の健康を保持増進する必要があるこ

とから、さらなる取組を検討・展開していく必要があります。 

□少子化や経済のグローバル化、情報化等により社会が大きく変化する中、教育を取り巻く環境

も大きく変化しています。少子高齢社会の中、地域コミュニティの拠点とした学校のあり方を

検討する必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇発達の連続性を大切にした学年・学校間の接続と専門機関や専門家と連携した柔軟な対応を推

進します。 

◇子ども一人ひとりへの質の高い教育を実現するため、児童生徒が主体的に学ぶ授業や補充学習

の充実、道徳教育・ふるさと教育の推進、計画的な体力づくりに取り組み、認め合い、学び合

い、郷土有田市を愛する子どもの育成に取り組みます。 

◇ＩＣＴ等を活用し、子ども一人ひとりの能力や適性に応じて個別最適化された学びの実現に向

け、教育環境が充実する整備に取り組みます。 

◇コミュニティ・スクールの仕組みを活かすとともに、学校と地域が一体となり、地域コミュニ

ティの拠点として、魅力ある学校づくりを展開します。  

                                                   
6 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・学習状況調査及び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、運動習慣等調査の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 

分野別目標 ２ 

心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①幼稚園・保育所・小学校の

連携強化 

○就学前児童の学校体験、情報交換、要支援児童の状況把握等小

学校と保育所・幼稚園の交流に取り組む 

○子ども・子育て支援法による幼児教育の無償化を実施し、幼児教育

の普及と充実に取り組む 

○教育・福祉・保健の一体的な子育て支援を実施する 

②学校教育の充実 

○学力調査の活用、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等、学力向上に取り組む。ま

た、新体力テスト、体力アッププランの活用、運動部活動の充実等体

力向上に取り組む 

○児童会・生徒会リーダー研修や校外活動、職場体験等の実施を通し

て、地域と連携した教育の充実及び学校運営協議会への支援、コミュ

ニティ・スクール連絡協議会の充実等、コミュニティ・スクールの推進に取

り組む 

○ＩＣＴの活用でわかる授業の実現、情報活用能力向上等、情報教育

の推進やＡＬＴの体制充実及び教員研修の充実など外国語教育の推

進に取り組む 

○専門家による相談活動の充実、福祉・保健との連携強化等、特別支

援教育の推進及びスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

適応指導教室等による教育相談体制の充実に取り組む 

③学校保健の充実 

○自他の健康・安全に関心をもち、心身の健康の保持増進を図ることが

できる児童・生徒を育てる 

○学校医など地域の専門機関の協力を得ながら、児童・生徒の健康課

題に対応していくために教員や保護者を対象に研修などを実施する 

④教育環境の整備充実 

○児童生徒一人一台の学習用コンピューターが整備されたことに伴い、

一人ひとりの学習履歴が管理できる学習教材の整備を行い、個々の

状況に応じた学習内容が提供できる環境を整備する 

○Society5.0 を見据え、ＡＩやビッグテータの活用に対応した機器を随時

整備する 

○校舎、体育館照明器具のＬＥＤ化に伴う計画的改修等施設整備を

実施する 

⑤統合中学校の開校 

○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7を目指す 

〇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と

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

デルとなる学校を目指す 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市教育大綱 

 
■施策関係課■ 

【担当課】教育委員会 教育総務課   【関係課】市民福祉部 福祉課 

 
  

                                                   
7 教育のイノベーション／新たな学びの方法や教育環境の改革 
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政策２-２ 青少年健全育成 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

放課後子ども教室推進事業「地域ふれあいルーム」の参加人数 2,649 人 2,800 人 

 
■現状と課題■ 

□近年、進行する少子高齢化や核家族化、地域の人間関係の希薄化などにより、家庭や地域にお

ける教育力の低下が懸念されています。青少年の心と体の成長を促し、自主性や社会性を高め、

豊かな人間性を育むことは、有田市の将来を考える上においても、非常に重要な目標となって

います。 

□引きこもりや不登校、児童虐待、ＳＮＳや有害サイトによるインターネットトラブルなど、深

刻な問題が発生するほか、子どもの貧困問題が懸念されるなど、青少年を取り巻く各種課題に

対応する必要があります。 

□これまで、学校教育と学校以外で行われる社会教育については、それぞれで事業を行う傾向が

ありましたが、平成 29 年度にコミュニティ・スクールがスタートしたことを受け、学校と地域

が連携して取り組む体制が整いつつあります。また、市民団体による活動の成果も見受けられ

ることから、今後も地域や様々な団体と連携を図りながら、青少年の健全育成に取り組む必要

があります。 

□地域社会における世代間での交流機会が減少していることを受け、今後、子どもや若者が体験

活動や集団活動を通して社会性などを養う必要があります。 

 

■基本方針■ 

◇子どもは未来を担う宝であり、心身の健全な成長が図られるよう、学校や行政のみならず社会

全体でその成長を育んでいきます。 

◇青少年育成市民会議や小中学校ＰＴＡなどの市民団体等と連携し、青少年を取り巻く各種課題

について対応を図ります。また、子どもの社会性や協調性を育む様々な体験活動や世代間交流

の機会を提供するとともに、放課後子ども教室推進事業などによる体験教室や学習支援教室な

ど、地域の大人や異学年の子どもとの交流等を通じて、子どもの社会性や自己肯定感の向上に

取り組みます。 

◇家庭教育支援講座や育児講座を開催し、子育てに対する不安の解消を図るとともに、地域で家

庭教育支援に関わる人材を育成するなど、学校・家庭・地域による連携・協力体制を構築し、

多様化する社会生活に適応できる自主性や主体性を持った子ども・若者の育成に取り組みます。 

  

分野別目標 ２ 

心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①青少年育成関係機関・各

種団体との連携 

○青少年健全育成に関わる機関や団体と協力した体験・交流・ボランテ

ィア等の事業を実施する 

○学校・家庭・地域が連携・協力した地域学校協働活動を推進する 

○地域の青少年活動の場で活躍するジュニアリーダーを育成する 

○巡回活動や広報活動による子どもの安全・安心を確保する 

○非行やネット・トラブルを未然に防ぐための啓発や学習会を開催する 

②子ども・若者育成支援 

○放課後子ども教室推進事業において学校や学童保育と連携する 

○夏休みでは、子どもの居場所づくりと学習支援事業を兼ねた教室を開

催する 

○家庭の教育力と地域住民による子育て支援力を向上させる学習機会

を提供する 

○福祉部局と連携したアウトリーチ型の家庭教育支援と、問題を抱える

家庭や若者に対する相談体制を強化する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市生涯学習推進計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】教育委員会 生涯学習課   【関係課】市民福祉部 福祉課 

教育委員会 教育総務課 
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政策２-３ 生涯学習 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

公民館の利用者数 70,119 人 73,000 人 

 
■現状と課題■ 

□人々が生涯において、いつでも自由に学習機会を選択し学ぶことができ、その成果が適切に評

価される生涯学習社会の実現に向け、有田市では、平成 28 年度からの 10 か年計画として「有

田市生涯学習推進計画」を策定し、市民の生涯学習活動の推進に取り組んでいます。 

□社会教育施設として市内８地区に設置している公民館は、地域住民の生涯学習の場として、地

域づくりや人と人とのつながりづくりの拠点と位置付けられていますが、施設の老朽化が進ん

でいることから、計画的な維持管理を行う必要があります。 

□今後、さらに生涯学習を推進するためには、各地域、各世代が抱える課題やニーズを的確に捉

え、それぞれのライフステージに応じた、幅広い分野での学習機会を提供する必要があります。

また、公民館が一部の限定的な利用者のための施設となることのないよう、担い手の育成とと

もに、新規利用者の参加を促す工夫や情報発信力の向上を図る必要があります。 

 

 
■基本方針■ 

◇「有田市生涯学習推進計画」の３つの基本方針「世代をこえて集う場づくり」「世代をこえて学

ぶ人づくり」「世代をこえて支え合うまちづくり」を実現するための施策を推進します。 

◇利用者のニーズや使用目的に配慮した公民館機能の充実を図るため、計画的な施設整備等を行

います。 

◇地域の生涯学習活動を活性化させていくため、豊富な知識や技能をもった人材の発掘を積極的

に進め、リーダーや指導者の育成及び活躍の場を設けます。 

 
 
 
 
  

分野別目標 ２ 

心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①生涯学習推進体制の充実 

○有田市の特色や市民ニーズをふまえた生涯学習プログラムを提供する 

〇公民館主催の自主事業や講座を充実させる 

〇生涯学習推進事業や公民館まつりなど、学習成果を発表する機会を

充実させる 

②公民館の機能や設備の充実 

○市民が気軽に出入りできる施設づくりとして、公民館などの社会教育

施設の環境を整備する 

〇利用者が安全・安心に利用するために必要な建物や設備の修繕、老

朽化した建物の建替えや、他の公共施設との複合化なども含めた計

画的な維持管理をする 

〇自主事業の充実と施設の適切な管理運営を行う上で必要な職員研

修を実施する 

〇広報紙やチラシに加えホームページなど、広報手段や内容を充実する 

③人材・組織の育成と連携、

活用 

○地域コミュニティにおけるリーダー的人材を育成する 

〇地域の一芸名人などの人材発掘と活躍の場をつくる 

〇地域づくりを支える各種団体やサークル活動へ積極的に支援する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市生涯学習推進計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】教育委員会 生涯学習課   【関係課】 
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政策２-４ 文化・芸術・ スポーツ 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

社会体育施設 年間利用者数 76,387 人 165,000 人 

図書館来館者数 117,875 人 123,000 人 

市民会館 33,396 人 35,000 人 

 
■現状と課題■ 

□文化施設では図書館・市民会館を新設、また、文化福祉センターの長寿命化計画に基づき、ハ

ード面の強化を図っています。図書館・市民会館を新設したことで、利用者が飛躍的に増加す

る等、市民の文化・芸術の振興に寄与できていますが、もっと多くの市民に文化・芸術に親し

んでもらうためには、施設の利便性向上が必要です。文化財では特別展や講演会を実施し、文

化財保護の意識の高揚を図っています。 

□人材面では芸術・文化活動に参加している年齢層の高齢化が見受けられ、子どもや若者が参加

しやすい環境や地域の芸術･文化水準の向上に寄与する指導者の発掘・養成を検討する必要があ

ります。また、文化財についても、一人でも多くの人が歴史的背景や重要性にふれることがで

きるよう、親しみやすいテーマや内容に取り組んでいく必要があります。 

□スポーツ面では、誰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が、少子化や趣味・趣向の多

様化等により、参加者は減少しています。また、スポーツ施設については、老朽化に伴う改修

等が必要になっています。 

 
■基本方針■ 

◇文化活動では、子どもや若者が参加しやすいイベントを企画し、文化の高揚を図ります。また、

文化財については、国の動向をふまえ、有田市においても「保護から活用へ」との機運が高ま

りつつある中、文化財行政を担う「人づくり」から進めます。 

◇地域スポーツへの支援や生涯スポーツに親しむことのできる機会創出などにより、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します。 

◇「ＢＩＧ ＳＭＩＬＥプロジェクト8」を推進し、総合フィットネス施設「えみくるＡＲＩＤＡ

（市民水泳場）」に続いて総合運動公園の整備を図るなど、スポーツを通じて多世代が活用でき

る健康増進活動や交流の場を創出します。 

  

                                                   
8 BIG SMILE プロジェクト／「からだ・こころ・満面の笑み」をコンセプトに、健康寿命の延伸や子どもの意欲や体力の向上などの重要課題につい 

て、スポーツを通じてこれらの問題を解決すべく計画されたプロジェクト 

分野別目標  ２ 

心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①文化・芸術環境の充実 

○市民会館・文化福祉センターの Wi-Fi や予約システムを導入する 

○図書館蔵書内容を充実し、図書館配本サービスを実施する 

○子どもや若年層向けイベントを実施する 

〇文化・芸術関連の指導者を発掘する 

②文化財保護の充実 

○市内に眠る文化財調査を実施する。それに伴い、調査できた段階で

現在の指定文化財の図録を改訂する 

○特別展や企画展では、できるだけ多くの年齢層の方に興味を持っても

らうよう広報活動に努めるとともに、開催内容を充実させる 

○市内小中学校へ出向き、市内の文化財について紹介する講座など、

語り部の方と協働し開催する 

③スポーツ環境の充実 

○競技水準の向上とスポーツ人口の拡大を推進する 

○生涯スポーツ活動への支援体制を充実する 

○ライフステージに応じた生涯スポーツ・健康増進プログラムを提供する 

○スポーツを通じた世代間・地域間交流を推進する 

○誰もが安全・快適に利用できる施設整備を推進する 

○スポーツを通じて楽しみながら健康づくりができる環境整備を推進する 

④ＢＩＧ ＳＭＩＬＥプロジェクトの

推進 

○総合運動公園の整備を推進する 

○複合フィットネス施設「えみくる ARIDA（市民水泳場）」及び周辺総合

運動公園において、「心の健康」と「体の健康」を満たすことのできる施

設を目指し、実施プログラムなどの充実を図り各種事業を実施する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市生涯学習推進計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】教育委員会 生涯学習課   【関係課】市民福祉部 健康課 

 経済建設部 建設課 
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政策２-５ 人権・男女共同参画 

 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

人権啓発の訪問企業件数 29 件 50 件 

「今の有田市で人権は十分守られているか」の肯定的意見
割合 

46.2％ 
(H28 年調査） 

55.0％ 

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） 
34.4％ 45.0％ 

 
■現状と課題■ 

□人権尊重地区別学習会や指導者養成研修会等については、充実した内容が展開されていること

から、参加者における人権尊重意識の醸成が図られています。 

□人権相談については、相談内容によっては重大な人権問題となるケースがあるとともに、近年

インターネット上での人権侵害などが問題となっていることから、さまざまな相談内容に対応

できるよう、職員のスキルアップと相談窓口の効果的な広報等を行う必要があります。 

□隣保館事業は、地域に密着した「コミュニティ拠点」としての役割を果たすため、各種教室な

どを行っています。 

□男女共同参画については、各調査結果から、市民の関心の低さが見受けられます。今後、男女

共同参画のさらなる推進に向けては、家庭、職場、地域がともに連携し、情報共有を図りなが

ら、各施策に取り組む必要があります。 

 

■基本方針■ 

◇有田市が誇る人権啓発の文化である人権尊重地区別学習会や指導者養成研修会の実施について

は、市民がより人権尊重に関する情報や知識を得やすくするため、インターネットを活用する

など工夫しながら継続して実施するとともにインターネット上における人権尊重のための啓発

を推進します。 

◇人権相談については、関係機関との連携を図り、相談しやすい人権相談体制づくりに取り組み

ます。また、隣保館事業は、地域のコミュニティ拠点としての役割を維持します。 

◇男女がともに個性と能力を十分発揮できるよう事業所との連携や市民に直接働きかける啓発に

取り組み、男女共同参画を推進します。 

  

分野別目標 ２ 

心豊かな人を育み、地域で支え合うまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①あらゆる人権に対応した取

組の充実 

○「人権尊重地区別学習会」「人権啓発市民のつどい」「指導者養成

研修会」を形式、内容、対象者等工夫しながら継続する 

○人権意識を高めるため、企業訪問や街頭での啓発活動をより一層推

進する 

○インターネットによる人権侵害について、正しく認識し、適切に対応でき

るよう啓発する 

〇人権について正しい知識を備えるための研修会の開催に取り組むととも

に、人権尊重動画の配信など時代にあった方法で実施する 

○人権相談体制の充実を図り、特にＳＮＳ上の悪質な書き込みなどに関

する相談は県や法務局と連携し、迅速に対応する 

〇隣保館事業は、各種教室活動や健康増進を図るデイサービス事業な

ど、生きがいづくりとなる事業をより一層すすめる 

○人権教育を学校教育の指導の重点と位置付け、子どもの成長段階に

応じた計画的な指導を教育活動全体で行い、小学校児童保護者に

対する人権教育を実施する 

②男女共同参画の推進 

○男女がともに活躍する意識の醸成を図るため、誰もが参加できる出前

講座や講演会などを開催する 

○男女共同参画における相談窓口の広報をきめ細かく行う 

○市内の事業所等との連携を図り、働く場での男女共同参画がより一

層促進されるように取り組む 

○審議会委員等、意思決定する場へ女性が参画するよう働きかける 

 
■施策に関する個別計画■ 

・有田市人権施策推進行動計画 

・第 3 次有田市男女共同参画プラン 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 市民課   【関係課】教育委員会 教育総務課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

原産地呼称管理制度 有田市認定みかん出荷量 148ｔ 250ｔ 

原産地呼称管理制度 有田市認定みかんの平均単価 479 円／kg 600 円／kg 

みかん産出額 
47 億 2000 万円

（H30 年) 
55 億円 

みかん栽培面積 
1,100ha 

(H30 年) 
1,085ha 

 
■現状と課題■ 

□有田市の農業は、ほとんどが温州みかんを中心とした柑橘栽培です。有田みかんについては、

市場での販売やふるさと納税返礼品としての出荷数は堅調に推移していますが、消費者の嗜好

の変化と輸入果物を含めた他の農産物との競合など、みかんの消費量は減少している状況です。 

□原産地呼称管理制度による有田市認定みかんのブランド力や単価も向上し、付加価値の高いみ

かんとして認知されていますが、一方で、販路については概ねふるさと納税の返礼品や従来か

ら取引のある市場への出荷と限定的になっているため、新たな市場獲得に向け、さらなるブラ

ンド力の強化を図る必要があります。 

□農業従事者の高齢化や後継者不足も課題となっており、新たな取組を喚起することが困難な状

況となっています。また、条件の悪い傾斜地の段々畑を中心とした農地は維持管理が難しく、

荒廃化が進むところも見受けられるなど、農地自体が減少傾向にあります。さらに、イノシシ

などの鳥獣害を受けている農地も増えており、農家の耕作意欲が削がれ、耕作放棄につながる

可能性が懸念されています。 
■基本方針■ 

◇有田みかんのブランド価値をさらに高めるとともに、新たな販路開拓に意欲のある農家を発掘

し、ＥＣ9販売等の新たなマーケット進出への取組を促進するなど、ブランドの価値向上と売上・

利益の増加を図ります。また、有田市のみかん農業に適したＩＣＴ技術の導入を目指します。 

◇新規就農者を確保するため、就農支援スキーム「AGRI-LINK IN ARIDA10」等を活用し、農業従事

者を確保するとともに、農地の貸借を進めるなど、農地の有効利用に取り組みます。 

  

                                                   
9 ＥＣ／Electronic Commerce の略称で、インターネットなどのネットワークを利用して、売買や決済、サービスの契約などを行う電子商取引 
10 AGRI-LINK IN ARIDA／新規就農希望者・農地提供者・受け入れ農家のそれぞれのメリットを享受でき、新規就農希望者がスムーズに就 

農・独り立ちできるようにする有田市独自の包括支援就農スキーム 

政策３-１ 

分野別目標 ３ 

つながりが生む魅力あるまち 

農業の振興 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①農業生産基盤の整備促進 

○農業生産基盤整備事業などにより、農業用施設の整備を行う 

○中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金を活用

し、傾斜地みかん園の保全と、農道等の農業用施設の整備を行う 

○ＩＣＴ技術を活用し、農作業の省力化、軽作業化を目指す 

②高品質ミカンの生産拡大と

有田みかんのＰＲ活動 

○改植更新の促進により、老木園の若返りと、優良系統品種の拡充を

図り、マルチ栽培等の生産技術の向上により、高品質みかんの生産拡

大を目指す 

○有田みかんのブランド力を向上させるため、原産地呼称管理制度によ

る有田市認定みかんのＰＲを行うとともに、ＪＥＴＲＯなどの関係機関と

も連携を図り、ＥＣで世界中の消費者に向けて販売・配送ができる仕

組みを構築し、売上・利益の向上を目指す 

③農業環境の保全 

○鳥獣害対策のため、防護柵設置への補助や、有害鳥獣の駆除を行う 

○優良農地の保全のため、農地の貸借により、担い手農家への農地集

積を進める 

○「AGRI-LINK IN ARIDA」等を活用し、新規就農者を確保するととも

に、農地の荒廃化を防ぐ 

○新規就農に興味がある人向けに、動画配信を行い、就農へつなげる 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市鳥獣被害防止計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経済建設部 有田みかん課   【関係課】経済建設部 ふるさと創生室 

 建設課 
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ｖ 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

「浜のうたせ」レジ通過者数 - 30 万人/年 

漁獲高（円／１t あたり） 577,000 円 600,000 円 

 
■現状と課題■ 

□有田市の漁業は、県下沿岸漁業の総水揚げ量最上位の規模を誇る重要産業です。箕島漁港の小

型底引き網漁業を中心に、瀬戸内海機船船引き網、逢井・千田漁港の定置網、それに一本釣り、

刺し網などがあり、魚種が豊富で、特に「太刀魚」は長期にわたって全国第１位の漁獲量を誇

っています。 

□産直施設「新鮮市場 浜のうたせ」が提供している水産物は、「質」「価格」ともに来場者から

非常に高い評価を受けています。 

□産直施設がオープンし漁港内に新たな活気が生まれつつありますが、資源状態の変動による漁

獲量の不安定さや魚価安、漁業資材の高騰など、漁業を取り巻く環境は依然として厳しい状況

です。特に漁業者の高齢化や漁業就業者の後継者不足などにより、地域が守り育ててきた水産

業の衰退が懸念されています。 

 
■基本方針■ 

◇産直施設を水産振興活性化の中核的存在として位置づけ、民間活力を生かして水産業の魅力を

磨き上げるとともに、他の地域資源と連動した新たな価値を創出する仕組みを構築します。 

◇漁業者の高齢化や漁業就業者の後継者不足などの課題を克服するため、水産物の安定供給、ブ

ランド力強化等に取り組み、漁獲高の向上につなげるとともに将来にわたり安定した漁業経営

の確立を目指します。 

 
  

政策３-２ 水産業の振興 

分野別目標 ３ 

つながりが生む魅力あるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①漁場整備・保全の推進 

○和歌山県北部地区水域環境保全創造事業基本計画に基づき、漁

場を保全するため、掃海を年１～２回実施する 

○資源の増殖を図るため、水産資源増殖振興事業により、アワビ、鮎の

放流を行う 

○水産物供給基盤機能保全事業基本計画に基づき、箕島漁港２号

泊地の浚渫工事、千田漁港の物揚場保全工事等に取り組む 

○海岸保全の観点から、有田川左岸の防潮堤の嵩上げ工事を進める 

○長寿命化計画に基づき、海岸保全施設の維持修繕を進める 

②水産物の消費拡大・付加

価値の向上 

○産直施設 「新鮮市場 浜のうたせ」をプロモーション事業の核と位置づ

け、有田市の水産物の消費拡大、地域活性化につなげる 

○プレミア和歌山に認定されている「紀州紀ノ太刀」「辰ヶ鱧」のブランド力

向上を図るとともに、その他魚種についても創意工夫した販売促進で

水産物全体の漁獲高の底上げにつなげる 

③後継者育成と漁業経営の

強化の推進 

○小型船舶操縦士免許等の取得に要する費用や家賃の補助など、新

規就労者を支援する 

○衛生管理型の荷捌所及び海水取水施設を整備するとともに、ＩＣＴ利

活用による生産性の向上や労働環境の改善、加えて６次産業化の推

進により水揚される魚のブランド力強化、魚の価値を高め、漁獲高向

上につなげ漁業経営の安定化を目指す 

④官民学連携次世代水産

振興 

○次世代を担う 10 代の若者を対象とし、漁業を「知ってもらう」「関心を

持ってもらう」ことを目的とした体験教室を実施する 

○水産業活性化と地域振興を図るため、官民学連携のもと、水産物を

使った商品開発に取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経済建設部 産業振興課   【関係課】 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

市内卸・小売業商店数 
396 店 

（2016 年） 
400 店 

市内卸・小売業年間商品販売額 
337.83 億円 

（2016 年） 
338 億円 

 
■現状と課題■ 

□有田市では、石油製品を除いて住宅賃貸業、保健衛生・社会事業、建設業が主要な産業となっ

ています。しかし、各産業の状況については、主力である第一次産業とともに、蚊取り線香や

手袋製造などの第二次産業も減少傾向にあります。また、商業やサービス産業などの第三次産

業の割合は増加していますが、就業者数は減少傾向にあります。 

□小売業については、市内外の大型店舗への買い物客の流出が続くことにより、商店街等の小規

模店舗が衰退傾向にあります。 

□市内産業の活性化に向けて、新たな事業・分野へのチャレンジを推奨し、積極的な支援に取り

組む必要があります。また、雇用の確保の視点から企業誘致についても取り組む必要がありま

すが、遊休不動産の情報及び企業が利用可能な制度の認知度が低いといった点が課題となって

います。 

 
■基本方針■ 

◇経営拡大を目指す事業者や新規創業者へ積極的に支援を行い、小売業の経営基盤の強化を図り、

商店数の維持に努めます。また、産業の観光資源化や農林水産業・サービス業との連携を行う

ほか、ふるさと納税をきっかけに認知を得た返礼品については、さらなる販売拡大につなげる

ため、ＰＲやＥＣ化対応等の支援を行います。 

◇既存産業については関係機関等と連携を図りながら、様々な制度を周知し、活用を促すなど、

安定した経営維持を図ります。また、市内での雇用創出の観点から、新たな企業の誘致や起業

者支援についても、積極的な情報発信やＰＲに取り組みます。 

  

政策３-３ 商工業の振興 

分野別目標 ３ 

つながりが生む魅力あるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①商品開発及び販売促進と 

ＩＣＴ等を活用したＰＲ戦略 

○市内事業所のみならず市外の様々な事業所とも連携を促進し、イノベ

ーション11創出に向けた環境の整備等を進める 

○市内商工業者の販路拡大の強化を図るため、積極的なＩＣＴツールの

活用を促進する 

②商店と地場産業の活性化

及び産業の観光資源化 

○付加価値の高い産業の創出を図るため、創業支援補助金、魅力発

信動画制作補助金を拡充する 

〇工場見学や体験学習等の産業観光化に向け取り組み、収益化を見

込める場合には、新たな補助金の創設等を行うことで市内企業の存

続を図るとともに、他の施設等への訪問や飲食、物販など来訪者の市

内周遊に係る経済波及効果の創出につなげる 

③既存産業の安定化支援 

○紀州有田商工会議所と連携し、利子補給制度や魅力発信動画制

作補助金の活用や国制度のものづくり補助金及び小規模事業者持

続化補助金の利用を促し、既存産業の安定化及び存続につながるよ

う取り組む 

④企業の誘致や起業者の 

支援 

○市内での創業を条件として市内外から新たなビジネスアイデアを募集す

るとともに、それを具現化するための支援を行うなど、企業誘致を含め

新たな事業者数の増加に向け取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市創業支援等計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経済建設部 産業振興課   【関係課】経済建設部 ふるさと創生室  

経営管理部 経営企画課 

 
 
 
  

                                                   
11 イノベーション／技術革新による新たな商品・サービス・価値を生み出すための開発行為 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

和歌山県観光客動態調査（有田市） 304,461 人 600,000 人 

 
■現状と課題■ 

□有田市には歴史的な伝統や魅力的なストーリーに裏付けされた文化的史跡や全国に名を馳せる

特産品、ここでしか体験できない豊かな自然などの観光資源が豊富に存在します。 

□西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、紀州初代藩主徳川頼宣公によって拓かれた矢櫃地区、紀伊水道に浮かぶ無人島「地ノ島」・

「沖ノ島」があり、東の内陸部には熊野古道が通り、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があります。 

□観光資源は豊富に存在していますが、有田市の観光形態は日帰り型観光が圧倒的に多くなって

いるため、宿泊型観光に対応する市内周遊・飲食・宿泊・物販などの経済効果を生み出す仕掛

けづくり・コンテンツの創出が重要な課題となっています。 

 
■基本方針■ 

◇市内全体の観光業を見据え、市内通信環境の整備等を推進します。 

◇市内観光の利便性向上を目指し、先進的なモビリティ12等の導入に向けた検証を行います。 

◇国内外からの観光需要を喚起するコンテンツを創出します。 

◇観光振興と地場産品需要をＳＮＳなどの相乗効果を図り、関係人口の増加を目指します。 

  

                                                   
12 モビリティ／人が移動できる乗り物 

政策３-４ 観光業の振興 

分野別目標 ３ 

つながりが生む魅力あるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①観光資源の開発と整備 

○広域観光を見据えた新たな体験や周遊するコンテンツを整備する 

○有田市の魅力である農業・漁業といった第１産業の観光化を図り、そこ

でしか体験できない付加価値が高い観光資源を開発する 

○有田市の「西海岸エリア 5 つ星プロジェクト13」を核とした、まち全体が連

動する観光コンテンツの開発など、シティプロモーションの視点をふまえ、

計画的に進める 

②観光基盤の整備及び観光

客誘致の推進 

○有田市へのさらなる関心度の向上や来訪意欲の促進を図るため、ＩＣＴ

を用いて国内外からの来市動向を把握するとともに、カスタマイズした各

種情報を発信する 

○市内通信環境にアクセスするための有田市独自のアプリを開発し、来

訪者向けに市内事業者や観光情報などの発信を行う 

○一年を通じた誘客を目指し、市ＨＰの観光情報の充実や、民間事業

者も活用するなど、市内の史跡や特産品等の積極的な情報発信を

行う 

○地域経済の活性化と観光客誘致の相乗効果を図るため、市内企業

等の工場見学や体験学習を充実させるとともに、市内特産品販売で

集客できる施設等への誘導に取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経済建設部 産業振興課   【関係課】経営管理部 経営企画課 

 
 
 
  

                                                   
13 西海岸エリア５つ星プロジェクト／有田市の西海岸エリアにある５つの地域資源「岬の稜線を走る風光明瞭な有田みかん海道」、「美しい海岸

と急峻な斜面に広がる矢櫃地区」、「太刀魚の水揚げ日本一を誇る箕島漁港」、「江戸時代には有田みかん出荷の拠点であった歴史ある

港町」、「紀伊水道に浮かぶ無人島・地ノ島」を磨き上げ、様々な取組を推進し、来訪者の増加を目指すプロジェクト 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

定住意思のある移住世帯数14 － 350 世帯（累計） 

 
■現状と課題■ 

□人口減少の抑制、活力あるまちを目指すためには移住・定住の促進が重要となっています。有

田市では、まちの特性・住まい・仕事や移住支援制度などを一体的に情報発信する「ワンスト

ップパーソン」を設置し、首都圏で開催される移住フェア等への参加や移住希望者に対する現

地案内を実施しています。また、県が運営する「わかやま空き家バンク」を活用し、県外から

の移住希望者に向けて空き家を紹介しています。 

□移住の目的は様々であり、移住希望者が求める暮らしを実現させるためには、住まい・子育て・

仕事といった生活環境への支援の充実を図り、より多くの選択肢を準備する必要があります。 

□移住先として選ばれるためには、まず有田市を知る機会から始まり、実際に訪れ、地域と関わ

りながら、有田市の魅力を知ってもらう必要があることから、関係人口の拡大や地域とのつな

がりを深める機会を創出する必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇移住・定住を促進させるため、企業や市民との連携を図るとともに、情報発信だけでなく、シ

ティプロモーション15の視点に基づいた積極的なＰＲ活動を行います。 

◇住んでみたい、住んで良かったと思える活力あるまちを目指し、住まい・子育て・仕事といっ

た生活環境への支援を充実します。 

◇有田市と様々なかたちでつながりをもつ関係人口を増やすとともに、定住に向けた不安や悩み

の解消を図るなど、地域とのつながりを深める機会を創出します。 

  

                                                   
14 定住意思のある移住世帯数／県外からの転入で、転入手続きの際のアンケートで有田市内に５年以上住む意思を示した世帯数 
15 シティプロモーション／地方自治体が行う「宣伝・広報・営業活動」のこと。地域のイメージ向上やブランドの確率を目指し、地元経済の活性化 

などを目的とした取組 

政策３-５ 移住・定住の促進 

分野別目標 ３ 

つながりが生む魅力あるまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①企業や市民との連携 

○人材を探している企業と移住希望者が就業マッチングできるよう、民間

企業との連携を強化する 

○地域づくりに携わる市民や、先輩移住者と連携し、移住希望者が地

域になじみやすい環境を整える 

○シティプロモーションの視点に基づいた積極的なＰＲ活動展開し、関係

人口16の拡大を図り、移住・定住につなげる 

②支援制度・情報発信の充実 

○有田市での生活に関する支援制度を充実させ、移住情報サイトへの

掲載や過去に相談を受けた移住希望者に向けてメールマガジンを配信

するなど情報発信を行う 

○有田市を訪れ就業する機会づくりや、様々な生活スタイルに対応した

生活環境の充実を図るため、ワーケーション17、テレワーク18の環境整備

を支援する 

○「AGRI-LINK IN ARIDA」を活用する移住を推進し伴走支援する 

○ふるさと納税等を通じて有田市の魅力を積極的に情報発信し、有田

市に興味をもつ関係人口を創出する 

③空き家活用促進 

○移住推進空き家活用事業費補助金などの空き家活用につながる支

援制度を充実させる 

○公共施設跡地等への民間事業者誘致を推進する 

④定住サポート 

○若い世代が結婚し、安心して暮らしていけるよう、新生活を支援する制

度を充実させる 

○親・子・孫の三世代に渡る定住促進を目的として、三世代定住等支

援事業などの定住につながる支援制度を充実させる 

 
■施策に関する個別計画■ 

第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 経営企画課   【関係課】経済建設部 ふるさと創生室 

 有田みかん課 

 
 
 
  

                                                   
16 関係人口／地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと 
17 ワーケーション／ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた言葉。観光地やリゾート地でリモートワークを活用し、働きながら休暇をとる

こと 
18 テレワーク／インターネットやテレビ会議などを利用し、会社以外の離れた場所で業務を行うこと 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

防災士登録者数 30 人 90 人 

要配慮者利用施設の避難確保計画策定割合 34.3％ 100％ 

地区防災計画の策定 0/8 地区 8/8 地区 

 
■現状と課題■ 

□自然災害時を想定した対応について、災害時危機管理情報共有システム「Dmacs」への被害報告

や災害対応等の情報を掲載するなど、簡単・確実・迅速に職員間での情報収集・共有を図って

います。また、避難所開設担当職員及び自治会担当者、学校関係者が連携し、避難所開設の体

制を整備しています。 

□地域住民や自主防災組織を対象にした防災講座や研修会の開催のほか、市民との協働による「津

波避難計画」の作成や避難訓練の実施、小中学校と連携した防災教育として、防災マップ作成

や資機材設置訓練等を通して、生命を守る取組を展開し、防災意識の向上を図っています。 

□様々な活動を行う中で、最も重要な視点としては、防災を「自分ごと」として意識し、自分の

命は自分で守る「自助」の確立にあります。今後も啓発活動に努めるとともに、引き続き、市

民、学校、企業との連携による「共助」「公助」の意識啓発に取り組む必要があります。 

□自主防災組織を安定的に活動させ、地域防災力のさらなる向上を図るためには、担い手の確保・

育成に取り組む必要があります。また、防災行政無線のデジタル化移行に向けた整備や新型コ

ロナウイルスなどの新たな感染症にも迅速に対応できるよう、危機管理体制の強化が求められ

ています。 

 
■基本方針■ 

◇災害による危機を把握し、顕在化することで、市民一人ひとりの防災意識の醸成に取り組み、

「自助・共助・公助」の役割を周知、啓発していきます。 

◇市民参加型の防災ワークショップや避難訓練、ハザードマップ等の見直しを行う際は、地域住

民が作成段階から関わることで、さらなる防災意識の高揚を図るとともに、自主防災組織の活

動を支援するなど、様々な取組を通じて地域防災力の向上に取り組みます。 

◇自主防災組織へは、防災に関する専門性を備えたリーダーとなる防災士の重要性を啓発すると

ともに、防災士の資格取得にかかる経費について支援を行うなど、地域における防災活動の充

実に取り組みます。  

政策４-１ 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 

危機管理 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①危機管理体制の整備 

○地域防災計画や避難勧告等の発令基準、伝達方法、非常用情報

通信手段の維持管理・使用訓練等といった各種マニュアルについては、

国や県の防災計画と連携しながら必要に応じ見直しを行う 

○津波をはじめとする大規模災害の発生時において、迅速かつ円滑な避

難誘導を行うため、ハザードマップの作成や必要な避難場所や避難路

等の整備、津波避難ビルの指定を進める 

○有田市の津波避難計画に基づく地区津波避難計画については、避難

訓練から明らかになった課題や津波防災対策の実施状況、社会情勢

等をふまえ改善するとともに、津波災害から迅速に復興するため、被災

後のまちづくりを想定した復興計画の策定に取り組む 

○大規模災害発生時に、国、他の地方公共団体、民間団体、企業等

の他機関から、人的、物的応援を円滑に受け入れ、有効に活用する

ため、災害時の応援協定を締結するとともに、組織形態や業務内容、

優先事項を整理した受援計画を策定する 

○市役所が被災した場合でも業務を継続して行えるようするため、必要

に応じ業務継続計画の見直しを行う 

○災害時要援護者に対して、迅速な避難を図るため、各法令に基づく

避難確保計画を策定する 

○施設整備や新たな感染症等にも迅速に対応できるよう、危機管理体

制を強化する 

②地域防災力の向上 

○地域、学校、企業への出前講座等を通じた防災意識の向上、自主

防災組織の形成支援、家庭内備蓄の啓発等により、自助・共助の取

組を促進する 

○地域コミュニティ内の共助による防災活動を促進するため、各地区の特

性をふまえつつ、地域住民自身が率先して防災活動に取り組むことが

できるよう、地区防災計画の策定を自主防災組織に促す 

〇台風等の事前予測が可能な災害について、各主体がすべき行動を時

系列で整理した地区タイムラインを策定する 

○災害に対する自助・共助の取組を促進するため、防災訓練や専門家

による研修会の実施、自主防災組織が資機材や避難路の整備等を

おこなう際に補助金を交付するなど、自主防災組織による積極的な活

動を支援する 

○避難行動要支援者に応じた情報伝達・避難支援体制を整備する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市地域防災計画 

・有田市津波避難計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 防災安全課   【関係課】経営管理部 総務課  

市民福祉部 福祉課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

住宅用火災警報器設置率 76％ 80％ 

市民（バイスタンダー）による救命処置の実施率 50％ 60％ 

消防団員数充足率 97％ 100％ 

 
■現状と課題■ 

□有田市の火災件数は減少傾向にありますが、市民の高齢化や介護施設などの増加により、火災

等の災害が重大な被害となる恐れがあります。その対策として、火災予防においては、より一

層、市民の防火意識の向上を図る必要があります。 

□有田市の救急出動件数は年々増加傾向にあり、今後も市民の高齢化や疾病構造の変化に伴い、

救急件数の増加が見込まれます。そのためには、資器材の充実や市民への応急手当の普及、Ａ

ＥＤ設置の促進、救急車の適正利用などの啓発など、救急体制の整備が課題となっています。 

□消防分野では、消防団員の高齢化や人員の継続的な確保、また、救急分野では、高度な救急救

命士の育成など、それぞれにおいて人材の確保が課題となっています。 

□複数の消防本部が共同で運用する通信指令の広域化については、さらに消防機能が効率的・効

果的になるよう、慎重に判断していく必要があります。 

 

 
■基本方針■ 

◇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、一般住宅では住宅用火

災警報器の普及啓発を推進するなど、市民の防火意識の向上に取り組みます。 

◇救急においては、隊員の知識、技術の向上、救急車の更新など、人材及び装備の充実を図ると

ともに、市民及び事業所等に対して、救急講習を定期的に実施するなど、救命率の向上につな

がる取組を展開します。 

◇消防団員の確保及び活動の活性化に取り組み、さらなる消防団活動の充実強化を図るなど、市

民の「安全・安心」の確保のため、地域に密着した消防団活動を展開します。 

◇通信指令の広域化については、有田市民の安全を第一優先に考え、有益性を鑑みるなど、総合

的な判断を行います。 

  

政策４-２ 消防・救急 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①火災予防体制の強化 

○春季・秋季全国火災予防運動の一環事業として、市内において防火

パレードを実施するなど市民の防火意識の向上に取り組む 

○消防フェスティバルなどの防火啓発活動の機会を通じ、住宅用火災警

報器の普及啓発を推進する 

○事業所、危険物施設、コンビナート施設の査察を引き続き強化する 

②救急体制の充実 

○救急隊員の技術の向上を図る 

○救命率向上のため、市民及び事業所等に救急講習を実施するなど

市民（バイスタンダー）による救命処置の実施率の向上に取り組む 

○ＡＥＤ設置の普及を促進するとともに、耐用年数を経過したＡＥＤを更

新するなど維持管理に取り組む 

○ウイルス等感染防止対策を徹底し、感染防止資器材を拡充させる 

○地域医療機関との連携を強化する 

③消防団の活性化 

○消防団の活性化として研修、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を育成する 

〇訓練等の機会を通じて、消防職員との親和を図り、信頼関係を構築

する 

○全国的に消防団員の高齢化や減少が年々進む中、女性消防団員の

入団など、団員の確保と活性化に取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・有田市消防計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】消防本部   【関係課】 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

市民メール登録者数 2,885 件 5,000 件 

街頭犯罪認知件数 26 件 10 件 

交通事故発生件数 29 件 15 件 

 
■現状と課題■ 

□春夏秋冬の交通安全運動の時期に合わせ、警察と連携しながら交通安全教室の開催や駅前やス

ーパーにおいて啓発活動を実施しています。また、交通指導員は月２回早朝街頭指導として、

徒歩及び自転車で登校する児童生徒を対象に交通安全の呼びかけ及び交通指導を行っています。 

□児童の登下校時間に合わせ、市職員・青少年センター、地域安全推進員等で青色防犯パトロー

ルを実施しています。また、公道への防犯カメラの増設により、自転車・バイクの盗難犯人検

挙や犯罪抑止効果に努めています。 

□防犯の観点から、通学路の危険箇所の点検結果を共有し、防犯灯の整備やパトロールを強化す

るなど継続的に取り組んでいく必要があります。一方、防犯カメラの設置については、プライ

バシーを侵害することがないよう留意し、十二分に配慮しながら対処する必要があることから、

警察当局との協議が不可欠となっています。 

□有田市メール配信システムを活用し、警察からの依頼に基づき、特殊詐欺被害の防止啓発や行

方不明者情報の配信が可能な体制を整備していますが、各地区防犯自治会、交通指導員の高齢

化も進んでおり、活動の継続が懸念されています。 

 
■基本方針■ 

◇犯罪予防にむけて、統合中学校開校に関する主要通学路整備を契機に防犯灯や防犯カメラを設

置するほか、警察、学校、ＰＴＡや自治会といった防犯関係団体と連携し、防犯活動を強化し

ます。 

◇子どもから高齢者まで、市民一人ひとりに対し、広報啓発活動、交通安全教育を通じて、交通

安全意識の向上に取り組みます。 

  

政策４-３ 防犯・交通安全 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①安全な生活環境の整備 

○夜間における交通安全と犯罪の防止を図り安全確保の環境づくりを推

進するため、自治会が維持管理している防犯灯について、電気料金の

一部の補助を継続して行う 

○犯罪のない安全・安心なまちづくりを目指すため、ＬＥＤ防犯灯への取り

替えを誘導するための補助制度の創設に取り組む 

○統合中学校の主要通学路整備において必要な場所への防犯灯設置

に取り組む 

○防犯カメラについては有田警察署と協議を重ね、防犯上特に必要と思

われる場所に設置する 

②地域防犯活動の充実 

○登下校時における児童生徒の安全確保を図るため、地域住民に「な

がら見守り」活動の協力を要請する 

○地域での防犯活動意識の維持のため、地区防犯自治会の活動を支

援する 

③地域における交通安全活

動の充実 

○交通ルールの遵守に向け、横断歩道における歩行者優先の徹底を重

点項目として交通安全意識の向上に取り組む 

○交通安全母の会をはじめ、地域の交通安全関係団体と連携し、高齢

者に対しての交通安全の啓発に取り組む 

○若年世代からの交通安全意識の向上のため、警察と連携しながら保

育所、学校での交通安全教育に取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・有田市交通安全計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 防災安全課   【関係課】教育委員会 教育総務課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

道路環境に対する市民の満足度 11％ 30％ 

住環境に対する市民の満足度 8％ 30％ 

 
■現状と課題■ 

□効率的な土地利用において基礎となる地籍調査の調査面積は 100％となり、土地の適正管理及

び土地利用の素地を図ることができています。 

□人口減少に伴い、空き家・空き地が増加している中、計画的に都市機能の誘導及び住居誘導を

図っていますが、適切に管理されていない空き家や用途地域未設定地区への宅地化が進んだこ

とにより、非効率的な都市が形成されるなど、市街地における空洞化の進行が課題となってい

ます。 

□老朽化が進行した空き家は安全面で危険な状態となっており、周辺の居住環境に悪影響を及ぼ

すだけでなく、防災・防犯面においても支障となることから、道路環境の整備とともに対策が

急務となっています。 

□現在、国道 42 号有田海南道路及び県道有田湯浅線（キララ・ときめきロード）が事業中であり、

市道についても、都市計画道路、幹線道路及び生活道路を計画的に整備し、人口減少や土地利

用状況など社会情勢を鑑みながら道路整備を行っています。 

 

 
■基本方針■ 

◇適正な土地利用を進めるとともに、都市施設を適正に誘導するなど、賑わいの創出を図ります。

また、空き家対策や公営住宅の維持・修繕、公園施設の計画的な更新など、暮らしすい住環境

の整備を行います。 

◇生活の基盤となる道路環境及び都市施設の整備を図り、計画的な土地利用の誘導を行うなど、

安全・安心・快適な居住環境の確保を図り、暮らしやすいまちの形成を目指します。 

 

  

政策４-４ 暮らしやすいまちの整備 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①良好な住環境の整備促進 

○利便性の高い市街地の形成を図るため、都市施設を適正に誘導する 

○公園は市民が安心して気軽に利用できるよう、地域と協働して良好な

維持管理に取り組む 

○空き家対策の一環として、継続事業である有田市不良空家等除却

補助事業の活用を推進し、安全な居住環境を確保するため、倒壊等

の恐れがある危険な空き家住宅の除却を促進する 

○住居機能の維持・向上を図り定住を促進するため、住宅リフォーム工

事費補助事業を継続実施する 

○公営住宅については、低廉な家賃の住宅を市民に継続して提供する

ため、維持・修繕事業を計画的に実施する 

②安全な道路環境の整備 

促進 

○広域幹線道路の整備として、国道 42 号有田海南道路の早期供用

開始及び県道有田湯浅線（キララ・ときめきロード）の早期整備につい

て、国及び県との協力により推進する 

○市内の道路整備として、防災面や通学路整備等をふまえた歩道の新

設など、安全で快適に利用できる道路づくり、都市計画道路の早期完

成や、低い土地等の排水・浸水対策、道路老朽化に伴う舗装修繕

及び道路橋梁やトンネルなど道路構造物の定期点検並びに補修工

事を計画的に実施する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市都市計画マスタープラン 

・有田市立地適正化計画 

・有田市空家等対策計画 

・個別施設計画（橋梁・トンネル） 

・路面性状調査 

・有田市国土強靭化計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経済建設部 建設課   【関係課】経営管理部 経営企画課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

バス乗車人員 13,735 人 15,000 人 

バス停留所協力事業所 0 か所 20 か所 

地域交通に関する市民満足度 15.5％ 25.0％ 

 
■現状と課題■ 

□全国的に少子高齢化、人口減少が進む中、高齢者の免許返納者数が増加傾向にあるなど、公共

交通の必要性が一段と高まっています。市内の公共交通については、ＪＲとデマンドバスの運

行により、市内全域を補完していますが、どちらも利用者は減少傾向にあります。 

□デマンドバスについては、市民の多くが必要性を感じていることから、停留所の一部改定を行

うなど、市民ニーズに基づき、利便性を高める取組を実施しています。 

□ＪＲの駅が３駅あるなど、恵まれた鉄道環境とバスの接続状況の改善や効果的なバスの運行、

停留所の整備を図るなど、利便性と快適性を高めるなど、地域交通全体の活性化を図る必要が

あります。 

 
■基本方針■ 

◇ＪＲやバス・タクシー事業者など関係事業者との連携強化に努め、料金体系・運行ルート・停

留所の配置等の見直しや環境改善に取り組みます。 

◇初めて利用する方でも安心して利用できるよう、広報など各種情報発信ツールを用いて、積極

的に情報提供を行います。 

◇利用者の利便性向上及び利用促進に向け、分野横断的に関係機関と協働し、利用する市民が公

共交通を支える持続可能な仕組みの構築に取り組みます。 

  

政策４-５ 地域交通 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①公共交通機関の充実 

○ＪＲ利用者の利便性向上等について要望活動を継続する 

○ＪＲ箕島駅前駐車場について駅周辺の活性化につながる整備を行う 

○デマンドバスの路線編成やダイヤ改正などの効果検証、利用ニーズ等

を分析し、公共交通環境の充実する 

○鉄道・バスの安全対策情報や待ち時間を有効に過ごせる簡易な情報

ツールを活用するなど、利用者への情報発信を充実する 

②新しい交通システムの研究 

○地域にとって望ましい公共交通網の姿あり方を市民とともに考え、その

内容を交通事業者等と協議するなど、利用者目線による有田市にふ

さわしい新しい交通システムを研究する 

○統合中学校への通学手段としてＪＲ、スクールバス、デマンドバスなど便

利で効率的な運行を研究する 

○グリーンスローモビリティや自動運転など、有田市にとって必要となる移

動手段を研究する 

③デマンドバス利用促進活動 

○公共交通の利用促進に向け、公共交通の利用と健康ポイント等といっ

た行政サービスを掛け合わせるなど、分野横断的に取り組む 

○公共交通利用のきっかけづくりにつながる取組を推進する 

○停留所の環境改善や待ち時間の快適性を高めるため、バス停留所付

近の店舗・事業所に待合場所として協力要請を行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・地域内フィーダー系統確保維持計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 経営企画課   【関係課】 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

基幹管路耐震化率 16.8％ 21.0％ 

 
■現状と課題■ 

□有田市の上水道事業は、豊富で恵まれたきれいな地下水を水源とし、「安全で美味しい水」を

安定的に供給しています。経営面においては、水道料金徴収等包括業務委託を継続することに

より、市民サービスの向上、滞納整理の強化、経費の節減等に努めていますが、給水収益に関

しては、平成 12 年度以降毎年減少が続いており、人口減少化に伴い、今後も給水収益の減少

が懸念されます。 

□配水管においては、管路更新計画に基づいて、大口径の配水管、基幹管路を中心に耐震化を進

めていますが、上水道事業開始後 60 年以上経過しており、配水管を中心とする老朽化した施

設を更新する必要がありますが、そのためには巨額の経費がかかるため、経営状態が厳しくな

ることが予想されます。 

 
■基本方針■ 

◇経営の効率化をより一層推進し、経営コストの削減を行います。 

◇災害時においても安全な水を安定的に供給するため、基幹管路を中心に出資金、交付金事業な

どを用いて計画的かつ効率的に更新します。 

  

政策４-６ 水の安定供給 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①業務運営の改善 

○水道料金徴収等包括業務委託を継続し、施設管理においても委託

することで、経営の効率及びサービスの向上を図るとともに、隔月検針と

いったあらたな取組を推進する 

②水道老朽施設の更新 

○浄水場に関しては、安定した水の供給、災害時の応急給水拠点に対

応できるよう整備を進める 

○配水管に関しては、基幹管路を中心に効率的に更新を行い、耐震化

率を向上させる 

○水道事務所に関しては、更新時期や設置場所の確定に向け取り組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

・有田市水道ビジョン 

・有田市水道事業経営戦略 

 

■施策関係課■ 

【担当課】水道事務所   【関係課】  
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

年間ごみ排出量 9,100ｔ 8,589ｔ 

汚水処理人口普及率 33.85％ 40.53％ 

温室効果ガス年間排出量（市施設関連等） 4,952kg-CO2 4,654kg-CO2 

 
■現状と課題■ 

□市民・事業者・行政が一体となってごみの減量化・資源化及び適正処理に取り組み、分別の徹

底や小型家電リサイクルの推進により、ごみの排出量は減少傾向にあります。また、３Ｒ政策

の中で、リサイクル（再資源化）への意識は比較的に高くなっていることから、今後、リデュ

ース（排出抑制）、リユース(再使用）にも関心を持って取り組んでもらえるよう、周知・啓発が

必要となっています。 

□水環境の保全を推進する中で、生活排水処理率が県平均を大きく下回っている状況から、合併

処理浄化槽の設置等に対して費用補助を行い、単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの転換を

図る必要があります。また、家庭等から収集したし尿や浄化槽汚泥は清掃センターで中間処理

を行っていますが、搬入量の増加に伴い、貯留槽の容量不足が懸念されるとともに、各設備の

老朽化が進んでいることから、修繕だけでは維持整備が困難な状況になっています。 

□地球温暖化や海洋プラスチック問題など、環境保全についての話題が様々な場面で取り上げら

れることから、環境問題を身近に感じられる状況にあります。今後、地球温暖化対策の取組と

して、まず市施設における温室効果ガス排出量を計測・分析し、その取組・結果の周知を図り

ます。また、草木の繁茂や野焼き、悪臭、不法投棄などの相談が増えていることから、市民・事

業所に対しては、環境への意識向上を図るため、啓発活動を進める必要があります。 

 
■基本方針■ 

○ごみの排出量のさらなる削減に向け、小学校において各種講座を実施するなど、子どもを通じ

て家庭や地域へ発信し、市民のごみ減量化への意識向上につなげます。 

○浄化槽設置等に係る補助金制度の周知だけでなく、河川等の水質改善に合併処理浄化槽が有効

であるという意識を広めるための啓発を行います。また、清掃センターは、設備ごとに更新を

行うなど、環境に配慮した施設を整備します。 

○家庭や事業所でできる地球温暖化対策を周知し、一人ひとりの取組が地球温暖化防止につなが

り、地球にやさしいことを啓発するなど、市民や事業所の環境への意識向上につなげます。 

  

政策４-７ 環境と共生するまち 

分野別目標 ４ 

安全・安心で調和のとれたまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①生活環境の保全 

○小型家電のリサイクルやごみの分別徹底により、再資源化及び排出量

を削減する 

○不法投棄の監視やパトロールを強化し、自然環境の保護を行う 

○補助金制度とあわせて、合併処理浄化槽の設置が河川等の水質改

善につながることを周知し、水環境の保全を行う 

○清掃センターについては、計画的な更新を行い、環境に配慮した施設

運営を行う 

②環境意識の向上 

○子どもの頃から環境に関心を持ってもらい、環境にやさしい習慣や行動

の定着を図るため、小学校でごみ減量や地球温暖化など環境に関す

る講座を継続的に実施する 

○有田川クリーン作戦を通じて、多くの市民に環境問題を考える機会を

つくり、まちの環境美化につなげる 

○３Ｒの啓発・推進に努めることで、限りある資源を有効に使う意識を養う 

○行政が率先して省エネ、温暖化対策を講じ、市民・事業者に取り組ん

でもらえるよう周知を行う 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・有田市・有田川町地域循環型社会形成推進地域計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】市民福祉部 生活環境課   【関係課】 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

市民との協働活動件数 
57 件 

(H28-R1) 
70 件（累計） 

NPO・企業との協働活動件数 10 件 20 件 

メールマガジン登録者数 2,203 人 4,000 人 

 
■現状と課題■ 

□第４次後期計画においては「市民協働」を政策の一つとし、行政パートナー・まちづくりサポ

ーター制度を推進するなど、市民と行政がそれぞれの特性を生かし、補完・協力できる体制が

整っています。しかし、行政パートナー・まちづくりサポーター制度については、登録があっ

ても活用する機会が限られおり、今後、政策・施策の様々な分野において、ＮＰＯ団体や企業

との協働の取組を拡充・拡大していく必要があります。 

□市民一人ひとりが主役となり、誰もが活躍できる持続可能なまちづくりを展開するためには、

有田市の施策や行事等について、相互理解が必要となります。そのためには、広報紙「広報あ

りだ」やホームページ、公式ＳＮＳによる情報発信だけでなく、ＩＣＴが日々進化し続ける中、

時代に即した情報媒体・ツールを活用する必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇市民参加型によるまちづくりワークショップやセミナー、懇談会などを実施し、市民がまちづ

くりに主体的に参加できる機会を設けるとともに、市民、ＮＰＯ団体、企業による自発的な活

動を支援し、助け合い、支え合う協働のまちづくりに取り組みます。 

◇ＳＮＳなど、様々な情報媒体・ツールやＩＣＴを活用した効率的・効果的な広報・広聴事業を

展開します。 

 

 

  

政策５-１ 

分野別目標 ５ 

協働を図り、未来への投資と責任ある 

行財政運営による持続可能なまち 
 

協働 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①市民主体のまちづくりの推進 

○市が実施する事業へ行政パートナー・まちづくりサポーターが参画できる

機会を創出する 

○行政パートナー・まちづくりサポーターを活用した事業を創出する 

○市民の参画機会の充実を図るため、市民参加型のまちづくりワークショ

ップやセミナー、懇談会を実施するなど、市民主体で取り組む機会を設

ける 

②協働によるまちづくりの推進 

〇あらゆる分野の施策において、まちづくりに関わる市民、団体・ＮＰＯ、

企業等の多様な主体と連携し、それぞれの得意分野を生かしながら、

好循環を図り、諸課題の解決につなげる 

〇協働による調査・研究の実施、イベントの開催、公共施設の管理運営

等、行政運営の効率化に取り組む 

○地域コミュニティ醸成に主体的に取り組む市民団体を支援する「つなが

るまちありだ活動支援事業補助金」など、財政的な支援や活動の促

進となるイベントや地域貢献につながる情報の提供を行う 

③情報発信の充実 

○市民の市政への関心を高め、まちづくりへの参画意識の向上を図るた

め、市政情報やまちづくりに関する情報を正確かつ速やかに発信する 

○広報ありだやメールマガジン、ホームページ掲載など定期的な情報発信

の充実に取り組む 

○ＳＮＳなど多くの情報ツールを効果的に活用し、市民からの意見や市政

について知る機会をつくる 

○ＩＣＴを活用し、キャンペーンなどの事業で、市民による情報発信を促す 

○三大都市圏への情報発信を充実する 

○報道機関を活用し、タイムリーな情報を発信する 

 
■施策に関する個別計画■ 

・第２期有田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 経営企画課   【関係課】経営管理部 秘書広報課 

総務課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

市の行政運営に対する満足度 - 50％ 

外部研修機関が実施する専門研修の受講者 23 人 50 人 

 
■現状と課題■ 

□長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの推進など、公務においても働き方改革が進む

中、まちづくりの課題は複雑化・多様化しています。限られた人員で効率的かつ効果的に業務

を推進するためには、効果的な研修等を通じて職員の資質や能力の向上を図り、目標達成でき

る組織を構築する必要があります。 

□有田市においても人口減少・超高齢社会を迎える中、多様化・複雑化する市民のニーズや高度

な情報ネットワーク社会に対応するなど、必要な行政サービスを持続的に提供する必要があり

ます。そのためには、社会状況や市民ニーズの変化を的確に把握し、迅速に対応するとともに、

市民との合意形成や柔軟かつ合理的な対応ができるよう、分野横断的かつ機能的な人材の育成

及び組織体制の整備のほか、民間のノウハウなどを活かした施策の展開が必要です。 

□有田市と湯浅町、広川町、有田川町の１市３町で構成する有田周辺広域圏事務組合の事業とし

て、広域行政を推進しております。これらの一部事務組合で運営している各施設については、

老朽化が進んでいるなど、様々な課題も見受けられることから、今後も広域連携の充実を図る

必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇限られた人員で効率的に業務を遂行するとともに、官民連携を推進するなど、市民サービスの

維持・向上に取り組みます。 

◇多様な主体と連携・協働を図り、協働によるまちづくりに取り組むことができる職員の育成や

組織の構築を目指すため、職員育成の基本方針を示す人材育成計画を策定します。 

◇社会状況や市民ニーズの変化を的確に把握し、質の高い行政サービスを提供するため、柔軟な

施策の見直しを行うとともに、分かりやすく公表することで、さらなる行政運営の公正の確保

と透明性の向上に取り組みます。 

◇総合計画をはじめ、各個別分野計画に基づく施策を展開するとともに、他自治体との広域的な

連携を図りながら、効果的で持続可能な行政運営に取り組みます。 

  

政策５-２ 効果的で持続可能な行政運営 

分野別目標 ５ 

協働を図り、未来への投資と責任ある 

行財政運営による持続可能なまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①新たな時代に対応できる行

政組織の整備 

○効率的な行政サービスを継続して提供するため、職員の能力向上はも

ちろん、官民連携を推進し、将来を見据え目標達成ができる組織体

制を整備する 

○人材育成計画に沿った研修体系を構築するとともに、事例紹介や研

修を実施するなど多様な主体と連携・協働できる職員を育成する 

②官民連携の促進による公

共サービスの提供 

○施設の維持管理、運営等をはじめ、基本構想の段階から民間のノウ

ハウ等を活用することで、多種多様な市民サービスの向上に取り組む 

○民間からの活用提案を募ることで、未利用の市有財産の有効活用を

図り、市民サービスの向上につなげる 

○多様な市民ニーズに対応するため、公共性を確保しつつ事業化を図る

ことにより、民間企業との共同事業を実施する 

○有田周辺広域圏事務組合で進めている次期ごみ処理施設について

は、広域連携の更なる推進を図るとともに、処理過程で発生するエネ

ルギー等を官と民が連携し有効活用することで地域振興につなげる 

 
■施策に関する個別計画■ 

・人材育成計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 総務課   【関係課】経営管理部 経営企画課 
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■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

市税徴収率 97.3％ 97.7％ 

実質公債費比率19 9.2％ 8.5％ 

ふるさと納税 寄付受入金額 35 億円 38 億円 

 
■現状と課題■ 

□市の財政指標はいずれも概ね健全な状態であり、実質公債費比率や歳入の根幹である市税の徴

収率においても、第４次計画の目標値を達成していますが、今後、人口減少や少子高齢化、地

価下落の進行、市税の増収を見込むことは難しい状況となっています。また、歳入減少に伴い、

現行の公共施設サービスを維持し続けることが難しくなると予想されることから、設備投資に

要する費用の平準化と時機を見極める必要があります。 

□ふるさと納税については、積極的な広報や寄付受付インターネットサイトの増加等により、年々

増加傾向にありますが、現状規模のふるさと納税額を維持しつつ、ふるさと納税事業にかかる

事務経費の削減等についても取り組んでいく必要があります。 

□遊休市有地については、市有地の管理コストの削減を図るため、売却等も含め有効な利活用を

検討する必要があります。現在、遊休市有地についての現状把握が十分に行えていない状況と

なっているため、ＧＩＳ20を活用した土地情報の整理及び土地の活用を図るための調査・分析を

行う必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇市税については引き続き、公平で公正な収納を行います。また、ふるさと納税においても、積

極的なＰＲツールを活用するなど、寄付金額の収入確保及び業務効率化による経費の抑制に取

り組みます。 

◇今後の財政需要を的確に把握するとともに、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の統

廃合を計画的かつ効率的に進めます。また、財源については、有用な地方債の発行や基金から

の繰入を活用するなど、将来負担の軽減を見通した財政運営を行います。 

◇市有地について、ＧＩＳを活用して適正な財産管理を行うとともに、遊休市有地については有

効な利活用に取り組みます。 

                                                   
19 実質公債費比率／一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（借入金の返済額）の標準財政規模に対する割合 
20 ＧＩＳ／Geographic Information System の略称で、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータを総合的に管理・加工し、視 

覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする地理情報システム 

政策５-３ 効率的で持続可能な財政運営 

分野別目標 ５ 

協働を図り、未来への投資と責任ある 

行財政運営による持続可能なまち 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①効果的・効率的な財政運

営の展開 

○課税客体の正確な把握等による適正で公平な賦課を実施する。ま

た、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

の厳正な執行を行う 

○公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の再編構想を策定す

るとともに、公共施設の老朽化対策や統廃合に向けた施設整備のた

めの財源として、公共施設整備基金の計画的な積み立てを行う 

○各種財政指標の動向を分析し、財政シミュレーションを作成するととも

に、投資的経費への市債発行に伴う減債基金の積み立てを行う 

○手数料の負担が少ない有田市独自のふるさと納税受付サイトからの申

込増加を図り、経費節減に努めるとともに、更なる充実に向け取り組む 

②財源の確保 

○ふるさと納税の寄付金額の増加を図るため、効果的な広報活動や返

礼品の強化に取り組む 

○公共施設統廃合による売却可能土地を抽出する 

○交付税や交付金に対し、国・県の動向を注視し、より効率的な捕捉や

確保につなげる 

③普通財産の管理処分 

〇ＧＩＳを活用して、適正な財産管理を行う 

〇利活用できていない土地については、行政財産として活用できないか、

若しくは、貸付や売却等の検討を行い、財源確保につなげる 

 
■施策に関する個別計画■ 

・公共施設等総合管理計画 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 経営企画課   【関係課】経営管理部 税務課 

経済建設部 ふるさと創生室 
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分野別目標 ５ 

協働を図り、未来への投資と責任ある 

行財政運営による持続可能なまち 
 

 
 
 
 
 
 
■施策に関する目標達成指標■ 

指標名 現状（R１） 目標値（R6） 

マイナンバーカード交付率 9％ 80％ 

オープンデータ21の公開 0 件 30 件 

ＲＰＡ22業務数 0 件 20 件 

 
■現状と課題■ 

□デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードについて、保険証利用や運転免許証と今後一体

化されるなど、多岐にわたる分野での利用が予想される中、マイナンバーカードの交付率は低

い状況となっていることから、利便性が高いサービスの導入が進んでいません。 

□ＩＣＴ・ＡＩ・ＲＰＡなど、新たな技術を導入・活用することにより、持続可能な自治体とな

るためには、職員一人ひとりの能率を高めるとともに、市民サービスの充実及び職員の事務効

率化を推進していく必要があります。 

□日々、新たな手法が生み出されるサイバー攻撃等から、市民の個人情報等を守るため、情報セ

キュリティレベルを日々向上させるなど、情報セキュリティ対策に注力する必要があります。 

□デジタル化が進む中、時代に取り残されないよう行政が先導となり、地域のデジタル化を促進

していく必要があります。 

 
■基本方針■ 

◇行政手続がデジタルで完結できるよう、オンライン申請の拡大を図るなど、利用者の視点に立

った多様できめ細かい行政サービスの提供に取り組みます。 

◇マイナンバーカードについては、夜間・休日受付やイベント時の出張窓口の設置を図るなど、

市民サービスの充実につながるよう、積極的な普及促進をに取り組みます。 

◇安全・安心なネットワーク環境の実現のため、情報セキュリティマネジメントを確実に実行し

ていきます。 

◇健康、子育て、教育、観光、産業、災害など、市民または事業所が、あらゆる場面において必要

な時に必要な情報が得られること、また、市民生活の質の向上につながるよう、デジタル化の

推進に取り組みます。  

                                                   
21 オープンデータ／国や地方自治体等が保有するデータを一般の利用者がいつでも利用できるように公開し、営利目的も含めた二次的な利用 

を想定したデータ 
22 ＲＰＡ／Robotic Process Automation の略称で、パソコン上で動作するソフトウェアに定型業務を実行させること 

政策５-４ デジタル化の推進 
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■施策・事業の内容■ 

施策名 事業の内容 

①デジタル化による市民サービ

スの向上 

○電子申請システムの導入等、行政手続のデジタル化に取り組む 

○夜間・休日受付やイベント時の出張窓口の設置などマイナンバーカード

の普及に取り組む 

○公共データや地図情報などを利用しやすい形で公開する 

②デジタル化による事務効率

の向上 

○事務効率化を図るため、ＩＣＴ・ＡＩ・ＲＰＡなど、新しいツールを積極的に

活用する 

○他団体とのシステム共同クラウド利用を推進する 

③新しいデジタル技術の活用 

○市民サービスの充実につながる様々なツールの導入を推進する 

○新たなサイバー攻撃などに対する情報セキュリティレベルの強化に取り

組む 

 
■施策に関する個別計画■ 

 

 
■施策関係課■ 

【担当課】経営管理部 総務課   【関係課】全庁 

 
 


