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Ⅰ はじめに 

１ 策定の背景・趣旨                        

 

国は少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏

への人口の過度の集中を是正し、将来にわたって活力ある社会を維持していくために平

成 26 年 11 月、「まち・ひと・しごと創生法」を制定するとともに、同年 12 月には，

人口の現状と将来の展望を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と，今後

５年間の政府の施策の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定

しました。 

 

国の総合戦略において、地方の人口減少は、地域経済の規模縮小を招くとともに、生

産年齢人口の減少による地域経済の縮小、コミュニティ機能の低下、伝統文化の継承が

困難になるなど、地域経済と地域住民の生活に大きな影響を与える課題であると指摘し

ています。そのため、①東京一極集中の是正、②若い世代の就労・結婚・子育ての希望

の実現、③地域の特性に即した地域課題の解決の３つの視点から人口減少克服・地方創

生に取り組むことや、「しごと」が「ひと」を呼び，「ひと」が「しごと」を呼び込む

好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」に活力を呼び戻すことに一体

的に取り組むものとされています。 

 

本町では、平成１９年１２月に策定した有田町総合計画（以下「総合計画」という。）において、

「ひとが輝き 世界へはばたく土と炎のまち 有田」を将来像に掲げ、目標年次（平成２９（２０１

７）年）の人口を２０，５００人に設定しています。 

現状として、本町の人口は昭和５５（１９８５）年をピークに減少傾向が続いており、総合計画の

目標人口を下回る減少率で推移してきています。そのため、有田町人口ビジョンにおいて、人

口減少の速度を緩やかにするための対応を図ることで、目指すべき将来人口の目標を掲げま

した。この人口目標の達成に向けて、出生率の減少などによる自然減と、人口移動による社会

減を減らしていく必要があります。  

こうしたことを踏まえ、有田町における「まち・ひと・しごと創生」を進めるに当たっては、「安心

して働ける、魅力ある雇用を創出する」「住みたい、行ってみたいまちをつくる」「若い世代が希

望を持って結婚・出産・子育てができる環境をつくる」「ひとがつながる安全・安心な地域をつく

る」の４つの柱を基本目標と定め、有田町の地方版総合戦略となる「有田町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を定め、取組みを進めていきます。 
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２ 総合戦略における基本的な考え方                          

 

 有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたり、有田町ならではの取組みと

するため、有田町総合計画を踏まえるとともに、有田町の有する商工・農林業などの産

業力や伝統文化の強みを最大限に生かしていくことを戦略の基本的な考え方とします。 

 

１）有田町の現状と特性 

○地域産業の創生と雇用の拡大 

 有田町は、窯業・農業を主要産業として発展してきましたが、生活スタイルの変化や多様化す

る消費ニーズなどにより窯業は大きな打撃を受けており、町全体の活力創出に大きな影響を与

えています。 

 総務省が経済理論に沿って経済センサスや国勢調査のビッグデータを加工し作成した「地域

の産業・雇用創造チャート」では、以下のグラフに示すように、地域における「稼ぐ力」と「雇用

力」を見ることができ、有田町において優位性の高い業種は窯業土石業であり、雇用吸収力も

高い傾向にあります。 

 しかし、窯業土石業をはじめ、各種産業における従業者の高齢化は顕著であり、今後は担い

手の育成・確保が喫緊の課題となっています。 

 

 

  （出典：「地域の産業・雇用創造チャート（平成 24年経済センサス）総務省統計局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　有田町　(全従業者数9,354人）

　　　　　

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

　　　　　 稼ぐ力
（修正特化係数の対数変換値）

雇用力（従業者割合）
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医療業◆

飲食料品小売業◆
飲食店◆

◆総合工事業

◆学校教育

◆その他の小売業

◆社会保険・社会福祉・介護事業
◆その他の卸売業

◆その他製造業
◆はん用機械器具製造業

◆飲料・たばこ・飼料製造業

◆

２％

４％

６％

８％

10％
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16％
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20％

◆窯業土石業
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＜グラフの見方＞ 

 このグラフは横軸に修正特化係数を対数変換したもの、縦軸に従業者割合をとって、有田町

のそれぞれの業種がどれくらい稼ぐ力があるか、雇用に貢献しているかを示しています。グラフ

の点が右にあればあるほど競争力の高い業種であり、グラフの点が上にあればあるほど雇用吸

収力のある業種であると言えます。修正特化係数はある地域の特定の産業の相対的な集積度

を表しており、対数変換しているので、０以上であれば、相対的に稼ぐ力が他地域全体よりも強

いと言えます。 

「窯業土石業」が最も右側であり最も上側なので、稼ぐ力も雇用吸収力も最も相対的に有田町

で高い業種あることがわかります。（上記表には業種が示されていない◇がありますが、スペー

ス的に記載できないので稼ぐ力も雇用力も大きな主な業種のみを記載することとし、他の業種

は◇の説明を省略しています。） 

 

 

○有田町ならではの個性を生かす 

 地方創生の取り組みにあたっては、有田町の魅力や利便性などを広く町内外の方々に

知っていただくことが必要不可欠です。 

 有田町は、日本磁器誕生の発祥の地、2016 年には有田焼創業 400 年を迎える窯業の

町であり、重要伝統的建造物群保存地区をはじめとして伝統文化を守り育ててきていま

す。また、黒髪山系と国見山系に挟まれた地形上、棚田など良好な景観を有する農業の

町でもあります。他にも、平成 28 年４月に佐賀大学地域デザイン学部の創設、翌年度

には有田キャンパスの開設を控えるなど、有田町は大きな強みを持つまちです 

 

２）「有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の位置付け 

有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は、まち・

ひと・しごと創生法第 9 条に基づき、「有田町における人口の将来推計（有田町人口

ビジョン）」において示した本町の人口の現状と将来見通しを踏まえ、今後５か年の

目標や施策の基本的方向、具体的な施策等をまとめた本町における、まち・ひと・し

ごと創生に関する基本的な計画として策定するものです。 

 

３） 戦略策定の基本的な視点 

 総合戦略の策定にあたり、有田町の特性を最大限に活かしたものとするため、有田町で

暮らし交流する中で「幸せ」を実感できる、チャレンジ精神あふれる取組みを戦略に盛り込

むこととし、その視点は『有田町の地域資源や特色を最大限に生かした「幸せ」実感 “陶農

都”』を目指すものとします。 

 

４） 総合戦略と総合計画との関係性 

本町は、町の最上位計画として平成２０年度から平成２９年度までを計画期間とする総合 
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計画を策定し、現在は後期基本計画に基づき各種の施策を推進しています。その中で、人

口減少の克服と地方創生につながる取組みを重点化し、有田町まち・ひと・しごと創生総合

戦略を策定します。 

   また、平成３０年度からの次期総合計画においては、総合戦略における施策の実施状況 

や効果の検証を踏まえて策定します。 

 

５） 国及び県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」との関係 

国の総合戦略の基本的な考え方や政策５原則を踏まえ、佐賀県が策定した総合戦略を 

勘案し、人口減少と地域経済の縮小を克服し、本町におけるまち・ひと・しごとの好循環を確 

かなものにしていく必要があります。 

 

６） 総合戦略の対象期間 

総合戦略の対象期間は、国及び県総合戦略と同様、平成２７年度（２０１５年）から平成３１ 

年度（２０１９年度）までの５年間とします。 

 

７） 総合戦略の評価・検証 

基本目標及びその目標達成に向けた施策に対し設定する重要業績評価指標（ＫＰＩ）につ 

いて、毎年度「有田町まち・ひと・しごと創生推進本部」や「有田町まちづくり戦略会議」の開 

催等を通じ、定期的に取り組み内容を検証し、改善する仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立し 

たうえで、進行管理を行います。 

 また、常に変化し続ける時代のニーズや社会変化に対応するため、必要に応じて施策の 

追加・変更等を行うなど、総合戦略の見直しを図ります。 

※１：ＫＰＩ／Key Performance Indicators の略。各事業の目標達成度合いを測る指標となるもの。 

※２：ＰＤＣＡサイクル／事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の

一つ。 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによっ

て、業務を継続的に改善する。 

 

３ 総合戦略の策定・推進体制                               

  

総合戦略の策定及び推進にあたっては、町長をトップとする全課長による横断的な組織体制

の整備や、幅広い見地からの意見を得るため各種団体等を構成員とする戦略会議を設置して

います。 

○有田町まち・ひと・しごと創生推進本部 

    ⇒ 町長を本部長とし、教育長及び全課長を構成員 

○有田町まちづくり戦略会議 

    ⇒ 産業界（産）、行政機関（官）、教育関係（学）、金融機関（金）、労働団体等（労）、 

メディア（言）等を構成員 
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【戦略の策定・推進体制】 
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＜ 策定部会 ＞ 

・仕事づくり部会 

・結婚・出産・子育て応援部会 

・地域活力創造部会 

・定住・交流促進部会 

 （施策の検討） 

有田町議会 

有田町まち・ひと・しごと創生本部 

本部長 ：町長 

副本部長：教育長、総務課長 

本部員 ：各課長 

事務局：まちづくり課 

町職員ワールドカフェ 

（意見交換・事業提案） 

有田町 

まちづくり 

戦略会議 

 

（産官学金労言

で構成する 

有識者会議） 

小学校区 

まちづくり 

検討会 

内山地区 

まちづくり 

会 議 

総区長 

区長会 

会 議 

パブリック

コメント 

○国との連携 … 地方創生コンシェルジュ制度、地域経済分析システム等 

○県との連携 … 地方創生グループ 

○転入者・転出者アンケート 

○高校３年生年代アンケート 
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【戦略の策定経過】 

 

平成２７年１月２６日 ・・・ 有田町まち・ひと・しごと創生本部を創設 

平成２７年３月２５日 ・・・ 有田町まちづくり戦略会議（委員 10人）の第１回会議を開催。 

（町の人口減少問題等を協議） 

平成２７年４月２７日 ・・・ 課長会において、地方版総合戦略の策定の考え方、アイデア 

                募集などの説明・協議 

平成２７年５月１１日 ・・・ 町職員にワールドカフェ（地方創生 kick off ミーティング）を 

開催。中堅職員、女性職員、若手職員の３部制 

平成２７年６月１２日 ・・・ 有田町まち・ひと・しごと創生本部会議を開催 

平成２７年６月２９日 ・・・ 小学校区におけるまちづくり検討会を開催（6/29～8/21にか 

                 けて各校区３回） 

平成２７年７月２日  ・・・ 町創生本部に策定部会を設置し、合同会議を開催 

平成２７年７月２７日 ・・・ 有田町まち・ひと・しごと創生本部会議を開催 

平成２７年８月３日  ・・・ 有田町まちづくり戦略会議を拡充し、“産官学金労言”を網 

羅した体制（委員 15名、オブザーバー2名）に改変し、第２回 

会議を開催 

平成２７年８月２７日 ・・・ 有田町まち・ひと・しごと創生本部会議を開催 

平成２７年９月３日  ・・・ 有田町まちづくり戦略会議を開催 

平成２７年９月１８日 ・・・ 町創生本部・策定部会合同会議を開催 

平成２７年１１月１６日・・・ 有田町まち・ひと・しごと創生本部会議を開催 

平成２７年１１月２０日・・・ 全員協議会にて「有田町人口ビジョン」「有田町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の素案を提示、説明 

平成２７年１２月１日 ・・・ 有田町まちづくり戦略会議を開催 

 

 

【有田町まちづくり戦略会議の会議経過】 

■第 1回戦略会議 

○日時 平成 27年 3月 25日 

○出席 委員９名 

○議題 〔協議事項〕 

①有田町まちづくり戦略会議設置要綱について 

  ②テーマ「地域まちづくりの推進方策 －地域・集落をどう活かすか－」 

        ・有田町の人口推計 

        ・地域まちづくりの現状 

       ③有田内山地域まちづくり会議の取組みに係る概要説明及び質疑応答・意見交換 
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■第 2回 

○日時 平成 27年 8月 3日 

○出席 委員 14名、オブザーバー２名 

○議題 〔説明事項〕 

       ①地方創生に係る取組み経過 

       ②有田町総合戦略の策定体制イメージ 

       ③有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の検討 

       〔協議事項〕 

① 「仕事づくり」として何が必要か 

       ②「結婚・出産・子育て応援」として何が必要か 

 

■第３回 

○日時 平成 27年 9月 3日 

○出席 委員 12名、オブザーバー１名 

○議題 〔協議事項〕 

① 「定住・交流促進」として何が必要か 

② 「地域活力創造」として何が必要か 

      ※委員の取り組み提案について 

 

■第４回 

○日時 平成 27年 12月 1日 

○出席 委員 14名、オブザーバー2名 

○議題 〔協議事項〕 

      ①有田町人口ビジョン（案）について 

      ②有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

国総合戦略と有田町総合計画、総合戦略との関係性 

 

  国の総合戦略における基本目標を踏まえ、有田町の上位計画である総合計画の基本目標

を考慮し、有田町総合戦略の基本目標を定めました。 

 「仕事づくり」、「結婚・出産・子育て応援」、「地域活力創造」の３つの分野の取組みを進め、

その取組みの相乗効果も高めながら、「移住・交流促進」を実現していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国総合戦略 

基本目標 

地方における

安定した雇用

を創出する 

時代にあった

地域をつくり、

安心な暮らし

を守るととも

に、地域と地

域を連携する 

町の総合計画 

基本目標 

有田町総合戦略 

基本目標 

仕
事
づ
く
り 

移
住
・交
流
促
進 

結
婚
・出
産
・ 

子
育
て
応
援 

地
域
活
力
創
造 

安心して働ける、

魅力ある雇用を

創出する 

若い世代が希望

を持って結婚、

出産、子育てで

きる環境をつくる 

ひとがつながる 

安全、安心な地

域をつくる 

若い世代の

結婚・出産・

子育ての希

望をかなえる 

地方への新し

い人の流れを

つくる 

行ってみたい、

住みたいまちを

つくる 

協働により、

行財政の効率

化を図るまち 

安全・安心な

やすらぎに満

ちたまち 

共に支えあ

う、健やかな

まち 

ゆとりある心

が育つ結いの

まち 

伝統を生かし

た、活力ある

産業を創る交

流のまち 
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【参考：国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方と政策５原則抜粋】 

 

 

 

 

１ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方 

（1）人口減少と地域経済縮小の克服 （３つの基本的視点） 

①「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

（2）まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立  

「しごと」が「ひと」を呼び，「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、 

その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。 

① しごとの創生 

・若い世代が安心して働ける「相応の賃金，安定した雇用形態、やりがいのあるしご 

と」という「雇用の質」を重視した取組が重要。 

② ひとの創生 

・地方への新しい人の流れをつくるため，若者の地方での就労を促すとともに，地方 

への移住・定着を促進する。 

・安心して結婚・出産・子育てができるよう，切れ目ない支援を実現する。 

③ まちの創生 

・地方で安心して暮らせるよう，中山間地域等，地方都市，大都市圏等の各地域の 

特性に即して課題を解決する。 

 

２ 「まち・ひと・しごと創生」政策５原則 

人口減少克服・地方創生を実現するため、５つの政策原則に基づき施策を展開する。 

① 自立性 

構造的な問題に対処し，地方公共団体，民間事業者，個人等の自立につながる。 

② 将来性 

地方が自主的かつ主体的に，夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③ 地域性 

各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④ 直接性 

最大眼の成果をあげるため，直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤ 結果重視 

PDCAメカニズムの下，具体的な数値目標を設定し，効果検証と改善を実施する。 
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政策の体系 

■基本目標１ 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する 

 

1-1-1  企業誘致の推進と起業支援 

1-1-2  新しい仕事をつくる 

 

1-2-1  既存企業等の競争力の強化 

 

1-3-1  農村資源を活用した有田のブランド価値創造の取組み 

1-3-2  多様な担い手の確保・育成 

■基本目標２  行ってみたい、住みたいまちをつくる 

 

2-1-1  移住・定住の促進 

2-1-2  空き家の活用による移住・定住環境の整備 

 

2-2-1  観光資源のプラットフォーム化と魅力発信 

2-2-2  “有田ファン”づくりと“おもてなし”のまち実現 

■基本目標３  若い世代が希望を持って結婚・出産・子育てできる環境をつくる 

 

3-1-1  結婚活動の支援 

3-1-2  命を育む子育て支援の充実 

3-1-3  男女共同参画の推進と女性の活躍の促進 

 

3-2-1  地域ぐるみでの子育て支援の促進 

 

3-3-1  特色ある教育環境の整備 

3-3-2  ふるさと教育の推進 

■基本目標４  ひとがつながる安全・安心な地域をつくる 

 

4-1-1  スクラム組んで、ひとと地域をつなげる 

4-1-2  高校・大学や企業等との連携によるまちづくり 

4-1-3  協働のまちづくりの推進 

 

4-2-1  安心して暮らすことができる体制、環境の維持・整備 

4-2-2  文化的で健康に暮らせる環境づくり 

 

4-3-1  地域の拠点性の確保 

施策 1-1  有田の地域資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進 

施策 1-2  商工業の振興と後継者育成 

施策 2-1  移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進 

施策 1-3  有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興 

施策 2-2  観光戦略推進によるにぎわいづくり 

施策 3-1  安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり 

施策 3-2  “子育ての輪”づくり 

施策 3-3  ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進 

施策 4-1  ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進 

施策 4-2  健康で安心して暮らすことのできる地域づくり 

施策 4-3  広域的な連携強化の推進 
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《基本目標１》 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する 

 

【現状と方向性】 

 陶磁器産業における生産額の低迷、窯業従事者の減少、農業就業者の高齢化など、本町の

主要産業を取り巻く環境は厳しいものがあります。以前から、“半農半陶”という陶磁器産

業に従事する傍らで農業にも従事するライフスタイルが受け継がれてきています。一方、平

成２７年６月に調査した高校３年生世代対象のアンケートによると、「この後も有田に住み

たいですか」の設問に対し「住みたくない」と回答した理由として、「よい就職先がない」

ことを挙げた人が 28％と最も多い結果となりました。現状としては、町内はもとより伊万

里市や佐世保市など近隣市町を就業の場としている人も多い状況です。地域産品の生産性の

向上、高付加価値化、担い手育成の取組み、さらには地域経済好循環への取組みなどにより

雇用の拡大を図ることが重要と考えます。 

 農業面では法人化、施設園芸、多品種農業、有機農業など利益率を高める取組みが必要

で、近年徐々にではありますが、新規就農者も出てきており、栽培技術の習得や販路を開拓

できるようなサポートが必要と考えます。中山間地域である本町にとって、集落営農の育成

を中心としながらも農地の保全・維持、新たな担い手の確保に向けては、小規模農業の推進

も重要な取組みとなります。 

 また、農業を一産業として捉えることなく、生きがいづくり、健康づくり、地域づくりと

一体となった取組みとして活性化を図ります。 

 このような考えに基づき、働く場の創出に向けた取組みにより、定住人口の増加を目指し

ます。 

◆有田の資源を活かした新産業の創出・起業支援と雇用の拡大 

◆商工業の振興と後継者育成 

◆有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興 

 

【具体的な施策】 

１－１ 有田の資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進  

 

【重要業績評価指標 KPI】 

★企業誘致件数        ０社（Ｈ26）⇒   ３社（Ｈ31） 

 ★新規起業・創業件数          ―  ⇒ １０件（累計） 

 ★創業支援事業計画（＊注１）の策定件数     未策定 ⇒   １件（Ｈ31） 

 ★大学等との共同研究等連携した取組み件数     ―   ⇒  ２件（Ｈ31） 
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（１） 企業誘致の推進と起業支援 

  本町の強みである豊富な水資源や自然環境、災害が少ない地域性などを積極的にＰＲ

し、佐賀県との連携により企業情報の収集に努めながら、企業誘致を推進するとともに、

空き家等の既存ストックの活用に向けた環境整備を行ないます。 

◇製造業や物流業など企業誘致（新産業集積エリア事業（＊注 2））の推進 

◇ＩＴ企業やバックオフィス（＊注 3）などの事務系の企業誘致の推進 

◇空き家、空き店舗、空き工場を網羅した情報の一元管理を行なうための庁内横断的な

取組みの推進 

 

〔主な事業〕 

・企業誘致の推進（南部工業団地造成事業ほか） 

・空き店舗再生事業  

・起業や誘致につなげる空き地、空き店舗、空き工場の効果的な情報提供 など 

 

（２） 新しい仕事をつくる 

まちの魅力を高め、若い人たちの移住・定住を促進するには、起業・創業を支援し、

新たな仕事の場づくりが必要です。“産官金”などの連携により創業支援事業計画（＊注

１）を策定し、地域内の創業支援事業者のノウハウを活用し連携することで、地域におい

て、効果的な創業支援を推進します。 

◇起業、スタートアップ支援 

◇ベンチャー企業（＊注 4）などの創業サポート 

◇産官学連携による共同研究等を通じ、学生が地元企業との活動に積極的に参加する仕

組みを作ることで、学生の地元企業への就職意欲を喚起し、地元定着を促す支援を行

う。（再掲） 

◇創業支援事業計画に基づく関係機関（産・官・金）が連携した取組みの推進 

◇ふるさと納税（＊注５）を通じた物産振興と新たな産品開発 

◇テレワーク（＊注６）やサテライトオフィス（＊注７）などＩＣＴ（＊注８）を活用した新た

な働き方の推進 

 

〔主な事業〕 

 ・創業支援事業計画策定・推進事業 

・金融機関等と連携した起業セミナーの開催 

・女性のための起業・就業セミナーの開催 

・産官学連携による共同研究事業 

・ふるさと納税推進事業 など 
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【具体的な施策】 

１－２ 商工業の振興と後継者育成  

 

【重要業績評価指標 KPI】 

★窯業の担い手育成事業取組み者数   ０人（Ｈ26）⇒  ５人（Ｈ31） 

★商工会議所への加盟事業所数    732 事業所（Ｈ27）⇒ 現状維持（Ｈ31） 

 ★チャレンジショップの取組み数      １人（Ｈ27）⇒ １０件（Ｈ31） 

 

（１） 既存企業等の競争力の強化 

  既存企業の撤退や規模縮小を防ぎ、後継者の育成を図りながら、町民の安定した雇用を

確保するために必要な支援を行います。 

  また、情報交換や地域における技術水準の高度化を図るとともに、産学官相互の連携を

強化し、新製品の開発や市場を開拓していきます。 

◇既存企業等の育成（ＩＣＴ活用・インバウンド（＊注９）対応など） 

◇企業の生産性向上、高付加価値化 

◇陶磁器産業の後継者育成の取り組み 

◇Ｕターン、Ｉターン促進のための雇用の創出 

◇時代の変化に適応していくための事業継承の調査・マッチング支援 

◇産官学連携による共同研究等を通じ、学生が地元企業との活動に積極的に参加する仕

組みを作ることで、学生の地元企業への就職意欲を喚起し、地元定着を促す支援を行

う。（再掲） 

 

〔主な事業〕 

・「ふるさと名物応援宣言（＊注 10）」による事業者支援 

・チャレンジショップ事業 

・中小企業振興資金貸付事業 

・窯業の担い手育成事業【先行型】 

・事業継承支援のための調査・マッチング事業 

・県などと連携した若者就業支援プログラムの実践 

・高校や大学等との連携による有田町企業合同面接会の実施 

・有田町プレミアム付商品券の発行【地域消費喚起・生活支援型】 など 

 

【具体的な施策】 

１－３ 有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

★農産物特産品開発数    ０件（現状） ⇒   ３件（累計） 
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★市民農園の開設区画数   ０区画（現状）⇒ ２０区画（累計） 

 ★新規就農者数      １人（H26 年度）⇒   ５人（累計） 

 ★認定農業者数     ３５人（H26 年度）⇒  ４５人（Ｈ31） 

           

（１） 農村資源を活用した有田のブランド価値創造の取り組み 

  本町における農業の付加価値の向上のため、地元農産物や加工品の開発・ブランド化を

進めるとともに、いまある農村資源の掘り起こし、魅力アップを図る必要があります。 

  そこで、生産性の向上、販路の確保、６次産業化に向けた取組みを支援していきます。 

◇６次産業化（＊注１1）と農商工連携の推進 

◇農業体験、農家民泊（＊注１2）など体験型交流の推進 

◇農産物の販路確保の促進のための取組み 

◇地域特産品の開発 

◇有田の農業・農産物等ＰＲ動画の製作 

◇地産池消の促進と食育の推進 

◇産官学連携による共同研究等を通じ、学生が地元企業との活動に積極的に参加する仕

組みを作ることで、学生の地元企業への就職意欲を喚起し、地元定着を促す支援を行

う。（再掲） 

 

〔主な事業〕 

・市民農園開設事業 

・農家民泊推進事業 

・農産品開発事業 

・産官学連携による特産品開発 

・“農都ありた”PR動画作成事業 など 

 

（２） 多様な担い手の確保・育成 

  兼業農家が主である本町の農家数は、従事者の高齢化とともに減少しています。農家数

の減少は、農地及び集落の維持を困難にし、集落営農組織や専業農家の育成など担い手の

確保が重要な課題となっています。 

  そのため、行政と生産者組織、JA、 集落等がスクラムを組み担い手を育て、自立して

いくための体制づくりに取り組みます。また、多様な担い手を受け入れに向けて、小規模

でも魅力ある農業を実践できる環境の整備を行います。 

◇女性就業者の開拓と支援 

◇新規就農者の支援 

◇新規就農者の交流の促進 

◇認定農業者及び農業法人の育成・支援 

◇将来的な担い手の確保につながる「農援隊」の仕組みづくりと交流の推進 
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◇新規就農向けに有田町農業の情報発信 

◇小規模農業の取組み支援（50歳以上の人材確保と農業の楽しみを広げる取組み） 

 

〔主な事業〕 

・青年就農給付金 

・関係機関と連携した女性農業塾（加工技術の習得含む）の検討・実施 

・有田町農業シェアハウス（空き家の活用） 

・園芸用パイプハウス設置補助事業 

・「農援隊」の結成・サポート 

・県や企業との連携による ICTを活用した農業経営支援 など 
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《 基本目標２ 》 行ってみたい、住みたいまちをつくる 

 

【現状と方向性】 

 本町は、１９８０年（昭和５５年）をピークに減少に転じ、毎年、高校・大学等への進

学のタイミングで大幅な町外への転出超過の状況になっています。平成２８年４月に佐賀大

学地域デザイン学部が開設され、今後有田キャンパスに学生が来る中で、若者の交流も生ま

れてきます。 

 世界に誇る“有田焼”、それを育んできた伝統的町並みや伝統文化を有する本町には、春

の「有田陶器市」をはじめ、「秋の陶磁器まつり」、「雛のやきものまつり」など通年にわ

たり多くの観光客が訪れています。今後、さらに歴史、産業、自然、文化などあらゆる地域

資源を最大限に活かすための磨き上げを行うとともに、関係機関等とも連携しながら体験型

プログラムの提供を行ないながら、“有田の宝”を広く情報発信し、移住・定住・交流人口

の増加を図ります。 

 また、移住・定住に向けた支援として、すでに定住促進奨励金制度の取組みは行なってい

るものの、さらにきめ細やかな支援となるような取組みの充実を目指します。 

 このような考え方に基づき、行ってみたい、住みたくなるような魅力あふれるまちを目指

します。 

◆移住・定住、「いいね！有田暮らし」の促進 

◆観光戦略推進によるにぎわいづくり 

 

【具体的な施策】 

２－１ 移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

  ★移住・定住相談窓口利用による移住世帯数  ０世帯（Ｈ27）⇒ ３０世帯（累計） 

  ★空き家インフォメーションによる空き家活用件数（年間）   

          ０件（H26）⇒ ２５件（累計） 

  ★“お試し有田暮らし”住宅の利用件数（年間） 

         未整備（Ｈ27）⇒ ３０件（累計） 

 

（１） 移住・定住の促進 

  人口減少を緩和し、町外からの移住を促進していくためには、きめ細かな情報提供と相

談体制、フォローが必要です。 

  そのために、子育て・教育・地域資源・職などに関する情報を「有田町移住・定住・交

流ウェブサイト」、地域おこし協力隊など、様々な機会・チャンネルを通じた情報の発信

を行います。また、問合せへの対応やお試し移住体験など、移住希望者の受け入れ体制を

強化します。 
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  さらに、本町に定住する人を確保するため、 「有田町に住みたい 」という他自治体と

の差別化した魅力を知ってもらい、定住を促し、UI ターンを検討してもらうための支援

体制を充実していきます。 

◇移住・定住に関する相談窓口の一元化（定住サポート体制の構築） 

◇有田の魅力発信のための「移住・定住・交流Ｗｅｂサイト」（＊注１３）の設置・充実 

◇ハローワークとの連携を柱とした就職支援・雇用促進のための情報提供の推進 

◇移住希望者が生活の体験などができる“お試し有田暮らし”住宅の整備 

◇多様な交流機会の創出と情報発信 

◇民間と連携した住宅地整備の取組み研究・推進 

◇滞在型施設の整備と体験プログラムの充実 

◇有田の魅力発掘のための移住者交流と、移住者モデルの情報発信 

◇「半農半陶」など多様な職種の組み合わせによるライフスタイルの提案 

◇高齢者の活躍の場づくりと情報発信の促進 

 

〔主な事業〕 

・移住・定住相談窓口設置事業＜内山地区サテライトオフィス運営事業（地方創生

先行型）＞ 

・有田町移住・定住・交流 Web サイトの設置・充実【地方創生先行型】 

・移住者交流推進事業 

・総務省連携事業（移住ナビ・移住・交流情報ガーデン（＊注 14）） 

・お試し“有田暮らし”住宅の整備 

・民間と連携した有田版ＣＣＲＣ（＊注 15）の調査・検討 

・定住奨励金 

・有田ふるさとハローワーク設置の研究 

・地域おこし協力隊事業 など 

 

（３） 空き家の活用による移住・定住環境の整備 

  空き家の有効活用を進めながら、移住・定住者が望む「住」への対応のひとつとして、

空き家の活用を促進する必要があります。住まいとして空き家のみならず、店舗などその

他の活用も踏まえた情報の一元化と、情報発信を行ないます。 

◇空き家インフォメーション（＊注 16）の充実による空き家の流通促進 

◇不動産業者及び地元自治会等と連携した空き家物件の確保 

 

〔主な事業〕 

・空き家インフォメーション事業 

・空き家流通促進事業【地方創生先行型】 
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・有田町移住・定住・交流 Web サイトの設置・充実【地方創生先行型】（再掲）な  

ど 

【具体的な施策】 

２－２ 観光戦略推進によるにぎわいづくり  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

★観光入込客数        ２３７万人（Ｈ26）⇒２５０万人（Ｈ31） 

 ★農業を絡めた体験交流プラグラム     ０件（Ｈ26）⇒  ３件（Ｈ31） 

 ★お土産品の開発件数     ０件（Ｈ26）⇒ ２品目（Ｈ31） 

 

（１） 観光資源のプラットフォーム化と魅力発信 

  歴史・自然・文化・生活など多くの地域資源の磨き上げにより、観光資源としての価値

を高めていく必要があります。 

  そこで、関係機関や団体等と連携しながら、観光資源を商品化し付加価値を高め、町の

賑わいづくりを進めていくとともに、イベントや交流体験等も通じて、本町の観光資源の

情報発信を行ないます。 

◇町や観光協会、まちづくり公社、事業所等が一体となり、経営的視点を取り入れた

“有田版ＤＭＯ（＊注17）”の導入を推進 

◇日本遺産（＊注 18）認定申請・活用に向けた取り組みの推進 

◇重要伝統的建造物群をはじめとする歴史的資源や景観、地域文化・自然環境など“有

田の宝”の情報発信 

◇有田町移住・定住・交流Ｗｅｂサイトの設置と充実 

◇体験型農業プログラムの開発等によるグリーンツーリズム（＊注 19）の推進 

◇農家民泊推進事業（再掲） 

◇日本磁器誕生・有田焼創業 400年事業推進による地域資源のブラッシュアップ（＊注

20）とにぎわいづくり 

◇30～40代女性をターゲットとした新たな観光コンテンツの発掘 

◇観光資源を活用した地域の自主的なイベントへの助成や情報発信などの取組み支援 

 

〔主な事業〕 

・有田町移住・定住・交流 Web サイトの設置・充実【地方創生先行型】（再掲） 

・観光協会やまちづくり公社、事業所等と連携した“有田版ＤＭＯ”の導入・推進 

 （有田観光まちづくり戦略の策定など） 

・地域資源を活用した観光地魅力創造事業 

・やる気モリモリ支援事業 

・異人館復原整備事業 

・「陶農都」体感イベント支援事業 など 
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（２）“有田ファン”づくりと“おもてなし”のまち実現 

  やきものとの出会い、歴史的町並みや人との出会いなど、有田町との多様な出会いを大

切にして、有田ファンを拡大していくことが必要です。 

  そのために、住民、事業者、関係機関、行政が連携し、外国人観光客を含め来訪する人

を温かく迎え入れるための体制整備を行います。 

◇消費地でのＰＲ、新たなファンづくり 

◇関係機関等と連携したインバウンド事業（注 21）の展開 

◇地域資源の磨き上げと連動した“おもてなし”の取組みの推進 

◇外国人観光客の誘致に対応する体制、環境の整備 

◇お土産品の開発 

 

〔主な事業〕 

・新たな有田ファンづくり事業【地方創生先行型】 

・観光協会やまちづくり公社、事業所等と連携した“有田版ＤＭＯ”の導入・推進 

・外国人観光客受入体制の整備 

・お土産品の開発支援 など 
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《基本目標３》 若い世代が希望を持って結婚、出産、子育てできる環境をつくる 

 

【現状と方向性】 

 平成２７年６月に実施した「転入者・転出者アンケート」において、今後のまちづくりへ

の期待としては「子育て環境の充実したまち」が最上位でした。本町の合計特殊出生率

（2008 年～2012 年：1.68）は佐賀県平均（1.61）をわずかに上回っていますが、少子高齢

化の傾向が顕著な本町にとっては、持続可能なまちづくりを進めていくためには厳しい数値

といえます。今後は、進学や就職で転出した世代が戻りやすく、他市町村から若い世代が転

入しやすい子育て環境の整備が求められています。 

 また、出生数を左右する母親世代の人口の減少に加え、３０歳以上の男女ともに未婚率が

高くなってきており、出会いの場の創出や結婚後も有田町に住んでもらえるような施策を展

開していきます。 

 さらに、歴史的資源や自然環境、伝統産業に恵まれた地域条件を生かし、有田ならではの

特色ある教育により魅力を高めていきます。 

 このような考え方に基づき、有田町の子育て環境が評価され、子育て世代が増えていくま

ちを目指します。 

 ◆安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり 

◆“子育ての輪”づくり 

◆愛着と誇りを感じる、ふるさと教育プロジェクト 

 

【具体的な施策】 

３－１ 安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★合計特殊出生率   1.68（Ｈ26） ⇒   1.75（Ｈ31） 

 ★婚活関連の出会いの場の創出事業数 ０事業（Ｈ26） ⇒  ３事業（累計） 

 ★委員会・審議会委員の女性委員比率 13.2％（Ｈ26） ⇒   30％（Ｈ31） 

 

（１） 結婚活動の支援 

  結婚に対する意識を高める情報提供などの取組み、生涯学習やスポーツ、まちなかイベ

ント等多様な機会における出会いの場づくりを行ないます。 

◇民間と連携した魅力ある出会いの場づくりなど「婚活」の支援 

◇外部講師を招聘した、若者向け生涯学習講座の実施（出会いの場づくり） 

◇ＳＮＳ（＊注 22）を活用した情報発信 

 

〔主な事業〕 

・出会いの場づくり事業 
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・新婚家庭への家賃助成の検討 

・同窓会開催の支援 など 

 

（２） 命を育む子育て支援の充実 

  社会環境の変化に伴い多様化するニーズに対応し、安心して子どもを生み育て、また仕

事と子育ての両立を支援していくための環境づくりを行います。 

◇不妊治療支援の拡充の検討 

◇病児・病後児保育（＊注 23）の実施 

◇妊婦検診・相談体制の充実 

 

（３） 男女共同参画の推進と女性の活躍の促進 

  安心できる活力あるまちの実現には、女性の積極的な関わりが不可欠です。 

  そのため、仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めるとともに、女性が活躍できる

まちを目指して、就業面での環境整備に努め、女性の社会参画を推進します。 

◇行政や地域における女性登用のための意識啓発や機会の充実 

◇ワーク・ライフ・バランス（＊注 24）の取り組みの促進 

◇女性団体への活動支援 

◇女性の就業・企業支援 

◇ひとり親への支援 

 

〔主な事業〕 

・企業経営者等への意識啓発事業 

・女性が参画する機会を拡充する取り組み 

・ワーク・ライフ・バランス講演会 

・金融機関等と連携した起業セミナーの開催（再掲） など 

 

【具体的な施策】 

３－２ “子育ての輪”づくり  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★子育て世代の子育て環境満足度      ％（Ｈ27） ⇒     ％（Ｈ31） 

 ★子育て支援センター利用者数       ０人（Ｈ26） ⇒  ５８１人（Ｈ31） 

 ★子育てサークル数     ０グループ（Ｈ26） ⇒ ３グループ（Ｈ31） 

〔主な事業〕 

・不妊治療支援拡充の検討 

・病児・病後児保育事業（広域連携） など 
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（１） 地域ぐるみの子育て支援の促進 

  子育て環境の充実度は、若い世代の定住に大きく影響を及ぼします。少子化・核家族化

が進み、世代を超え、地域ぐるみの子育て環境の整備が求められています。 

  そのため、子育て世代の交流の促進、経済的負担の軽減などにより、「有田町で子育て

したい」と思える、安心して子育てができる環境づくりを行ないます。 

◇子育てサークル等の充実と連携 

◇子育て支援センター（＊注 25）の整備 

◇子育てに関する窓口の一本化 

◇子育ての不安解消のための子育てコンシェルジュ（注 26）の設置 

◇子育て世代の経済的負担の軽減と多子世帯支援の実施 

◇町内の公民館、空き店舗等を活用した子育て応援の拠点づくりと、多世代による支援

体制の整備 

◇民間等と連携した子育て世帯向け住宅整備 

 

〔主な事業〕 

・子育て支援センター整備事業 

・子育てコンシェルジュ設置事業 

・子育て応援ガイドブック作成事業 

・子育て世代の経済的負担の軽減に向けた取組み 

・病児、病後児保育事業（広域連携）【再掲】 

・「有田版寺子屋」実証事業 

・“見守り隊”の充実・支援 など 

 

 

【具体的な施策】 

３－３ ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★子育て世代の町教育環境満足度         ％（Ｈ27） ⇒   ％（Ｈ31） 

 ★「有田にずっと住みたい」「一度町外に出ても有田に戻って住みたい」と考える高校３

年生年代の割合         ４６．８％（Ｈ27）⇒ ６０％

（Ｈ31） 

 ★コミュニティ・スクール実践校   ０校（Ｈ27）⇒  ２校（Ｈ31） 

 ★キャリア教育の実践による郷土人材活用者    ０人（Ｈ26）⇒ ２０人（Ｈ31） 

 ★地元大学等との連携事業の取組み        ０件（Ｈ26）⇒  ２件（Ｈ31） 
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（１） 特色ある教育環境の整備 

  地域資源や人材を活用し、有田町ならではの教育実践は、まちの魅力アップにつながり

ます。 

  そのため、さらなる地域との連携を図りながら、コミュニティ・スクールを推進してい

きます。 

◇家庭、地域、学校が一体となったコミュニティ・スクール（＊注 27）の調査・検討 

◇小規模特認校制度の導入の調査・研究 

◇外国語指導助手（ＡＬＴ）（＊注 28）の充実 

◇中・高・大学連携教育の推進 

◇給食費補助などによる地元中学への進学支援 

 

〔主な事業〕 

・コミュニティ・スクール調査・研究及び推進 

・小規模特認校制度の調査・研究事業 

・海外青年招致事業（小学校英語教育の充実）など 

 

（２） ふるさと教育の推進 

  子どもたちが、ふるさと有田に誇りと愛着を感じ、大人になっても有田町が好きで、ふ

るさとを支える人材となってもらえる取組みを推進します。 

◇「有田キッズ検定」（＊注 29）の実施 

◇“生きる力”を学ぶ、郷土人材によるキャリア教育の実践 

◇地元に愛着や誇りを持つ若者の育成に向けた地元大学との連携した取組みの推進 

〔主な事業〕 

・有田キッズ検定事業 

・キャリア教育実践事業 

・「有田版寺子屋」実証事業（再掲）など 
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《基本目標４》 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる 

 

【現状と方向性】 

 旧有田町と旧西有田町が合併し、平成２８年３月で１０周年を迎えます。窯業と農業を主

産業に持つ町がひとつになりましたが、それぞれの良い所を伸ばし、融合させていく取組み

がこれからの課題です。 

ボランティア等による活動が盛んな東地区、農業を母体とし集落による活動が盛んな西地

区、それぞれの特性を生かしながら、さらにひとがつながり、新たな価値を創造する取組み

が必要と考えます。今後の少子高齢化の流れの中で、幅広い世代がつながり、さらに高齢者

の方々が生涯現役でいきいきと楽しく暮らしていくための活躍の場を創出していくことが必

要です。 

若い世代が戻ってくるまち、住みたくなるまちの実現には、有田町に住む人たちが地域の

伝統文化や暮らしそのものを楽しんでいるまちであること、元気なまちであることが求めら

れています。 

さらに、人口の減少を見据え、持続可能な行政運営を行なうためには、周辺自治体との連

携を進め、サービスの確保に向けた取組みが必要であると考えます。 

このような考え方に基づき、住んでいる人が楽しい、ひととのつながりの中で安心できる

まちを目指します。 

 ◆ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進 

◆健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進 

◆広域的な連携強化の推進 

 

【具体的な施策】 

４－１ ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★アクティブシニア（＊注 30）による組織設立数  １組織（Ｈ26）⇒ ２組織（H31） 

 ★公民館を活用した地域活性化取組み数   ―  ⇒  ４件（H31） 

 ★地域催事・伝統芸能の復興数    ―  ⇒ 現状維持（Ｈ

31） 

 ★有田町アダプト・プログラム（＊注 31）登録会員数  ―  ⇒ 100 人

（Ｈ31） 

 

（１） スクラム組んで、ひとと地域をつなげる 

 本町の人口を確保する施策と併せて、ひととひと、地域と地域がつながり、健康で楽

しい暮らしができることも、有田町が活力あるまちであり続けるうえで、重要なことで

す。 
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  そのため、集落、小学校区において、ひと・地域をつなぐ仕組みづくりを行い、町民一

人ひとりが、また地域内外の交流を促進することによって、地域の課題解決に向けた様々

な取組みを進めます。 

 

◇公民館の利活用（寺子屋事業の推進） 

◇小学校区毎の拠点の整備 

◇中高年層の社会参加と地域づくりを推進する取り組み 

◇アクティブシニアによる地域活性化・子育て支援等の取り組み 

◇市民活動組織の育成・支援 

◇地域催事の育成・支援による「地域力」の維持と暮らしの魅力アップ 

◇地域おこし協力隊事業 

 

〔主な事業〕 

 ・町民憲章制定事業 

・「有田版寺子屋」実証事業（再掲） 

・協働事業推進事業（ポイント制の研究） 

・地域催事・伝統芸能育成支援事業 

・公民館を活用した地域活性化活動補助事業 

・ＮＰＯ等市民活動組織の連携事業 など 

 

（２） 高校・大学や企業等との連携によるまちづくり 

  地元にある高校や大学、企業等と連携し、若い世代のまちづくりへの参加を促していく

ことが必要です。 

  そのため、高校や大学との連携を促進し、地元大学等の知的財産や人材を活用した地域

活性化の取組みを推進します。 

◇地元大学等の知的財産や人材を活用した地域活性化 

 

〔主な事業〕 

・地元高校・大学と地元企業等との共同研究、連携事業 

・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）（＊注 32）との連携 など 

 

（３） 協働のまちづくりの推進 

  公共施設はもとより、空き家や耕作放棄地などが課題となる反面、一方では資源として

活用する可能性を持っています。 

  このような資源を生かし適正に管理していくため、中高年層の社会参加と地域づくりを

推進する取組みを行い、町民及び町職員の「やってみよう！」を後押しする取組みを行な

います。 
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◇町民及び町職員の「やってみよう！」を支援する取組み 

◇中高年層の社会参加と地域づくりを推進する取り組み 

◇町内美化活動の推進 

〔主な事業〕 

・協働事業推進事業（ポイント制の研究）（再掲） 

・農道及び農業用用排水路整備補助事業 

・原材料費支給事業 

・町民みんなで「クリーン大作戦」 

・有田町アダプト・プログラムの推進 など 

 

【具体的な施策】 

４－２ 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★介護保険の要介護度２以上の割合            ⇒ 現状維持（Ｈ31） 

 ★コミュニティバスの利用者数   42,461 人（Ｈ26）⇒ 50,000 人（Ｈ31） 

 ★デマンドタクシー登録者数        69 人（Ｈ26）⇒  100 人（Ｈ31） 

 ★町消防団員の定数確保(540 人)      519 人（Ｈ26）⇒ 現状維持（Ｈ31） 

 ★自主防災組織の組織カバー率       80.92％（Ｈ26）⇒  100％（Ｈ31） 

 ★リノベーション（＊注 33）に取組む組織数   ０組織（Ｈ26）⇒  １組織（Ｈ31） 

 ★公共施設等総合管理計画（＊注 34）の策定   未整備（H26）⇒  １策定（H31） 

 

（１） 安心して暮らすことができる体制、環境の維持・整備 

  町民が心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指して、防災対策、生活弱者等への身

近な移動交通手段の確保、空き家・公民館等の活用、公共下水道等整備による良好な生活

環境の維持・整備など安全・安心の確保の取組みを推進します。 

◇高齢になっても安心して暮らせる基盤整備（認知症サポーターほか） 

◇生活弱者と観光ニーズに対応する地域公共交通の充実・維持 

◇空き家・公民館等を利用した食料・物品販売の検討 

◇消防団等の充実・強化 

◇自主防災組織の設立支援と充実、地域防災リーダーの育成 

◇遊休地・遊休施設の効果的活用 

◇公共下水道等の整備による良好な生活環境の維持・整備（地域再生計画（＊注 35）の活

用） 

◇リノベーションまちづくりの推進による地域再生 

◇公共施設の最適配置など自立した持続可能な行政運営 
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〔主な事業〕 

・認知症サポーター養成事業 

・傾聴ボランティア養成事業 

・高齢者ふれあい入浴利用券交付事業【地域消費喚起・生活支援型】 

・コミュニティバス（注 36)運行事業 

・デマンドタクシー（注 37）運行事業 

・自主防災組織育成支援事業 

・地域防災リーダー研修事業  

・下水道事業  

・リノベーションまちづくりの連携・推進 

・公共施設等総合管理計画策定事業 など 

 

（２） 文化的で健康に暮らせる環境づくり 

  町民が心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指して、誰もが参加できるスポーツを

通じた体力づくりの推進、地産地消の推進と生活習慣病の早期予防として若い世代の食育

推進、地域資源を活用した文化のまちづくりを推進します。 

◇誰もが参加できるスポーツを通じた体力づくりの推進 

◇地産地消の推進及び生活習慣病の早期予防として、若い世代の食育推進 

◇地域資源や施設を活用した文化のまちづくりの推進 

 

〔主な事業〕 

・中高年スポーツ教室、ウォーキング大会の実施 

・地域内交流を促進する健康・スポーツ事業の実施  

・生産者、学校等が連携した食育の推進 など 

 

 

【具体的な施策】 

４－３ 広域的な連携強化の推進  

 

【重要業績評価指標 KPI ５年後】 

 ★人口当たりの医師数          ⇒ 現状維持（Ｈ31） 

 ★伊万里・有田地区定住自立圏共生ビジョンに基づく連携事業数 

        ２４事業（Ｈ26）⇒ ２６事業（Ｈ31） 

 ★日本遺産認定件数     ０件（Ｈ26）⇒  １件（Ｈ31） 

 

（１） 地域の拠点性の確保 
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  伊万里・有田地区定住自立圏構想に基づく連携事業の拡充など、医療や子育て支援など

多方面で広域的な連携を強化しながら、圏域住民へのサービスの充実を図ります。 

  また、窯業など共通する資源をもって、広域的に連携したほうがよりサービスの充実、

効果的なＰＲ等を実現できるものは、積極的に連携の取組みを推進します。 

◇伊万里有田共立病院を拠点とした医療の連携 

◇伊万里・有田地区定住自立圏共生ビジョン（注 38）の推進による中心市等との連携強化 

◇日本遺産（＊注 39）認定申請・活用に向けた取り組みの推進 

◇文化・交流における拠点機能の向上 

〔主な事業〕 

・伊万里有田共立病院の拠点性の維持 

・伊万里・有田地区定住自立圏共生ビジョンに基づく連携強化 

・肥前窯業圏等における連携による日本遺産認定に向けた取組みの推進（再掲） 

・有害鳥獣対策 など 
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【注説明】 

１）創業支援事業計画・・・平成 26 年 1 月 20 日に施行された産業競争力強化法に基づき、市区町村が民

間の創業支援事業者（地域金融機関、NPO 法人、商工会議所・商工会等）と連携し、ワンストップ相

談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画

（最長 5 年間）」について、国が認定することとしています。法律認定を受けた創業支援事業者は、

国の補助金を受けられるほか一般社団法人、一般財団法人及び NPO 法人においては融資の際の信用保

証枠の拡大等の支援策を活用することができます。 

２）新産業集積エリア事業・・・雇用創出や経済効果の大きな企業など重点誘致産業が立地可能な工業団

地を佐賀県と市町が共同で新産業集積エリアとして整備する事業。 

３）バックオフィス・・・企業の中で、対外的に顧客対応などを行うのではなく、後方で事務や管理業務

を行う部門。 

４）ベンチャー企業・・・革新的なアイデア・技術等をもとに、新しい形態のサービスやビジネス（ベン

チャービジネス）を展開する中・小規模の企業のことです。新興企業と同義で用いられることもあ

り、主に成長過程にある企業を指します。 

５）ふるさと納税・・・ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合

に、寄附額のうち 2,000 円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される

制度です（一定の上限はあります。）。 

６）テレワーク…(Telework) あるいはテレコミューティング (Telecommuting) とは、勤労形態の一種で、

情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働くことができる形態をいう。 

７）サテライトオフィス・・・企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を

中心としてみた時に衛星（サテライト）のように存在するオフィスとの意から命名された。主に 2 つ

の意味がある。ひとつは、勤務者が遠隔勤務をできるよう通信設備を整えたオフィス、もうひとつは

郊外に立地する企業や学校などの団体が、都心に設置した小規模のオフィス。 

８）ＩＣＴ・・・Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーシ

ョン・テクノロジー)の略で、日本ではすでに一般的となった IT の概念をさらに一歩進め、IT＝情報技

術に通信コミュニケーションの重要性を加味した言葉です。 

９）インバウンド・・・「外から中に入ってくる」という意味の言葉で、旅行業界では訪日外国人旅行

（者）のことを指します。 

10）ふるさと応援名物宣言・・・市町村において、地域を挙げて支援を行う「ふるさと名物」を特定し、

「ふるさと名物応援宣言」として積極的な情報発信を行っていくことで、地域資源活用事業計画の補

助金においての優先採択やふるさとプロデューサー育成事業への優先参加、ミラサポでの情報発信と

いった優先措置が受けられる取組み。 

11）６次産業化・・・第一次産業である農林水産業が、農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材

料とした加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産業や

第三次産業にまで踏み込むこと。 
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12）農家民泊・・・農業を営んでいる家庭の家に宿泊し、農家とともに生活して、ありのままの農家の生

活を体験すること。旅館業法の許可を取得した宿泊施設である「農家民宿」に対して、「農家民泊」

は旅館業法を取得する必要がないことが違いです。 

13）移住・定住・交流ウェブサイト・・・平成 27 年度、有田町への移住・定住・交流の促進を図ろうと本

町が持つ魅力を総合的に発信していくホームページのこと 

14）移住ナビ・移住・交流情報ガーデン・・・平成 27 年 3 月 28 日に東京駅八重洲口近くに、地方への移

住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口として「移住・交流情報ガーデン」が開設。また、全国

の「しごと」や「住まい」などのデータを一元的にわかりやすく提供する「全国移住ナビ」も開設。 

15）ＣＣＲＣ・・・Continuing Care Retirement Communities の略で、Continuing Care（継続的ケア）とある

とおり、元気なうちはもちろんのこと、途中で介護が必要になっても継続して介護を受けながら生活

をしていける施設のことを指す。 

16）空き家インフォメーション・・・町と協定している町内不動産業者から提供された物件情報をホーム

ページ上に掲載し、有田町へ定住を希望されている方へ情報発信していくことを目的として平成２４

年度から始めています。平成２７年度からは売買に加え、賃貸物件も取り扱っており、空き家（住

居）の流通促進を進めています。 

17）ＤＭＯ・・・Destination Marketing／Management Organization の略で、地域全体の観光マネジメントを

一本化する、着地型観光のプラットフォーム組織を指す。 

18）日本遺産・・・日本国政府が提唱した文化財を群体（点から面への展開）として捉え、従来の保護一

辺倒から積極的に活用することに目的を転換した新しい施策。 

19）グリーンツーリズム・・・農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活

動 

20）ブラッシュアップ・・・みがき上げること。学問などの再勉強や鈍った腕や技のみがき直し。また、

一定のレベルに達した状態からさらにみがきをかけること 

21）インバウンド・・・外国人旅行者を自国へ誘致すること。海外から日本へ来る観光客を指す外来語。 

22）ＳＮＳ・・・（social networking service、SNS）とは、インターネット上の交流を通して社会的ネット

ワ 

ーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築するサービスのことである。 

23）病児・病後児保育・・・「病児保育」とは、一般的には親が就労しているなどで保育所に通っている

子どもが病気になったとき、親が仕事を休めない時には親に変わって病気の子どもの世話をするとい

う意味で使われています。また、そういった子どもの保育を行う施設について呼ぶ場合もあります。

「病後児保育」とは、病気は治っているものの、まだ本来の状態に戻っておらず、普通の保育メニュ

ーを受けるのが厳しい回復期の子どもを親に変わって世話をするという意味で使われています。 

24）ワーク・ライフ・バランス…「私生活の充実により仕事がうまく進み」「仕事がうまくいくことによ

って私生活もうるおう」という、「仕事と私生活の相乗効果を高める考え方と取り組み」全般を指

す。 

25）子育て支援センター・・・概ね 3 歳未満の児童と親が気軽に集まって自由に遊んだり、情報交換をし

たり、育児相談等をすることができる場所、施設をいいます。26）コンシェルジュ…コンシェルジュ
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は本来「集合住宅（アパルトマン）の管理人」という程度の意しか持たない単語である。そこから解

釈を広げ、ホテルの宿泊客のあらゆる要望、案内に対応する「総合世話係」というような職務を担う

人の職名として使われている。 

27）コミュニティ・スクール…教育行政が自らの所管の公立学校の運営や改革について手が回らないとこ

ろを、地域住民に積極的にかかわってもらって運営の一部を任せる形態の学校のことである。 

28）外国語指導助手（ALT）・・・小中高校などの英語の授業で日本人教師を補助する。国が 87 年から実

施している「語学指導等を行う外国青年招致事業」(通称・JET プログラム)で、世界の英語圏から大学

を卒業した青年を日本に招致し行なっているもの。 

29）有田キッズ検定・・・検定は町内の女性グループ「七葉会」（酒井田祐子代表）が「次代を担う子ど

もたちに郷土のことを知り、誇りを持ってもらおう」と企画。同町有田焼創業４００年事業実行委員

会が主催し、平成２７年９月に開催しました。「七葉会」は２０１３年から有田焼や町内の祭りなど

について調べ、今年７月に検定テキスト「有る有る大辞典」を発行、町内の小学校に配布。 

30）アクティブシニア・・・団塊世代を中心に、自分なりの価値観をもつ元気な世代であり、年齢に関係

なく仕事や趣味に非常に意欲的で、社会に対してもアクティブに行動するシニアのことをいいます。 

31）アダプト・プログラム…市民と行政が協働で進める清掃活動をベースとしたまち美化プログラム。ア

ダプト (Adopt) とは英語で「○○を養子にする」の意味。一定区画の公共の場所を養子にみたて、市

民がわが子のように愛情をもって面倒をみ（清掃美化を行い）、行政がこれを支援する制度。 

32）地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋） 

33）リノベーションまちづくり…遊休不動産をリノベーションの手法を用いて再生することで、産業振

興、雇用創出、コミュニティ再生、エリア価値の向上などを図る取組みのこと。 

34）公共施設等管理計画・・・公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくため、国が地方自治体に策

定を要請した計画。有田町は平成 27 年度末の策定を予定しています。 

35）地方再生計画・・・05 年 4 月施行の地域再生法に基づき、国からの支援を盛り込んだ地方自治体の特

色ある取り組みとして認定されたもの。支援策は複数の省庁にまたがる補助金を統一した交付金や税

制優遇、プロジェクト設置のための情報提供や講師派遣など 30 項目以上が用意されている。 

36）コミュニティバス…交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、一般

乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バス、もしくは市町村自らが自家用有償旅客運

送者の登録を受けて行う市町村運営有償運送によって運行するものをいう。 

37）デマンドタクシー…ドア・ツー・ドアの送迎を行うタクシーに準じた利便性と、乗合・低料金という

バスに準じた特徴を兼ね備えた移動サービスである。 

38）伊万里・有田地区定住自立圏共生ビジョン…伊万里市と有田町が平成 22 年に締結した「伊万里・有田

地区定住自立圏形成協定」に基づき、本圏域の将来像やその実現に向けて推進する具体的取り組みを

記載したもの。ア）生活機能の強化、（イ）結びつきやネットワークの強化、（ウ）圏域マネジメン

ト能力の強化 の３つの視点から、中心市となる伊万里市と連携しながら人口定住のために必要な施

策に取り組み、将来にわたり住民がいきいきと暮らすことができる豊かで自立した圏域の形成に図

る。 
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39）日本遺産・・・地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産

（Japan Heritage）」として文化庁が認定するものです。ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる

有形や無形の様々な文化財群を，地域が主体となって総合的に整備・活用し，国内だけでなく海外へ

も戦略的に発信していくことにより，地域の活性化を図ることを目的としています。 

 


