
基本目標 担当課 ページ
自己
評価

1 企業誘致件数 まちづくり課 3 Ｂ

2 新規起業・創業 商工観光課 4 Ｂ

3 創業支援事業計画の策定件数 商工観光課 5 Ａ

4 大学等との共同研究等連携した取組み件数 商工観光課・まちづくり課 6 Ｂ

1 窯業の担い手育成事業取組み者数 商工観光課・まちづくり課 7 Ｄ

2 商工会議所への加入事業所数 商工観光課 8 Ｂ

3 チャレンジショップの取組み数 商工観光課 9 Ｂ

1 農産物特産品開発数 農林課 10 Ｄ

2 市民農園の開設区画数 農林課 11 Ｂ

3 新規就農者数 農林課 12 Ａ

4 認定農業者数 農林課 13 Ｃ

1 移住・定住相談窓口利用による移住世帯数 まちづくり課 14 Ａ

2 空き家インフォメーションによる空き家活用件数（年間） まちづくり課 15 Ａ

3 “お試し有田暮らし”住宅の利用件数（年間） まちづくり課 16 Ｂ

1 観光入込客数 商工観光課 17 Ｂ

2 農業を絡めた体験交流プログラム 商工観光課 18 Ｂ

3 お土産品の開発件数 商工観光課・農林課 19 Ｂ

1 合計特殊出生率 健康福祉課 20 ―

2 婚活関連の出会の場の創出事業数 生涯学習課・まちづくり課 21 Ｂ

3 委員会・審議会委員の女性委員比率 まちづくり課 22 Ａ

1 子育て世代の子育て環境満足度 住民環境課 23 Ｂ

2 子育て支援センター利用者数 住民環境課 24 Ｃ

3 子育てサークル数 健康福祉課・住民環境課 25 Ｃ

1
「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

学校教育課・まちづくり課 26 Ｂ

2 コミュニティ・スクール実践校 学校教育課 27 Ｂ

3 キャリア教育の実践による郷土人材活用者 学校教育課 28 Ｂ

4 地元大学等との連携事業の取り組み 学校教育課 29 Ｂ

1 アクティブシニアによる組織設立数 まちづくり課 30 Ｄ

2 公民館を活用した地域活性化取組み数 生涯学習課 31 Ｂ

3 地域催事・伝統芸能の復興数 生涯学習課 32 Ｂ

4 有田町アダプト・プログラム登録会員数 まちづくり課 33 Ｃ

1 介護保険要介護2以上の割合 健康福祉課 34 Ｂ

2 コミュニティバスの利用者数 まちづくり課 35 Ｂ

3 デマンドタクシー登録者数 まちづくり課 36 Ａ

4 町消防団員の定数確保（540人）　　 総務課 37 Ｂ

5 自主防災組織の組織カバー率 総務課 38 Ｂ

6 リノベーションに取組む組織数 まちづくり課 39 Ｃ

7 公共施設等総合管理計画の策定 財政課 40 Ａ

1 人口当たりの医師数 伊万里有田共立病院 41 Ｂ

2 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 まちづくり課 42 Ｂ

3 日本遺産認定件数 商工観光課 43 Ａ

施　策 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

１

安心して働ける
魅力ある雇用を

創出する

1
有田の資源を活かした新産業の
創出・起業・交流の促進

2 商工業の振興と後継者育成

3
有田発「心・感・鮮」、特色ある農林
畜産業の振興

有田町まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗管理表一覧

２

行ってみたい、
住みたいまちを

つくる

1
移住・定住「いいね！有田暮らし」
の促進

2
観光戦略推進によるにぎわいづく
り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【自己評価】　A＝順調に進んでいる,　B＝概ね順調に進んでいる,　C＝遅れている,　D＝見直しが必要

ふるさとに誇りと愛着を感じる特色
ある教育の推進

3

４

ひとがつながる
安全・安心な
地域をつくる

1
ひとがつながる、キラッと光る地域
づくりの推進

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

3 広域的な連携強化の推進

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

1
安心して結婚・妊娠・出産ができる
環境づくり

2 “子育ての輪”づくり



基本目標 施策 指標

2 1 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

1世帯 10世帯 11世帯

　　　Ａ：順調に進んでいる　　　Ｂ：概ね順調に進んでいる　　　 Ｃ：遅れている　　　 Ｄ：見直しが必要

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　・Ｈ29年度までの取組の継続

　・空き物件所有者への物件利活用についてのアンケート調査、及び、
　　空き家活用に伴う町の奨励金制度等の紹介を行い、物件活用への
　　意識の高揚を図る。

担当課 まちづくり課

取組状況

　・移住相談窓口「まちのオフィス 春陽堂」の運用
　・有田移住・定住・交流Webサイト「アリタカラ」による情報の発信
　・空き物件情報制度「空き物件インフォメーション」の運用
　・空き家流通奨励金制度や空き家改修補助金制度の運用
　・空き家見学ツアーの実施
　・移住希望者に向けたお試し住宅の運営

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

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）

22世帯（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

自己評価 Ａ 順調に進んでいる

自己評価の理由

　上記取組みにより、目標値に向けて順調に進んでいる。

　今後、移住希望者の希望に添える物件を提供できるよう「空き物件
　インフォメーション」の登録物件数を増やすことが重要。

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　移住相談窓口を通じての１０世帯の移住実績は大きな成果といえる。さ
らに、取り組みを推進してもらいたい。

　　【内部評価】　⇒　庁内における自己評価

平成31年度以降の取組

Ｈ29年度までの取組の継続
　Ｈ32年度以降の効果的な移住支援制度（空き家流通奨励金制度、空き
家改修補助金制度）について検討し方針を固め、早めの周知・情報発信を
行っていく。

平成29年度

終了時点に

おける実績

Ｈ29年度まで

の取組内容

Ｈ29年度の実績値

シートの見方

重要業績評価指標

（KPI）達成に向けて

の課題・問題点など

「有田町まちづくり戦略会議」による外部評価で出された意見・提言



基本目標 施策 指標

1 1 1

指標

基準値

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0社 0社 1社 - -

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田の資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進

取組状況

　町内企業の新規投資について支援を行った。（実績：アンスコ第三工場）
　オーダーメイド方式（※1）を採用している南部工業団地や、南原工業用
地（中部小学校建設予定跡地）への誘致に向けての企業投資情報の収集

※1 進出企業決定後に企業のニーズに沿ったインフラ整備・用地造成を行う方式

担当課 まちづくり課

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

企業誘致件数

0社（Ｈ26） 目標値【H31】 3社

1社

（実績内訳）
Ｈ30年度 Ｈ31年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

・　オーダーメイド方式の造成では、造成までに期間がかかりすぎるので、
　来てくれる企業はないのでは。調整池等、ある程度の造成をしておく必
　要があると思う。
・　企業を誘致できる見込みがあればB評価でよいが、現時点で見込みが
　なければC評価にすべきではないか。
　　⇒　実績１件は、町内における新規雇用の創出につながる既誘致企業
　　　の増設計画分を実績とした（県での企業誘致数の取扱いと同様）。
　　　ただし、新規の誘致ではないことから、委員の意見を十分に踏まえて
　　　取組みを推進していく。

平成31年度以降の取組 　平成30年度における協議結果に基づき取組を推進する。

自己評価の理由
　町内企業への定期的な訪問により、新規投資を進めている企業に対し
て、適切な支援が行えた。

平成30年度の取組

　町内企業の新規投資への支援。

　南部工業団地への誘致に向けた企業投資情報の収集。
　県・町による南部工業団地造成の効率的な実施可能性の協議・検討。



基本目標 施策 指標

1 1 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

- 1件 5件

平成31年度以降の取組 　創業支援計画の支援を受けて創業された方のその後のフォローアップ

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　商工会議所が開催する「ありた創業スクール」等の取組みにより新規創
業に繋がっている。しかし、創業の意思のある人材は既に創業しており、
今後新たな創業者の育成に対する取組みが課題となる。
　当初の２年間については、既存の創業希望者に対する創業窓口を開設
する必要があったが、今後は、創業希望者という人材を発掘し育てる段階
となる。
　取組み内容や関係機関との連携の内容を再検討する必要があるため、
継続した対応が必要となり事業完了とはいえない。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

新規起業・創業

- 10件（累計）

6件（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　「ありた創業スクール」の受講者及び開業者には町外者も含まれ、地元
開業以外にも伊万里市で開業があっている。関係機関による連携した取
組みが必要である。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田の資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　ありた創業スクールの継続
　平成３０年度の制度改正により、国は｢潜在的創業者掘り起こし事業｣に
注力することとしており、この事業に対する協力体制の構築や認定計画の
変更等について商工会議所と検討を行う。
　“既存の認定計画を継続していくのか”“制度改正に合わせた、新たな制
度の認定を行うのか”、新規の計画を策定する場合は、新たな創業者育成
事業として佐賀大学や窯業技術センターなどと連携を行うなど、セミナーの
対象者の選定やビジネスプランコンテストの開催検討を行う。

担当課 商工観光課

取組状況
　平成２８年度８月に創業支援事業計画の認定を受け、２年にわたり商工
会議所による｢ありた創業スクール｣を開講
　受講者数　　Ｈ28年度　40人　　　Ｈ29年度　23人



基本目標 施策 指標

1 1 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

未策定 1件 -

平成31年度以降の取組 　創業支援事業計画にしたがい事業を行う。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由 　目標値達成のため

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

創業支援事業計画の策定件数

未策定 1件

1件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

 目標値が達成できた状態であるが、その後の取組みについても検証して
いく必要があると思われる。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田の資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進

Ｈ31年度

平成30年度の取組

　創業支援事業計画にしたがい「ありた創業スクール」を開催。
　平成３０年度の制度改正により、国は｢潜在的創業者掘り起こし事業｣に
注力することとしており、この事業に応じて認定計画変更の必要性につい
て商工会議所と検討を行う。

担当課 商工観光課

取組状況 　平成28年8月、創業支援事業計画の認定（完了）



基本目標 施策 指標

1 1 4

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 1件 1件

平成31年度以降の取組 ・平成30年度の協議事項について事業を行う。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
・農産物特産品開発において、大学との連携した取組みができたため。
・特産品開発までの成果にはつながらなかったが、この取り組みをきっか
けとし他分野での連携事業に繋げていきたい。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

大学等との共同研究等連携した取組み件数

- 2件

0件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田の資源を活かした新産業の創出・起業・交流の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

・町内での学生の就職先や職場体験学習の提供などの連携した取組みが
できないか、大学と協議を行う。
・「さが地方創生人材育成・活用推進協議会」（佐賀大学事務局）に本町も
参画しており、その中で実施されているインターンシップ事業における連携
等について協議する。

担当課 商工観光課・まちづくり課

取組状況

・町の取組としては、Ｈ28年度より農業特産物開発の協議を佐賀大学農学
部を含めて行っている。（有田町農業特産物開発協議会への佐賀大学生
の委員参画）

・その他、佐賀大学の教授・学生、建築士による「有田クリエイターズビレッ
ジ会議」に町も参画し、町内の古民家を活用したプロジェクトについて検討
している。



基本目標 施策 指標

1 2 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0人 0人 0人

平成31年度以降の取組

【商工観光課】
　地元人材の確保も重要課題と思われるが、地元以外の人材確保にも取
り組みたい。また、関係機関、各種団体等と連携を強化していく必要があ
る。

自己評価 D 見直しが必要

自己評価の理由

【商工観光課】
　希望者は多くあったが、研修の実施に至らなかったため、要因等を含め
事業を再検討する必要がある。
【まちづくり課】
　窯業の担い手づくりには、現在繋がっていないため。

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 5人

0人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

 この事業でマッチングできなかった大きな要因が「賃金面」との説明が
あったが、“生活文化の変化”が大きい。若い人たちは賃金面だけを目的
にはしていない。新しく興味を持つ人たちに観光と結びつけ、やりがいや生
きがいを絡めた内容に見直していく必要がある。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 商工業の振興と後継者育成

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

【商工観光課】
　創業希望者への支援（創業支援スクールの開催）。
　佐賀県陶磁器工業協同組合が行う後継者育成事業への支援。
　有田焼未来プロジェクトと連携した後継者育成事業の推進。
【まちづくり課】
　Ｈ29年度同様、ろくろ体験・絵付け体験を継続して行う。

担当課 商工観光課・まちづくり課

取組状況

【商工観光課】
　平成27年度に求人情報サイトを通じ、有田町内の窯元等に研修生を受
け入れ、陶磁器製造に係る職人を育成する「窯業の担い手育成支援事
業」に取り組んだ。研修生の受け入れを希望する窯元には7社の応募があ
り、最終的に5社が受け入れ希望窯元となる。研修検討者は40名で、実際
7名の応募があったが、研修実施までに至らなかった。その後については
実施していない。
【まちづくり課】
　移住施策：「有田お試し暮らし」事業（ありた「半農半陶」推進事業）の中
で、お試し暮らし体験者に対して伝統工芸士指導による「ろくろ」や「絵付
け」体験を用意しており、窯業に関心のある人々の移住を図っている。
　ろくろ体験　4世帯8名　　　絵付け体験　2世帯4名



基本目標 施策 指標

1 2 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ28.3末 Ｈ29.3末 Ｈ30.3末

728事業所 732事業所 729事業所

平成31年度以降の取組
　既存事業所の経営支援、体質改善支援、新たな創業希望者への支援、
町外からの企業・事業所参入推進、事業後継者育成の仕組づくり等を行
う。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　加入事業所の僅かな減少はあるものの、現時点では目標値に向けて概
ね順調に進んでいる。
　既存加入事業所における経営体力不足や事業者の高齢化・後継者不足
による廃業等で加入事業者数を減らしているが、ありた創業スクール等の
取組により新たな事業所加入へつながっているので、今後も継続し取り組
んでいきたい。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

商工会議所への加入事業所数

732事業所（Ｈ27） 現状維持

729事業所

（実績内訳）
Ｈ31.3末

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 商工業の振興と後継者育成

Ｈ32.3末

- -

平成30年度の取組
　ありた創業スクールを開催し、創業希望者の支援を行う。

担当課 商工観光課

取組状況

　商工会議所において、加入事業所に対して下記の支援を行っている。
　　・専門家派遣事業
　　・補助金申請の補助
　　・ふるさと納税の返礼品取扱事業所として活用
　また、加入・未加入事業所を問わず相談対応や、ありた創業スクールを
開催している。



基本目標 施策 指標

1 2 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

1件 2件 1件

平成31年度以降の取組
　創業支援事業（創業スクール）と連携しながら空き店舗誘致、新規出店
についてサポートを行いたい。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　チャレンジショップとして出店されている間は、委託先である有田商工会
議所において、定期的なヒアリング及び状況に応じたフォローを行ってい
る。Ｈ27年度からH29年度までにおいて計4件の実績があり、そのうち2件
は独立され、新規出店されている。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

チャレンジショップの取組み数

1件（Ｈ27） 10件（累計）

4件（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 商工業の振興と後継者育成

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　Ｈ29年度までの取組の継続。ただし、出店場所に関しては有田駅前に限
定せず、内山地区も対象とする。
　7月号広報で出店者を募集し、8月以降に1名を選定。
　地域経済団体及び金融機関と連携し、そのネットワークやノウハウを活
用し、陶磁器産業に関わらず、多用な業種の店舗を増やすことで活性化を
図る。

担当課 商工観光課

取組状況
　町内の空き物件（１件）に、新規出店者を誘致し、出店後も随時サポート
を行う。



基本目標 施策 指標

1 3 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 0件 0件

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　今まで生産者、加工者、販売者、大学生等で組織していた有田町農業特
産物開発協議会委員の任期も今年の３月で終了し、現在協議会は休止中
である。
　今年度からは、庁内協議により引き続き現在の方法で協議を行うのか、
それとも別の方法で取り組んでいくのかを検討し進めていく。

担当課 農林課

取組状況

　生産者、加工者、販売者、町等による有田町農業特産物開発協議会をＨ
26年度に設立、Ｈ28年度に佐賀大学生を委員として加えＨ29年度も開催、
各部会において試験栽培や加工品の試作を行った。
　・作物部会 … 四川アーサイ、高菜、オリーブの試験栽培（種子を配布）
　・戸矢かぶ部会 … ピクルスの試作
　・きんかん部会 … お菓子の試作（町内の菓子店へきんかんピューレを
提供）

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

農産物特産品開発数

0件 3件（累計）

0件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　本町は中山間地域で日照時間が短く、厳しい農業条件である。ハイテク
の農作業をしないとできない。高齢化により、５～10年で集落営農自体、
運営が難しくなってくる。JAが統合されて以来、研修会の開催等、行政に
よる支援も必要である。何が特産として当たるかわからない、知恵を出し
合ってほしい。

平成31年度以降の取組 　平成３０年度で決定した取組み内容に沿って取り組んでいく。

自己評価 D 見直しが必要

自己評価の理由

　協議会からの特産品開発の実績に繋がらなかったため。
　四川アーサイは栽培は出来たものの販売方法を確立までに至らなかっ
た。高菜は機械植付での栽培を行ったが育苗に難があり播種時期等の検
討課題を残した。オリーブは収穫までの年月がかかり収穫までに至らな
い。きんかんや戸矢かぶの加工品試作も日常的に販売できる特産物にま
ではできなかった。
　協議会の運営についても参加者の意欲低下等があり、今後、協議会の
あり方についても見直しが必要。



基本目標 施策 指標

1 3 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0区画 0区画 11区画

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組
　引き続き、地域団体・生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ・協議会等の自発的な運営を支援し
ていきたい。

担当課 農林課

取組状況

　「岳の棚田環境保全協議会」において市民農園が開設され、平成29年か
ら就任の地域おこし協力隊1名が活動の支援を行っている。
　また、以前よりJA直売所「ﾌｧｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ四季ありた」の加工場併設によ
る6次産業化の構想があり、それに伴い周辺農地での市民農園開設・収穫
作物の四季ありた販売も検討されていたが、進んでいない状況にある。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

市民農園の開設区画数

0区画 20区画（累計）

11区画

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組 　引き続き地域団体等の自発的、継続的な運営の支援を行いたい。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　岳の棚田環境保全協議会の棚田オーナー制度の確立や、地域おこし協
力隊の活動により、市民農園11区画が開設できたため。

　現在、他地区の団体等において、田植え・芋ほり等の体験農園が実施さ
れており、今後、市民農園開設の動きがある際には、町として支援してい
きたい。



基本目標 施策 指標

1 3 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

H26.6.1～H27.5.31 H27.6.1～H28.5.31 H28.6.1～H29.5.31

0人 2人 4人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興

Ｈ30.6.1～Ｈ31.5.31

1人 -

平成30年度の取組

　新規で農業を始めたい人へ県（西松浦農業改良普及センター）と協力し
て相談に乗り、新規就農者数を増やせるようにする。　国の制度改正によ
り、平成２９年度から新規就農者１名につき、栽培指導者・土地・資金の相
談者の３名がつき定期的に指導にあたることになったため、就農５年目の
計画目標が達成できるよう離農しないよう指導する。

担当課 農林課

取組状況

　毎月１回、県（西松浦農業改良普及センター）と伊万里市と町で就農相談
会を実施し、新規就農者の相談にのっている。また、認定新規就農者の希
望者には、認定できるよう指導をする。
　【新規就農者】
　　　年令　　40代：4人　　30代3人
　　　品種　　きゅうり、きんかん、アスパラ等

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

新規就農者数

1人（Ｈ26年度） 5人（累計）

7人

（実績内訳）
Ｈ29.6.1～Ｈ30.5.31

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組

　新規で農業を始めたい人へ県（西松浦農業改良普及センター）と協力し
て相談に乗り、新規就農者数を増やせるようにする。　国の制度改正によ
り、平成２９年度から新規就農者１名につき、栽培指導者・土地・資金の相
談者の３名がつき定期的に指導にあたることになったため、就農５年目の
計画目標が達成できるよう離農しないよう指導する。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由

　新規で農業を始めたい人からの相談があれば、関係機関と連携して計
画を立てている。29年度の新規就農者は1件だったが、相談内容に応じた
補助金の申請時期や研修の案内を行い、次年度以降の新規就農者の確
保を行うことができた。



基本目標 施策 指標

1 3 4

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ28.3末 Ｈ29.3末 Ｈ30.3末

37人 37人 37人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 安心して働ける、魅力ある雇用を創出する

施策 有田発「心・感・鮮」、特色ある農林畜産業の振興

Ｈ32.3末

- -

平成30年度の取組
　人と農地の問題解決のため、集落、地域の話し合いにより農地集積を進
めるとともに、今後の地域の中心となり地域を支えていく認定農業者の育
成を図る。

担当課 農林課

取組状況

　農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、
自らの創意工夫に基づき生産方式の合理化等により、所得の向上と経営
の安定を図る改善を進めようとする個人及び団体を認定している。
　　法人：畜産・養鶏・養豚　3人、その他3人
　　個人：畜産・養鶏　13人、　その他　18人

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

認定農業者数

35人（Ｈ26年度） 45人

37人

（実績内訳）
Ｈ31.3末

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

平成31年度以降の取組
　人と農地の問題解決のため、集落、地域の話し合いにより農地集積を進
めるとともに、今後の地域の中心となり地域を支えていく認定農業者の育
成を図る。

自己評価 Ｃ 遅れている

自己評価の理由

　これまでの認定農業者が諸事情で減になったり、新規で認定者が出てき
たことで実績は横ばいであり、増加できていないため。

　ここ数年新規就農者がおり、独り立ちできる体力がつき認定農業者とし
て認定となれば増加も期待できるが、高齢化も進んでおり目標値までの増
加は厳しい状況である。



基本目標 施策 指標

2 1 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

1世帯 10世帯 10世帯

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　Ｈ29年度までの取組の継続

　Ｈ31年度からのお試し住宅の運用について検討
　　（Ｈ30年度までは地方創生推進交付金を活用し運用）
　ＮＰＯ法人への業務委託を検討

担当課 まちづくり課

取組状況

　移住相談窓口「まちのオフィス 春陽堂」の運用
　有田移住・定住・交流Webサイト「アリタカラ」による情報の発信
　「アリタカラ」にて空き物件情報制度「空き物件インフォメーション」を運用
　空き家流通奨励金制度や空き家改修補助金制度の運用
　　（Ｈ29転入者への交付：8件）
　空き家見学ツアーの実施（Ｈ29：12回開催）
　移住希望者に向けたお試し住宅の運用（Ｈ29利用者の転入：3世帯5名）

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

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）

21世帯（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　移住相談窓口を通じての１０世帯の移住実績は大きな成果といえる。さ
らに、取り組みを推進してもらいたい。

平成31年度以降の取組

　Ｈ29年度までの取組の継続
　Ｈ32年度以降の効果的な移住支援制度（空き家流通奨励金制度、空き
家改修補助金制度）について検討し方針を固め、早めの周知・情報発信を
行っていく。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由 　上記取組みにより、目標値に向けて順調に進んでいる。



基本目標 施策 指標

2 1 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

2件 26件 14件

平成31年度以降の取組
　Ｈ32年度以降の空き家流通奨励金制度、空き家改修補助金制度につい
て検討する。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由

　目標値をH28年度に達成できている。

　制度開始当初（H27・H28年度）と比べ、登録件数、契約件数の減少はあ
るものの、順調に空き家の活用が進んでいる。
　　登録件数　　Ｈ27年度：6軒、Ｈ28年度35軒、Ｈ29年度：18軒

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

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）

42件（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　空き物件所有者への物件利活用についてのアンケート調査を継続し行
う。同時に町の空き家活用に関する奨励金制度等の紹介を行い、物件活
用への意識を高める。
　ＮＰＯ法人との連携について検討し、方向性を出す。

担当課 まちづくり課

取組状況

　Ｈ29年5月、固定資産税の納税通知書を送付する封筒裏面に「空き物件
インフォメーション」の制度案内や実績紹介を印刷し制度の周知を行った。
　空き物件所有者への物件利活用に関するアンケート調査をＨ30.2月より
順次行っている（対象651軒）



基本目標 施策 指標

2 1 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

未整備 2件 11件

平成31年度以降の取組 　移住の促進に繋がる取組を継続していく。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　Ｈ29.2月の募集開始より14ケ月で13世帯21名の方に利用いただいてい
る。
　利用日数　　　H28年度：19日　　H29年度　223日
　利用者数　　　Ｈ28年度：2世帯（2名）　　Ｈ29年度：11世帯（19名）
　移住者数　　　Ｈ28年度：1世帯（1名）　　Ｈ29年度：3世帯（5名）
　交付金の活用の終了後、効率的な運営を図っていく必要がある。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

“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）

13件（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 移住・定住「いいね！有田暮らし」の促進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　平成29年度に続き、町ホームページでの募集、また、都市圏での移住
フェアの際などに「お試し住宅」の制度案内を行う。
　地方創生推進交付金がH30年度までのため、H31年度からの運用につ
いて、物件選定、運営方法など更に効果的な実施に向けた検討を行う。

担当課 まちづくり課

取組状況

　Ｈ29.2月に大木宿にお試し住宅を整備、町ホームページや移住フェアな
どで利用者募集を行う。

　※地方創生推進交付金（Ｈ28～Ｈ30年度）活用事業



基本目標 施策 指標

2 2 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年

2,542,010人 2,598,481人 2,540,932人

平成31年度以降の取組

　入込客数が250万人以上を維持できるよう関係機関と連携して各種事業
を推進していく。
　通年観光のための取り組みを継続していく。
　インバウンド観光に向けた環境整備等の実施。
　地域ＤＭＯを中心とした観光地域づくりを目指す。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　目標値の250万人を達成しているが、毎年伸び続けている状況でないた
め概ね順調に進んでいると評価。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

観光入込客数

237万人（Ｈ26年） 250万人

2,540,932人

（実績内訳）
Ｈ30年

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　目標値は達成しているが、平成28年度からの微減は「有田焼創業400年
事業」の反動によるもの。外国人観光客は増えており、欧米からの観光客
が多いのが有田町の特長だが、受入体制が整っていない。インバウンドに
対応した音声ガイドやカード決済、スマホ決済等の整備が必要であり、通
年での観光客確保の取組を進めてもらいたい。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 観光戦略推進によるにぎわいづくり

Ｈ31年

- -

平成30年度の取組
　平成29年度までの取り組みの継続
　明治有田偉人博覧会を開催し、集客を図る。
　近隣市町との連携事業の推進（肥前窯業圏）

担当課 商工観光課

取組状況

　平成29年8月、㈱まちづくり公社が日本版ＤＭＯ候補法人登録に認定さ
れた。
　肥前窯業圏協議会でモニターツアーを実施。（11月：参加者23名）
　焼き物へ関心が薄い若い世代に訴求するために、伝統的な技法・文様を
モチーフとしてデザインされたネイルシートを肥前窯業圏協議会で制作。
　有田まちなかフェスティバルを開催し、通年観光への取組を実施。
　　（10月～11月）



基本目標 施策 指標

2 2 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 1件 4件

平成31年度以降の取組
　各種団体が継続して取り組んでいけるように、まちづくり課や各種団体と
協力しながら事業展開を検討していく。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　まちなかフェスティバルにあわせてプログラムが実施され、件数は目標
値を達成しているが、これらが継続また発展していけるような取り組みが
必要。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

農業を絡めた体験交流プログラム

0件（Ｈ26年） 3件

4件 （Ｈ29単年実績）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 観光戦略推進によるにぎわいづくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　平成29年度までの取り組みの継続
　まちなかフェスティバルを実施し、体験プログラムを増やす。
　日本遺産を活用した旅行商品の造成等の際に、農業を絡めたプログラ
ムを取り入れる。

担当課 商工観光課

取組状況

　有田まちなかフェスティバルにあわせて事業者や任意団体により様々な
プログラムが実施されている。平成29年度は以下のプログラムが実施され
た。
　・自然農法の収穫体験と採れたて昼食会（11月：参加者60名）
　・棚田Ｔシャツアート展（10月：参加者200名）
　・ため池鯉りんピック（11月：参加者40名）
肥前窯業圏の取り組みとして以下のモニターツアーを実施した。
　・有田の自然を感じる薬膳料理教室とランチ（11月：参加者23名）



基本目標 施策 指標

2 2 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 1件 1件

平成31年度以降の取組 　「茶碗最中」の常設販売を行う。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由 　イベント時のみの販売であるが「Ｔシャツクッキー」の開発ができたため。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

お土産品の開発件数

0件（Ｈ26） 2件（累計）

2件（累計）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 行ってみたい、住みたいまちをつくる

施策 観光戦略推進によるにぎわいづくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　有田町明治維新150年事業で有田に昔あったお菓子「茶碗最中」を復刻
させ、秋の陶磁器まつりの期間限定カフェにおいて提供する。イベント終了
後も「有田のお土産品」として常設販売できるよう販売方法等について検
討する。

担当課 商工観光課・農林課

取組状況
　　「岳の棚田Ｔシャツアート展」イベントの際に岳の棚田環境保全協議会
が「Ｔシャツクッキー」を販売。平成29年から就任の地域おこし協力隊1名
が活動の支援を行っている。



基本目標 施策 指標

3 1 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

未発表 未発表 未発表

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり

Ｈ31

- -

平成30年度の取組

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援をするために「子育て世代
包括支援センター」の設置についての検討を行い、特に現状で不足してい
る出産直後の支援について利用できる制度（産婦健康診査や産後ケア事
業）についての取り組みを関係機関と協議し、次年度からの実施に向けて
検討していく予定。
　また、平成31年度より開設予定の「子育て支援センター」の運営を充実さ
せるために、その内容等について、住民環境課と一緒に協議していきた
い。

担当課 健康福祉課

取組状況

　合計特殊出生率は5年ごとに発表される
　　（Ｈ25～Ｈ29年度の値で、Ｈ30年度に発表予定）

　合計特殊出生率を上げるためには、子育て環境の整備が必須であるた
め、各種事業に取り組んでいる。
　妊娠中（母子手帳交付時）から保健師が関わり、その後乳児家庭の全戸
訪問や各種相談・健診等を実施することにより、出産・子育てに関し、相談
しやすい体制づくりに努めている。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

合計特殊出生率

1.68（Ｈ26） 1.75

-

（実績内訳）
Ｈ30

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
子育て世代包括支援センターの設置と産後ケア事業の実施
子育て支援センター開設

自己評価 -

自己評価の理由 　※実績値が未発表のため自己評価は記載していない。



基本目標 施策 指標

3 1 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0事業 2事業 1事業

平成31年度以降の取組
【まちづくり課】
　若者同窓会開催支援事業について、広報誌等で制度の周知を行う

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　「おしゃべりカフェIN有田　vol.2」を開催し、目標値の3事業（累計）を達成でき
た。
　しかし、男性の参加対象者を“町内在住者優先”として募集したが、結果、
「出会いは欲しいが町職員が関わっているので恥ずかしい、参加しにくい」とい
う理由で、肝心の町内男性在住者の参加が少なく課題を残す形となり今後の
検討が必要なため、概ね順調に進んでいると評価。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

婚活関連の出会の場の創出事業数

0事業（Ｈ26） 3事業（累計）

3事業

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　有田観光協会では、さが出会いサポートセンターのホームページの事業
一覧としてPR、20組が容易に集まった。NPOなどへの委託も検討の余地
がある。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

【生涯学習課】
　平成30年度は「おしゃべりカフェIN有田」を2回実施する。
　より町内の男性が参加しやすい講座・教室の企画を行う。
【まちづくり課】
　若者同窓会開催支援事業について、　広報「ARITA」等で制度の周知を
行う。
　民間のテレビ局と町内で組織する実行委員会でお見合い企画を行う。
　　※「今日感テレビSundayプレゼンツ 恋勝プロジェクト」

担当課 生涯学習課・まちづくり課

取組状況

【生涯学習課】
　・「おしゃべりカフェIN有田　vol.2」（平成30年3月24日実施）
　　参加者　男性9名　女性11名　計20名　（定員　男女各10名）
【まちづくり課】
　・若者同窓会開催支援事業
　　（同窓会開催に対する補助金交付：対象45歳以下）
　　　Ｈ29年度補助金交付　5件
　　※Ｈ28年度からの継続事業（同一事業）のためＨ29年度実績にはあげておりません。



基本目標 施策 指標

3 1 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27.4月 Ｈ28.4月 Ｈ29.4月

12.60% 17.48% 18.78%

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 安心して結婚・妊娠・出産ができる環境づくり

Ｈ31.4月

30.10% -

平成30年度の取組

　引き続き、町の各種審議会・委員会などへの女性の参画を積極的に推
進していく。
　様々な分野への女性の参画を促進し活躍するための人材育成等の充実
や女性グループ育成・交流の拠点づくりに努める。

担当課 まちづくり課

取組状況

　社会教育委員、公民館運営審議会委員等へ新委員選任における女性
委員推薦への協力のお願いを行っている。
　女性リーダー等人材育成のための研修、意識啓発、情報提供等を行う。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

委員会・審議会委員の女性委員比率

13.2％（Ｈ26） 30%

30.10%

（実績内訳）
Ｈ30.4月

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　審議会･委員会によって、女性委員の比率が大きく異なる。女性委員の
比率が低い会に積極的に声掛けをしていく。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由
各委員会・審議会の改選期において、新委員に女性の選出を図ったこと
で、目標である30％を超えた。



基本目標 施策 指標

3 2 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

- - -

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 “子育ての輪”づくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

【第3子以降の保育料無償化】
　平成29年度の取り組みの継続。
【病児・病後児保育事業】
　引き続き、町内保育所等に病後児保育事業の実施を要請していきたい。
併せて、近隣市町と連携を図り、更なる受入先の確保を図りたい。

担当課 住民環境課

取組状況

【第3子以降の保育料無償化】
　平成28年度から、年収約360万円未満相当世帯に対し多子軽減措置の
年齢制限を撤廃し第2子半額、第3子以降を無償化した。更に、平成29年
度は市町村民税非課税世帯の第2子無償化と、ひとり親等世帯の額を軽
減額を拡充した。
【病児・病後児保育事業】
　平成29年度に、町内保育所1園で病後児保育事業を開始し、国・県の交
付金を利用し財政支援を行った。ただし在園児のみの受入であったことも
あり年間利用者数は0人であった。なお、嬉野市との委託契約は継続し利
用できる体制を確保している。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

子育て世代の子育て環境満足度

- -

-

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
【第3子以降の保育料無償化】
　国が平成31年10月からの3才～5才児の保育料無償化を実施予定であ
るため、動向を注視していきたい。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

【第3子以降の保育料無償化】
　保育料軽減拡充の取組みにより子育て世代の負担軽減を図り、安心し
て子育てができる環境の整備を行った。
　更に今後は国の進める幼児教育無償化の推進に合わせ実施していきた
いが、財政負担も増えるため、国の施策の動向を注視していきたい。
【病児・病後児保育事業】
　病後児保育室の開設により子育て環境の充実を図ってはいるが、町内
に誰もが利用できる施設がまだないため、継続した取組が必要。
　今後は、実施園に在園児以外の受入もして頂くよう、また、他の施設にお
いての実施を含め取り組んでいきたい。



基本目標 施策 指標

3 2 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

未整備 未整備 未整備

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 “子育ての輪”づくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組
平成31年度中の開設に向け、施設整備に係る予算の計上と整備実施を
予定している。また、関係機関と事業内容の詳細について協議を行う。

担当課 住民環境課

取組状況
平成29年度に、子育て支援センターの開設に向け関係機関と協議を重
ね、平成30年度に施設の整備、平成31年度中の開設を目指すこととなっ
た。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

子育て支援センター利用者数

0人 581人

0人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　現在は、建設場所の選定が行われている段階。

平成31年度以降の取組 充実した事業実施のための取り組みを行う。

自己評価 C 遅れている

自己評価の理由
平成29年度開設を予定していたが、開設場所の選定に時間がかかり先送
りとなっている。今後も関係機関とスピード感を持って協議を進め、開設に
向け努力したい。



基本目標 施策 指標

3 2 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0グループ 1グループ 1グループ

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 “子育ての輪”づくり

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組
　コアラの会においては活動を継続するかどうか話し合いが必要である。
　継続するためには会員募集を呼びかけ、積極的に参加する会員を増や
していかなければならない。

担当課 健康福祉課・住民環境課

取組状況
　平成28年にひとり親サークルの”コアラの会”が発足。
　コアラの会では平成29年度は意見交換会2回、ゆずりあい会1回を開催。
　また、有田・食と農業まつり青空フリーマーケットに出店。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

子育てサークル数

0グループ（Ｈ26） 3グループ

1グループ（現在活動数）

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　平成31年度には子育て支援センターの新設が検討されているので、住
民環境課と連携し、子育てサークル等の活動を推進していく。

自己評価 C 遅れている

自己評価の理由

　Ｈ29年度においては子育てサークルの発足が出来ていないため。
　子育てのことや生活面のことなど、普段、話しづらいことも誰かと話がで
きるような場所づくりを目的として、Ｈ28年度に発足したコアラの会だが、自
発的な活動は出来ておらず町主導の活動となっている。また、参加者も少
なく、活動の機会が増えていない。今後、サークル活動へ積極的に参加す
る会員を増やしていく必要がある。



基本目標 施策 指標

3 3 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

46.80% - -

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　「有田キッズ検定」の実施。
　「唐船城築城800年記念事業」や「明治維新150年事業」を通して、子供た
ちが有田の歴史に触れる取組を行う。

　高校3年生年代へのアンケート調査を行う。

担当課 学校教育課・まちづくり課

取組状況
　「有田キッズ検定（※1）」の実施（Ｈ27年度より開催）

　※1 次代を担う子供たちに、ふるさとを知り、誇りと愛着を持ってもらう企画

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

「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%

-

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　「有田キッズ検定」の実施。

　高校3年生年代へのアンケート調査を行う。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　「有田キッズ検定」の取組で、ふるさと有田へ愛着を持つことに繋がって
いると思われる。



基本目標 施策 指標

3 3 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0校 0校 0校

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組 　有田小学校と運営協議会と連携し、各種共催事業を企画・実施する。

担当課 学校教育課

取組状況
　平成28年度、前身となる学校運営協議会準備検討委員会を設置。
　平成29年10月有田小学校に有田小学校運営協議会を発足した。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

コミュニティ・スクール実践校

0校（Ｈ27） 2校

0校

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　校長も交代され、まだ慣れられていない部分もある。具体的な活動は今
後となるが、たとえば、佐賀市立嘉瀬小学校の「すずめサロン」では空き教
室を老人会に開放し、自由に使ってもらい、子どもたちが宿題をみてもらう
など利用度が高い事例もあり、参考にしてもらいたい。

平成31年度以降の取組 　２校目の運営協議会を発足させ、共済事業の企画・実施を行う。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　コミュニティ・スクールの実践校としての実績はないが、運営組織として有
田小学校運営協議会を当初の予定通り発足できた。
　Ｈ30年度に共催事業を実践する予定である。



基本目標 施策 指標

3 3 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0人 0人 0人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組 　人材バンク登録者の協力を得て、キャリア教育を実践する。

担当課 学校教育課

取組状況

　キャリア教育に必要な人材バンクへの登録者を7月より募集し、１０８名
の登録があった。
　　　有田小学校区：44名、中部小学校区：11名、曲川小学校区：10名
　　　大山小学校区：26名、有田中学校区6名、西有田中学校区11名
　　　窯業関係、農業関係、読み聞かせなどの様々な分野の方々が登録
　
　キャリア教育の実践による郷土人材者と担任（教諭）との連携を図る。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

キャリア教育の実践による郷土人材活用者

0人（Ｈ26） 20人

0人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　人材バンクの充実と強化を図る。コミュニティスクールでの取り組みで生
かす。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　108名の人材バンク登録により、今後、キャリア教育において活用できる
見込みとなった。



基本目標 施策 指標

3 3 4

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 1件 （1件）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 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

施策 ふるさとに誇りと愛着を感じる特色ある教育の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組
　ソフト事業としての連携取組について、佐賀大学芸術地域デザイン学部
棟等と協議を行う。

担当課 学校教育課

取組状況
　平成２８年に佐賀大学大学院との連携で、有田小学校建設に伴い、有田
小学校内部デザイン研究事業を行った。繰り越し事業としてＨ29年度まで
行った。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

地元大学等との連携事業の取り組み

0件（Ｈ26） 2件

1件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組 　Ｈ30年に協議した連携事業の実施。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　地元大学との連携の構築が出来、今後ソフト事業を行っていくにあたり
円滑に取組ができることが見込まれる。



基本目標 施策 指標

4 1 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

1組織 1組織 1組織

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組
　“団塊の世代”に代表される退職後の住民に能力を発揮してもらい、地域
活性化や子育て支援等を担っていただけるような仕組みを検討する。

担当課 まちづくり課

取組状況

　組織設立の一助となるよう、有田町まちづくり活動支援補助金（始動補
助金）制度（※1）を制定し、広報等で周知を行った。

　※1 地域の活性化や課題解決に向けた継続的な活動を目的とした団体に対して、団体組
織の立ち上げ・強化に要する費用を補助。　（経費の５分の４以内・上限10万円）

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

アクティブシニアによる組織設立数

1組織（Ｈ26） 2組織

1組織

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組 　H30年度に検討した取組みの実施

自己評価 D 見直しが必要

自己評価の理由

有田町まちづくり活動支援補助金（始動補助金）制度の周知のみの取組で
あったため、新たな組織設立に繋げることができなかった。
今後は、対象となる年代の方々の意向を把握する取組を行うなど、取り組
み方についての見直しが必要。



基本目標 施策 指標

4 1 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

4件 3件 3件

平成31年度以降の取組
　上記、平成30年度の取り組みを元に各地区の方から要望が上がってくる
ように推進する。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　Ｈ29において、3事業が開催できたため、概ね順調に進んでいる。
　公民館出前講座や、人権問題学習会は区よりの要望を元に開催してい
る。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

公民館を活用した地域活性化取組み数

- 4件

3件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

・講座の開催回数だけで推し量るのではなく、別の目的での取組を進めた
方がよい。
・いま、防災意識は高まっており、コミュニティを確認することは大切。地域
での自主防災活動の動きは別にあるが、たとえば、出前講座をするにして
も、その中にハザードマップの勉強会を取り入れるなど、日常の中に取り
入れ意識を高めていくことも必要と思われる。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　今まで出前講座実績の無かった地区に対し、多彩な講座内容を紹介し
ながら積極的に開催できるよう推進する。
　また、通学合宿を有田町公民館および生涯学習課が協力し、開催できる
ようにしたい。

担当課 生涯学習課

取組状況

各区の公民館において出前講座や人権学習会等を開催した。
　○公民館出前講座を3回開催
　　・地元の歴史資産についての講話（9月・12区・参加者50名）
　　・振込詐欺予防の寸劇（1月・16区・参加者30名）
　　・交通事故防止についての講話（1月・9区・参加者30名）
　○人権問題研修会を3回開催
　　・「豊かな人生を過ごすためには」（3区、13区、15区、参加者計98名）
区独自における公民館を活用した取組み
　○夏休み寺子屋（7区）



基本目標 施策 指標

4 1 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

増減なし 増減なし 増減なし

平成31年度以降の取組
　予算や費用対効果を含め検証しながら伝承芸能祭等のイベントに積極
的に参加し、伝統芸能の継承と後継者育成に取り組みたい。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　活動団体数の維持ができており、概ね順調に進んでいると評価。

　課題としては、少子化に伴い「有田の蛇踊」団体が活動を休止している。
また、活動中の団体においても「人口減少」や「少子高齢化」により、担い
手・後継者が不足し活動の継続は困難な状況にある。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

地域催事・伝統芸能の復興数

（ 8団体 ） 現状維持

現状維持

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　20年ぶりに復活する県主催「佐賀県伝承芸能祭」の開催を町内各団体
に周知し、積極的な出場を促す。（Ｈ10年度までに町内より5団体が出場）
　「佐賀県伝承芸能祭」への出場を機に、町内伝統芸能を再認識してもら
う事で後継者育成・伝統芸能の継承に繋げたい。

担当課 生涯学習課

取組状況

　生涯学習団体として、有田町文化協会や各浮立保存会に補助金を交付
している。
　佐賀県による伝統芸能団体アンケート実施を受けて、町内の団体に対し
てアンケート調査依頼や取りまとめを行った。



基本目標 施策 指標

4 1 4

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0人 0人 0人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 ひとがつながる、キラッと光る地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　アダプトプログラム会員登録制度の構築へ向けた検討
　登録者（活動者）のやりがいと、活動の広がりを念頭に制度を構築する。
　（登録会員（団体・個人）に対しての、清掃活動に使用する掃除用具の提
供や、清掃活動中の事故に対する補償などの支援を行う制度）

担当課 まちづくり課

取組状況

　現状においては会員登録に向けた取組実績なし。
　個々の活動として、老人会や区のボランティアによる町有地（駅、児童公
園など）の清掃、企業による町道草払い、少年スポーツ団体による練習場
（公共施設）の清掃ボランティアが実施されている。

　※アダプトプログラム…住民の皆さんが自治体と合意の上で、道路や公共
　　施設など一定空間を養子とみたて、里親の気持ちになって愛情を持って
　　環境美化活動をしていただくもの。（養子と里親の関係＝アダプト：adopt)

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

有田町アダプト・プログラム登録会員数

- 100人

0人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　・　組織が立ち上がっていない状況であるが、すでに企業等による道路
　　の除草・清掃や、農業集落における多面的機能保全活動なども実施さ
　　れている。現在のKPIを登録者数ではなく、「取組み実施者数」として推
　　進する方法もある。
　・　参加する目的を明確にして取り組む必要があり、そのことが定住・観
　　光の推進につながる。

平成31年度以降の取組
　現在、すでにボランティア活動を行っている団体・個人を主に、会員登録
制度の周知を行う。

自己評価 C 遅れている

自己評価の理由

個々の活動が行われているほか、清掃・除草でいえば、本町の特徴として
東地区はボランティア（グループ）中心の活動、西地区は集落や農業者に
よる活動が行われている。
その特徴を生かしつつ、どのような仕組みとするかの検討に時間を要して
いるため。



基本目標 施策 指標

4 2 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

8.58% 8.25% 8.00%

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　平成30年2月より開始した、住民主体の通いの場の全地区展開を進めて
いく。
　平成30年度より地域ケア会議を開始し、今後3年間で町内全居宅介護支
援専門員に介護予防に資するケアプラン作成の意識の徹底を図って行く。
　また、有田町健康づくり介護予防ポイント事業を開始し、介護認定者だけ
ではなく、若い世代からの健康づくり意識の成熟を図って行く予定である。
　既存の事業についても地域包括ケアシステムの構築の為に、必要に応
じて見直しを進めていく。

担当課 健康福祉課

取組状況

平成29年4月より、総合事業が開始され
①短期集中型通所介護サービス（専門職による集中的なリハビリ）
②緩和型訪問介護サービス（基準を緩和した訪問介護）
③住民主体の通いの場（各地域の住民を中心とした通いの場）等の事業
を実施している。
また、地域包括ケアシステム構築の為に、認知症初期支援集中チームの
設置や医療・介護の連携事業等、一般高齢者も含めた介護予防事業を行
ない、介護予防及び介護の重篤化防止の為の施策を実施している。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

介護保険要介護2以上の割合

8.88％（Ｈ27.12月） 現状維持

8%

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　平成31年度以降は、新規の事業を展開していくという方向ではなく、既存
の事業の見直しを進めより介護予防に資する体制構築を行なっていく。
　また、必要に応じて新規事業の検討実施していく予定である。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　KPIにおいて、平成27年度の8.58%を維持するという目標であったが、平
成29年度においては8.00%と目標を上回る結果であったため。
　この結果は、介護予防事業の推進の結果であると考えている。



基本目標 施策 指標

4 2 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

42,867人 35,642人 34,379人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　7月にダイヤ改正を行い、買い物・通院等に利用しやすく、生活に密着し
たバス運行を行う。
　オーダーメイド時刻表サービスの更なるＰＲを行い、利用者増につなげ
る。

担当課 まちづくり課

取組状況

　高齢者をはじめとした交通弱者の生活維持、利便性の向上、伊万里有
田共立病院への交通アクセスの確保のためにH28年7月にダイヤを改正
し、利用者が伸び悩んでいる曲川線を廃止した。
　また、乗車のきっかけづくりとして、10月11月にモニターツアーを実施、年
度末には無料乗車キャンペーンを行い、必要に応じ時刻表の見方教室と
して高齢者サロンを訪問した。その他、オーダーメイド時刻表作成サービ
ス、目的地別買い物マップ作成を行った。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

コミュニティバスの利用者数

42,461人（Ｈ26） 50,000人

34,379人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　近年、より良い地域公共交通の実現に向けて、デマンドタクシーへの移
行やダイヤ改正等、状況に応じてきめ細かな見直しを行ってきたことは評
価できる。
　コミュニティバスについて、西地区の主要なところを回るコース設定がで
きないか。

平成31年度以降の取組 　潜在層を発掘し、利用者数を増やす

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

Ｈ28年7月の曲川線廃止も影響し利用者数が大きく減少している。
Ｈ29年度においては、前年度と比較し利用者総数は減っているが、10月・
11月実施のモニターツアー後は前年度の同期間より利用者が増加してお
り、今後も僅かながらであるが増加が見込まれるため。
　　※　1～9月：前年の同期間より1,642人減
　　　 10～3月：前年の同期間より　379人増



基本目標 施策 指標

4 2 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

85人 280人 326人

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組 　地区の老人会の会合や高齢者サロンを訪問し、登録を促進したい。

担当課 まちづくり課

取組状況

　H26年度のコミュニティバス大山線の廃止に伴い、大山地区デマンドタク
シー を導入、またH28年度にはコミュニティバス曲川線の廃止に伴い、曲
川地区デマンドタクシーを導入。導入するにあたり、地区の老人会の会合
や高齢者サロンを訪問し、登録を促進した。
　【登録者内訳】　大山地区134人・曲川地区192人

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

デマンドタクシーの登録者数

69人（Ｈ26） 100人

326人

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　近年、より良い地域公共交通の実現に向けて、デマンドタクシーへの移
行やダイヤ改正等、状況に応じてきめ細かな見直しを行ってきたことは評
価できる。

平成31年度以降の取組
　デマンドタクシー、コミュニティバスが運行していない交通空白地の対策
を検討したい。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由

　目標値を達成できているため。

  H29年度のタクシー利用者は、5,034人。
　H29年10月より曲川地区と大山地区のエリアを統合し運行している。この
ことにより柔軟な対応ができるようになり、効率的かつ合理的な運行がで
きている。



基本目標 施策 指標

4 2 4

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ28.4 Ｈ29.4 Ｈ30.4

519人 516人 507人

平成31年度以降の取組

　佐賀県の消防団員確保対策等の補助事業などを活用し、積極的に消防
団員の確保対策を今後も実施していく。また、老朽化が進んでいる積載車
及び消防団格納庫の順次更新並びに消防団員の装備の充実を図ってい
く。

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由
　平成２９年度の取組については概ね達成できたが、消防団員の確保及
び増員を図ることができなかった。今後は、消防団員の高齢化も進んでい
ることから定年年齢（現在は５８歳）の引き上げも考慮していきたい。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

町消防団員の定数確保（540人）　　

519人（Ｈ26） 現状維持

507人

（実績内訳）
Ｈ31.4

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ32.4

- -

平成30年度の取組

　消防団積載車及び消防団活動服の更新を行い、団員の士気向上を図
る。
　消防団広報誌を全世帯に配布することにより、消防団の活動のアピール
及び消防団の魅力を発信する。
　消防団員の定年制度を見直し、団員の確保及び消防力の維持を図る。

担当課 総務課

取組状況

　部長以上へ各種会合等での消防団員確保促進の呼び掛けを依頼する。
　個人装備活動防火衣の支給
　ハード事業として、消防団員安全装備品整備等助成事業活用し、本部員
を中心に保安帽支給
　ソフト事業として、消防団員確保対策用のぼり旗を各地区の消防団格納
庫に設置することにより町民等へ消防団員の募集を周知する。



基本目標 施策 指標

4 2 5

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ28.4 Ｈ29.4 Ｈ30.4

83.77% 83.71% 84.41%

平成31年度以降の取組

　今後も研修や訓練における資材提供を通じ、自主防災組織における活
動の活性化をはかる。
　任期により代表者が変更となっても、継続した活動を支援していくよう努
める。

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　平成２９年度で土砂災害警戒区域の指定にかかる住民説明会をひと通
り実施したが、いまだ未結成の地区がある。今後も自助・共助の重要性の
啓発に努め、組織カバー率100％の目標へ向けて、区長会等を通じて組織
結成を依頼していく。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

自主防災組織の組織カバー率

80.92％（H27.5月） 100%

84.41%

（実績内訳）
Ｈ31.4

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　未組織の地区には古木場ダムの下流地域が含まれており、住民の意識
を高める努力が必要である。組織を作ることはあくまでスタートであり、み
んなが参加できる取組みにしていくことが大切。いま、西日本豪雨災害な
どで防災に対する意識の高まっているこの時期の取組み推進が重要であ
る。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ32.4

- -

平成30年度の取組

・自主防災組織間で情報共有できる仕組みに取り組み、結成済の自主防
災組織における活動の活性化を図る。その仕組みを通じて、未結成の地
域における組織化を後押しする。
・有田町自主防災組織連絡協議会（仮称）の立ち上げ

担当課 総務課

取組状況

　総区長会や土砂災害警戒区域の設定に係る住民説明会において、自主
防災組織の重要性や必要性を説明し、未組織地区における組織結成を促
している。
（未組織地区：古木場、戸矢、大野、桑古場、戸杓、下山谷）



基本目標 施策 指標

4 2 6

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0組織 0組織 0組織

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ31年度

平成30年度の取組
　有田町まちづくり活動支援補助金（始動補助金）制度の継続
　リノベーションに取組む意向のある個人等の掘り起し、組織設立に向け
た支援。

担当課 まちづくり課

取組状況

　取組組織はまだない。
　組織設立の一助となるよう、有田町まちづくり活動補助金（始動補助金）
制度（※1）を制定
　公務員リノベーションスクール＠九州に職員1名参加

　※1 地域の活性化や課題解決に向けた継続的な活動を目的とした団体に対し
て、団体組織の立ち上げ・強化に要する費用を補助。　（経費の５分の４以内・上限
10万円）

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

リノベーションに取組む組織数

0組織（Ｈ26） 1組織

0組織

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　目標値達成に向け引き続き、意向のある個人等の掘り起し、組織設立に
向けた支援を行う。

自己評価 C 遅れている

自己評価の理由

　有田町まちづくり活動支援補助金（始動補助金）制度を制定し、広報ＡＲＩ
ＴＡ等で周知を図ったが、リノベーションに取組む組織の設立に結びつかな
かった。



基本目標 施策 指標

4 2 7

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

未策定 1策定 -

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 健康で安心して暮らすことのできる地域づくりの推進

Ｈ31年度

平成30年度の取組
　各公共施設等の現状を把握し、公共施設等の全体としての方向性（統廃
合・長寿命化等）を検討・実施する。

担当課 財政課

取組状況 　平成28年6月に公共施設等総合管理計画策定（完了）

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

公共施設等総合管理計画の策定

未整備（Ｈ26） 1策定

1策定

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組
　各公共施設等の現状を把握し、公共施設等の全体としての方向性（統廃
合・長寿命化等）を検討・実施する。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由 　目標値達成のため



基本目標 施策 指標

4 3 1

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0.096% 0.097% 0.099%

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 広域的な連携強化の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組 　大学との関係を密にし、今後も医師派遣していただくよう連携を図る。

担当課 伊万里有田共立病院

取組状況

【伊万里・有田共立病院】
　九州大学医学部、佐賀大学医学部へ医師派遣の依頼を、また、ホーム
ページにて医師の募集を行い、現在の医師数の確保と診療科の維持に努
めている。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

人口当たりの医師数

0.096% 現状維持

0.099%

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

平成31年度以降の取組

自己評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由 　医師数を確保できている。(共立病院常勤医師20人）



基本目標 施策 指標

4 3 2

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

25事業 25事業 24事業

平成31年度以降の取組 同上

自己評価 B 概ね順調に進んでいる

自己評価の理由

　各事業のＨ29年度まで実績により概ね順調と判断した。
　Ｈ29年度連携事業24事業＋連携完了事業2事業
　　完了事業： ドクターヘリ離発着施設整備事業（Ｈ26年度）
　　　　　　　　　 有田焼創業400年祭事業（Ｈ28年度）
　全国的に人口減少が進む中、本圏域の人口は、平成22年から27年まで
の過去5年間で3.46％の減少となっており、今後も加速度的に人口減少が
進行すると見込まれ、人口減少の抑制と定住の促進に向けた施策の展開
が課題となっている。

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

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

24事業

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 広域的な連携強化の推進

Ｈ31年度

- -

平成30年度の取組

　救急医療をはじめとする地域医療の充実に努め、圏域住民の生涯を通
じた健康づくりを推進するとともに、高齢者や障害者等の支援体制を構築
し、地域福祉の充実に努める。さらに、圏域の快適な生活空間を維持する
ため、廃棄物の減量化や適正な処理に努める。

担当課 まちづくり課

取組状況

　本圏域では、平成22年4月に策定した伊万里・有田地区定住自立圏共生
ビジョンに基づき37事業（実績25事業）に取り組んでおり、中でも伊万里有
田共立病院の開院による地域医療の充実は大きな成果である。
　また、同ビジョンの計画期間終了により平成27年7月に第2次伊万里・有
田地区定住自立圏共生ビジョンを決定し、平成29年度は33事業（実績24
事業）に取り組んだ。



基本目標 施策 指標

4 3 3

指標

基準値 目標値【H31】

実績

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

0件 1件 -

平成31年度以降の取組 　平成30年度の取組を踏まえ、旅行商品の商品化につなげたい。

自己評価 A 順調に進んでいる

自己評価の理由 　目標値達成のため

重要業績
評価指標

（ＫＰＩ）

日本遺産認定件数

0件（Ｈ26） 1件

1件

（実績内訳）
Ｈ30年度

外部評価

（産官学金労言からなる「有田町
まちづくり戦略会議」による検証）

　特に意見なし。

　（※進捗管理表を事前配布し、重点抽出評価対象外の事業25事業については
　　全体的な意見交換を行った）

　　　総合戦略進捗管理票

基本目標 ひとがつながる安全・安心な地域をつくる

施策 広域的な連携強化の推進

Ｈ31年度

平成30年度の取組

　日本遺産を活用した旅行商品の造成及び関連事業の創出
　肥前やきもの圏内外から来訪された人が体感し、楽しめるような文化
ツーリズムの促進を図るために地元や民間事業者等が主体となった事業
に取り組む。
　今年度で文化庁の補助金が終了するため、自走化を念頭に入れた取組
を実施する。

担当課 商工観光課

取組状況
　平成28年4月、佐賀県・長崎県の8市町からなる「肥前窯業圏」の文化・歴
史のストーリーが日本遺産に認定された。（完了）


