
　　　　資料３

基本目標①　本気！やる気！元気！しろいし！
～若者が安心して働ける場をつくる～

１　企業や教育機関、公共的機関の移転の誘致による雇用の確保
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）女性にやさしい
空間づくり

主要道路沿いや商店街の空き店舗など
で、女性に人気のある店舗等を誘致し、
併せて病院、薬局、カフェ、子育て支援
施設等を集積し、女性が安心して働ける
場所を作ります。

産業創生課
　商工観光係
企画財政課
　白石創生推進係
保健福祉課
　子ども未来係

地域おこし協力隊員のサポート・
コーディネートのもと、女性の
ニーズ調査等も行いながら空き家
対策と有効活用を検討する。

（２）公共的機関の誘
致

国・県・公益財団法人・ＮＰＯ法人など
の公共的機関を誘致します。

産業創生課
　商工観光係
企画財政課
　政策推進係

誘致に関する情報収集を行うと共
に、誘致を図るための相談活動を
行う。

（３）教育・研究開発
機関の誘致と連携

農業系などの教育・研究開発機関を誘致
します。

産業創生課
　商工観光係
農業振興課
　振興係

誘致のための調査・研究を行い、
実現性の検討

（４）白石町に合う企
業の誘致

農村地帯に適合し、農林水産物の加工・
販売に関わる企業や、事務系事業所など
を誘致します。

産業創生課
  商工観光係
農村整備課
  水産林務係

誘致活動

２　新規就農者及び農業後継者の育成・確保
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）新規農業就業者
対策支援

現行新規就農対策の拡充により、就農前
の初期投資の負担軽減や就農後一定期間
の助成により、新規就農者や後継者の確
保を図ります。

農業振興課
　振興係

着手済
 青年就農給付金、青年等就農
 資金、機械・施設の整備に係る
 助成等

（２）しろいし農業塾

町内に就農及び移住してもらうため、首
都圏等の大都市や町外から就農希望者を
募集し、農業団体等で受入れ、農業研修
生として農業全般に従事し、農業の担い
手確保と定住促進へ繋げます。

農業振興課
　振興係

着手済
(第二期生の実地研修、就農支援)

（３）農業従事者（被
雇用者）確保対策

農業者等が年間を通じて従事者（町内在
住者や移住者）を雇用し、町内の農業の
安定的な生産を図るとともに就農するよ
うに育成することを積極的に支援しま
す。

農業振興課
　振興係

着手済
 農業法人等への研修生受入れ
 に対し、研修費の助成を行う
 農の雇用事業の推進

白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略
実施に関する現行事務分掌による所属割
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３　新しいことへ挑戦する人への積極支援
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）白石町創業者支
援制度

町内金融機関等の協力を得て、白石町で
起業・創業しようとする個人又は中小企
業者の成長性の高い事業計画の実現を支
援します。

産業創生課
　商工観光係

着手済
 創業支援事業計画を策定し、
 産業競争力強化法に基づく認定
 を受ける。

（２）儲かる農産物の
開発

教育・研究開発機関との連携により、女
性や高齢者でも作業のできる体力的に負
担の少ない農産物の開発を行う人を支援
します。

農業振興課
産業創生課

着手済
　JA、県関係機関、民間組織と
　の協議
　30年度までに3品目の開発を
　目指す。（道の駅対策）

（３）６次産業化の推
進

情報発信、販路開拓、補助事業活用など
への相談・指導を行います。

産業創生課
 6次産業推進係
 道の駅整備係

着手済
　30年度までに40品目の開発を
　目指す。（道の駅対策）

（４）商工業者などへ
の支援

新商品や新製品の開発、新たな販売促進
及び商店街の賑わいづくりに取り組む人
への支援を行います。

産業創生課
　商工観光係
産業創生課
　6次産業推進係

着手済
商工団体が国県の支援を受けて行
う賑わいづくりに取り組む事業を
進めていきたい。

４　ふるさとで活躍する人材の育成
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）“ふるさと学”
の推進

町内外の教育機関との連携を含め、町内
小中学校での農業、地域の地理歴史及び
文化の理解を深め、ふるさとに誇りと愛
着を持ってもらい、将来のＵターンにつ
なげていきます。

学校教育課
　学校教育係

着手済
　・小学校副読本
　　副読本を使っての学習の推進
　・職場体験学習
　　継続

（２）地元定着の促進
大学、高等学校及び企業等と連携し、町
内に居住し、県内で就職する高校生や大
学生を増やすための取組を行います。

企画財政課
　政策推進係

着手済
　 ①さが地方創生人材育成・活用
　 プロジェクト（ＣＯＣ＋：セン
　 ター・オブ・コミュニティ・プ
　 ラス）等により、佐賀大学を中
　 心とした県内各団体との連携協
　 議を行っていく。
　 ②佐賀女子短期大学との連携事
　 業推進（食物栄養専攻の農業体
　 験、食生活研究、生涯学習講座
　 等実施予定。）に加え、平成27
　 年度まち・ひと・しごと創生推
　 進会議設置により協議ルートが
　 出来た白石高校及び佐賀農業高
　 校との連携協議を行う。
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基本目標②　来てよか、見てよか、食べてよか、住んでよか、しろいし！
～白石への新しいひとの流れをつくる～

１　白石町の魅力発信
【具体的な施策】

施策名 内容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）道の駅整備事業

平成３０年度の有明海沿岸道路福富イン
ターチェンジ（仮称）の供用開始に合わ
せ、町の農水産物・６次産品や観光等の
情報発信の拠点として整備します。

産業創生課
　6次産業推進係
　道の駅整備係

着手済
 29・30年度の２カ年で施設の
 造成、建設を行う。

（２）がばいよかとこ
発信事業

従来の特産物ＰＲに加え、町そのものを
マスコミやＳＮＳ（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）等多様な手段を
用いて発信することで知名度を上げ、特
産物や地域資源を通じたファンの確保や
移住者に選択してもらえる町としてＰＲ
します。

総務課
　広報情報係

着手済
 特選物や地域資源のPRツール
 としての「町勢要覧」の発刊
（～平成29年9月完成）

２　定住促進、移住支援
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）農村型新興分譲
宅地の創設

有明海沿岸道路へのアクセスが便利な箇
所に、区画を大きめに設定し、一部を農
園やガーデニング等に用いて楽しめるよ
うなコンセプトの住宅用地を確保整備し
ます。

建設課
　建築住宅係

基本計画策定のための検討

（２）空き家・空き地
バンク、お試し移住

空き家・空き地バンクを創設し、登録さ
れた空き家を借り上げてのお試し移住や
町民による移住者受入サポーターを設置
し移住者の支援を行います。

企画財政課
　白石創生推進係

着手済
（空き家バンク登録の推進）

（３）県外への通勤者
への駐車場代の助成

通勤圏を広げてもらうため、駐車場代の
助成制度を創設します。

企画財政課
　白石創生推進係

制度づくりのための検討

３　地域観光資源の再発見
【具体的な施策】

施策名 内容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）広域的なグリー
ンツーリズム

白石町で１年を通じて農業体験を行い、
宿泊は近隣の温泉地や町内での民泊など
とし、農業体験のパッケージ旅行の開発
を行います。

産業創生課
　商工観光係
産業創生課
　6次産業推進係

（２）杵島山系歴史散
策コースの設定

杵島山系にある史跡等を観光資源とする
ため、案内看板等の整備を行い、戦国時
代の名将龍造寺隆信などと合せて売り込
みます。
また、歌垣公園の花の種類を限定し、あ
る程度の面積を確保し、アクセス道路や
施設の整備を行います。

産業創生課
　商工観光係
建設課
　建設係
農村整備課
　水産林務係

（３）交通手段の拡充
（観光客の利便性の向
上）

観光用いこカー（乗り合いタクシー）や
レンタサイクルを新設し、町内ＪＲ駅を
利用した観光客が手軽に町内を観光でき
るような環境を整備します。

産業創生課
　商工観光係
企画財政課
　白石創生推進係

（４）地域資源活用観
光振興事業での計画事
業の実施

白石町観光推進協議会を設置し、観光
ルートの設定と観光パンフレットや観光
案内看板、標識を整備します。

産業創生課
　商工観光係
　道の駅整備係
　6次産業推進係

（４）着手済
　平成28～37年度　白石町観光
　振興基本計画に基づく観光推
　進協議会の中で協議を行い、
　平成28年度より検討を開始す
　る。最終的には、観光事業を
　単独で行うことができる団体
　を設立する。
　アクセス道路の整備について
　は、必要性・費用対効果を勘
　案し検討したい。
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基本目標③　出会いに感謝！目指せ子宝のまち、しろいし！
～若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる～

１　結婚推進対策の充実
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）婚活サポート事
業の拡充

婚活サポーターによる取組に加え、婚活
事業に関連する民間企業や個人との連
携、イベントや他の市町村との連携など
多様な取組を行っていきます。

企画財政課
　白石創生推進係

着手済
 婚活サポーターの意見を聞き
 ながら、出会いの場・交流の場
 のあり方を探り、実を結ぶ取組
 を実施する。

２　出産支援
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）不妊治療制度の
拡充

不妊治療への支援を継続し、相談体制の
充実を図ります。

保健福祉課
　健康づくり係

着手済
　引続き、県不妊治療支援事業
　の対象者、県はじめまして赤
　ちゃん応援事業の人工授精の
　対象者の治療費の助成をして
　いく。

（２）多子世帯への助
成

３人以上の子どもを持つ世帯の子育てに
係る負担軽減措置を実施します。

保健福祉課
　こども未来係

着手済
（保育の実施基準等の見直し検討）
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３　子育て支援
【具体的な施策】

施策名 内容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）病児・病後児保
育の実施

病児・病後児保育の町内実施に向けた環
境整備を行います。

保健福祉課 方向性の検討

（２）一時預かり事業
等の充実

一時預かり事業と育児サロン事業を充実
します。

保健福祉課
　こども未来係
　健康づくり係

着手済
（検証を経て改善策を検討）

（３）子育て支援の情
報発信強化

町内で実施されている子育て支援事業等
の情報を集約し発信することで、白石町
の魅力を伝えるとともに、子育て世代の
不安の軽減を目指します。

保健福祉課
　福祉係
　こども未来係
　健康づくり係

ホームページの充実及びフェース
ブックの活用

（４）子育てに関する
ワンストップ相談体制
の整備

妊娠期から小中学校児童・生徒までワン
ストップで相談できる窓口を一本化しま
す。（子育て世代包括支援センターな
ど）

企画財政課
保健福祉課
長寿社会課
学校教育課

着手済
（行政経営プランの中で検討中）

（５）公園施設の充実

白石中央公園、福富マイランド公園、有
明スカイパークふれあい郷などの主要公
園で、子育て世代の意見を採り入れて、
もっと子どもが遊びやすく、他市町村か
らも人が集まるような魅力のある公園整
備を行います。

建設課
　維持管理係
企画財政課
　財産管理係
生涯学習課
　福富公民館係

着手済
　安全で魅力ある公園になるよう
　「子どもや女性、障がい者や高齢
　者も利用しやすいトイレに改築」
　○多目的運動広場トイレ
　○わんぱく広場トイレ
　「魅力ある公園づくり」
　○遊具施設の見直し
    ・老朽遊具等の撤去
　　・新規遊具等の設置

（６）切れ目のない子
育て支援の実施

平成２７年度から実施している小学６年
生、中学３年生の給食費無償化を継続し
ます。

学校教育課
　学校給食係
保健福祉課
　福祉係
　健康づくり係
　こども未来係

着手済
　給食費の無償化は継続して実
　施する。
　小学生・中学生医療費助成を
　現物給付とし、保護者の負担
　軽減を図る。
　引続き、保育園・幼稚園児の
　フッ化物洗口の保護者負担無
　料とする。
　学童保育指導員の資質向上

４　教育環境の整備
【具体的な施策】

施策名 内容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）コミュニティ・
スクールの導入

現在進めている町内小中学校でのコミュ
ニティ・スクール導入を推進します。

学校教育課
　庶務係

着手済
　・情宣活動（適宜）
　・進捗状況の意見集約
　・活動組織の検討再編
　・活動内容の整理
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基本目標④　くらしに豊かさを、地域に絆を、人の温もりを感じるまち、しろいし！
～まちに活力をもたらし、地域をみんなで盛り上げる～

１　町民協働によるまちづくり
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）地域づくり協議
会の設立支援

生活環境など地域の問題を地域住民が主
体となって解決するため、地域内の各種
団体などで構成する地域づくり協議会
（仮称・概ね小学校区単位）の設立を支
援します。この地域づくり協議会には、
若者や女性の積極的な参画を促します。

企画財政課
　白石創生推進係

着手済
 地域づくり協議会基本的な
 考え方や役割、利点などの
 周知を図る。

（２）ＮＰＯ法人 ・
ＣＳＯ活動の支援

ＮＰＯ法人やＣＳＯ活動の設立や活動支
援を行うことにより、行政では行き届か
ないまちづくりや福祉サービスなどの担
い手として協働していきます。

企画財政課
　政策推進係

中間支援組織等と連携し、ＮＰＯ
法人設立や活動に対する支援体制
を整える。

２　安全・安心で快適な住みよいまちづくり
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）自主防災組織の
組織化推進

自主防災組織の設立により、自助・共助
の取組を推進します。

総務課
　危機管理・
　防災係

着手済
　六角川沿い地区、有明海岸堤
　防沿い地区の組織結成の推進

３　誰もが活躍できるまちづくり
【具体的な施策】

施策名 内　　容 担当所属
スケジュール
【平成29年度】

（１）生涯現役として
の活躍促進

高齢者と区切ることなく誰もが年齢に関
わらず活躍し、地域を盛り上げてもらう
ために、起業・創業、文化活動、自分の
やりたい仕事ができる場所づくりなどを
促進します。

長寿社会課
 高齢者係
生涯学習課
　生涯学習係

着手済
　子どもから高齢者まで幅広い
　世代を対象とし、町民1人ひと
　りが生涯にわたって自分自身
　を磨き、豊かな人生をおくる
　ための生涯学習講座を開催す
　る。

（２）女性活躍の推進
政策の決定過程など様々なまちづくりに
対する女性の参画を促し、合せて女性に
配慮した公共施設の整備を行います。

企画財政課
　白石創生推進係

公共施設の各種トイレの改修を行
う際に、女性目線を入れて整備の
設置などを要望する。

（３）地域団体による
つながり強化

農業、商工業及び漁業団体の女性部同士
や青年部同士など横のつながりの強化を
はじめとして、各種団体への支援を通し
て、地域を盛り上げる新しい取り組みを
促します。

企画財政課
　白石創生推進係

農業・商工業・漁業団体における
横のつながり強化のための支援を
検討する。
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