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平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度第第第第２２２２回回回回    見附市まちづくり総合会議見附市まちづくり総合会議見附市まちづくり総合会議見附市まちづくり総合会議    概要概要概要概要    

 

 

ⅠⅠⅠⅠ．開催日時．開催日時．開催日時．開催日時  平成 29年 11月 21日（火）午後 7時 00分～午後 8時 20分 

ⅡⅡⅡⅡ．開催場所．開催場所．開催場所．開催場所  見附市役所 4階 401会議室 

ⅢⅢⅢⅢ．出席委員．出席委員．出席委員．出席委員  渡邉誠介会長、坂田政元副会長、三藤良行委員、中林照雅委員、黒﨑雅之

委員、木村寛委員、上村堅太郎委員、結城和廣委員、佐藤美千代委員、植

村文委員、重信元子委員（11名） 

 

ⅣⅣⅣⅣ．会議の概要．会議の概要．会議の概要．会議の概要    

１．１．１．１．    企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課長長長長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

・まちづくりに関して自画自賛にならないように多方面から評価をいただき、熱心に取り組

ませていただいている。 

・委員の皆さんから本会議などでいただいた意見を参考に、方向性を誤らずに模範となるま

ちづくりを進めてきたことが、外部の人にも認めてもらったということ。今までの取り組

みは間違っていなかったと改めて認識することができた。 

・本日は、まちづくりの進捗状況の確認や数値の見直しについての審議と、交付金関係で来

年度取り組む事業について意見を伺いたい。 

・まちづくりを次年度以降に向けてブラッシュアップさせるため、皆様からの忌憚のない意

見をお願いしたい。 

 

２．２．２．２．    会議の成立会議の成立会議の成立会議の成立    

まちづくり総合会議設置要綱第６条第２項の規定により過半数の出席により会議の成

立を報告 

 

３．３．３．３．    議事議事議事議事    

まちづくり総合会議設置要綱第６条第１項の規定により議事進行を渡邉会長に移す。 

 

報告／進捗状況報告／進捗状況報告／進捗状況報告／進捗状況についてについてについてについて【第【第【第【第 5555 次総合計画・総合戦略】（資料１、次総合計画・総合戦略】（資料１、次総合計画・総合戦略】（資料１、次総合計画・総合戦略】（資料１、２）２）２）２）    

 

（結城委員） 

・資料１、第５次総合計画の基本施策の（１）に「日本一健康なまちをめざします」とある

が、成果指標となる２項目は全国的な指標であって、比較ができるということか。 

（市） 

・両項目ともに各自治体で数字を出している状況なので、そういった意味では並べて順を付 

けられないわけではない。しかし、東京都の和光市の要支援・要介護認定率は 10％程度

であって、それ以下であれば名実ともに 1 番と言えるかもしれないが、環境的な要素も多

分に含まれるものである。「日本一」という表現は順位を示すものではなく、目指す方向

として掲げさせていただいている。 

（結城委員） 
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・それならそれで問題はない。『「日本一」という表現が「キャッチフレーズ」なのか、「全

国的な数値を見ながら比較してやっていこう」というものなのか』、という素朴な疑問に

ついて確認させていただいた。 

（渡邉会長） 

・粟島浦村は寝たきりの高齢者がいないとされているが、実態は村上市に入院しているから

だと聞く。色々な数字はあるが、被保険者がいきいきしているという実感があればそれが

「日本一に向かって」という考え方で良いのではないか。目標数値については抑制に努め

るという低い数値設定になっていると感じる。 

 

（佐藤委員） 

・資料１、第５次総合計画「観光客来訪者数」について、158 万人とあるが数値の内訳はど

のようになっているのか 

（市） 

・見附伝承館、今井美術館（休館中）、大平森林公園、イングリッシュガーデン、大凧合戦、

見附まつり、物産まつり、パティオにいがた、大凧伝承館、ギャラリーみつけ、ほっとぴ

あの来場者数の合算である。 

（佐藤委員） 

・別指標である「主要まちなか賑わい拠点施設の来場者」と被るところがあるということか 

（市） 

・観光客来訪者についてはイベント等の数字を含めており、まちなか賑わい拠点はまちなか

の活性化に資する施設の来場者である。被るところがあるが、二つの数字を出していると

ころ。 

（三藤委員） 

・観光客の定義については、市外からの観光客に限ってではなく市民も含めた利用者という

ことか。 

（市） 

・そういうことである。市内外の交流人口という意味合いでのカウントとなっている。 

 

（上村委員） 

・資料１、第５次総合計画「道路・橋などの整備状況の満足度」について、アンケートの結

果、未達とされているが、具体的な要望などがアンケート時にあったか伺いたい。 

（市） 

・2 年に 1 回行っているまちづくり市民アンケートは、抽出された市民 1000 人を対象とし

て行い、約 600 人から回答をもらっている。回答方法としては満足・不満足度をポイント

とした調査であって具体的な要望はもらっていない。 

 

（植村委員） 

・資料１、第５次総合計画「就学支援に関する相談を行った児童・生徒の割合」について、

保健委員として、2カ月の赤ちゃんを対象とした「赤ちゃん訪問」を行っている。その際

には「ネウボラみつけ」について母親に説明し、気楽に相談してほしいと宣伝をしている
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が、「ネウボラみつけ」の利用状況は上がっているのか。 

（市） 

・利用者は増えているという情報は来ている。常設で開いていることを PRしていただいて

いる効果もあって利用者数が上がり、色々な相談事業を展開できている状況である。平成

28年度はホットカフェの参加者が 819組、児童発達支援相談が 203件等など、根付いて

きていると解釈している。 

 

（結城委員） 

・資料２、総合戦略の KPIについて。前回の表から評価の項立てが変更されているので、 

比較が難しいが、今回の表の「○／上昇・維持」、「△／低下」の項目は、前回の表の「調

整分」や「未達成」を分けているということでよいか。 

（市） 

・前回の報告では、「×／未達成」の他に、数値は上がっているが目標までにわずかに届か

なかった等の「惜しい」部分の未達成を「△／未達成（調整分）」として報告していた。 

今回は、前回の会議を踏まえ、「○／上昇・維持」、「△／低下」と「×／未達成」という 

集計を行っている。 

・合計欄について、前回の表では「△／未達成（調整分）」が７件で、「×／未達成」が 40

件で合計 47件であった。今回の表はその 47件を割振りし直し、「○」が 22件、「△」が

23件、「×」が 2件となっている。 

（渡邉会長） 

・市としては、より細かく、分かりやすくという意図だと思うが、見る側からするとフォー

マット異なっていて比較が難しい、という意見だと思う。前回の資料を用意されていると

分かりやすかったかもしれないが、主旨としては今の説明の通りと理解した。  

 

（佐藤委員） 

・資料 1、児童、生徒一人当たりの学校応援団の人数の出しかたについて、どのように算出

されているのか。評価△であるが今後の方向性はどうか。 

（市） 

・学校応援団は、学校に地域の人が入って一緒に教育なり手助けをしてくれるといったもの

で、毎月その人数を出している。Ｈ28年度は 7,928人であった。 

・市内には 8の小学校、4の中学校、1の特別支援学校がある。市の方向性として地域に開

かれた学校を目指しており、田んぼや地域伝統芸能の継承などの総合学習の時間に地域

の人、特に高齢者が入って児童の指導に当たっている。7,928人は通年での延べ人数を学

校単位で拾った数字の合計である。市長がまちづくりの説明会に入る時に良く言われる

のが、10 年前の参加者は 700 人程度であったが、今現在は 10 倍の人が関わっていると

いうこと。地域と学校が関わり合う見附モデルということで全国に広がっている。全国的

には、不審者の侵入を防ぐための閉鎖的な考えもあったが、見附市は地域にオープンとす

る取り組みで多くの人が関わってきている。それを児童数で割って出した率を KPI とし

てあげている。目標に達成していないので△ではあるが、増加傾向である。 

（渡邉会長） 
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・見附市は地域ぐるみでの子育てに積極的であると理解ができた。 

（市） 

・地域ぐるみの子育てとして、地域コミュニティの取り組みを 10年以上かけてやっている。

本日結城委員もお出でだが、ふるさとセンターを学校敷地内に設けることで物理的にも

環境を整え、地域の人たちと自然に交流を行える雰囲気にしている。地域の大人の背中を

みて子供たちに育ってもらうという環境作りを心がけており、一つの指標とさせてもら

った。 

（結城委員） 

・田井小学校のコミュニティスクールとしての取り組みが、この度文部科学大臣賞を受賞し

た。 

 

議事／見附市総合戦略ＫＰＩ（重要業績評価指標）の見直しについて（資料３議事／見附市総合戦略ＫＰＩ（重要業績評価指標）の見直しについて（資料３議事／見附市総合戦略ＫＰＩ（重要業績評価指標）の見直しについて（資料３議事／見附市総合戦略ＫＰＩ（重要業績評価指標）の見直しについて（資料３））））    

 

（渡邉会長） 

・見直しの KPI は 4 つに分類され 15 件ある。たたき台なので、より良い改善方法がある

かなど、意見を頂戴したい。 

（木村委員） 

・通し番号 24 番と 37 番について。民間企業では、達成しなければならない姿として目標

を設定するので、既に達成した数字を目標にすることはあまり無い。24 番の場合、在宅

医療連携協議会委員数 22人を維持する目標であればいいが、増やす目標であるならば 22

人以上にすべきと感じる。37 番もＨ27／33 件、Ｈ28／46 件という実績がある中での上

方修正だが、30件といった目標が適切なのかどうかと感じる。 

（渡邉会長） 

・まず 24番の意見についてはどうか。 

（市） 

・ＫＰＩは人数であるが、協議会を設立し活動していくという項目であり、人数を増やして

いくというものではない。人数は現状数の維持であって、修正は地域包括支援センター増

設に伴う人員増の関係である。 

・地域包括支援センターをＨ28 年度に 2 か所増やし、4 か所にしたことから、協議会の委

員にはセンター長 2名の増と、在宅医療の連携を図る上で必要な専門職を増員し、22名

とした。今後もこの人数を維持していきたい。 

（木村委員） 

・出来るだけ人数を絞って、施設を運営していきたいということか。 

（市） 

・今盛んに言われている「住み慣れた地域で自分らしい人生を最期まで」という地域包括ケ

アシステムは、在宅で医療や介護を受けられるように多職種の人たちが連携しながらや

っている。在宅医療連携協議会は、地域包括支援センター、医師会、薬剤師会、介護予防

事業者などの専門職等を集め、どうやったらより良い在宅医療に繋がるかというところ

を協議している委員会である。 

（木村委員） 
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・増やす必要はない、という認識でよいか。 

（市） 

・この 22人で協議していきたい。 

（渡邉会長） 

・37番「新築住宅の取得に対する補助」についてはどうか。 

（市） 

・高い目標は必要だが、年度毎の数字なので上下がある。今、結果が出ているので引き続き

努力することは変わらないが、ご理解いただきたい。 

・また、総合計画と整合性を持たせて 30件にしている。総合計画は総合戦略のように 2年

に 1度見直すわけでは無く長期的なビジョンとして掲げているものである。 

（渡邉会長） 

・「補助金申請件数」の主語は誰になるのか。 

（市） 

・市民である。 

（渡邉会長） 

・予算枠のある話であると思うが、申請しても補助を受けられない可能性があるのか。 

（市） 

・予算は限られているので断る可能性はある。今までは補正予算で応えてきたが、上限があ

るので約束できない状況である。 

（坂田副会長） 

・市内で新築した人全員に補助金がでるという事業か。 

（市） 

・市外からの転入者に限った制度である。予算の中で上限 50万円とし、人口増等を狙って

いる。 

（渡邉会長） 

・Ｈ27年は 33件、Ｈ28年は 46件とあるが、全件 50万円が付いたのか。 

（市） 

・そう認識している。 

（三藤委員） 

・関係する企業としては、是非もっと件数を増やしてもらいたいところ。 

（上村委員） 

・市外からアパートに引っ越した後に、新築する人も補助金の対象となるか。 

（市） 

・転入から２年以内であれば対象である。仕事の関係で見附市のアパートに引っ越してきた

人が、市の住みやすさを感じて定住したいと思った場合を想定し、拾えるようにしている。

Ｕターンで実家に帰ってきた人も、2年以内あれば対象となる。 

（三藤委員） 

・建築業者は使い勝手がよい制度なので、予算があれば、数字は大きい方が良い。 

（渡邉会長） 

・10件から 30件の上方修正でも数字としては大きいという読み方ができる。 
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（市） 

・同様の事業として、中古住宅の取得補助も上限 30万円で行っていて、市内移動でも対象

としている。日本では新築を買うという文化が根付いているが、見附市の目指す文化、一

つの考え方として既存住宅の活用も考えていて、その誘導策として行っている。そういっ

た住宅施策を事業間で融通し合って行っている。 

（渡邉会長） 

・大盤振る舞いで頑張っているという事と思う。 

（市） 

・家を建てて見附に転入するということは市民として根付くことで、市民活動を行ったり、

固定資産税や市民税を支払ったりなど、入りの部分も出てくる。気持ちだけではなく将来

の財政的な部分も勘案して設定している。 

（三藤委員） 

・経済波及効果がとても大きい。生産性がある事業と思う。 

（木村委員） 

・良く理解した。 

 

 

（黒﨑委員） 

・通し番号 33番「ウエルネスタウンみつけ造成事業」について。金融機関としても住宅

の着工等に関して協力していきたい。健康省エネ住宅の着工件数が目標値となっている

が、この数字の根拠や、現在のウエルネスタウンの契約数、開発・分譲のスケジュール感

など聞ける範囲で聞かせて頂きたい。 

（市） 

・ウエルネスタウンについては、現在、見附駅西側に造成中である。千刈・柳橋地区になる

が、新しい町名も決まり完成に向かっている。9月 10日に分譲を開始し、今日現在で 10

件契約している。まだ造成工事中なので、マンションの事前売買のように建物が無い中で

はあるが、積極的に公売意欲をお持ちの方たちによって契約が成立している。工事は雪解

けのころに植栽関係を整備し、春にはすべてが完了する。4月には住宅フェアを予定して

おり、ハウスメーカー・工務店に協力をいただき、ウエルネスタウンの一角に理想的な住

宅５棟と、理想的な街並み・健康住宅を直に見てもらえるようになる。 

・ＫＰＩについて、30年度に 37件としたのは、全分譲区画 74区画の 50％を目指すという

事である。31年度で 75％、32年度で 90％とし、5年間で売り切る計画でこの数字にし

ている。 

（黒﨑委員） 

・情報交換をしながら色々と協力していきたい。 

 

 

（渡邉会長） 

・上方修正については問題ないと感じる。下方修正もそれぞれ理由があり、あまり意見は無

いように感じる。①の上方修正についてはいかがか。 
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＜意見なし＞ 

 

 

（渡邉会長） 

・②の下方修正について。これは法律改正によって認定の仕方が変更になった絡みの修正と

いう事であるが、いかがか。 

＜意見なし＞ 

 

 

（渡邉会長） 

・③の目標年度の変更については、駅前広場関連だが、私が見附駅周辺まちづくり協議会の

会長をしており、粛々と進んでいる事例と感じている。設定当初は「いつまで」がしっか

り見えていなかったが、だんだん見えてきたということであると思うが。 

（市） 

・事務的に遅れているという事ではなく、制度に照らして段取りを踏んでいった時に、本体

の駅前広場関係の計画が実態にあってきて、全体的なスケジュール感が見えてきたとい

うところ。それに合わせて、先行で作っていたＫＰＩを本体の計画に合わせたいという事

である。 

（重信委員） 

・通し番号 17番「レンタサイクルの利用者数」は、駅前のレンタサイクルの整備について

であって、他の施設については含まれないという認識でよいか。 

（市） 

・レンタサイクルの中継所は市内に８か所整備されているが、駅前の駐輪場の整備は駅前周

辺整備構想の中に入っていて、総合的に動かす事業であるので、本体計画に併せて変更さ

せていただきたたい。各中継所の整備では無く、駅前の駐輪場の整備を考えており、利用

者数も各中継所は考慮していない。 

（重信委員） 

・駅前の事だということで承知した。 

（渡邉会長） 

・それでは③についての意見はこれでいかがでしょう。 

＜意見なし＞ 

 

 

（渡邉会長） 

・それでは④についてはいかがでしょう。 

（上村委員） 

・通し番号 39番「住宅等リフォーム事業補助金」について。予算は 3000万円のうち、一

般リフォームと断熱改修リフォームの件数を融通することは可能か。 

（市） 

・基本的には可能である。今までは一般リフォーム 10万円のみだったところ、断熱改修リ
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フォームを新設し、倍の 20万円という設定を加えた。指標が「件数」なので、この「件

数」という観点では修正させていただくが、予算は 3000 万円と変わらない考えである。 

3000万円を増やす話にはならないが、枠の中で融通の利く話ではある。その意味でＫＰ

Ｉである件数を精査させてもらいたい。 

（渡邉会長） 

・出来るだけ活用してもらいたいという市の意向と感じる。 

・それではＫＰＩの見直しについて、事務局案でよろしいでしょうか。 

＜異議なしの声＞ 

 

 

その他／平成その他／平成その他／平成その他／平成 30303030 年度予算事業について（地方創生関連交付金の活用）年度予算事業について（地方創生関連交付金の活用）年度予算事業について（地方創生関連交付金の活用）年度予算事業について（地方創生関連交付金の活用）    

（資料４－１、４－２、４－３（資料４－１、４－２、４－３（資料４－１、４－２、４－３（資料４－１、４－２、４－３））））    

 

 

（結城委員） 

・資料４－２、健幸ポイント事業について。「これまでの主な成果」の表①、②は見附市の

みの数値であるが、「③医療費の抑制」は実証実験参加６市全体の数値になっている。見

附市単独ではどうか。 

（市） 

・見附市単独の数値もあるが、見附市は以前より健康施策を熱心に取り組んできた市であ

り、出だしの数値が既によかった。また、６市共同でやってきた事業なので、成果として

は 6市全体を掲載させていただいた。 

・因みに平成 14年度に開始した健康運動教室の取り組みについては、色々なところで説明

させていただいているが、始めたフラットな所から比較して５年の経過とすると、10 万

円の抑制効果が出ている。この見附市のデータは、健康運動教室のモデル数値として国交

省の数字として使われ、見附モデルが共通のデータとして使われている。Ｈ19 年、全国

で初めてそういったデータを取った。 

（植村委員） 

・医療費が少しでも下がったという情報があると、取り組んでいる市民のモチベーションが

上がる。ポイント制度もそうだが、今年もやっていると知ると、みんなで取組もうと感じ

る。 

（結城委員） 

・「じゃあやろうかな」という気持ちになると思う。 

 

 

（渡邉会長） 

・新観光物産協会事業についてはいかがでしょうか。 

（坂田副会長） 

・色々情報が入ってきているので、ここでは特には無い。良いカタログギフトも、新しくで

きあがっている。 
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（渡邉会長） 

・本日用意されました内容は終わりましたので、議事を事務局に返します。 

    

閉会閉会閉会閉会    

 

（市） 

・今回をもって委員の任期が終了となる。新たな委嘱については新年度に連絡させていただ

きたい。また、役職により委嘱されていた場合で、人事異動があった際には、内部での情

報共有についてお願いしたい。                        

 

以上 


