


市民アンケート結果（平成28年11～12月実施）

・「やや不満」、「不満」 の合計

働き場所の豊富さ 65.8％（70.1％）

観光・レクリエーション施設の整備状況 50.9％（54.3％）

道路除雪や消雪パイプの整備状況 47.5％（39.8％）

スポーツ施設の整備状況や事業の展開 38.0％（36.4％）

※複数回答、( )内は平成26年度調査

見附が「住み良い」「どちらかというと住み良い」
と答えた人が 87.8％

これまでのまちづくりの評価 市民アンケート結果

・「満足」、「やや満足」 の合計

消防や救急時の体制 87.2％（85.4％）

自然環境の豊かさ 85.9％（82.6％）

ごみや下水道などの衛生環境 77.0％（79.3％）

防犯対策や治安の維持 73.3％（73.9％）
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2040年 31,437人 2040年 34,465人

見附市の将来人口の目標

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

社人研推計 41,858 40,553 39,020 37,276 35,405 33,458 31,437

創成会議推計 41,858 40,553 38,876 36,949 34,883 32,713 30,443

市独自推計 41,858 40,603 39,510 38,327 37,081 35,791 34,465
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国の将来推計は… 見附市の目標は…
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超高齢・人口減少社会によって生じる様々な社会課題を、自治体自ら克服する
ため「健幸」をまちづくりの基本に据えた政策で持続可能な新しい都市モデル
を目指す。

（H21年発足、H29年4月現在 会員35都道府県65自治体）

ＳＷＣ首長研究会の趣旨

～住んでいるだけで 健康 で 幸せ を感じられるまちへ～

スマートウエルネスみつけの推進

健康になれる
まちづくり

地域が元気な
まちづくり

環境に優しい
まちづくり

健幸を理解し
行動する

まちづくり

スマートウエルネスみつけ推進のイメージ

いきいき健康づくり（狭義の健康施策）

食生活
運動

スポーツ

生きがい 健 (検) 診
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⇒ 積極的に外出・社会参加できる場を用意することが
健幸なまちづくりにつながる

東京都健康長寿医療センター（東京都老人総合研究所） 新開省二部長の疫学調査から引用

『毎日外出する高齢者』に対し

『殆ど外出しない高齢者』は…
健康リスクが増大

死亡率
（閉じこもり ⇒ 活動低下 ⇒ 心肺機能の低下）

4倍

歩行が不自由に
なるリスク

3.5倍

認知機能障害
のリスク

2倍

日常生活に
支障のない人

4倍

障がいがあって
外出できない人
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高齢者の外出を促すエビデンス（２年間の高齢者追跡調査）



■ソフト 生きがい・社会貢献

スマートウエルネス施策を進める７つのポイント

公園の日常管理

Ｈ28年度会員 124名

悠々ライフ ナチュラルガーデンクラブ 共創郷育 教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

学校に係わった地域の人
Ｈ17年度 701人

⇒ Ｈ28年度 7,928人

H17年度 51事業 1,061人

⇒ H28年度 285事業
6,337人

スマートウエルネス施策を進める７つのポイント

①社会参加（外出）できる場づくり

イングリッシュ
ガーデン

道の駅
パティオにいがた

ネーブルみつけ ふるさと
センター

■ハード 人の交流拠点・外出の目的地

Ｈ28年度利用者

49万人

みつけ健幸の湯
ほっとぴあ

Ｈ28年度入場者

14万人

Ｈ28年度利用者

112万人

地域コミュニティ
の拠点
Ｈ29年4月現在

10ヶ所

ギャラリー
みつけ

H28年度入場者

5万人
自主事業

71事業

Ｈ28年8月25日
オープン

地域コミュニティ 健康サポートクラブ

市内10地域で設立

市人口のカバー率 約83％
H28年度の参加者

ナイトウォーキング 310人
早朝ラジオ体操 8,491人
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7か月間で

12万人



都市機能が集積し、歩いて暮らせる、楽しくて便利な市街地

見附市街地のまちづくりの方向 今町市街地のまちづくりの方向

都市機能の集積

商店街 公共施設医療機関 福祉施設運動施設

スマートウエルネスを進める ７つのポイントスマートウエルネス施策を進める７つのポイント

②中心市街地を中核とした賑わいづくり
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自転車通行帯の表示

ドライバーへの注意喚起 歩行者等への路面表示

レンタサイクルの整備

市内各所に
健幸ベンチ拠点に健康遊具

・道路構造

・注意喚起

・路面表示

・健康遊具
6カ所 12遊具

・健幸ベンチ
H28年度末
456基

市街地での日常的な移動手段

公共施設等7か所で貸出・返却

【貸出数】
H22開始 358回 → H28 889回

・広域ｺｰｽ 5ルート
・ｳｴﾙﾈｽｺｰｽ 18ルート
・わくわくｺｰｽ 25ルート

■歩行者優先へ転換

■ウォーキング・

■レンタサイクル

■歩く楽しみを演出

歩行者と自転車の優先

スマートウエルネス施策を進める７つのポイント

③歩かされてしまう快適な歩行空間の整備

サイクリング
コースの整備
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■公共交通の整備 で 生活の足を確保
○中心市街地 ⇔ 既存集落・周辺地域

居住エリア ⇔ 各種サービス施設を連結

コミュニティバス コミュニティワゴン 路線バス

コミュニティバス利用者（人）の推移

デマンドタクシー

スマートウエルネスを進める ７つのポイントスマートウエルネス施策を進める７つのポイント

④過度な車依存の脱却を可能とする公共交通の再整備

●路線バス（広域）

●コミュニティバス（市街地）

⇒ H28.10  バスを1台増やし
6台体制、運行間隔平均30分
最終便の運行を１時間程度延長
・見附 → 今町 20時25分発
・今町 → 見附 21時10分発

⇒ 最終的には、
10台体制、運行間隔平均20分に！

●デマンドタクシー（郊外）

●コミュニティワゴン（地域コミュニティ）
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【誘導施策の例】

■転入促進
転入・定住促進のため転入者の住宅取得を助成

■住み替え促進

中古住宅の活用・住み替えを助成

■リフォーム補助
「CASBEE見附基準」に適合するリフォームを補助

（建物の環境性能は居住者の健康に影響）

【ポイント】

「歩いて楽しめる市街地」と
「持続可能な周辺地域」を整備

○適切な居住密度を維持する市街地ゾーン設定

①居住を推進するゾーン

②生活機能の集約を誘導するゾーン

③既存集落の地域コミュニティを再編するゾーン

○中心市街地、拠点を結ぶ公共交通

○中心市街地の賑わい回復

○特定地域再生計画（Ｈ25） 地方都市の持続のためのまちづくり基本方針を策定

内閣官房、国交省、経産省、及び農水省の課
長、室長及び有識者からなる研究会

『ウエルネスタウンみつけ』

スマートウエルネスを進める ７つのポイント

健幸都市実現を支える都市のあり方研究会

内閣官房、国交省、経産省、及び農水省の課長
室長及び有識者からなる研究会

スマートウエルネス施策を進める７つのポイント

⑤特定地域再生計画 ～まちをゾーニング～
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ソーシャルキャピタルの高い市職員

ソーシャルキャピタル・ヘルスリテラシー アップ

市 議 会 市民のリーダー層
運動を実践する市民

○スマートウエルネスみつけの推進には“健幸”を理解し、市民の皆さんから
健康に望ましい行動をとってもらうことが大切

○そのためには、市民の健康づくりを啓発・サポートする市職員をはじめと
した人材の育成が必要不可欠

地域コミュニティ

※ヘルスリテラシー：健康課題に対する判断を行うために
必要な情報やサービスを入手し、処理する能力

スマートウエルネスを進める ７つのポイント

市民の行動変容

スマートウエルネス施策を進める７つのポイント

⑥スマートウエルネス推進のカギは人材
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地域コミュニティ（共助）
健康、防災、子育て、高齢者支援

◎地域の確かな絆づくり
◎顔の見える関係を再構築

地域コミュニティ

学校

ＰＴＡ

区長会

各町内

消防団

各種町

内団体

民生委

員・保

健委員

防災力アッププ

防犯

地域住民が主体となり地域づくりを行う仕組み。概ね小学校単位（H18～）

自助・共助・公助 地域コミュニティが結成地区は
ソーシャルキャピタルが高い！

※ は当時地域コミュニティ組織済

ソーシャルキャピタルの高いまちへ

■10地区、34,310人
人口の約83%をカバー

■4月から見附町部西地区
で設立準備会を開始

スマートウエルネスを進める ７つのポイントスマートウエルネス施策を進める７つのポイント

⑦地域コミュニティの構築と協働のまちづくり
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柳橋町地内に造成を計画している「ウエルネスタウンみつけ」は、スマートウエルネスみつけなど

市が進める健幸施策を具体的な形にできる住宅地。これからの地方都市の住宅地に必要な「景観」

「健幸」に配慮した先進的な住環境を兼ね備えています。

これからの地方都市に必要な住環境として注目

■長岡造形大学に委託した基本設計を、日経BP社を中心とした「これからの
地方都市に必要な住環境」を考えるプロジェクトでブラッシュアップ

■通常40万円／坪の分譲価格が国庫補助金の活用により約20万円／坪

■造成工事と住宅建設による経済波及効果は約68億円

■全国初となる低コスト方式での電線地中化

■見附＝住みやすいまち と認知されることで、定住人口の確保へ

宅地造成中

H29年度

分譲開始

これからのまちづくり

①ウエルネスタウンみつけ ～健幸施策を具体化する住宅地～

戸建住宅74区画 平均80坪
集合住宅1区画
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これからの地方都市に必要な住環境として注目これからのまちづくり

②日本の家は遅れている ～「冬寒い家」は、世界の非常識～
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海外のおもな推奨室温
海外では「室温が健康に影響を与える」として、
冬場の室温を法律で決めるなど、温かく過ごす
よう国民に呼びかけています。

20℃

ドイツ

21℃

イギリス

21℃

フィンランド重度障害者のいる
住宅は22℃

英国健康省は、18℃未満で心筋梗塞
や脳卒中に、16℃未満で呼吸器系疾
患に、5℃未満では低体温症のリスク
などと規定

住居法「室内温度と換気に
ついてのガイドライン」より
人が住む建物の室温として

一方、日本では・・・
店舗や事務所などの室温に関する法令規制はあっても、
住宅は対象外

しかも、家での事故は、交通事故の３倍以上

約4,100人

約14,000人
家庭内事故に
よる死亡者

交通事故死亡者

しかも年々増加中！

そのうち…
家の浴槽内での死亡事故

約 4,800人

うち、65歳以上は約4,400人
大きな原因は「急激な温度差」からくる
心疾患や脳血管疾患。
その多くが65歳以上に集中している。
（厚生労働省 人口動態統計より）

65歳以上

92％



これからの地方都市に必要な住環境として注目これからのまちづくり

③家族住まいる Hand Book の活用

■SWS（スマートウエルネススクール）に活用
・SWSとは基本的生活習慣（歩く、姿勢など）に光をあて、

質を高めたり、徹底したりして習慣化を図る取り組み。

・学習の教材として「家族住まいるHand Book」を活用。

・学校教育に活用するのは全国に先駆けての取り組み。

文科省も全国的に展開するモデルケースとして注目！

■家族住まいるHand Bookとは
・健康における衣食住の大切さを、子どもにも分かり易く解説した本。

・断熱や省エネに配慮した良質な住宅がどれだけ健康にとって有意か、

近年明らかになった科学データとともに公的な団体が初めて解説。

■発行元
・(一社) 健康・省エネ住宅を推進する国民会議

断熱や省エネに配慮した良質住宅による健康推進を目的とする団体。

関係省庁、地方自治体、職域団体、消費者団体、学識経験者からなる

「健康・省エネ住宅推進委員会」で議論を重ね策定。
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西中学校での学習の様子



これからの地方都市に必要な住環境として注目これからのまちづくり

④民間のノウハウを活かした施設整備
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■学校給食センター 単年事業（29年度）総事業費：19.3億円

▶稼働していない時間帯を民間事業者が有料で使用

▶全国的にも例をみない新しい公民連携の手法を取り入れ、
施設の有効活用と建設費や維持管理経費の軽減を図る

▶民間事業者使用分の使用料収入等により、建設に係る市債
償還の実質負担額を10億円軽減

■青木浄水場 5か年事業（28～32年度）総事業費：77.1億円

▶平成28年9月に事業の基本契約締結

▶県内で初めて浄水場の更新事業にDBO方式を採用し、建設費
や将来の維持管理経費の軽減を図る。

▶従来型の発注方式と比べ、22億円の経費削減
（建設費で9億円、20年間の運転維持管理費で13億円）

■ごみ焼却施設 ２か年事業（29～30年度）総事業費：52.4億円

▶DBO方式による事業者選定を採用し、建設費や将来の維持
管理経費の軽減を図る。

▶公設公営方式の想定額と比べ、19億円の経費削減
（建設費で3.5億円、20年間の運転維持管理費で15.5億円）

青木浄水場イメージ図

給食センターイメージ図

ごみ焼却施設イメージ図



従業員数 うち見附市民

２，０２６人 ７２９人

雇 用 状 況（平成28年11月１日現在)進 出 企 業 ５３社
（うち操業開始企業 ４８社）

■新規操業
・ユニオンツール第二工場（増

築）が１月に操業
・㈱スノーピークが３月に操業
・日本郵便㈱が５月に操業予定

■H27･28年度契約企業

・㈱スノーピーク（20億円）
・日本梱包運輸倉庫㈱（4.4億円)
・㈱MEATUS（2.5億円）

など計６件
（ ）は投資額

これからのまちづくり

⑤進出率99％ 中部産業団地

進 出 率 ９９.０％
（平成29年４月１日現在）
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上記新規操業により約２５００人に



自分の住んでいる地域や見附市が

「とても好き」「好き」の割合

小学生の 96％ 、

中学生の 94％ が

「見附が好き！」

これからのまちづくり

⑥地元への愛着が強い子どもの育成
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87%
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80%

85%

90%
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100%

小学生 中学生

H16 H16H28 H28

平成28年度 総合防災訓練

中学生ボランティア 1,001人 参加

参加率 92.4%（過去最高）

全市児童生徒共通アンケート



将来も持続できるまちみつけ

健やかで幸せに暮らせるまちづくり

ご清聴ありがとうございました


