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2次評価 次年度以降の方向性

1 5 都市政策室 88 3　安全安心な暮らしやすいまちづくり5 利便性の高い交通体系づくりを推進します5
地域公共交通の
利便性の向上を
図ります

5 1-5 コミュニティバス

市街地の公共交通の基幹路線として、
コミュニティバスを主要な公共・医療・
商業施設などを経由しながら、見附・
今町市街地間にて巡回運行します。

コミュニティバス利用者数
【年20万人】

190,000
人

182,155
人 2 バス増車に伴う経費

増が見込まれるため。 2

■課題の整理
利用者の利便性を向上してきたことで平成30年度も過去最高の利用者数（約18万
人）となった。見附市地域交通網形成計画では車両を10台に増加するなど、さらなる
利便性の向上を図ることとしている。
■課題への対応
R1年10月より6台から7台体制に増車し、運行便数の増、運行時間帯の拡大（夜）に
より、利用者の利便性の増加を図ってきた。R2年度はその体制で通年運行することに
ともない、事業費の増加が見込まれる。

2

令和１年度はバスの車両台数を6
台から7台に増車し、利便性の向上
を図っている。今後通年で運行経
費が発生することから「２：事業費を
拡充すべき事業」と評価する。令和
3年度以降の新たな地域公共交通
網形成計画の中で、早いタイミング
での更なる増車に取り組んでいく。

2 17 都市政策室 94 3　安全安心な暮らしやすいまちづくり5 利便性の高い交通体系づくりを推進します5
地域公共交通の
利便性の向上を
図ります

17 1-17 レンタサイクルの拠
点として再整備

レンタサイクルの拠点として再整備を
行います。

レンタサイクル利用者数
【整備】

検討 検討 4 現状の方向性を維持
し、効率化を図る。 2

■課題の整理
・市ではSWCの実現に向けて、自家用車に頼らない公共交通手段の1つとしてレンタサ
イクルを導入し市内8箇所にレンタサイクルの拠点を整備し、利用者数はH29年：970
人→H30：1,351人と増加している。
・今後利便性を高めていくためには、利用時間の拡大（朝・夜）、新たな拠点の設置が
必要になるが、現在の仕組みでは管理する人の配置が必要なことから、時間延長・拠
点の増設が難しい状況にある。
■課題への対応
さらなる利便性の向上を図るため、見附駅周辺整備計画に伴い、令和2年度にICを活
用した無人で手続きできるシステムを導入、令和3年からシステムの本格稼働及び有
料化を目指す。そのため、システム導入等の予算拡充が必要。

2

新システムを導入することで、レンタ
サイクルの利便性が向上するため
「２：事業費を拡充すべき事業」と評
価する。仕様の変更点については、
令和2年を通じ、丁寧な市民説明を
お願いする。

3 18 都市政策室 95 3　安全安心な暮らしやすいまちづくり5 利便性の高い交通体系づくりを推進します5
地域公共交通の
利便性の向上を
図ります

18 1-18
駅前広場の景観整
備、停車エリア等の
再編

見附駅前広場の自転車、自家用車、
公共交通の停車エリアを再整備しま
す。

駅広の整備
【再編着手】

検討 検討 4 現状の方向性を維持
し、効率化を図る。 2

■課題の整理
・公共交通の結節点となっているJR見附駅周辺は、交通渋滞の発生や駅周辺の状況
に環境整備が追い付いていないことから、利用者にとって使用しにくい状態となってい
る。また、多くの人が利用する見附の重要な玄関口であるにもかかわらず、居心地の
良い空間がないため、人々の滞留が見られず、市民アンケートにおいても駅前の雰囲
気について改善を求める声が多い。
・これらの課題を踏まえ、「見附駅周辺まちづくり協議会」等での協議を経て、H30.10
月に駅周辺整備基本計画を策定し、令和1年度からの10カ年で駅前整備を行ってい
く計画とした。
・駅前の渋滞解消等による利便性向上や駅周辺の環境整備による移住・交流人口の
増加を図っていくためにも、基本計画にもとづき駅前整備を進めていく必要がある。
■課題への対応
・前期計画1年目の令和1年度は、詳細設計、用地買収を行っている。
・基本計画に基づき、令和2年度から新設駐車場や雨水貯留槽の工事がスタートする
ことから事業費が増加する。

2

令和2年度は、駅周辺整備基本計
画に基づき、新駐車場の整備及び
雨水貯留槽の埋設工事に着手す
る。駅周辺の再整備は、市にとって
最も重要な施策の一つであり、「２：
事業費を拡充すべき事業」として評
価する。

4 120 事務部 10 1　人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり1 日本一健康なまちをめざします2
地域医療体制の
確立を図ります

116 4-2 市立病院の機能強
化

常勤医、医療スタッフを確保し、診療内
容の充実を図ります。

外来診察コマ数の増加
【週54コマ】

－
週50コ
マ 3

２９年度末で退職した
常勤内科医師１名に
変わる医師確保はで
きていないため、引き
続き今後も医師確保
の取り組みを続けなが
ら診療体制の充実を
図る。

3

■課題の整理
・現在の診療科目の維持のために常勤の外科医、整形外科医の確保が必要である。
・市内診療所の閉院により市立病院の診療体制確保の重要性がより高まる。
・３０年度末で常勤外科医１名が退職したものの、大学や他院との連携による県の修
学資金奨学生の派遣等により診療コマが確保できているが年度単位で流動的である。
■課題への対応
引続き以下の対応を継続していくことで、医師の確保に取り組んでいく。
・大学、他院との良好な関係を維持する。
・民間事業者や個人の人脈を活かした求人活動を継続する。
※常勤医の確保(増)に伴う人件費の増が見込まれる

3
医師の確保は、市の医療体制に
とって重要な施策であるため、引き
続き積極的な取り組みをお願いし、
中間評価の通り「３：人員を拡充して
取り組む事業」と評価とする。

5 26 事務部 17 1　人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり2 だれもがいきいきと暮らせるまちをめざします1
地域包括ケアシ
ステムの体制作
りを推進します

26 1-26 市立病院在宅連携
市立病院退院後の在宅連携を図るこ
とを目的に、在宅診療訪問の充実に努
めます。

市立病院在宅診療訪問数
【60件】

60 0 3

市の地域包括ケア体
制を構築するうえで在
宅訪問診療体制を整
えることは重要だが、
現在の市立病院の職
員体制では実施の検
討は難しいため、医師
確保の取り組みを続
ける。

3

■課題の整理
・在宅診療訪問を行っていた医師が平成28年度で退職し、その後医師の充足が図ら
れていない。
・現在の医師、看護師等の人員体制では外来診療体制の維持が最優先となってい
る。
→医師及び看護師の不足に尽きる
■課題への対応
・医師の確保
（対応策は「4-2　市立病院の機能強化」に同じ）
※看護は令和元年度から訪問看護再開に向けた検討をしている

3

上記「項番4－2」同様、中間評価
の通り、「３：人員を拡充して取り組
む事業」と評価する。訪問診療自体
は実施に向けて検討を続けてもらう
が、現状もふまえ、令和2年度の次
期総合戦略の見直しの中でKPIの
検討をしていくものとする。

6 32 都市政策室 99 3　安全安心な暮らしやすいまちづくり6 住みつがれる環境づくりに取り組みます1
健康的に居住で
きる家づくりを支
援します

32 1-32 ウエルネスタウンみ
つけ造成事業

見附市の住環境の良さを象徴し、市内
外に発信するモデル地区として、市が
進める健幸施策を具体的な形にした住
宅地を造成します。（戸建住宅74区
間、集合住宅１区画）

新築住宅着工件数
【45件】

10 8 4 現状の方向性を維持
し、効率化を図る。 2

■課題の整理
・ウエルネスタウンのPRは継続しているものの、分譲に結び付いていない。
・当初は5棟あったモデルハウスも、売却され現在は2棟のみ。
・分譲が進まず街並みが形成されないことから、エンドユーザーにマイナスの印象を与
えてしまう。
・ウエルネスタウンの住人や見学者からは高い評価を得ているが、それが広まっていな
い。
■課題への対応
・新たなモデルハウスの誘致、モデルハウスを活用した住宅展の開催などにより販促活
動を強化する。
・街並みの形成を図ることでイメージアップに繋げる。

2
当初計画の販促費の範囲内ではあ
るが、新たな取り組みであることか
ら、「２：事業費を拡充すべき事業」
と評価する。
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7 61 元気子育て係121 4　人が育ち人が交流するまちづくり1 子育て環境の充実に努めます2

安心して妊娠・出
産できる環境を
整え、子育て支
援体制を整備し
ます

61 2-14
出産支援プロジェク
ト

子育て支援サービスの充実を図るとと
もに、出産や子育てを支援する包括的
な取り組みにより、安心して子どもを生
み育てることができる環境づくりを進め
ます。また、妊婦健康診査、妊婦歯科
健診や妊産婦医療費の助成や不妊治
療費、不育症治療費の助成を実施しま
す。

出生数の維持
【年300人】

300 239 4 現状の方向性を維持
し、効率化を図る。 2

■課題の整理
・平成27年度に策定した人口ビジョンでは出生数年300人を目標としているが達成で
きていない。また、出生数も減少傾向にある（H29：270人→H30：239人）。
・安心して妊娠出産できる経済的支援や子育て世代への支援策の充実、相談体制の
構築などに取り組んでいるが、若年女性の減少（H27：7,472人→H30：7,090人（▲
382人））や社会情勢の変化などにより、今後も減少していくことが予想される。
■課題への対応
人口ビジョンの達成に向けて、経済的負担の軽減や働きながらの子育てしやすい環境
を整備していくことで、子育て支援サービスの充実を図っていく。

2

「２：事業費を拡充すべき事業」と評
価し、子育てしやすい環境の整備
と、わかりやすく支援策を伝える工
夫をお願いする。出生数の維持は、
一つの部署での事業で達成できる
ものではないので、庁内での更なる
連携体制を強化して取り組んでいく
こととする。

8 101 産業企画係 68 2　産業が元気で活力あるまちづくり4 雇用対策を推進します2
企業の人材確保
を支援します

99 3-14 地元採用就労率の
拡大

ワークライフバランスのとれた見附で
のゆとりある生活と地元企業の積極的
なＰＲを行います。

産業団地の地元就労率
【40%】

40% 42% 4 現状の方向性を維持
し、効率化を図る。 2

■課題の整理
今年度卒業する学生の就職活動も引き続き「売り手市場」と言われており、企業が十
分な人材を確保できない状況はしばらく続くことが予想される。市内企業も人材の確保
に苦慮している。
■課題への対応
定住自立圏の事業として合同就職ガイダンスを実施し、市内企業が学生へ直接ＰＲす
ることのできる場を設ける。長岡市がこれまで単独で実施してきた事業を定住自立圏
へ広げ、市町が連携して取り組む。開催実績があるため、ノウハウ・知名度を活用する
ことができる。また、学生にとっても一自治体で開催するよりも、選択肢が広がり参加す
るメリットが高まる。

2
長岡市が単独で実施してきた知名
度、ノウハウを活かせるなどメリットが
多い。「２：事業費を拡充すべき事
業」と評価して、関係市と連携して
取り組んでいくこととする。

9 157 総務管理係 141 4　人が育ち人が交流するまちづくり4 快適な学びの空間、充実した教育環境を整備します2
安心安全で快適
な教育環境の整
備を進めます

-
999-
07

学校施設の整備

 小中学校の図書室及び音楽室と、中
学校4校の3階普通教室に冷房設備を
整備することにより、快適な学びの空
間づくりを推進する。

小中学校の普通教室への
冷房設備設置率【１４．２％
（20教室／141教室）】

13.80% 13.50% 2

平成30年度の猛暑を
受け、熱中症対策とし
て、普通教室と音楽
室、図書室について
は設置率100％にす
ることとなったことか
ら、事業費を拡充して
実施する。

6
■課題の整理
事業費を拡充して実施し、全小中学校の普通教室と音楽室、図書室のエアコン設置
率は100％となった。
■課題への対応
計画していた普通教室の設置率が100％となり、当初計画は完了している。

6
普通教室への冷房の設置は今年
度完成しており、目標を達成してい
ることから、事業としては「６：廃止」
と評価する。

こども課

地域経済課

教育総務課

2


