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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１１１１回見附市まちづくり総合会議回見附市まちづくり総合会議回見附市まちづくり総合会議回見附市まちづくり総合会議    概要概要概要概要    

 

 

Ⅰ．開催日時  平成 29年 8月 9日（水）午後 7時 00分～午後 9時 00分 

Ⅱ．開催場所  見附市役所 3階 301会議室 

Ⅲ．出席委員  渡邉誠介会長、坂田政元副会長、三藤良行委員、高橋賢一委員、中林照雅

委員、黒﨑雅之委員、木村寛委員、横山浩幸委員、結城和廣委員、佐藤美

千代委員、植村文委員 重信元子委員（12名） 

 

Ⅳ．会議概要 

１．市長あいさつ 

・総合計画、総合戦略、地方創生推進交付金事業の私共の進捗状況を報告し、より良い方向

へ持っていく軌道修正のための気づきや率直な意見を頂戴したい。 

・６月に国から第一回コンパクトシティ大賞をいただいた。全国の 10都市がモデルとして

指定を受けた中で、見附市だけが人口 10 万以下だったことだけでも光栄であるが、コン

パクトシティ大賞を受賞し評価されたのは大変名誉である。しかしこれは、実績として数

字を出すことを期待されているという事でもあり、外から見られる責任を感じている。良

い成果に繋げるために活発な議論をしていただきたい。 

 

２．会議の成立 

・総合会議設置要綱第６条第２項の規定により過半数が出席により会議の成立を報告 

 

３．委員の自己紹介 

 

４．会長について 

（市） 

・会長について互選が基本だが、前任者の在任期間を引き継いでいることもあり事務局案で

渡邊委員にお願いしたい。 

＜異議なしの声＞ 

 

５．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。 

 

（１）見附市まちづくり総合会議について（資料１－１、２） 

 

（結城委員） 

・ＰＤＣＡサイクルの中で、まちづくり総合会議での意見が反映されるのは何月頃のタイミ

ングになるのか。 

・コンパクトシティの構想とスマートウエルネスの推進とはどのように関係しているのか。

またはそっくり同一の物なのか。 
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（市） 

・中間チェックは役所内部で行う各事業の行政評価であり、９月中に実施予定である。 

また、次年度計画の予算編成は秋から冬にかけて行っている。総合会議の２回目はそれに

合わせて秋ごろを予定している。 

・コンパクトシティの構想とスマートウエルネスの推進は、別々に動いているものではな

く、根底にスマートウエルネスシティというものがあったうえでコンパクトシティとい

う言葉で表現している。その物は一体と思ってもらって結構。 

 

 

（２）第５次見附市総合計画の進捗状況について（資料２） 

 

（三藤委員） 

・水道老朽本管の残存について、備考欄に地権者の下調べを行っているとあるが私有地に入

っているということか。また、私有地に入っているのは下関地区のみか。 

（市） 

・そのように聞いている。下関が特徴的である。 

 

（黒﨑委員） 

・新しい産業作りの推進とあるが、起業した業種を教えて欲しい。また、廃業実績データが

あるか。 

（市） 

・Ｈ28 年実績は 7 件であり、建築業 1 件、卸売り 2 件、喫茶店 2 件、美容院 1 件、エステ

１件。廃業のデータは持ち合わせていない。 

 

（三藤委員） 

・主要企業の地元就職数が 1,799 人となっている。新潟郵便局が開局されることで、スタッ

フ 470 人の内、150人ほど現地採用があると聞いていたがどのくらいこの数字に含まれて

いるのか。 

（市） 

・Ｈ29 年 5月の時点で操業している企業の数字であるため、含まれていない。 

 

（結城委員） 

・目標値の設定について、拠り所があっての数値か、もしくは期待値としての設定なのか。 

（市） 

・良い数値は上げ、悪い数値は下げる。科学的根拠で目標数値を上げたものがある一方で、

過去の経験値から比例的な要素や傾向的な要素を取り入れて目標設定をしているものも

ある。全てが科学的根拠を持って 5 年後を分析して出してきたというわけではない事を

理解していただき、目標が厳しく達成が困難なものに関しては、正にこの会議にかけて修

正させてもらいたい。 

（結城委員） 
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・現実と乖離した目標を設定してしまうと、やっていること自体を否定しかねない。塩梅が

すごく大切である。 

 

（重信委員） 

・ガスの腐食劣化対策管の項目について、ガスを民営化した場合、この目標はどう扱うのか。 

（市） 

・そこも含めて民間業者に移管するが、市の所管でなくなれば評価しづらくなるため、この

評価から外れてしまう可能性がある。 

 

（重信委員） 

・コンパクトシティ大賞受賞の理由として、郊外地域とのネットワークも評価されている。

公共交通の利便性向上を実現させるためには、コミュニティバスだけの評価ではなく、デ

マンドタクシーやコミュニティワゴンの利用向上についても評価する必要があるのでは。 

（市） 

・評価のポイントとしては様々あるが、今回は年間 20 万人という大きな目標を掲げている

コミュニティバスを扱っている。郊外地域についてはスマートウエルネスシティの中で

は総合的に発展していくものだと考えており、ネットワークとなるコミュニティワゴン、

デマンドタクシー、レンタサイクルを含めて公共交通を組み立てている。評価のポイント

は変更しても良いと思うので、重信委員の視点や意見を聞きながら検討する。 

 

（佐藤委員） 

・道の駅パティオにいがた、ネーブルみつけの来場者数が減少しているのはなぜか。 

（市） 

・パティオは 100人単位での減少なので横ばいと考えている。キャパシティの問題もあり、

右肩上がりに継続成長するのは難しいかもしれないが、年間来場者目標の 100 万人をク

リアしているのが評価されるのではないか。 

・ネーブルみつけは来場者 50 万人から 49 万 1 千人となり、約 1 万人減少した。空調関係

の不調によるメンテナンスで何日か休館日したことが影響していると考えられる。また、

周辺にギャラリーみつけが開設され約 5 万人が来場した。二つの施設を合わせれば 54 万

人以上が集まっている。拠点に人が集まっていることを評価してもいいかと思う。 

（渡邉会長） 

・今の話を聞いて、新設のほっとぴあが含まれているのであれば、ギャラリーみつけを含め

てまちなか賑わい拠点地域と考え、評価を△ではなく○として考えられるのではないか。 

まちなか賑わい拠点の定義はわからないが、委員の皆さんが「含めても問題ない」という

ことであれば○にしてもよいと思うが、いかがか。 

（市） 

・行政としては初めの定義に固執しまいがちではあるが、確かに、市民の皆さんに集まって

もらえる拠点の人数が本来の目的と考える。 

（植村委員） 

・常にイベントも熱心に実施しており、いいと思う。 
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（市） 

・ネーブルの事業である展覧会を異動させた経緯もある。ただ、ネーブルみつけは当初から

50 万人を目標としているので維持のために、関わる職員一同モチベーションを上げて今

後も取り組んでいきたい。 

（渡邉会長） 

・この会議では、5 万人というギャラリーみつけの評価を「プラスして評価してもよいので

は」ということで議事録に入れるということでどうか。それをどう表現するかは、事務局

で判断に任せます。 

 ＜異論反論なし＞ 

 

（黒﨑委員） 

・プリメイラの活性化について、具体的なアイディアやイベント決まっているのか。 

（市） 

・まだイベント等の具体的な方策は取っていない。 

（坂田委員） 

・プリメイラは第一ニットの工場の敷地の中にあるため、外から分かりづらく、出入りも難

しい。また、第一ニットの社員が休日交代して出勤して運営しているので、あまり多くの

お客様がきても対応しきれない。 

・市がどう考え、関わっていくのかが問題。リニューアルはしたが認知不足である。あの場

所にあっていつでも入れると言うことを、市の発信力でどう発信していくかを考える必

要がある。 

（市） 

・リニューアル後は担当課の腰の入れ方、モチベーションが違ってきているので期待しても

らいたい。イベント云々よりも、しっかりその存在を発信してく必要がある。 

・市の考えとしては、市民にもっと来てもらいたい。市民が来て「良いものが売っている」

ということを知り合いに話し、その親戚の人がお盆に来た時に寄って行く。そういった口

コミによる地道なつながりが、一番効果があるやり方だと考えている。 

（坂田委員） 

・工場の中に一般の人が入っていくという、入りにくさがある。 

（植村委員） 

・プリメイラの看板は出ている。春・秋のニットまつりの時は混んでいて入れないくらいで

ある。 

（坂田委員） 

・イベントの時は入っていいと分かるが、平日はお客様がいない。また、従業員をずっとつ

けておくのも難しい。 

（三藤委員） 

・自分の会社が近くにあるが、知らなかった。ニットまつり以外でも使用しているのか。 

（市） 

・数年前から常設している。 

（植村委員） 
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・見附市の女性は知っている人も多いのでは。入口はもっと大きい方が良いと思う。 

（木村委員） 

・市はどのように関わっているのか。 

（市） 

・そういった店を作る際の補助金等で関わっている。商品は、第一ニット以外にも市内のい

ろんなメーカーの商品を扱っている。 

（黒﨑委員） 

・雰囲気はとても良い。入りにくさの問題や、ＳＮＳ告知でいっぺんにお客様が来た場合に

スタッフが対応できないといった問題などあるが、良いものなので上手く使っていけば、

地元の人が口コミで連れてきたり、市外の人がプリメイラを目指してやって来ると思う。 

（坂田委員） 

・アウトレットになりきれないという問題もある。見附のメーカーは他社ブランドを作って

いるのでそのままでは売れず、見附ニットとしてタグを付け替えて売らないといけない。

あまり外に出すぎるとブランドからクレームが来てしまう。 

（渡邉会長） 

・むしろそれは購入する人にとってはポジティブに捉えられるのでは。 

（坂田委員） 

・ニットまつりでは、残ったものを自分たちの工場の中で売るということで、ブランドの暗

黙の了解がある。逆にプリメイラのような売り場を作ってしまうと出すのが難しくなり、

作り手としては困ってしまう。 

（高橋委員） 

・五泉市も宣伝していて人気があるがどのように売っているのか。 

（坂田委員） 

・五泉はネーブルみつけと同じように、ふるさと村にて販売している。 

（渡邉会長） 

・女性や金融機関のみなさんに、ここから上手く発信してもらうということでいかがか。皆

でいい方法を考える場にしましょう。 

 

（３）見附市総合戦略の進捗状況について（資料３－１、２、３、参考資料） 

 

（高橋委員） 

・転入増加対策として具体的な施策はどのようなものを行っているか。 

（市） 

・表に主要な施策が出ているが、全てがその一つである。移住時の新築住宅補助 50 万円や、

コミュニティと協力した子育て支援など多角的に事業を実施し、全体として定住促進を

図り、この 165 の KPI で評価するシステムとしている。すべての事業がつながっていく

という考え方で見ていただきたい。 

（渡邉会長） 

・基本的に４つの柱という大きな考え方があって、これを推進するということと思う。 

（結城委員） 
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・地域活性化モデルの進展というところで 6 つ出ているが、持続可能な集落づくりはまさ

しく田井がその地域である。高齢化率が 37％ということでもう 10 年 20 年すると団塊世

代が亡くなり、人口が減ると考えられる。 

・希望の光として、放課後児童クラブをコミュニティとして運営しているが、夏休み期間は

ほとんどの家庭が共働きなので朝から晩まで預かっている。そういった子育て環境の充

実、両親が安心して働きに出かけられることが非常に大切で、うまく回っていると転入者

が増えるのではと期待している。具体的な内容をしっかり進めていくことが重要である。 

市が取り組んでいることは自分たちの集落の存亡にかかわることなので市の補助もいた

だきながら頑張ってやらなければと考えている。そういった意味でいろんな事業がつな

がっていくと感じる。 

（坂田委員） 

・そういうコミュニティであれば転出も減るし、転入者も増加する可能性もある。 

（結城委員） 

・期待してこういった事業を続けたい。 

（坂田委員） 

・7 月の末に市の補助を使ったインターンシップで、東京のファッション学院から十数人来

てくれるようになった。新潟にもそういった専門学校はあるが、ニット学科に入学者がい

ないという状況。インターンで来たい人たちはいる。そういう人たちが見附に就職してく

れればまたいいのでは。 

（渡邉会長） 

・今のような意見は指標などのヒントとして考えるということで大変前向きな話である。 

 

（植村委員） 

・子育て支援について。保健員として生後 2か月の赤ちゃんを訪問しているが、長岡への通

勤に便利だという理由で見附に住んでいる人も多い。その中では見附の子育て支援は充

実していると言っている。ネットで支援内容を見ることができ、訪問時には宣伝もしてい

るが、私たちが子育てしていた時と比べて本当に支援が充実している。出生前から中学卒

業までの間で、どんな話でも相談できる場が用意されており、お母さんにはとっても良い

環境である。 

（坂田委員） 

・人口増に繋げるための大きなＰＲができれば。 

（植松委員） 

・お母さんたちは横のつながりがある。長岡の支援センターでも子供を遊ばせられるため、

そこで知り合ったお母さんと見附がいいという話になるかもしれない。 

 

（三藤委員） 

・20 年ほど前に反田保育所に子どもを預けていた。当時は地域系保育園の保育料は安かっ

たと記憶している。現在は学校区ごとにまんべんなく保育所が配置されているが、受け入

れの状況と、費用の差があるのかを聞いたい。 

（市） 
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・地域系保育園では設備の違いはあるが料金は定額。認可保育園は私立公立関係なく、親の

所得に応じて保育料は決まっている。 

・少子化で絶対数が減っているため、今までのサイズの施設は縮小傾向だが、都会のような

待機児童はいない。また、見附は０歳児の受け入れも厚く行っている。０歳１歳児は手が

かかるため雇用を多く必要とするが、子育てしやすい場所ということが選択される理由

と考えている。全体的には公立から民営化に流れである。 

・庄川保育所が廃所されたが、距離的不便はかけていない認識である。 

（三藤委員） 

・見附市は他市と比べて大規模な住宅開発があり、転入者が多い。私は第 3 次総合計画の際

の委員でもあるが、過去 20 年間に平均 123 世帯増え続けたことで子どもも増えている。

今後、幼稚園保育所の受け入れ態勢が必要となった時には、即座に対応できるものか。 

（市） 

・今日行って明日は難しいが、ハード的な余力があるので対応は可能と考える。また、産業

団地内に新しい民間の企業内保育施設を開設予定であると聞いている。十分耐えきれる

キャパシティがあると考えている。 

（結城委員） 

・田井小地域の人口は減っているが世帯数は増えている。子供たちは転出しても老人は残る

ので世帯数の減少は少ない。また特別養護老人ホームが三つあり、そこに入所すると１世

帯とカウントされている。世帯数と人口はそう言った面もある。 

・今年田井小学校には４人入学したが、どの子も別の地区の保育園に通っていた。お母さん

たちは保育園を選択しているので、地域に設置したからといって必ず入るわけではなく、

多様化している。ただ、受け皿としてはもう十分では。 

（市） 

・集落の話が出たが、今、市街化調整区域に家が建てづらいという都市計画法上の壁がある。

市長が常々言っているが、周辺部の存続を阻害している施策である。高度成長期に調整区

域に住宅を建てることを抑制するために都市計画法が作られたが、時代が変わり、今は集

落の死滅への口実となっている。この部分に関して今チャレンジしていて、具体的にいつ

とは言えないが、新たな人が入ってこられるような形にする方向である。伝統などを守っ

ていくために人口を貼り付ける施策行っている。 

 

（渡邉会長） 

・資料３－２、３－３について意見を、特に３－３の未達成の再評価について意見を頂戴し

たい。④小児生活習慣予防受診者の割合についてはどうか。受診してもらえないものなの

か。 

（結城委員） 

・私の現役時はなかったのではないか。これは全学年が対象か。 

（市） 

・特定学年の小学校４年生と中学校１年生が対象である。 

・血液を採取するということから同意制であり、親御さんから同意を得られない場合があ

る。現場の報告書を見ると中学校１年生が３％程度下がっている。考察として、小４時の
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結果が良くなかった場合に中１の受診を断る場合があること、または、小４年時に指導が

入った子は医療機関で継続して診療しているため断る場合があると考えられる。 

（重信委員） 

・継続診療者はこの数字に含まれないのか。 

（市） 

・学校で受診しないと含まれない。 

（渡邉会長） 

・大変いい施策なので、この数字をどう評価するかである。強制ではないので 100％は困難

である。目標値 90％が妥当なのか、ということになるのでは。87％という数字を○にす

るか△、×と考えるか。 

（木村委員） 

・前回の数字と比較してはどうか。下がっていれば悪化したと考えられる。その見方で△と

×をふりわけてはいかがか。 

（渡邉会長） 

・いまの木村委員の前回比較で考えるという意見はどうか。 

＜委員了解＞ 

（市） 

・経過を見ていくという事が大切。Ｈ32 年までに達成させられるようにしていくことが重

要であると考える。 

 

 

（４）地方創生関係交付金に係る事業の実施状況について（資料４） 

 

（渡邉会長） 

・行政として非常に優秀で、地方創生資金を活用しているという報告であったが、質問や意

見はあるか。今までの大きな流れの中から整合性をとって進めているものと捉えている。 

（重信委員） 

・空き家バンクの閲覧数があるが、成約実績はどうか。 

（市） 

・H28 年度から今年度にかけての登録数は 20件である。従前も含めたうち成約件数は７件。

また、豊かな住まいへの改修後は 5 件の成約実績であり、リニューアルの効果があったと

いえる。 

（三藤委員） 

・空き家バンクに上がってくる物件は売るには厳しい条件の物件ばかりだが、これだけ売れ

ているのは評価できる。他の不動産協会からは驚かれている。おそらくどこの市町村と比

べてもここまできめ細やかに作っているところは少ないのでは。 

 

６．閉会 

  

以上 


