
地方創生関係交付金 関連事業の
効果検証について（Ｈ29）

平成30年8月24日
第１回見附市まちづくり総合会議
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資料４－２



☆概要

定住人口の増加に向けて、市外からの転入者増と合わせて空き家

情報の収集と情報発信を強化することにより住み替え誘導を図る。
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【Ⅰ】 住みたくなるための住宅環境の整備①

☆主な内容

・中古住宅診断、リフォームプラン作成等

・住宅情報(空き家バンク)発信ホームページ整備

・住宅情報プロモーションＣＭ作成等

・ウエルネスタウンプロモーション委託 ほか

☆実施年度 平成２８～３０年度

☆総事業費 72,000千円（H29年度29,000千円）



3/16

【Ⅰ】 住みたくなるための住宅環境の整備②

☆取り組み状況

・H28年度に見附市空き家バンクを、中古
住宅情報を総合的に発信するホームページ
「豊かな住まい」へリニューアルし、閲覧
数が向上(H29年実績15,300←4,300)

・建築士による中古住宅診断を10棟で実施し、
合格した９棟にリフォームのモデルプランを
付して空き家バンクに掲載(成約数H29年実績
７件)
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【Ⅰ】 住みたくなるための住宅環境の整備③

☆取り組み状況
・ウエルネスタウンみつけの分譲広告としてテレビＣＭの作成と放送、

パンフレット・チラシの作成

・ウエルネスタウン住宅展の開催（4/14～22）

1,348組 2,917人来場

東京駅でのデジタルサイネージ広告の様子
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【Ⅰ】 住みたくなるための住宅環境の整備④

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H29）

目標値
（H30）

評価

市外から転入した人数 870人 1,003人 1,020人
○現時点で
は未達成も
上向き

空き家バンクの閲覧件数 2,000件 15,300件 3,200件 ◎大幅に

目標達成

空き家バンクの活用件数
（成約件数/6年間の累計）

4件 20件 20件 ◎現時点で

達成



☆概要
中越地区１２市町村で組織化された「中越文化・観光産業支援機構」を中心

として継続的な取り組みを進める。
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【Ⅱ】 中越文化・観光産業支援機構による歴史資源・行政視察を
活用した広域観光（広域事業）①

☆主な内容
・見附今町・長岡中之島大凧合戦への観光誘客

・情報誌での観光広告企画の実施および観光ガイドブック・パンフレット類

の更新・配布

・戊辰戦争ゆかりの地のＰＲによる観光誘客

・国営公園との連携による観光誘客

☆実施年度 平成２８～３２年度

☆総事業費 26,875千円（H29年度6,000千円）
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☆取り組み状況
・「新潟中越ぐるっとさんぽ」

英語版の制作・配布

・イングリッシュガーデン、越後丘陵

公園などとのスタンプラリーの連携

【Ⅱ】 中越文化・観光産業支援機構による歴史資源・行政視察を
活用した広域観光（広域事業）②
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☆取り組み状況
・見附市を紹介するシティプロモーション動画を製作し、転入者から見附市
に移り住んでの感想を語ってもらい、市の施策や住みやすさを紹介

【ＳＴＯＲＹ】
IT企業に勤める洋平は都内アパートで家族4人暮らし。
新潟県出身の妻が見つけた見附市HPを見て、帰省がてら立ち寄ってみる
ことに。そこで出会った、見附市に移住してきた人たちから話を聞いていくと、
みつけの姿が見えてきて…

【Ⅱ】 中越文化・観光産業支援機構による歴史資源・行政視察を
活用した広域観光（広域事業）③
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重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H29）

目標値
（H32）

評価

見附市観光入込客数 1,300,000人 1,626,555人 1,650,000人
○現時点で
は未達成も
上向き

【Ⅱ】 中越文化・観光産業支援機構による歴史資源・行政視察を
活用した広域観光（広域事業）④

6月の大凧合戦

地元住民のガイドグループ「なびらーず」による
歴史名所案内の様子



☆概要

地域公共交通網の充実のため、市内の遊休市

有地に新たにコミュニティバス車庫を整備する。
Ｈ２９年３月現在６台体制で運行しているコミュ
ニティバスの運行時間の延伸や、運行間隔の短縮
により、利便性を高める。
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【Ⅲ】コミュニティバス車庫の整備①

☆主な内容
・H28 コミュニティバス車庫整備

・H29 消雪施設整備

・H30 外構工事

☆実施年度 平成２８～３０年度

☆総事業費 91,927千円（H29年度19,000千円）

（企業版ふるさと納税）
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【Ⅲ】コミュニティバス車庫の整備②

☆取り組み状況

・H29年4月からバス車庫の運用を開
始した。市内に拠点となる車庫を整
備したことでバスの増車を行わずに
運行間隔の短縮が可能となり、利便
性向上を図った

・企業版ふるさと納税を活用

《納税実績》

H28年度 6社 1,000,000円

H29年度 6社 700,000円

H30年度6月末 6社 1,600,000円

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H29）

目標値
（H30）

評価

コミュニティバス利用者数 118,044人 161,458人 190,000人
○現時点で
は未達成も
上向き

コミュニティバス待ち時間
（運行間隔）

35分 29分 20分
○現時点で
は未達成も
上向き



☆概要

市内１１番目の地区として「見附町部西地区」での地域コミュニティ組織を

設立。また既存１０地区の地域コミュニティ組織の活動支援およびふるさとセン
ターの維持管理
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【Ⅳ】地域コミュニティ組織の活動支援①

☆主な内容
・地域コミュニティ組織の運営経費

・市内10ヶ所の地域コミュニティ組織の拠点管理と活動支援

☆実施年度 平成２９～３１年度

☆総事業費 169,964千円（H29年度46,020千円）
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【Ⅳ】地域コミュニティ組織の活動支援②

☆取り組み状況
・H30.6月設立に向けて、設立

準備会を立ち上げ、「まちの

現状や目指す将来像」「基本

理念や組織体制」などを話し

合い、『見附町部西地区まち

づくり計画』を策定した。

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H29）

目標値
（H31）

評価

コミュニティ組織の活動地区数 ９地区
１１地区
（30.6月）

１１地区 ◎現時点で

達成

ふるさとセンター整備数 ９地区 １０地区 １１地区 ◎H30年度
達成予定



☆概要
「みつけイングリッシュガーデン」に、

新たに飲食物品販売施設を整備し、見附産
の魅力ある土産品の販売や来園者の休憩や
飲食を提供することにより、来園者の満足
度の向上と地元産品のＰＲを図る
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【Ⅴ】イングリッシュガーデンカフェの整備①

☆主な内容
・飲食物販販売施設「MEG CAFE 511+store」を整備

・営業販売を指定管理者へ委託

☆実施年度 平成２９年度

☆総事業費 88,300千円（H29年度のみ）

ＣＡＦＥ

ｓｔｏｒｅ
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【Ⅴ】イングリッシュガーデンカフェの整備②

☆取り組み状況

・「MEG CAFE 511+store」をH30年4月27日に

オープン

・オープンから６月末までの約２ヶ月で

1,613千円の売上げがあった

・物販コーナーでは市内17社と連携し、

お土産品の販売を展開

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H29）

目標値
（H32）

評価

観光バスツアー台数
（市内全体）

89台 124台 150台 ○上昇傾向

観光来訪者数 141,786人 140,939人 160,000人 △横ばい

カフェ物販施設の売上額 ―
1,613万円
(約2ヶ月)

6,800万円 ―
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【Ⅵ】今年度から取り組む関連事業について(H30～)

☆多様な観光物産資源を活用した地域商社組織化事業
・一般社団法人 見附市観光物産協会の運営組織・事務局体制の確立

・販売部門としてのインターネットショッピングモール「どまいち」と

物産アンテナショップ「みらい市場」の収益拡大に向けた環境整備

☆健幸まちづくりに向けた成果連動型手法(ＳＩＢ)を活用

した自治体連携ヘルスケアサービス構築事業(広域分)
・参加者が約1400人で頭打ちとなっている健康運動教室への参加者を

増やし、医療費の抑制や介護認定の低減を図る

・健幸ポイント参加者を増加させ、普段の生活の中で運動・健康への

意識を高めるとともに参加者の健康行動により生活習慣病を予防する

などポピュレーションアプローチを行う

・成果連動型の手法（ＳＩＢ）により、民間のアイデアと資金を活用し、

兵庫県川西市・千葉県白子町と飛び地での広域連携により実施


