
地方創生関係交付金 関連事業の
効果検証について（Ｈ30）

令和元年8月21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（H30事業費内訳）

・中古住宅診断、リフォームプラン作成等（6,000千円）

・住宅情報(空き家バンク)発信ホームページ整備（1,500千円）

・住宅情報プロモーションＣＭ作成等（800千円）

・ウエルネスタウンプロモーション委託 ほか（9,700千円）

☆実施年度 平成２８～３０年度

☆総事業費 72,000千円（H30年度18,000千円）
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【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(H27年2,900件⇒H30年18,300件)

・建築士による中古住宅診断を８棟で実施し、
合格した６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H30年実績
９件)

「豊かな住まい」リニューアル

リフォームプランの一例
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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
・ケーブルＴＶやＪＲ車両内トレイルチャンネルなどによりＰＲ動画の制作・放送

・住宅会社２社によるモデルプランの作成・ＨＰ掲載

・google検索サイトにて、「見附市」「土地」などの検索ワードによるリスティング広告

の掲載 など

ケーブルTVハウジング番組の作成・放送 区画別モデルプランの作成 Google広告（リスティング広告による
ウエルネスタウンHP広告）
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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）

実績値
（H30）

目標値
（H30）

評価

市外から転入した人数 870人 981人 920人 ◎大幅に

目標達成

空き家バンクの閲覧件数 2,000件 18,300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 29件 20件 ◎大幅に

目標達成



☆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（H30事業費内訳）

・見附今町・長岡中之島大凧合戦への観光誘客（1,405千円）

・北越戊辰戦争ゆかりの地のＰＲ、バスツアー、ＴＶ番組「峠王クイズ選手権」

制作、ハンドブック作成など（3,120千円）

・国営公園との連携による観光誘客（350千円）

・シティプロモーション動画（2,400千円）

☆実施年度 平成２８～令和２年度

☆総事業費 26,875千円（H30年度7,275千円）
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☆取り組み状況

・ＴＶ番組「峠王クイズ選手権」制作

（UX新潟テレビ21「峠」王プロジェクト

2018にて、林 修先生が司会者として

出演）

【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

北越戊辰戦争

・シティプロモーション動画の宣伝を

映画フライヤー風に制作・配布

定住促進
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重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H30）

目標値
（R2）

評価

見附市観光入込客数 1,300,000人 1,719,720人 1,650,000人
◎大幅に

目標達成

【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（H30年度7,000千円）

（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 7社 1,700,000円

合計 19社 3,400,000円

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H30）

目標値
（H30）

評価

コミュニティバス利用者数 118,044人 182,155人 190,000人
○未達成も
数値上昇

コミュニティバス待ち時間
（運行間隔）

35分 28分 20分
○未達成も
数値上昇



☆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。また全１１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（H30事業費内訳）

・地域コミュニティ組織の運営経費（61,972千円）

・市内１１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～令和１年度

☆総事業費 169,964千円（H30年度61,972千円）
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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月に見附町部西地区コミュ
ニティ組織が設立され、市内11カ
所全地区でコミュニティ組織が立
ち上がり、市内全域100％となった。
全11地区の活動支援とふるさと
センターの維持管理を行っている。

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H27）

最新値
（H30）

目標値
（R1）

評価

コミュニティ組織の活動地区数 ９地区 １１地区 １１地区 ◎目標達成

ふるさとセンター整備数 ９地区 １１地区 １１地区 ◎目標達成

見附町部西地区スマイルコミュニティ
ふるさとセンターがネーブルみつけ内に完成

見附町部西地区コミュニティ
オープニングイベント開催



☆概要

一般社団法人 見附市観光物産協会として運営組織・事務局体制を整備し、

平成30年４月から本格的に活動をスタートさせた。また全国公募による新事務

局長が平成30年７月より着任し、新事務所の整備やネーブルみつけ内の「みら

い市場」をリニューアルした。
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☆主な内容（H30事業費内訳）

・観光振興事業、物産振興事業、定住・まちなか賑わい事業など（32,867千円）

・ネーブルみつけ内に「新事務所」開設（11,000千円）、「みらい市場」の改装・

リニューアル（8,000千円）

・インターネットショッピングモール「どまいち」のＨＰ改修(7,500千円)

☆実施年度 平成３０～令和２年度

☆総事業費 133,981千円（H30年度59,367千円）

【Ⅴ】多様な観光物産資源を活用した地域商社組織化事業①
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☆取り組み状況

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H29）

最新値
（H30）

目標値
（R2）

評価

観光の来訪者数 1,500,000人 1,719,720人 1,650,000人 ◎大幅に目標達成

インターネットショッピングモー
ル「どまいち」販売金額

1,700万円 1,296万円 2,000万円 △現時点で減少

物産アンテナショップ
「みらい市場」販売金額

8,000万円 7,588万円 10,000万円 △現時点で減少

【Ⅴ】多様な観光物産資源を活用した地域商社組織化事業②

みらい市場リニューアル

インターネットショッピングモール
「どまいち」ＨＰリニューアル



☆概要
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。また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。なお、

これらのヘルスケア事業について、事業者とは成果連動型手法を用い、民間

アイデアの活用や兵庫県川西市、千葉県白子町などと連携して実施する。
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☆主な内容（H30事業費内訳）

・健康運動教室の新規獲得、退会者の抑制を図る取り組み（32,996千円）

・健幸ポイント参加者の新規獲得、歩数の増加を図る取り組み（17,426千円）

☆実施年度 平成３０～令和４年度

☆総事業費 267,001千円（H30年度50,422千円）

【Ⅵ】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①
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☆取り組み状況

重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

計画当初
（H29）

最新値
（H30）

目標値
（R4）

評価

医療費の抑制 — — △3,510万円 未評価

介護リスクの抑制率 17.1％
△3.3％抑制
（17.7％）

△15％抑制
○現時点で目標に
向け上昇

プログラム参加者数 2,450人 250人増 700人増
○現時点で目標に
向け上昇

健康運動教室

【Ⅵ】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②

健幸ポイント
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今年度から取り組む関連事業について(R1～)

・物件の掘り起こしと調査、建築業界・金融機関等と連携した流通に向けた情報

整理、住宅情報の発信などにより、中古住宅市場の流通量を増加させる取組み

を行う。

⇒令和元年度7月までに、新たに12件の物件を空き家バンクに掲載

・見附市の情報発信、首都圏からのＵＩターン促進、若年層を主な対象とした

見附市への愛着心の醸成などにより、移住・住み替えを促進させる。

⇒市内で働く若手社員を対象とした異業種交流会を10月に

開催予定

・市民の意識を高めるための周知、市外への情報発信などにより、

住宅の高性能化を先導・促進する取り組みを行う。

⇒住宅の高性能化によるメリット（資産価値が高まるなど）

を説明したパンフレット「ちょっとまって！」を5月に作成・啓発

【Ⅶ】住宅環境の整備を軸とした首都圏一極集中の抑制及び魅力ある地方都市像
の形成促進事業

☆主な内容


