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１．これまでの議論の経緯

令和２年７月１７日 第１回 見附市まちづくり総合審議会【ステップ１】
・ 市長からの諮問

・「策定方針」の審議

９月２８日 第２回 見附市まちづくり総合審議会【ステップ２】
・「前期基本計画」、「第１期総合戦略」の評価検証

・「見附市人口ビジョンの見直し」の審議

１１月 ９日 第３回 見附市まちづくり総合審議会【ステップ3-1】
・「後期基本計画」施策体系、重点プロジェクトの審議

令和３年１月１２日 庁内策定会議

１月１８日 第４回 見附市まちづくり総合審議会【ステップ3-2】

・「後期基本計画」「第２期総合戦略」素案の審議

これまでの議論を踏まえ庁内にて素案の策定

(審議会で頂いた主な意見)
・ 市内の診療所などの医療機関が減少していることへの対応
⇒基本目標１ー基本施策（１）ー主要施策②に反映（P53）
・ 出生数増に向けて働きながら子育てしやすい環境づくり
⇒基本目標２－基本施策（１）子育て環境の充実に反映（P89～91）
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２．後期基本計画・第２期総合戦略策定のポイント

① 現計画（前期基本計画・第１期総合戦略、以下同じ）策定以降の社会経済環

境の変化を踏まえ、これまでのまちづくりを継続・発展していくために、今後

５年間のまちづくりの重視すべき方向性として３つの視点を設定。

１．スマートウエルネスみつけの推進 【健幸（ウエルネス）の視点】
２．ＳＤＧｓ未来都市の実現 【持続可能なまちづくりの視点】
３．Ｓｏｃｉｅｔｙ（ソサエティ）５．０の実現【デジタルテクノロジー活用の視点】

② 全ての施策にＳＤＧｓの考えを反映。

③ 現計画期間の進捗・分析を踏まえ、「見附市人口ビジョン」を改定。

④ 「総合戦略」を「総合計画後期基本計画」に包含し、一体的に策定。
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（１）計画の構成①

【序・論】

第１章 計画の概要

１ 計画の策定にあたり

２ 計画の位置付け

３ 総合計画の構成と期間

第２章 計画策定の背景

１ 社会経済環境の変化

２ まちづくりに対する市民の意識～まちづくり市民アンケートより～

３ 前期基本計画の進捗状況

４ 第１期総合戦略の進捗状況

５ 見附市の人口の見通し～見附市人口ビジョン（Ｒ２改定）より～

６ 土地利用から見たまちづくりの方針～「見附市立地適正化計画」より～
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（１）計画の構成②

【後期基本計画】

第１章 後期基本計画策定にあたっての３つの視点

第２章 総合計画全体の体系

第３章 重点プロジェクト

第４章 第２期見附市総合戦略

第５章 個別の施策

１ 人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり

２ 産業が元気で活力あるまちづくり

３ 安全安心な暮らしやすいまちづくり

４ 人が育ち人が交流するまちづくり

５ 行政経営計画（第８次行政改革大綱）
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】①

第１章 計画の概要

１ 計画策定の趣旨（P7）

・これまでのまちづくりが市民からも高い評価いただいていることから、

現計画の基本的な考え方を骨格として、現計画策定以降の社会経済環境

の変化も踏まえ、これまでのまちづくりを継続・発展させていく計画

とします。

２．計画の位置づけ（P8）

・総合計画は、市政運営の方向性を示す最上位計画。

・「教育大綱」、「行政経営計画（第８次行政改革大綱）」を包含。

・「第２期見附市総合戦略」を総合計画に包含し、一体的に策定。

３．計画の構成と期間（P9～11）

・計画の構成は「基本構想」（10年間）－「基本計画」（５年間）となっ

ており、基本計画部分（後期基本計画）を策定。

・計画期間は令和３年～令和７年の５年間。

【ステップ１】策定方針
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】②

第２章 計画策定の背景

１ 社会経済環境の変化（P12～13）

現計画策定以降の特に以下の社会経済環境の変化を踏まえて策定。

（１）人口減少・少子高齢化の進展
…県内の自治体の中では低い水準にありますが、現計画策定以降も人口減少・少子高齢化が
進展。国の推計でも今後もその傾向は続いていきます。

（２）地方創生・地域間競争

（３）人生100年時代への対応
…「人生100年時代」が近づく中、健康寿命の延伸など対応が必要です。

（４）デジタルテクノロジーの進歩
…AI、5G、IoTなどデジタルテクノロジーが急速に進歩しています。人口減少が進む中でデ
ジタルテクノロジーの活用が求められています。

（５）新型コロナウイルス感染症など新たなリスクへの対応
…新型コロナウイルス感染症の発生により社会経済活動に深刻な影響を受けており、その
影響をできるだけ抑えるとともに、ウイズコロナ・アフターコロナへの対応が必要です。

（６）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の意識の高まり

【ステップ１】策定方針
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】③

第２章 計画策定の背景

２ まちづくりに対する市民の意識 ～まちづくり市民アンケートより～（P14～17）

① 見附市は住み良いまちか
…H26から3.3ポイント増加し約９割の方が住み良いと評価しています。

② 施策の満足度
…満足度（満足+やや満足の合計）が高い施策と低い施策は以下の通りです。

調査年度 住み良い
どちらかといえば住み良い

住みにくい
どちらかといえば住みにくい

平成26年度 ８７．０％ １０．４％

平成28年度 ８７．８％ １０．０％

平成30年度 ８７．７％ １１．６％

令和２年度 ９０．３％ ７．８％

満足度が高い項目 満足度が低い項目

消防や救急時の体制 84.0％ 働き場所の豊富さ 34.4％

ごみや下水道などの衛生環境 81.4％ 観光・レクリエーション施設の充実 36.8％

健康運動教室など健康づくり事業 76.1％ ICT（情報通信技術）の整備状況や体制 52.0％

防犯対策や治安の維持 74.7％ 道路除雪や消雪パイプの充実 52.8％

高齢者のための保健・福祉サービスの充実 74.5％ 公園や緑地、広場などの充実 57.1％

【ステップ２】評価検証
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】④

第２章 計画策定の背景

３ 前期基本計画の進捗状況（P18～20）

・前期基本計画では基本目標１～４の基本施策単位で39項目の指標(R2目標)を設定。

・R1(市民アンケートはR2)までの進捗では、「目標達成」と「数値向上」の合計が

34項目（87.1%）となっており、計画の進捗は順調に推移しています。

・「出生数の維持」は計画期間で１度も目標達成できず、今後に引き継がれる課題です。

４ 第１期総合戦略の進捗状況（P21～22）

・第１期総合戦略では「具体的な施策」ごとに重要業績指標（KPI）を171設定。

・「達成済」、「達成見込み」、「数値向上または維持」が、全体の83.1%を占め、計画は

順調に推移しています。

・残された課題については、第２期総合戦略において引き続き取り組んでいきます。

目標達成 数値向上 数値維持 数値悪化 合計

指標数 28項目 ６項目 2項目 ３項目 39項目

割合 71.7% 15.4% 5.1% 7.8% 100%

【ステップ２】評価検証

【ステップ２】評価検証
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】⑤

第２章 計画策定の背景

５ 見附市の人口の見通し ～見附市人口ビジョン(R2改定)～（P23～31）
社人研の最新の「人口推計」(H30.3公表、H27国調に基づき推計)を基準に、現計画策定以降
の人口の推移・評価分析、今後のまちづくりの方向性を踏まえ、目標値の修正を行い、将来
人口を推計。

① 将来人口(R22年(2040年))：32,086人（改定前:34,365人、社人研:30,908人）

② 出生数(/年)の目標(R2～6)：250人 ※5年ごとに5人減（改定前:300人/年）

・今後の若年女性(20～39歳)の減少(R2:3,411⇒R22:2,354)、これまでの出生数・率から設定。
・国の目標「希望出生率1.8」をR17～22年での達成を目指します。

R2 R7 R12 R17 R22

人口ビジョン(R2改訂) 39,128人
(39,212人)

37,426人
(37,547人)

35,692人
(35,857人)

33,889人
(34,086人)

32,086人
(32,308人)

社人研推計(H30) 39,030人 37,213人 35,339人 33,129人 30,908人

【ステップ２】評価検証

R1(参考) R2～６ R7～11 R12～16 R17～21 R22

出生数 234人 250人 245人 240人 235人 230人

出生率 1.39 (1.45)1.49 (1.54)1.57 1.65 (1.78)1.79 (1.95)1.96

○ R2年10月の推計人口・人口移動をもとに、推計値・目標値を修正しました。
※ これまではR2年6月時点の推計人口・R1年度までの人口移動をもとに推計。
○ 出生数・社会動態の目標など、改定の基本的な考え方に変更はありません。

※出生率は各５年間の最初の年の値
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【序・論】⑥

第２章 計画策定の背景

５ 見附市の人口の見通し ～見附市人口ビジョン(R2改定)より～（P23～31）

③ 社会動態(/年)の目標：年間40人の社会動態改善（改定前:40人/年の改善）
・出生数などまちづくりに影響の大きい「20歳代」、「30歳代」の改善を目指します。

・具体的な目標数値は、過去６年間の平均値からそれぞれ20人の改善した数値とします。

６ 土地利用から見たまちづくりの方針 (P32)
人口減少・高齢化が進展しても「都市部と周辺地域が持続可能な歩いて暮らせる健幸都市」

の実現を目指して、「見附市立地適正化計画」を策定し、「都市機能誘導区域」、「居住誘導
区域」、「地域コミュニティゾーン」を設定し、居住や生活サービス施設の誘導を図ることと
しています。

H27～R2
の平均値 改善数 目標値

20歳代 (▲80人)▲70人 +20人 (▲60人)▲50人

30歳代 (▲10人)±0人 +20人 (＋10人)＋20人

【ステップ２】評価検証

※ R2の社会動態改善（20歳代：▲52人、30歳代：＋32人）を反映し、目標値を上方修正。
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】①

第１章 後期基本計画策定にあたっての３つの視点（P36,37）
現計画策定後の社会経済環境の変化や国の地方創生の方向性を踏まえ、後期基本計画のまちづ

くりの方向性として３つの視点を設定しました。

１ スマートウエルネスみつけの推進【健幸（ウエルネス）の視点】
・人生100年時代が近づく中で、「健康長寿の実現」が、人間の幸せで最も重要な要素。

・今後も、全ての政策分野に「健幸（ウエルネス）」を取り入れた、「スマートウエルネスみ
つけ」の実現に向けたまちづくりを推進していきます。

２ ＳＤＧｓ未来都市の実現【持続可能なまちづくりの視点】
・世界共通の目標であるＳＤＧｓの実現に向けて、国や企業でも取り組みが広がっており、
見附市も令和１年７月に国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。

・全ての政策分野でＳＤＧｓのゴールを共有し、「誰一人取り残さない、持続可能な地域」
「ＳＤＧｓ未来都市」の実現に向けて取り組んでいきます。

３ Ｓｏｃｉｅｔｙ(ソサエティ)5.0の実現
【デジタルテクノロジー活用の視点】

・人口減少・少子高齢化が進展するなか、社会的課題を解決していくためには、デジタルテク
ノロジーを最大限活用していく必要があります。

• ・様々な分野でデジタルテクノロジーを積極的に活用していくことで、ゆとりを生み、質
• の高い生活を送ることが出来る、人間中心の社会「Society5.0」の実現を目指します。

【ステップ１】策定方針
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】②

【後期基本計画策定にあたっての３つの視点 イメージ図】
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】③

第２章 後期基本計画の体系（P38～42）
① 施策体系は、前期基本計画の体系を踏襲し、行政分野（基本目標）別に整理した「基本施策ー
主要施策ー主要事業」と行政分野を横断して総合的・重点的に取組む「重点プロジェクト」に
整理。

② 主要施策単位で重点プロジェクトとの関係を整理(P39,40)。

③ 基本施策単位で令和７年度に達成すべき指標を設定。

④「総合戦略」と一体的に策定することから、主要事業単位（基本目標５は一部）でKPIを設定。

【ステップ３－１】施策体系
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】④

第２章 後期基本計画の体系
⑤ 基本施策単位で目指すＳＤＧｓのゴールを整理。（P41）

【ステップ３－２】計画素案
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑤

第３章 重点プロジェクト（P43～48）

１ 新型コロナウイルス感染症の克服【新規】
・新型コロナウイルスの感染拡大防止、影響を受けた市民生活・地域経済の再生。

・ウイズコロナ・アフターコロナに対応した環境整備。

２ デジタルテクノロジーの活用【新規】
・行政・民間の様々な分野でデジタルテクノロジーの活用。

・市民誰もがＩＣＴを利用できる環境整備の取り組みを推進。

３ 賑わいのあるまち

４ ソーシャルキャピタルの高いまち

５ 健幸な住まい環境の推進

６ 地域包括ケアシステムの構築

７ 生きがいが持てる雇用と活躍の場の充実

８ ふるさと魅力を磨く人材の育成

９ 人口ビジョンの達成 ～若者に選ばれる・出産子育てしやすいまちづくり～

【ステップ３－１】施策体系
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑥

第４章 第２期見附市総合戦略（P49,50）

１ 第２期総合戦略の位置づけ
・出生数の減少や社会動態の改善など諸課題への継続した取り組みと社会経済状況の変化を踏ま
えた計画とします。

・総合計画と目指す将来像や多くの施策が重複していることから、後期基本計画と一体的に策定
し、総合戦略として取組む事業を明確化し、主要事業単位で各年度別のＫＰＩを設定します。

・進行管理・検証は、行政評価委員会(庁内)、まちづくり総合会議(外部委員)で行います。

２ 国の第２期総合戦略との整合性
・国の総合戦略の目指すべき将来、基本目標などを共有し、整合性をとって策定します。

●国の第２期総合戦略の新たな視点
① 地方へのひと・資金の流れの強化（関係人口、寄付等）
② 新しい時代の流れを力にする（Society5.0、SDGs等）
③ 人材を育て活かす
④ 民間と協働する
⑤ 誰もが活躍できる地域社会をつくる
⑥ 地域経営の視点で取組む

●国の令和２年度改訂内容
①感染症が拡大しない地域づくりと対応強化
② 地方においてテレワークを着実に定着・拡大
③ 内外の人材を活用して地域経済・社会を活性化
④ 地方のデジタル化を推進

KPIの設定などに反映
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑦

第５章 個別の施策（P51～）

「後期基本計画策定にあたっての３つの視点」、「現計画の進捗・評価検証」、「人口ビジョ
ンの改定」等を踏まえ、施策・事業・指標の見直し（修正、追加、統合・削除）を行いました。

● 施策体系の見直しの内容

● 施策見直しのポイント
◯ 基本目標１：地域包括ケアシステム構築に向けたＩＣＴの活用、ＩＣＴ利用環境の普及。

市内への診療所などの医療機関の誘致。

◯ 基本目標２：継続して起業・商工業・農業者を支援し、地域経済活性化、儲かる農業の実現。

◯ 基本目標３：コンパクトシティの形成・都市機能の誘導を図るため駅前整備事業の推進。

◯ 基本目標４：子育て世代への経済的負担軽減など子育て・教育環境の充実。

人口減対策として、定住人口増とともに関係人口拡大に取り組む。

◯ 基本目標５：市民サービス向上・行政事務の効率化に向けてＩＣＴ等を積極的に活用。

前期基本計画 修正なし 修正 追加 統合・削除 後期基本計画

基本施策 ２６ ２５ １ ０ ０ ２６

（指標） ４２ ３６ ５ ２ １ ４３

主要施策 ６８ ６４ ４ ３ ０ ７１

主要事業 １７７ １２３ ４３ １２ １１ １７８

・ 素案作成作業の中で再度精査を行い、一部事業・指標の修正、追加、統合・削除を行いました。
・ 前回「検討中」の指標の目標値を設定しました。
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑧

１ 人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり①（P51～62）

・（１）指標①要支援・要介護認定率：１８．８％ ← １９．２％

・（２）指標②悠々ライフ参加延人数：7,000人/年 ← 6,500人/年

・ 主要事業の修正（ （２）－③－１ ）
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑨

１ 人と自然が共生し健やかに暮らせるまちづくり②（P51～63）

・

・（３）指標①【現状】：８６９ｇ ← ８６７ｇ

・（３）指標②【現状】：１５．０％ ← １５．４％
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑩

２ 産業が元気で活力あるまちづくり（P64～72）

・ 主要事業（３事業）の修正（ （３）－①－１,３、（３）－②－２）
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑪

３ 安全安心な暮らしやすいまちづくり①（P73～88）
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑫

３ 安全安心な暮らしやすいまちづくり②（P73～88）

・

・ （５）指標①コミュニティバス利用者数：217,000人 ← 検討中

・ （６）指標①健幸住宅数：累計1,585件 ← 検討中

・ （６）指標②増加住宅数：160件/年 ← 検討中

・ （７）指標①水道老朽管更新延長：1.5km/年 ← 4km/年

・ （７）－②主要事業「除雪ボランティアを支援します」を主要事業１に統合
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑬

４ 人が育ち 人が交流するまちづくり①（P89～107）

・

・ 基本施策（１）指標①を人口ビジョンに合わせて修正：R７目標２４５人（R３～６目標２５０人）

・ 主要事業（４事業）（（１）－①－３、（２）－①－１、②－１,２）の修正

・ 基本施策（２）指標①，②の【現状】を修正（ともに「児童・生徒とも国・県平均以上」に）



25/28

３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑭

４ 人が育ち 人が交流するまちづくり②（P89～107）

・

・基本施策（３）指標①の目標修正：現状維持 ← ２．７人

・基本施策（３）指標②の目標修正：９０％以上 ← ９０%

・主要施策の修正（（３）－②）

・主要事業の修正（（３）－②－２）

・主要事業の移動（（４）－①→（４）－②）
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑮

４ 人が育ち 人が交流するまちづくり③（P89～107）

・

・ （７）指標①20代・30代の社会動態の具体的な目標値：▲３０人 ← ▲５０人

・ （７）指標②関係人口：4,000人 ← 検討中
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３．後期基本計画・第２期総合戦略素案の概要
（２）計画の概要【後期基本計画】⑯

５ 行政経営計画（P108～118）

・

・ 基本施策（２）に主要施策④「新たな収入の確保を図ります」、主要事業１「企業版ふるさと納税
やふるさと納税など新たな収入の確保を図ります」を追加。
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４．今後の策定の流れ

１月１８日 第４回 見附市まちづくり総合審議会

１月２１日 市議会議員協議会

１月２８日～２月２８日 パブリックコメントの実施

…市民の皆さんから素案に対する意見を募集

３月１８日 第５回 見附市まちづくり総合審議会

３月中 計画の策定・公表

※令和３年度～「見附市まちづくり総合会議」で総合計画・総合戦略の進捗管理


