
住んでいるだけで、健やかに幸せに暮らせるまち
「スマートウエルネスみつけ」の実現を目指して

住みたい、行きたい、帰りたい、やさしい絆のまち

MITSUKE CITY ◀見附のイメージキャラクター
「ミッケ」

見附今町・長岡中之島大凧合戦

見附まつり（花火大会）

みつけイングリッシュガーデン

道の駅パティオにいがた



みつけ 健幸の湯
ほっとぴあ

法務局をリノベーションした

芸術振興の拠点施設。仕事帰り

でも立ち寄ってもらえるように

夜10時まで開館しています。

【時間】10:00～22:00（月曜日休館）

【電話】0258-84-7755

見 附 市 の あ ら ま し

見附市の施設紹介「何度でも出かけたくなる交流の場」

市民交流センター
ネーブルみつけ

30年度入場者

48万人

撤退したスーパーをリノベー

ションし平成16年にオープン。

健康運動教室や子育て支援セン

ター等もあり、様々な人が利用

する交流の拠点施設です。

【時間】9:00～21:45（年末年始休館）

【電話】0258-62-7801

中・高齢者を対象とした健康運動教室。
健康増進事業を行います。

子どもの遊び場、パパやママの交流の
場としても人気の施設です。

4月にリニューアルオープン。ニットや
農産物等見附の逸品を販売しています。

人との触れ合いをテーマにした心あた
たまる喫茶コーナーもあります。

英国式庭園
みつけ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ｶﾞｰﾃﾞﾝ

30年度入園者

16万人

本格的な英国式庭園で、バラ

の季節には息を飲むほど美しい

光景が広がります。1,000種を

超える植物が彩る四季折々の

光景は感動的です。

【時間】8:40～日没（12～3月は閉園）

【電話】0258-66-8832

内閣総理大臣表彰を受賞した「ナチュ
ラルガーデンクラブ」が管理運営。

年間６万ポットを育苗し、公共施設
や学校などへ配布しています。

新施設「MEG CAFE 511+ store」。カフェレストランと見附の地元産品や、
お土産品、植物を販売する物販スペースがあります。

道の駅
パティオにいがた

30年度入場者

116万人

広大な芝生広場を備え、遠く

には守門岳・粟ヶ岳を望む絶好

のロケーションを誇ります。

災害時には、自衛隊やボラン

ティアの活動拠点になります。

【時間】9:00～21:00（年中無休）

【電話】0258-94-6211

地元農家が生産した新鮮な野菜などが
買える農産物直売所もあります。

人との触れ合いをテーマにした心
あたたまる喫茶コーナーです。

日本トイレ大賞（国土交通大臣賞）を
受賞したトイレも自慢の施設です。

見附市民ギャラリー
ギャラリーみつけ

30年度入場者

4万6千人

30年度入場者

20万人

平成28年8月に９種のお風呂

と遠赤外線サウナを楽しむこと

ができる施設としてオープン。

３階には県内屈指の規模を誇る

岩盤浴施設があります。

【時間】8:00～23:00（年中無休）

【電話】0258-86-1126

電気風呂やジェットバス、健康に良い
とされる炭酸風呂などが楽しめます。

多量の発汗とリラックス効果が期待
できる灼熱ロウリュウも人気です。
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見附市の主な取り組み①「住んでいるだけで、健やかに幸せに暮らせるまち」

スマートウエルネスみつけ
健康を維持するうえで、歩くことはとても有効です。

近年、東京都健康長寿医療センター研究所の研究で、1日

に2000歩で寝たきり、5000歩で認知症・心疾患・脳卒中、

7000歩でがん・動脈硬化、8000歩で高血圧症・糖尿病の

予防に効果があることが分かってきました。

見附市では、自家用車に頼らず、徒歩や公共交通を使って

生活できるまちづくりを進め、住んでいるだけで健やかに、

幸せになれるまち「スマート ウエルネス みつけ」の実現に

取り組んでいます。

道の駅パティオにいがた ネーブルみつけ

ギャラリーみつけ みつけ健幸の湯 ほっとぴあ

コミュニティバス

コミュニティワゴン デマンドタクシー

○見附のまちづくりのポイント Ⅰ
人との交流や歩数が自然と増えるまちに「外出したくなる施設」を３地区へ集約

３地区

商店街周辺、市役所周辺
市立病院周辺地域など

見附地区

商店街を中心とした
商業地域

今町地区

駅前東口･西口周辺
地域

見附駅周辺

外出したくなる魅力的な施設を公共施設や商業・医療施設がある３地区

に整備し、施設を集約。さらに３地区内で利便性の高いコミュニティバス

を走らせ、市民の足も確保。これらにより、複数の目的地を自家用車に

頼らず歩いて移動できるようにし、人との交流や歩数が自然と増えるよう

にしています。

○見附のまちづくりのポイント Ⅱ
自家用車に頼らず暮らせる「公共交通」

○まちづくりの成果

成果Ⅰ 施設の集客力
集客力のある施設を３地区に集約することで、施設と

商店街の回遊や賑わいづくりにつながっています。

平成30年度来場者数

・道の駅パティオにいがた １１６万人

・市民交流センターネーブルみつけ ４８万人

・みつけ健幸の湯ほっとぴあ ２０万人

成果Ⅱ 介護認定率の低さ
歩数や人との交流が自然と増える都市政策と健康施策

を組み合わせることで、県内でもトップクラスの介護

認定率の低さをキープしています。

介護認定率

・平成２５年～２７年の３ヵ年 県内 第２位

★コンパクトシティ大賞
★プラチナ大賞
★先進的まちづくりシティコンペ
★SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業

これまでの取り組みが評価され、まちづくりに関する全国的な

賞の最高賞を受賞しています。
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※開始時 Ｈ16実績（7月～）14,472人 （収支24.4%）

市内を循環するコミュニティバス
30年度利用者

182,155人

令和元年7月1日「SDGs未来都市」選定証授与式



見附市の主な取り組み②「選ばれるまちづくり、定住促進・空き家の有効活用」

ウエルネスタウンみつけ
「スマートウエルネスみつけ」

など、市が進める健幸施策を

具現化・見える化した住宅地。

産官学のトップが知恵を出し

合い、これからの地方都市に

必要な「景観」「健幸」に配慮

した先進的な住宅地です。

全国初の低コスト手法による県内唯一
の無電柱化された住宅地です。

幅広い世代のニーズに合わせた３つの
公園（広場）を整備。

小規模な学校の運動会に地域コミュ二
ティが参加しているところもあります。

中古住宅紹介サイト豊かな住まい

中古住宅紹介サイト「豊かな住まい」： https://sumai-mitsuke.com/

コシヒカリオーナー制度。田植えや
稲刈りなどの農業体験活動です。

毎年8人ほどがダナン市を訪問。その
後も積極的に国際交流活動に参加。

見附市の主な取り組み ③「市民との協働のまちづくり、人と交流するまちづくり」

歩行空間や開放的な街並みを確保する無電柱化。自然と人が集まりコミュニティ
が育まれるプロムナードなど、地方都市ならではの魅力にあふれています。

空き家の有効活用を通じて、見附市への定住を促進し、地域

の活性化を図る事業です。所有者から物件を登録してもらい、

購入・賃借を希望する人に情報を提供しています。新築ほど

コストをかけず、手に入れることができる、素敵な中古住宅の

情報を発信しています。

移住定住応援サイトHAPPINESSみつけ
見附市に移り住んできた方々のインタビューを掲載。移住を

考えている人が知りたい住まいや仕事などの情報が満載です。

定住促進サイト「HAPPINESSみつけ」： https://happiness-mitsuke.jp/

地域コミュニティの設立
市内全11の地域コミュニティ

と連携を図りながら、地域課題

の解決に取り組んでいます。

それぞれの地域独自の発想で

交通課題の解決や高齢者の外出

機会の創出、地域の活性化など

を進めています。

協働の景観づくり

市民団体が管理する「市民の森」は
自然観察の場としても人気です。

健康を維持するうえで、歩くことはとても有効です。見附市

では市民ボランティアと協働し、まちを花と緑で彩るなど自然

と外出し、歩きたくなるような景観づくりを進めています。

街路樹イルミネーション（全長2㎞）。
市民の寄附とボランティアで設置。

人と人との交流
ベトナムのダナン市に中学生を派遣し、市民レベルの交流も

進めています。また、見附市の魅力を市外の方にも知ってもら

おうと、農業体験を中心とした交流事業を行っています。

①活動拠点となる「ふるさとセンター」を設置し、専属の職員を
配置。

②活動資金として「ふるさとづくり活動交付金」を交付。
活動費：均等割23万円、人口割：200円程度／人

③コミュニティの活動で自由に使ってもらえるように10人乗りの
ワゴン車を1台貸与。運行はコミュニティに任せ、燃料・車検・
保険料などは市が実費負担。

市からコミュニティへの支援

小学校の通学路に長さ1.5㎞のアヤメ
街道を地域コミュニティが整備。

公共用地

52％

住民カバー率

100％

イルミネーション

県内最長2km

ダナン派遣中学生

延べ85人
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見附市の主な取り組み④「学校・家庭・地域が総がかりで子どもを育てる」

わくわく体験塾
夏休みを利用して学校間の枠を超えた異年齢交流活動を行い

互いに協力し、相手を思いやる心を育てる事業です。学校・

行政だけではなく、市内で活動している団体や個人、企業から

も講座の開設と運営に参加してもらい、わくわく・どきどき

する様々な体験を通じて児童生徒の健全育成に努めています。

中学生ボランティアも参加した土のう
積み訓練。

自衛隊が炊飯したご飯を使った避難所
炊き出し訓練。

共創郷育の推進

河川への流出量を従来の5分の1に抑え、
下流域の洪水被害を軽減します。

一度設置すればその後の操作は不要。
事業費も安く、効果が高い事業です。

見附市の主な取り組み ⑤「万一の災害発生に備えて、減災の取り組み」

小学生の 96％、

中学生の 92％ が

見附が好きと回答。

※住んでいる地域や見附市が
「とても好き」「好き」と
答えた児童生徒の割合。

自分の力で未来を切り拓き、たくましく生きていく力を養う

ため、学校と家庭、地域が総がかりで子どもを育てる「共創

郷育」を進めています。市内の全学校に「地域コーディネー

ター」という地域の方達を配置し、学校だけでは解決が難しい

課題に取組んだり、子ども達の教育に係わったりしています。

児童生徒共通アンケート
見附市では「ふるさと見附を愛する子ども」の育成を教育

目標の一つに掲げています。毎年度実施しているアンケート

で、住んでいる地域や見附をどう思っているか聞いています。

全市一斉の総合防災訓練
平成16年の「7・13水害」を

教訓に、毎年６月に市内一斉の

総合防災訓練を実施しています。

人口の４分の１以上にあたる

1万２千人が参加しているほか、

中学生ボランティアも各地域の

訓練に参加しています。

防災スクール
小中学生を対象に、災害が発生した際に危険となる個所の

確認や服を着たまま浮く練習、避難所生活を体験するため学校

で寝泊まりしたりと、災害への対応力を養成しています。

学校で寝泊まりする避難生活体験。

田んぼダム

小学生 中学生

オリジナル学習本の活用
オリジナル副読本「みつけ塾」全４冊を、 道徳や総合学習

等で活用しています。また、衣食住が健康にとっていかに大切

か分かり易く解説した「家族住まいるHandbook」を学習教材

の一つに取り入れ、日常の生活を見直す機会にしています。

服を着たまま浮く「着衣泳訓練」。

小学生による消火器操作訓練。 市消防本部とドクターヘリが連携した
傷病者搬送訓練。

87％

82％

96％

92％

H16 H16H30 H30

30年度参加者

3,941人

30年度参加者

12,220人

学校に関わった人

8,193人

オリジナル副読本

4冊

見附が好き

90%以上

30年度開催校

7校

100％で実施で

床上浸水0haに

大雨時に下流域の農耕地や住宅地の洪水被害を軽減するため

田んぼの排水口を小さくし、河川への水の流出を抑制すること

でダムの役割を持たせる取り組みです。
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自主財源

39.2％

依存財源

60.8％

市税

28.3％

繰入金

5.6％

分担金・負担金 2.9％

諸収入 2.4％

その他交付金等 6.0％

県支出金 6.5％

国庫支出金

11.1％

市債

16.0％

地方交付税

21.2％

見附市の位置

見 附 市 の 紹 介

人口４万人の小さなまち見附市。市の中心を信濃川水系の
刈谷田川が流れ、豊かな水と清涼な空気に恵まれています。
豊かな自然、県内でも有数の田園地帯を保有しているため、
春の芽吹き、夏の深緑、秋の紅葉と黄金色の稲穂そして冬の
銀世界、四季折々の風情を味わうことができます。

見附市のあらまし

見附市の紹介

産 業

令和元年度 予算

歳 入 歳 出

○一般会計：178億3000万円
市税 5,045,204

繰入金 997,489

分担金・負担金等 528,263

諸収入 427,329

自主財源計 6,998,285

市債 2,851,182

地方交付税 3,771,000

国庫支出金 1,977,072

県支出金 1,159,069

その他交付金等 1,073,392

依存財源計 10,831,715

面 積 周 囲
広ぼう 海抜

東西 南北 最高 最低

77.91k㎡ 71.7km 11.5km 14.7km 300ｍ 10ｍ

一般会計歳入内訳 （単位：千円）

民生費 5,509,411

衛生費 3,178,648

土木費 2,269,300

総務費 2,250,141     

公債費 1,570,632

教育費 1,205,015

消防費 693,576

農林水産業費 500,027

その他 653,250

歳出計 17,830,000

一般会計歳出内訳 （単位：千円）

○特別会計：85億3900万円

○企業会計：142億7800万円

・国民健康保険事業 35億700万円 ・後期高齢者医療 3億9900万円

・介護保険事業 42億1300万円 ・宅地造成事業 4億2000万円

●北陸自動車道中之島見附I.Cから2km

●上越新幹線長岡駅から11km

●東京から260km

大阪から540km

名古屋から410km

・水道事業 50億8700万円 ・ガス事業 18億8600万円

・下水道事業 42億6800万円 ・病院事業 30億3700万円

新潟県の重心地（新潟県の地図を開いた
ときに、バランスのとれる地点）がここ
見附市にあります。

人口の推移 各年とも4月1日時点（単位：人、世帯）

H27 H28 H29 H30 H31

人口 41,545 41,313 41,046 40,711 40,341

世帯数 14,350 14,476 14,641 14,785 14,914

年齢3区分 男性 女性 合計 構成比率

15歳未満 （年少人口） 2,361 2,222 4,583 11.4%

15～64歳（生産年齢人口） 11,637 11,286 22,923 56.8%

65歳以上 （老年人口） 5,602 7,233 12,835 31.8%

合計 19,600 20,741 40,341 100.0%

年齢別人口 各項目とも4月1日時点（単位：人、％）

気象（平成30年1月1日～12月31日）
・年間平均気温 13.4℃（最高値 7月29日 39.2℃ 最低値 1月15日 －9.4℃）

・年間降水量 1,872.5mm（日最大量 1月10日 49.0mm）

産業３区分
平成22年 平成27年

総数 男 女 総数 男 女

第一次産業 815 527 287 820 530 290

第二次産業 7,229 4,809 2,420 7,241 4,846 2,395

第三次産業 12,135 5,900 6,235 12,460 5,858 6,642

就業人口 各年とも10月1日時点（単位：人） 製造品出荷額 各年とも12月31日時点（単位：万円）

平成17年 平成27年 増減率

製造品出荷額 総数 7,912,733 10,161,880 128.4%

古くは、ニット等の繊維産業を基幹産業として発展してきた見附市。

近年では、県営中部産業団地への企業進出により、産業構造が多様化、

製造品出荷額もここ10年で約28％増加しています。

作成：見附市企画調整課秘書広報係（令和元年7月） 〒954-8686 新潟県見附市昭和町2-1-1 ☎0258-62-1700
本資料の無断転載及び複製はご遠慮ください。

民生費

30.9％

衛生費

17.8％土木費

12.7％

総務費

12.6％

公債費

8.8％

教育費

6.8％

消防費 3.9％

農林水産業費 2.8％ その他 3.7％


