
資料№４

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課
73-74 自然環境の保全

73-74

トピック 貴重な動植物とは何か。 昆虫類（チョウやトンボ）など 記載の表現は冊子のタイトルでもあ
り、希少種は多岐にわたることか
ら、原文のままとします。

環境生活課

73-74

現状と課題 現状と課題の２つ目、言い訳み
たいな表現となっていないか。

ISOに取り組める企業は現実的に
は限られている。本来は取組を
進めていきたいが難しい。

内容をわかりやすくするため、次の
ように改めます。
修正前「取得を行うには費用がか
かるため」
修正後「取得のためには、多くの準
備期間や費用が必要となるため」

環境生活課

73-74

指標 指標の設定が適当か？外来種移
入への対応に関する指標が取れ
ないか。
地球温暖化対策に対する指標も
必要。

適切な指標を検討する。
委員からも良い指標があればお
聞かせいただきたい。

外来種を数値化するのか困難であ
り、地球温暖化対策についても適当
なものが見つからないため、「不法
投棄ボランティア監視員登録者数」
を追加。

環境生活課

73-74

現状と課題 外来種の状況はどうか。 植物ではセイタカアワダチソ
ウ、オオキンケイギク、動物で
はアライグマやハクビシンな
ど。

すでに外来種と思われていないも
のなど、多くの外来種が生育・繁殖
しており、特記は困難なため、原文
通りとします。

環境生活課

73-74

新エネルギー 新エネルギーとして、今後も木
質バイオマス発電の導入を進め
るのか。

間伐材の活用を考えており、林
業分野の施策とも連携した取組
が必要。

新エネルギービジョンでも重点事業
としており、現状の表現とします。 環境生活課

73-74

鳥獣対策 鳥獣等の目撃情報への対応はど
うか。連絡先の周知や注意喚起
が必要ではないか。

情報収集により、駆除を中心に
取り組んでいる。

人身被害防止では、積極的な周知
に取り組んでおり、現状の表現とし
ます。

環境生活課

75-76 生活環境の保全

75-76

指標 指標に工夫が必要。 検討する。 被害防除対策の指標として、「狩猟
免許取得補助申請者数（累計）」を
掲載します。

環境生活課

75-76
鳥獣被害 イノシシ被害の状況は。 捕獲数でH25、114頭が、H26、

363頭である。
-

環境生活課

総合計画審議会　第２分科会での意見・質問に対する回答（第５章）
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

75-76

鳥獣被害 地区の田んぼはほとんど電気柵
を回している。イノシシの被害
を減らす対策はどうか。

ここ数年で急激に生息数が増え
ている。具他的な対策が取れて
いないのが現状である。駆除よ
り、個体数を減らす方法を考え
なければならない。
　山間地と居住地の間の里山を
整備して緩衝帯としていくこと
が重要。

-

環境生活課
商工農林水産課

75-76

鳥獣被害 森林の整備ができていないこと
も要因の１つか。若い人たちに
も、森林整備の大切さを引き継
ぐ必要がある。

森林においては、持ち主が不明
であったり、関心が低いことが
課題である。

「生息環境管理」の言葉で対応でき
るため、現状の表現とします。

環境生活課

75-76

鳥獣被害 有害鳥獣の駆除だけでなく狩猟
によりジビエとしての利用がで
きないか（新たな特産とし
て）。

現状では捕獲数が少なく、ジビ
エへの利用は難しい。長野県で
の捕獲数は当市と比べて２桁数
が違う。

この項目では、鳥獣被害の防止を
目的とした記載になっているので、
現状の表現とします。 環境生活課

75-76
危険空き家の適
正管理

個別計画に「空家等対策計画」
を追加修正。

同左
環境生活課

75-76
危険空き家の適
正管理

危険空き家の状況はどうか。 今年度調査中であり、データ
ベース化していく。

-
環境生活課

75-76

危険空き家の適
正管理

危険空き家への対応はどうなる
のか。

原則は、所有者が管理対応する
こととなっているが、道路への
倒壊の危険性がある場合など
は、行政で安全確保の対応を
取っている。
　取り壊しなどの代執行も可能
となる法律が出来たが、現実的
に公費を投入しての対応ができ
るか難しい。

-

環境生活課

75-76

危険空き家の適
正管理

観光地などでは、空き家がある
ことでマイナスイメージにつな
がる恐れがある。

空家等対策計画に基づき、空き
家等の発生予防や活用、適正管
理に努める。

-

環境生活課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

75-76

環境の保全 この時期はスギ花粉に悩まされ
る。市として対策ができるか。

以前に比べてスギ花粉が多く
なっているかは不明だが、PM2.5
などの物質の影響も相まって症
状が出てくるのではないか。環
境対策として何かしらの取組が
必要と考えるが、市単独での対
策は難しい。

-

環境生活課

77-78
循環型社会の形
成

77-78

指標、トピック ごみの量はどうか。 １人あたりの量では、新潟県は
多い傾向であり、県内では糸魚
川市は少ないほうであるが、全
国平均より多い状況である。

-

環境生活課

77-78

ごみ処理施設 プラスチック類は最終処分場へ
埋め立てるのではなく、燃やせ
ばよいのでないか。

燃やせないごみは年間1000ｔ出
ているが、さらに細分化して再
資源化も行っている。
　現在の炭化炉ではプラスチッ
ク類を燃やすことはできない
が、新しくできるごみ処理施設
（H32）はストーカ炉であり、燃
やすことは可能。

現状でもリサイクルを進めており、
本文でもその旨を記載しているの
で、現状の表現とします。
市民に対しては、次期ごみ処理施
設では「燃やせるごみ」となる旨を
周知していきます。

環境生活課

77-78

ごみの減量化 ごみの有料化は検討しているの
か。

県内の有料化率は94％であり、
未実施は、加茂市、五泉市、糸
魚川市の３市である。
　廃棄物減量等推進審議会でも
有料化を視野に入れた議論をし
ていく。

本文でもその旨を記載しているの
で、現状の表現とします。

環境生活課

77-78

ごみの減量化 生ごみ処理機の導入状況はどう
か。

H24年10月から補助（補助率
3/4）を行っており、導入世帯は
４％程度である。処理物につい
ては利用の方向性が少ないこと
課題である。

-

環境生活課

77-78

ごみの減量化 生ごみ処理機を使うとにおいが
酷い。

アンケート調査でにおいや騒音
について把握している。それら
の反省も踏まえて、周知を図り
たい。

-

環境生活課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

77-78

ごみの減量化 個人商店などは、事業ごみとし
て処理しているが、家庭ごみと
の線引きはあるか。

原則は事業系一般廃棄物として
の処理となる。地域とのルール
の中で、少量のものは一部認め
られてるところもある。

-

環境生活課

79-80
防災・危機管理
の推進

79-80

防災行政無線 防災行政無線のデジタル化、個
別受信機の整備はいつになる
か。

H33年を目途に整備を進めてい
る。デジタルの場合、アナログ
の場合より中継局が多く必要と
なり、整備に時間がかかる。

-

消防本部

79-80
防災行政無線 放送の始めや終わりにノイズが

ある。
デジタル化により解消される。 -

消防本部

79-80

防災行政無線 街場でも個別受信機を入れるこ
とは可能か。

現在のアナログのものは、在庫
があれば貸与することは可能。
デジタルのものは、整備時点で
改めて周知し貸与を行う。

-

消防本部

79-80

防災計画（避難
計画）

原発などの災害の避難先として
市外から受け入れる体制ができ
ているか。（基本計画の中にも
表現すべきではないか。）

計画では、柏崎市・刈羽村から
受け入れることとなっており、
訓練も実施している。

具体的な施策の中に、「原子力災
害等、他市町村からの広域避難体
制」を追加しました。 消防本部

79-80

災害に強いまち
づくり

自主防災組織の組織率は目標指
標のように達成できるのか。

糸魚川地域94％、能生地域
78％、青海地域50％以下の状
況。

-

消防本部

79-80

災害に強いまち
づくり

施策指標として、危険箇所（急
傾斜地、土石流、地すべり等）
への対策率がとれないか。

土砂災害危険箇所は600箇所を超
える。対策工事が完了しても箇
所数が減とならない。
　H28年で、市内の危険箇所調査
を完了する予定であり、今後、
住民説明会を開催し、ハザード
マップの作成や避難誘導などの
ソフト対策を強化していく。

危険箇所数を確定できないことか
ら、指標として対策率は盛り込みま
せん。

消防本部

81-82
防災施設の整備
促進

81-82
指標 指標は、国県事業であるが、進

捗を図れるようなものに。
数値化するなどわかりやすいも
のに修正する。

修正しました。 建設課
商工農林水産課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

81-82

整備促進 国県事業の予算化がされ整備が
促進されるよう、事業費の確保
に対して知恵を出して欲しい。

地域・関係団体と一体となって
市が要望活動を継続して実施し
ていく。

要望活動の実施を明記しました。
建設課
商工農林水産課

83-84
消防救急体制の
充実

83-84
個別計画 個別計画に「緊急消防援助隊応

援・受援計画」を追加修正。
追加しました。

消防本部

83-84

救急業務の高度
化

外国への渡航など感染症への対
策はどうか。

管轄は保健所となるが、救急搬
送においても情報共有を図る中
で安全な対応に努める。

-

消防本部

83-84

応急手当の普及 地区の公民館にAEDが配置されて
いないが基準はあるのか。

AEDは不特定多数の人が集まると
ころに設置することが望まし
い。市では遠隔地AED設置事業
で、最寄の消防署から10分以上
の施設（希望を確認して）に配
置してきている。

-

消防本部

83-84
指標 救命率（社会復帰率）とはどう

いうものか。
退院時に搬送前の状態（概ね歩
いて退院できる）となること。

-
消防本部

83-84

応急手当の普及 救命率を上げるためには、応急
手当が出来る人を増やす必要が
ある。

今年度、講習会を125回開催し、
2700人以上の方が受講してい
る。応急手当が出来る人が増え
ないと、救命率が上がってこな
い。普通救命講習は３年で更新
ではなく（期限があるものでは
なく）、２～３年を目途に再講
習を受けてもらいたい。

市民が応急手当講習会に積極的参
加することを協働の取り組みにも盛
り込みます。

消防本部

83-84
応急手当の普及 AEDはどれくらい使われている

か。
今までに使用された事例はな
い。

同上。
消防本部

83-84

応急手当の普及 （防災・危機管理の推進にも関
連）ハザードマップは、住民が
わかりやすいものにして欲し
い。AEDの設置位置を入れるな
ど。危険箇所、避難所、AEDなど
別々の地図を見るのではなく、
１つ見てわかるようなものにし
て欲しい。

作成にあたり配慮していきた
い。

-

消防本部
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

83-84

救急業務の高度
化

ドクターヘリの状況について。 現在は新潟からくるので、40～
50分程度かかる。今後、２機目
が長岡に配備され、30分圏内と
なる見込み。

-

消防本部

83-84
救急業務の高度
化

救急車とドクターヘリを呼ぶ基
準があるか。

搬送者の状態や受入れの状況に
より判断することになる。

-
消防本部

85-86
防犯・交通安全
対策の充実

85-86

トピック H26年以降、交通事故が減ってい
るが、その要因は何か。

地道な啓発活動によるものと考
えている。県内においても死亡
事故が100人未満となり、昭和33
年以来の低水準となっている。

-

環境生活課

85-86

交通安全対策の
推進

高齢者のシルバーマークの設置
基準はあるのか、つけたほうが
いい人ほどつけていない。

周知や啓発など呼びかけが必要
である。

-

環境生活課

85-86
交通安全対策の
推進

夕方の早めのライト点灯が大
切。夜に走る人も多い。

反射材の使用を呼びかける。 -
環境生活課

85-86

防犯活動の推進 海水浴客で刺青の方が散見さ
れ、マナーの面なども含めて注
意指導することはできないか。

観光協会としても現状調査を行
い、市などと連携して対応を考
えたい。

-

環境生活課

87-88
消費者保護の推
進

87-88
消費者の育成 子どもたちにおける教育とは、

何を指すのか。
学校教育での消費者教育を進め
るもの。

具体的な施策①に記載済み。
環境生活課

87-88

消費者の育成 学校教育だけでなく、家庭（教
育）での取り組みの視点が必要
ではないか。

具体的な施策①自らを守るに含み
ます。 環境生活課

87-88

消費者保護体制
の充実

施策として、被害を減らしてい
くための新しい取り組みはある
か。他市等の事例で被害を減ら
しているものを参考にして欲し
い。

県の補助事業として、高齢者宅
に電話を録音しているメッセー
ジを流す機器の設置がある。

-

環境生活課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

87-88

消費者の育成 出前講座などには、年配の方が
参加してもらえるが、若い人も
被害にあう状況であり、若い人
向けの啓発が必要である。

毎月の広報で「知って得する消
費生活情報」の中で、若者向け
の情報も紹介しています。
また市のホームページでは、こ
れまでの№1～52をまとめて紹介
しています。

具体的な施策の②の中に、若者向
けの啓発を追加します。

環境生活課

89-90
冬期市民生活の
確保

89-90

冬期交通の確保 消雪パイプで雪が降っているの
に出ていないときや降っていな
いのに出ているときがある。

経費節減もあり、電気契約の都
合で、14～15時と16～17時は、
消雪パイプは止まる。雪が降っ
ていないのに水が出ている場合
は、建設課に連絡してほしい。

-

建設課

89-90

冬期交通の確保 陸橋や水がたまりやすいところ
などは氷ができて危険なところ
がある。

危険箇所の把握に努めている。
凍りそうな場合などは手動によ
り水を出す対応も行っている
（全てを完全に対応することは
難しい）。

-

建設課

89-90

冬期交通の確保 市民は国道、県道、市道の区別
がないので、交差点の除雪など
効率的な対応ができないか。

苦情をいただきながら対応して
いる現状である。危険箇所を減
らせるよう対応したい。

-

建設課

89-90

冬期交通の確保 除雪車（重機）で新旧車両で委
託料がちがうのはどうか（古い
車両ほど経費がかかるが、委託
料は安い）。

車両の新旧により委託料の差を
つけることは行っていない。

-

建設課

89-90

冬期交通の確保 寺町地内の消雪パイプの水が汚
い。

地下100ｍ近くからくみ上げてお
り、鉄分や塩分が多い水質のた
め。

-

建設課
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