
平成27年度上半期　市民の声による改善事例

受付月 担当課 手段 意見要旨 対応内容

H27年4月 下水道課 ＨＰアンケート
　長岡浄化センターへの行き方を知りたかったのだが、住所と建物の写
真くらいしか情報がなく不親切に思いました。せめて地図があるとあり
がたいです。

　6月に、下水処理施設全箇所の地図を掲載しました。

H27年4月 市民活動推進課 ＨＰアンケート

　関原コミュニティセンターの備品の欄についてビデオ、テレビだけです
か。単なる記載漏れでしょうか。コミセンとして自分のページを見たこと
がないのかもしれませんが、どうせ載せるならきちんと正しくしてほしい
ものです。

　5月12日に、ご指摘いただきました内容については、速やかに修正し
ました。

H27年4月 健康課 ＨＰアンケート
　診療時間外・休日の急患診療体制の休日在宅当番医（見附・中之島
地区）の受付時間、診療時間が記載されていません。

　関係機関に確認し、5月に受付時間を掲載しました。

H27年4月 まつり振興課 ＨＰアンケート
　悠久山桜まつりの「会場案内図」の交通規制を詳細に記載してほしい
です。例えば、道路上の「緑の点線」、「赤の点線」、「赤丸のバッテン
印」の説明がほしいです。

　4月に、駐車場案内図の下に交通規制の「凡例」を追加しました。

H27年4月 まつり振興課 ＨＰアンケート 　悠久山の桜の開花状況も更新してくださるとありがたいです。
　4月に、更新頻度を増やすなどしてタイムリーな情報提供を実施しまし
た。

H27年4月 まつり振興課 ＨＰアンケート
　和島の桜を見に行きましたが、どこにあるのか全く見当がつきません
でした。

　4月に、場所を「長岡市村田1124」と地番表記し、妙法寺のホームペー
ジサイトのリンクを追加しました。

H27年4月 道路管理課 電話
　歩道脇の水路に人が転落しないよう反対側と同じように転落防止柵
の設置をお願いしたいです。

　4月に、反対側についても転落の危険性があるため、転落防止柵2ｍ
を設置しました。

H27年4月 道路管理課 電話 　橋からの転落防止柵を設置をお願いしたいです。
　5月に、公園付近で子供が転落する危険性があるため、転落防止柵8
ｍを設置しました。

H27年4月 道路管理課 電話 　交差点での安全確保のため、指導線の設置をお願いしたいです。
　5月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線3箇所を設置しまし
た。

H27年4月 道路管理課 電話
　右側を確認する既設カーブミラーに左側も確認できるようにミラーを追
加してほしいです。

　7月に、新設でカーブミラー１基を設置しました。



平成27年度上半期　市民の声による改善事例

受付月 担当課 手段 意見要旨 対応内容

H27年5月 農政課 市長への手紙

　市営牧場へお邪魔しました。
　うさぎのふれあいコーナーは、30cmくらいの高さのフェンスに
囲まれ、小さい子どもでも自由に出入りできる構造でした。
　私たちが訪れた頃、係の人がうさぎを放ちましたが、うさぎ達
が出てくるのを今かと待っていた10人近い子どもたちに対してう
さぎたちはたったの3匹。当然、子どもたちに追いかけまわされ、
必死で逃げ回っていました。
　我慢ができず、子どもたちに注意をしましたが、係の人が全く
反応しないことに愕然としました。
　追いかけまわして、触れもせず、砂をかけて、そんなことをし
た子どもたちが動物を好きになるでしょうか。命の大切さを学べ
ますか。
　正規の職員が状況を把握するとともに、ふれあいのしかたを再
考してください。

　牧場では、子どもたちと動物とのふれあいを通して動物と遊ぶ
ことの楽しさを知ってもらい、動物を好きになってもらったり、
命の大切さを知ってもらったりするため、なるべく自由にふれあ
うことができるように、うさぎとのふれあいコーナーを設けてい
ます。
　現在は3羽のみを解放していますが、少数のうさぎが追い回され
ないように、そのほかに2羽を訓練しており、訓練ができしだい、
合計5羽をふれあいコーナーで開放したいと考えています。
　今後は、うさぎを放つ際に、乱暴に扱ったり間違った抱き方を
してしまったりすると、うさぎが命を落としてしまう恐れのある
ことや、ストレスのかかったうさぎに咬まれてしまう恐れのある
こと、また、保護者も一緒に観察いただきたいことなどを伝える
とともに、開放時間中は係員や近くのスタッフが可能な限り観察
し、子どもたちの過剰な行動を目にした際は注意することを徹底
します。
　また、より良いふれあいの仕方について総合的に考え、必要に
より改善していきたいと考えています。
　なお、現在10羽程度が訓練できており、午前と午後に分けて、
それぞれ５羽程度を開放しています。1回ごとの開放時間は、特別
な場合を除き、１時間30分に限定しています。

H27年5月 観光企画課 ＨＰアンケート
　河井継之助の足跡のページに生家や墓などもっと詳しく載せてほし
い。まったく物足りません。

　5月に、同ホームページ内に、詳細な情報が掲載してある「河井継之
助記念館」のリンク先を掲載しました。

H27年5月 市民活動推進課 ＨＰアンケート
　高齢者等運転免許自主返納支援事業について健康・福祉のページ
からもここにたどり着けるようリンクすべきです。

　5月13日に、「健康・福祉＞高齢者・介護」カテゴリの「その他の情報」
に当ページへのリンクを追加しました。

H27年5月
中之島支所
市民生活課

ＨＰアンケート 　老人憩いの家「はすはな荘」の施設の詳細が知りたいです。 　5月25日に、施設平面図を掲載しました。

H27年5月 観光企画課 ＨＰアンケート
　長岡を訪れ、美術館でも訪問したいと思いましたが、バスの時刻表が
なかなか見つけられませんでした。リンク等でわかりやすくして頂けると
初めての訪問でも便利ではないかと思います。

　5月に、同ホームページ内に県立近代美術館のリンク先を掲載しまし
た。

H27年5月 環境業務課 ＨＰアンケート
　環境衛生センターのページを見ても、リサイクル品抽選販売会の会場
のリサイクルプラザがどこかがわかりません。環境衛生センターのペー
ジに追加すべきです。

　5月21日に、該当ページから地図を確認できるように改善しました。
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H27年5月
小国支所
地域振興課

ＨＰアンケート

　小国芸術村会館の地図がわかりにくいです。A4に印刷できるようにク
リックボタンを設定した方がいいです。行く経路をわかり易くフロー
チャートで書くと良いと思います。車での経路、電車での経路など、ぱっ
とみてわかるようにしてほしいです。

　6月2日に、車や公共交通機関での経路などがわかるA4版アクセス
マップを作成し、掲載しました。

H27年5月 市民税課 ＨＰアンケート
　法人市民税のページに住所がどこか明記してほしいです。文書の送
付先がどこに送っていいかわかりません。

　6月2日に、申告書の提出先・送付先を掲載しました。

H27年5月
川口支所
地域振興課

ＨＰアンケート
　川口運動公園オートキャンプ場・高原キャンプ場のページにキャンプ
サイト、近くの温泉などについて、具体的な記載をしてほしいです。これ
では、別のサイトで探し直しが必要です。

　6月4日に、キャンプ場についての詳しい情報を追加し、また、周辺施
設につきましても各ページへのリンクを掲載しました。

H27年5月
川口支所
地域振興課

ＨＰアンケート

　オートキャンプ場＝川口運動公園オートキャンプ場？高原キャンプ場
＝中山高原キャンプ場？一区画どらくらいの広さ？情報が少なすぎて
行ったことのない人にはわかりづらいです。もう少し詳細な情報を記載
して頂きたいです。

　6月4日に、ご覧いただきましたページからリンクした先に、キャンプ場
についての個別ページを設け詳細を掲載しました。

H27年5月
三島支所
地域振興課

ＨＰアンケート
　みしま会館のページを見て、このページから予約へリンクできるものと
思います。紹介だけで終わるのはどうかと思います。

　6月17日に、同ホームページ内に「公共施設予約サービス」へのリンク
を掲載しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　クランクで側溝に脱輪する事象が多発しているので対策をお願いした
いです。

　6月に、脱輪を起こさないよう視線を誘導するため、隅切にデリネータ2
本を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　6月に、カーブミラー1基を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話 　歩道脇の水路に人が転落しないように対策をお願いしたいです。 　6月に、転落防止柵2ｍを設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　7月に、カーブミラー1基を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　交差点部で民地に飛び込む事故が起きているので対策をお願いした
いです。

　7月に、当課の対策として歩行者の安全を確保するため、車道境界部
に車止め2箇所を設置しました。

H27年5月 道路管理課 文書
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　7月に、見通しが悪いT字路に対して、カーブミラー3基を設置しまし
た。
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H27年5月 道路管理課 文書
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　8月に、見通しが悪い箇所にカーブミラー1基、その他については交差
点マーク4箇所を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　5差路の交差点で、どちらが優先かわからないので優先・非優先を
はっきりわかるようにしてほしいです。

　9月に、優先・非優先が確認できるように、交差点マーク2箇所、外側
線（破線）2箇所、指導線2箇所を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　交差点部で出合い頭で衝突の危険を感じるので、対策をお願いした
いです。

　9月に、優先車に注意を促すために路面標示で「徐行」2箇所と交差点
マーク2箇所を設置しました。

H27年5月 道路管理課 電話
　交差点部で子供の飛び出しがよくあり、危険を感じるので、対策をお
願いしたいです。

　9月に、車両に注意を促すために路面標示で「徐行」１箇所を設置しま
した。

H27年6月 学校教育課 ＨＰアンケート
　平成27年度校長会議における教育長講話（要旨）のページに教育長
の氏名を記載してほしいです。

　6月25日に、教育長名をホームページに掲載しました。

H27年6月
川口支所
産業建設課

ＨＰアンケート
　あと1ヵ月で東川口の花火なのに、去年の情報しかありません。いつ
やるのかわかりません。

　6月15日に、イベント内容をホームページに掲載しました。

H27年6月 観光企画課 ＨＰアンケート
　「市の位置」のページを見て、新潟－長岡の電車での距離、時間を知
りたかったが不明でした。

　6月に、「市の位置」にある所要時間は、古い情報だったため削除し、
最新情報に更新している「長岡市へのアクセス」のページに、新潟－長
岡間のＪＲ・車利用の所要時間を掲載し、「市の紹介」ページからのリン
クを追加しました。

H27年6月 商業振興課 ＨＰアンケート
　長岡市プレミアム付商品券の使用方法（買い物できるお店のリストな
ど）がリンクされているか、検索案内がされていればベストでした。

　6月19日に、商品券が利用できる取扱店リストを掲載しました。

H27年6月 商業振興課 ＨＰアンケート 　プレミアム付商品券の利用できるお店を早く載せて下さい。 　6月19日に、商品券が利用できる取扱店リストを掲載しました。

H27年6月 環境業務課 ＨＰアンケート

　家庭ごみ用指定袋交付制度は、該当者が申請すれば交付いただけ
るというステキな制度ですが、電話問合せをしないと用意するものやど
のような申請書を書かなければならないのかなど、手続きの流れが具
体的にわかりませんでした。

　7月21日に、該当ページに申請の流れについて掲載しました。

H27年6月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート 　悠久山プールがどこにあるかが知りたいです。
　7月13日に、　｢スポーツ」ページの先頭に、全スポーツ・レクリエーショ
ン施設を紹介する公共施設ガイドへのリンクを追加しました。
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H27年6月 長寿はつらつ課 ＨＰアンケート
　包括支援センターの担当地域をもっと詳細に知りたかったです。地域
がどこに該当するのかがわかりません。旧長岡市内についてはできれ
ば○○町単位での掲載を希望します。

　9月30日に、町名で地域包括支援センターの検索ができる一覧表を掲
載しました。

H27年6月 道路管理課 窓口 　交差点部の縁石に視線誘導標の設置をお願いしたいです。
　6月に、縁石4箇所の内、2箇所が未設置だったため、デリネータ2箇所
を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話 　交差点での安全確保のため、指導線の設置をお願いしたいです。
　6月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線1箇所を設置しまし
た。

H27年6月 道路管理課 電話
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　7月に、カーブミラー1基を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話 　T字路での安全確保のため、指導線の設置をお願いしたいです。
　7月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線4箇所を設置しまし
た。

H27年6月 道路管理課 電話
　T字路での見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお願いしたいで
す。

　7月に、カーブミラー1基を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話
　スロープで自転車に乗ったまま降りてくる事例があり、危険なので注
意喚起の看板を設置してほしいです。

　8月に、注意看板2箇所を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話
　小学校付近の横断歩道が下り坂の途中にあり、通過する車両のス
ピードが出て危険なので対策をお願いしたいです。

　8月に、車両のスピードを抑制するために、横断歩道手前に路面標示
で「横断歩道あり」1箇所、「徐行」1箇所を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話
　通学路が抜け道となっていて危険なので、路面標示等で安全を確保
をお願いします。

　9月に、通学時の児童の安全確保のため、「通学路注意」の路面標示
2箇所を設置しました。

H27年6月 道路管理課 電話 　道路側溝への転落防止のための対策をお願いしたいです。
　9月に、視線を誘導するためにデリネータ13本と外側線200ｍを設置し
ました。

H27年6月 道路管理課 電話
　交差点部で右側が建物で見通しが悪いので、カーブミラーの設置をお
願いしたいです。

　9月に、カーブミラー１基を設置しました。

H27年7月
越路支所
地域振興課

ＨＰアンケート 　井上円了頌徳碑への公共交通機関でのアクセス情報がほしいです。 　7月8日に、公共交通機関でのアクセス方法を掲載しました。
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H27年7月 情報政策課 ＨＰアンケート
　長岡まつり前夜祭大民踊流し「民踊講座」は、長岡まつりのサイトや
長岡市ウェブサイトのトップページにタイトルを載せないと探しにくいで
す。

　ご要望の市ホームページのトップに掲載は難しいですが、7月16日
に、トップからすぐ閲覧が可能な長岡まつり協議会のサイトからも「踊り
講座」が閲覧できるようになりました。

H27年7月 健康課 ＨＰアンケート
　総合健康診査（半日ミニドック）の日程ページにランチセミナーについ
ての説明がありません。

　7月28日に、ご意見いただいた内容について、現在「健(検)診のイン
ターネット予約を4月10日(金)から開始します」のページにランチセミ
ナーの説明を掲載しました。

H27年7月 管財課 ＨＰアンケート
　ながおか市民センターの会議室をいつも利用させて頂いております。
予約は何ヶ月前から出来るのか知りたくてホームページを開きました。

　7月27日に、該当ページに市民センターの会議室の予約方法を掲載し
ました。

H27年7月
小国支所
産業建設課

ＨＰアンケート
　長岡市おぐに森林公園に家族で明日行こうと思ったが参考になりませ
ん。

　8月に、ホームページの外部リンク先（森林公園のホームページ）をリ
ニューアルしました。

H27年7月 契約検査課 ＨＰアンケート
　入札関係の公告、資料の閲覧は日曜日でもできるとありがたいです。
電子入札は平日で結構です。

　8月3日に、入札関係資料のページを24時間閲覧可能としました。
　なお、電子入札契約システムへのログインについては、現行どおり、
平日の午前8時から午後9時までとさせていただきます。

H27年7月 商業振興課 ＨＰアンケート
　プレミアム付商品券発行記念イベントのスタンプラリーの対象店舗が
わかりません。

　7月24日に、対象店舗リストを掲載しました。

H27年7月 農政課 ＨＰアンケート
　農の駅あぐらって長岡の住所だけでなく、地図が見たかったのでな
かったのが残念です。

　7月に、地図をすぐに見れるように当該施設のトップページに表示しま
した。

H27年7月 子ども家庭課 ＨＰアンケート
　てくてくの「にちようおもちゃばこ」がどういった内容のイベントなのか
が全くわからないです。

　にちようおもちゃばこは、絵本の読み聞かせや手遊び、工作などを行
います。今後、随時他の行事につきましても、内容を掲載するよう改善
していきます。

H27年7月 市民税課 ＨＰアンケート
　ふるさと納税のお礼の品のイメージにまったくたどり着けませんでし
た。

　9月1日から、外部サイト「ふるさとチョイス」へのリンクバナーを設け、
クリックしていただくとお礼の品のイメージが一覧でご覧いただけるよう
に改修を実施しました。

H27年7月 道路管理課 ＨＰアンケート
　長岡駅東口自転車駐車場は地元の知っている人でなければ分かりに
くいです。地図もスマホで見ても拡大もできません。

　8月に、施設の位置がわかりやすい地図を掲載しました。

H27年7月 環境業務課 ＨＰアンケート
　ごみ収集運搬業許可業者について、最近、引っ越してきたため、地域
がなかなか分かりません。可能な限り、地域別（与板地域、中之島地域
など）に表示してくれると助かります。

　8月12日に、該当ページの表示を修正しました。
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H27年7月 収納課 電話・メール
　市税の口座振替について、市民が抱きやすい疑問点を分かりやすく
説明し、周知してほしいです。

　7月31日に、市のHPに「市税のよくある質問（Q＆A)」　として、口座振
替についてよくある質問をまとめたものを掲載しました。
　また、10月15日（木）以降発送の納税通知書のうち口座振替利用者に
ついて、口座振替についての説明文を同封しました。

H27年7月 中央図書館 窓口 　カウンターの仕切りが大きくて冷たい感じがします。 　8月に、仕切りを小型のものに変更しました。

H27年7月 中央図書館 電話
　図書館のＨＰから予約しようとすると「リクエスト」「予約」二つのボタン
が表示されどちらを押せばよいかわかりません。

　8月27日に、「リクエスト（購入希望）」という標記に修正しました。

H27年7月 道路管理課 電話 　T字路での注意喚起として指導線の設置をお願いしたいです。 　8月に、指導線1箇所を設置しました。

H27年7月 道路管理課 文書 　町内の交差点部に指導線の設置をお願いしたいです。 　8月に、交差点部の安全確保のため指導線8箇所を設置しました。

H27年8月 中央図書館 窓口
　入口に自習室の開館状況を示すカレンダーはありますが、自習室が
どこなのかがわかりにくいです。

　8月に、自習室の場所がわかるよう、エントランスホールに2階見取り
図を掲出しました。

H27年8月 土木政策調整課 文書
　降雨時、蔵王橋通り北中学校前交差点の横断歩道において水溜りが
でき児童や生徒の通学に支障があるため、排水改善をお願いします。

　新潟県が管理する路線であるため、長岡地域振興局地域整備部にご
意見を伝えたところ、8月に排水改善(Ｌ型側溝勾配修正)工事を実施し
ました。


