
平成27年度下半期　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
選挙管理委員会

事務局
ＨＰアンケート

　投票受付時間がわかりません。全場所同じ時間対応かもわかりませ
ん。記述があると助かります。

　各選挙のお知らせページに期日前投票所の開閉時間は掲載していま
すが、平成27年11月8日執行長岡市長選挙から期日前投票所のページ
にも掲載しました。

H27年4月
選挙管理委員会

事務局
ＨＰアンケート

　候補者名と写真を探してましたが、見つけられません。選挙のお知ら
せのWebなのですから、ここからも調べられるようにしていただけると嬉
しいです。

　平成27年11月8日執行長岡市長選挙から、候補者名、住所、生年月
日、党派、職業を記載した立候補者一覧を掲載しました。
　なお、候補者の写真については、立候補者一覧には掲載できません
が、選挙前に発行される選挙公報に掲載されますのでそちらでご確認く
ださい。（新潟県議会議員選挙においては、条例に規定がないため選挙
公報がありません。）

H27年4月 福祉課 ＨＰアンケート
　子どもの医療費助成について、沢山の自治体で、中学卒業まで人数に
関わらず助成があるのに、なぜ長岡市は小学3年生までで通院の助成
が終わるのでしょうか。

　助成対象年齢については、各自治体が様々な状況を勘案して決定し
ており、差異があることをご理解願います。
　なお、当市では、平成27年10月から、1・2子を養育している場合の通院
について、小学校卒業まで助成対象を拡大しました。

H27年5月 福祉課 意見交換会
　視覚障害のある人が選挙の投票に行った時に、適切な誘導をしてほし
いです。

　10月に選挙管理委員会事務局に対し、視覚障害のある人を誘導する
時の注意事項を伝えた結果、11月の選挙の時には、対応がとても良
かったとお礼の言葉をいただきました。

H27年5月 道路管理課 文書 　用水路に転落防止対策を施してほしいです。
　10月に、市道と用水路の境界を明確にし転落防止とするためにデリ
ネータポール17本、P種パイプ2基を設置しました。

H27年5月 道路管理課 文書 　用水路に転落防止対策を施してほしいです。
　10月に、市道と用水路の境界を明確にし転落防止とするためにデリ
ネータポール8本、区画線100ｍを設置しました。

H27年6月 道路管理課 文書 　車線を誘導する路面標示の改善をお願いしたいです。 　10月に、路面標示を改善するために、区画線120ｍ施工しました。

H27年7月 市民課 ＨＰアンケート

　住民票、戸籍証明書、身分証明書などの郵送請求のページでエクセル
ファイル様式が用意されていて、「申請書」項で、「なお、ご利用の際は、
申請書を自署により作成ください。」と注意書きがあるが、どこまでパソコ
ンで入力して良いのか不明です。

　11月に、様式をPDFのみとし、自署での申請書作成に統一しました。

H27年7月 農政課 電話
　「こだわり産直オーナー」配達日のお知らせに、ヤマト運輸の荷物問合
せ番号を入れてほしいです。

　秋便（H27.10月）より、「配達日のお知らせ」文面レイアウトを変更し、問
合せ番号を掲載しました。

H27年7月 道路管理課 電話 　用水路への転落防止柵の設置をお願いしたいです。
　10月に、現場は保育園も隣接しており安全確保のため、転落防止柵5
ｍとデリネータポール1本を設置しました。
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受付月 担当課 手段 意見要旨 対応内容

H27年7月 収納課 電話・メール
　納税通知書記載の税額欄、振替口座の情報欄を１ページ目に分かり
やすく表示してほしいです。

　10月15日以降発送の納税通知書では、税額と振替口座情報を１ペー
ジ目に掲載しました。

H27年8月 道路管理課 電話 　用水路への転落防止柵の設置をお願いしたいです。 　10月に、安全確保のためP種パイプ1基設置しました。

H27年8月 道路管理課 電話 　市道の優先、非優先を明確にしてほしいです。
　10月に、優先道路の線形を明確にするために区画線20ｍを設置しまし
た。

H27年8月 道路管理課 文書
　交差点部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。

　10月に、右側の見通しが悪いので、カーブミラー1面を設置しました。

H27年8月 道路管理課 文書
　交差点部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。

　10月に、左側の見通しが悪いので、カーブミラー１面を設置しました。

H27年9月 子ども家庭課 ＨＰアンケート
　ちびっこひろばへのアクセスで、大手通り地下駐車場から地上に上
がってすぐ、という情報が欲しかったです。結局アクセスのページでは分
からず、不便でした。

　10月21日に、より分かりやすい位置情報として、ちびっこひろばのアク
セスに駐車場マップを掲載しました。

H27年9月 中央図書館 ＨＰアンケート
　美術センターでの催しの一覧を見たかったのですが、見つかりません
でした。

　12月22日に、中央図書館のホームページに美術センターでの催しの一
覧を掲載しました。

H27年9月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート 　東山ファミリーランドの具体的な時間が書いていません。 　10月19日に、開場時間を掲載しました。

H27年9月
小国支所

産業建設課
ＨＰアンケート

　小国和紙生産組合のページに具体的な作品の写真があると、いいと
思います。

　10月6日に、作品の写真を多数掲載している「小国和紙生産組合」さん
のホームページへのリンクがわかりやすくなるように改善しました。

H27年9月 道路管理課 電話
　交差点部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。

　11月に、右側の見通しが悪いので、カーブミラー1基を設置しました。

H27年9月
三島支所

地域振興課
電話

　三島地域新保南交差点で、朝夕の渋滞の緩和のため対策を講じてほ
しいです。（右折レーンの無い交差点で、直進の対向車が多いため、右
折車がいると2、3台しか通過できない）

　与板警察署交通課に相談し、10月8日から東西方向の信号を３秒延長
し、南北方向を３秒短く設定してもらう対策をとりました。
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H27年9月 土木政策調整課 文書
　県道48号線から国道8号への合流が分かりにくいため、案内看板の設
置をお願いします。

　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意
見を伝えたところ、10月に案内標識の修正を実施しました。

H27年9月 道路管理課 文書 　車線が減少する際の路面標示を改善してもらいたいです。
　11月に、路面標示の改善と注意喚起として、区画線100ｍ、注意看板1
基を設置しました。

H27年9月 道路管理課 文書 　小学校通学路の安全対策をお願いしたいです。 　10月に、通学路の安全対策として、P種パイプ2基を設置しました。

H27年9月 道路管理課 文書
　交差点部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。

　11月に、見通しが悪い箇所に対してカーブミラー2基を設置しました。

H27年10月 まつり振興課 ＨＰアンケート

　長岡まつり、米百俵まつり等、イベントの準備は交通規制が始まってか
ら開始するようにしてください。仕事で大手通りの規制区域を回りますが
非常に邪魔です。特に、フリーマーケット出店者の駐車や占拠は迷惑で
す。

　来年度につきましても、出店者に対して準備方法の周知を強化するな
ど、周囲の皆様のご迷惑とならないように配慮してまいります。

H27年10月 都市開発課 ＨＰアンケート 　建築物の設計荷重について、低減の有無も触れてあると助かります。 　10月28日に、積雪荷重の低減についても掲載しました。

H27年10月 環境政策課 ＨＰアンケート

　市内○○地内でこの季節になると時間に関わらず落ち葉を燃やし、煙
が地域一帯に及び洗濯物は臭くなるし喘息持ちの子供は咳き込むやら
目がチクチクするやらで大変に迷惑しております、市から指導をお願いし
ます。

　当課では、昨年度から「野焼きパトロール」を実施し、野焼き禁止の周
知及び指導を行っております。ご意見をいただいた後、直ちに○○地区
周辺のパトロールを行い、野焼き禁止の周知等を行いました。今後も、
引き続き実施します。

H27年10月
選挙管理委員会

事務局
ＨＰアンケート

　告示日が載っていません。選挙活動する人だけでなく、一般市民にとっ
ても候補者が確定したり、何が違反となるかの境目となる も重要な日
付です。調べれば分かる事とは言え、投票日とともに記載してほしいで
す。

　10月に、ご指摘の内容を掲載しました。今後の選挙につきましても、告
（公）示日を掲載します。

H27年10月 中央図書館 窓口
　中央図書館の駐車場からの出口で一時停止しない車が見受けられ、
歩行者との接触事故の恐れがあります。

　11月16日に、西側駐車場出口に停止線及び「トマレ」の表示をしまし
た。また、建物の影からの歩行者と車との接触を防ぐため、東側駐車場
内に同様の停止線と「トマレ」の表示をしました。

H27年10
中之島支所
産業建設課

直接声掛け
　（白い杖を持った弱視の方から）自分は道路の白線を頼りに歩いてい
るので、自宅付近の市道に白線を引いてほしいです。

　11月に、路面表示をしました。
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H27年11月 市民協働課 市長への手紙

　アオーレ長岡のイベントなどに行った際に、エスカレーターを
上がってすぐの部屋で休憩をしようとするのですが、いつも学生
で一杯で座ることもできません。
　この部屋は学習室なのでしょうか。年配になり足が痛くても休
むところが無いのでアオーレに行くことも減ってきそうです。年
寄りや子ども連れの家族が座れるようにしてください。

　市民協働センターのロビーは誰もが自由に利用できるフリース
ペースとして開放しております。また、テーブルやイスの利用に
ついては特にルールや制限を設けず、ご利用される皆さまのご協
力のもと運用しております。
　お越しいただいた際に休憩するスペースがなくお困りの時は、
ぜひお気軽にスタッフへお声がけください。席を譲ってもらえる
よう一声かけたり、別のスペースを確保するなどのご案内をさせ
ていただきます。

H27年11月
選挙管理委員会

事務局
ＨＰアンケート 　投票に必要なものを記載してほしいです。

　12月に、投票入場券を持参しない場合は、免許証等身分を確認するも
のが必要になる旨の掲載をしました。

H27年11月 中央図書館 ＨＰアンケート
　南地域図書館のページに、他の図書館の開館日カレンダーがあれば、
もう少し分かりやすいです。

　１月に、休館日の欄に図書館の開館日カレンダーへのリンクを掲載し
ました。

H27年11月 環境政策課 ＨＰアンケート

　500mくらい離れた近所で、住宅が解体されているが、建設業許可証や
解体者の業者名が掲示されていなかったので、必要なのかサイトで確認
しようとしたが、掲載されていませんでした。
　アスベストの不安もあったが、離れているので気にしないことにしまし
たが、一般人にもわかる、解体時に忘れてはいけない、手続き・届け・表
示などを掲載してほしいです。

　12月に、サイト内検索で「解体」、「届出」、「掲示」といったキーワードを
入力した際、「建築物等の解体等におけるアスベスト（石綿）の適正な対
処について」の記事が検索結果の上位にくるよう更新しました。

H27年11月 商業振興課 文書
　サンライフ長岡の保守管理について、①照明が2か所点灯していませ
ん②バイクシートと運動マットが破損しています③窓ガラスの蜘蛛の巣と
駐車場の雑草があります。

①照度計測した結果適正であったため、取換え基準を説明しました。
②バイクシートは11月に修繕しました。また、運動マットは12月に入れ替
ました。
③定期的に実施していることを説明しました。

H27年12月 警防課 市長への手紙

　消防団の活動で演習、出初式を行う際、どんなに猛暑でも、猛
吹雪でも標準の団員服でいること（上着着用、雨具は脱ぐ）を命
令されますが、これは、業務で行っている以上、労働環境の不備
にならないのでしょうか。
　熱中症になりかけたこともあります。グラウンドの中で適度の
休憩と言われても体温が下がる訳がありません。また、分団出初
式でみぞれの降る中で雨具着用が認められず体調を崩した人もい
ると聞いています。
　消防団でそこまでこだわった式典にする必要があるのでしょう
か。

　消防団の活動服上着は、災害活動時の安全管理、事故防止のた
め、肌の露出を少なくした長袖仕様としており、訓練においても
災害活動を想定し基本的には夏場であっても上着を着用して行う
ようにしています。
　また、演習や出初式などの消防団行事においても、全員が同じ
服装で参加することで、意思統一や士気の高揚が図られるため、
活動服での行動を基本としています。
　しかし、服装にこだわるあまり体調を崩すようでは地域防災本
来の目的を果たすことはできません。天候等の状況によっては参
加団員の体調管理を考慮し、時には上着を脱ぐ、雨具を着るなど
の配慮が必要であると考えます。
　このことについて、平成28年１月の方面隊長会議において、演
習や式典等の各種消防団行事を実施する際には、団員の体調管理
に十分注意し、気候条件等により服装には適宜配慮するよう申し
入れを行いました。
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受付月 担当課 手段 意見要旨 対応内容

H27年12月
情報システム

管理課
議会質問

　長岡市のホームページを見た人が自分のSNSに記事を取り上げて情
報発信できるように、シェア機能（ソーシャルボタン）を追加してほしいで
す。

　1月に、ホームページにソーシャルボタンを追加しました。

H27年12月 議会総務課 窓口
　本会議傍聴受付票を記入する際、座って記入ができるよう傍聴受付に
椅子を設置してほしいです。

　2月臨時会から、座って傍聴受付票を記入できるよう椅子を設置しまし
た。

H28年1月 環境業務課 ＨＰアンケート
　わんこ広場ながおか（ドッグラン）のことで代表の方にお聞きたいことが
あり、何度か電話しましたが繋がりませんでした。環境業務課で対応し
ていただいた方が宜しいかと思います。

　1月15日に、問合せ先に環境業務課の電話番号を掲載しました。

H28年1月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート
　各体育施設の予定表のページに中之島体育館使用予定表も表示して
ください。

　3月に、中之島体育館予定表を各体育施設の予定表ページに掲載しま
した。

H28年1月 子ども家庭課 ＨＰアンケート
　「受けることができる小児科」に新規に開院した２つの医療機関を追加
してください。

　2月1日に、新規開院の小児科を追加いたしました。

H28年1月 道路管理課 ＨＰアンケート
　今回の教訓を活かし、関係機関との情報共有と連携を強化するととも
に、きめ細かい除雪の実施に努めます。

H28年1月 危機管理防災本部 ＨＰアンケート
　国や県などの関係機関と連携を図り、迅速な情報発信に努めてまいり
ます。情報は、ながおか防災ホームページに掲載するとともに、FMラジ
オ、フェイスブックなどのSNSも積極的に活用し発信します。

H28年1月 危機管理防災本部 ＨＰアンケート 　フェイスブック以外でも道路交通情報が見れるようにしてほしいです。

　ながおか防災ホームページに災害時の道路交通情報を掲載するシス
テムを2月に構築いたしました。国、県、公共交通機関と連携を図り、FM
ラジオ、ツイッターなどのSNSも積極的に活用しながら、災害時における
道路情報を迅速に発信してまいります。

H28年1月
中之島支所
地域振興課

ＨＰアンケート 　中之島北体育館の月の予定を書いてほしいです。
　2月24日に、ホームページを修正し、3月以降の2カ月分の予定表を確
認できるようにしました。以降、月1回ホームページを更新し、予定を確認
できるようにしています。

H28年1月
越路支所

地域振興課
ＨＰアンケート

　「利用する団体、利用する内容により無料となります。」とありますが、
どのような団体がどのような内容で使う場合無料になるのか具体的に記
載してください。

　3月に、無料になる場合の記載について、わかりやすい記述に修正し
ました。

H28年1月
山古志支所
地域振興課

ＨＰアンケート
　古志高原スキー場のウエアーのレンタルについて掲載してほしいで
す。

　1月27日に、レンタル（スキー、スノーボード用品）の紹介文に「ウェア」
の表記を追加しました。

　降雪状況に応じて予想される渋滞する道路の早めの除雪を行うとか、
国道の流れが絶たれている状況、今後の予定など市民へ情報を提供を
スムーズに行ってほしいです。
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受付月 担当課 手段 意見要旨 対応内容

H28年1月
三島支所

地域振興課
地域委員会
分科会

　○○地内の通学路の柵の無い河川において、児童・生徒の安全対策
のため転落防止の対策をお願いします。

　第一分科会に出席していた「みしま交通安全協会」が、産業建設課に
通学路の安全確保の対策を要望し、H28．1月にデリネータポールを設
置しました。

H28年2月 環境業務課 ＨＰアンケート
　ごみカレンダーが27年度分しか掲載してなかったです。28年度分を掲
載してほしいです。

　平成28年度ごみカレンダーは3月1日に発行しましたので、あわせて
ホームページに掲載しました。

H28年2月 環境業務課 ＨＰアンケート
　クリアファイルなど、黄色か青色の袋の区別で悩みます。文具につい
ての詳細な分別も入れてほしいです。

　長岡市ごみと資源物の分け方と出し方（保存版）の次の改訂版の発行
時に改善します。代替策として3月17日にホームページ内の「ごみ分別
検索システム」に文具の品目を追加しました。

H28年2月 市民税課 ＨＰアンケート
　市民税・県民税の申告のお知らせについて、この時期なので、トップ
ページにあるものと、当然思っていたがありませんでした。

　毎年、申告相談時期（２月頃）にホームページへの情報掲載をする際
には、トップページのトピックスに常に表示するように実施します。

H28年2月
栃尾支所

地域振興課
ＨＰアンケート

　栃尾体育館の開館時間ですが、日曜日、祝日の開館時間が掲載して
ありません。

　2月19日に、日・祝の開館時間を掲載しました。

H28年2月
市民窓口
サービス課

窓口
　アオーレ長岡情報ラウンジで持ち込んだコーヒーをこぼし、新聞を汚し
た人がいるので、情報ラウンジは飲食禁止にしてほしいです。

　2月に、公共物を汚す可能性があることから、飲食禁止とし、アオーレ
長岡内で飲食可能な場所を含め案内表示をテーブル上に置きました。


