
平成29年度（4～9月分）　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

H28年11月 中央図書館 メール
　中央図書館の正面入口、スロープに手すりがなく危険です。
　設置予定がある場合は、時期を教えてほしいです。
　設置予定がない場合は、不要と判断した理由を教えてほしいです。

　平成29年度予算に計上し、6月12日に手すりを設置しました。

H29年3月 スポーツ振興課 HPアンケート
　希望が丘テニス場で行われているテニス教室の状況などもあわせて、
載せていただけると幸いです。

　4月24日に、指定管理者のホームページ（http://kibougaoka-
sports.com/）に、テニス教室の状況を掲載しました。

H29年3月 市民税課 HPアンケート
　軽自動車税のページから軽自動車税申告書のダウンロードページへ
のリンクがあると良いと思います。

　4月に、ダウンロードページへのリンクを掲載しました。

H29年3月 長寿はつらつ課 HPアンケート

　介護職員処遇改善加算について、介護保険では平成29年度より加算
Ⅰ～加算Ⅴまでとなりますが「介護予防・日常生活支援総合事業費算定
に係る体制等状況一覧表」については加算Ⅳまでになっています。 新
の様式なのでしょうか。

　4月17日に、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等
状況一覧表」を更新しました。

H29年3月 観光事業課 HPアンケート
　悠久山桜まつりに東京から15、16日の予定でまいります。シャトルバス
の欄は県外の者にとってはもう少し詳しくご説明いただけたらと思いまし
た。

　4月27日に、シャトルバスが無料である旨を追記し、場所については所
在地と地図を掲載しました。

H29年4月
市民窓口サービス

課
市長への手紙

　市長への手紙を電子メールで送信するとき“申請”をクリックするが、市
民の意見等を幅広く市民から伺い市政に反映するための制度であるの
に「申請せよ」言われているようで、上から目線を感じました。違う言葉を
使う方が目的にかなうと思います。改善をお願いします。

　市長への手紙を送るにあたって「申請」という表記は適切ではないた
め、5月25日に｢送信」という表記に変更しました。

H29年4月
中之島支所
地域振興課

HPアンケート 　中之島体育館施設内の写真がありません。 　6月1日にホームページを修正し、施設内の写真を掲載しました。

H29年4月 下水道課 HPアンケート
　浸水対策の補助制度について、交付申請書・実績報告書をこのページ
からダウンロードできるようにしてもらいたいです。

　6月23日に、ＨＰからダウンロードができるよう改良しました。

H29年4月 スポーツ振興課 HPアンケート
　悠久山野球場の駐車場（プール）を使いたいので、野球の大会など使
用の日程を載せてほしいです。

　駐車場の一部は、常時プール利用者のための駐車スペースとして確
保しております。なお、参考までに、5月に、隣接する野球場の予定表を
作成し、ホームページへの掲載を行いました。

H29年4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)の地図の掲載を希望します。 　6月1日に、地図を表示するリンクを設定しました。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年4月 環境業務課 HPアンケート

　電池のページが分かりづらいです。乾電池、リチウムコイン電池の項
目に「ボタン型（型式記号SR、PR、LR）・充電式は販売店へ」と書いてあ
るのが紛らわしいです。この内容は「ボタン電池（型式記号SR、PR、
LR）」「充電式電池」の中に入れるべきです。CRの電池の捨て方探しに
来たとき、「ボタン型～」と書かれていると「結局どうすればいいのだろ
う。」となってしまいます。

　6月1日に、ごみ分別検索システムの電池の出し方について、情報を更
新しました。

H29年4月 道路管理課 電話
　子供が川に落ちないように設置してあった防護柵がなくなったので、対
応してほしいです。

　5月10日に、隙間部分にチェーンを設置しました。

H29年4月 道路管理課 電話 　路面に「徐行」の表示をしてほしいです。 　5月26日に、路面に「徐行」の標示をしました。

H29年4月 道路管理課 電話 　分離柵を設置してほしいです。 　9月6日に、P種パイプを設置しました。

H29年4月 道路管理課 他課経由
　通学路のため、車への注意喚起の看板や道路標示等の事故防止策を
とってほしいです。

　6月14日に、児童の動線と車の動線が重なる区間の片側車道に、ドット
マークと「速度落とせ」の路面表示をしました。

H29年4月 情報システム管理課 電話
　公共施設予約システムのアカウントロックをした際に、すぐに解除して
ほしいです。

　4月28日に、公共施設予約システムの担当が不在の際にも対応できる
ようマニュアルを作成し、課内で共有しました。

H29年5月 スポーツ振興課 市長への手紙

　夕方から夜間にかけて市営スキー場の駐車場(特にA駐車場)でドリフト
走行をしている複数のスポーツカーを目撃します。大変危険であり、市
民の財産の駐車場も傷付けられています。また市営スキー場に至る道
路でもかなりの高速で複数台で走行していて大変危険極まりない運転を
目撃しています。そこでお願いですが、市営スキー場の夜間のゲートの
閉鎖をお願いします。事故があってからでは遅いです。

　これまで、A駐車場はキャンプ場利用者の利便性に配慮して、夜間も
開放していたところですが、こうした危険・迷惑行為の拠点とされている
ことは施設管理上においても問題ですので、5月31日付で、Ｂ・Ｃ駐車場
と同様に夜間閉鎖することとしました。
　併せて、周辺巡回の強化を警察に依頼するなど、安心安全で適切な施
設管理に努めてまいります。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年5月 公園緑地課 市長への手紙

　日頃、防災公園を利用させて頂いておりますが、犬の散歩の利用者も
非常に多い事はご承知と存じます。その利用者の中でマナー違反者が
多く、以下の問題がございます。
　・芝生内にした糞を放置する。犬トイレ脇にもよくあります。芝生内の放
置は、本当に多いです。
　・リードを放す。特定の人で、毎日の様に大型犬を連れて来てリードを
放しています。 近は、人目を気にしてか、もしくは変な理屈からなのか
首輪から放すのではなく、見た目20mほどの長いロープを繋いだ状態で
放しています。小さい子供も多く、万が一その犬が襲った場合制止不能
と考えます。その長さでは、ロープを持っていてもNGではないでしょう
か。同様に小型犬でもリードを繋いで放す人も見かけます。ドッグランと
勘違いしています。
　昨年市役所にて詳細をご説明し、注意喚起の立札設置をご検討頂け
るお話でしたが現時点で実施頂けて無いかと存じます。
　ある町内に、「犬を放すことは禁止です。絶対に放さないで下さい。」
「ペットの糞は飼い主が責任をもって処理して下さい。」等、市が設置さ
れた立札がありますが、この立札を設置して頂けないのでしょうか。
　設置出来ないのなら、パトロール等を実施し、直接注意喚起をお願い
します。

　昨年10月にいただいたメールの後、注意喚起の表示場所等について
検討を重ねてまいりましたが、設置が遅れ、お詫びいたします。
　5月19日に、公園内に注意喚起の表示を設置いたしました。

H29年5月
市民活動推進課

道路管理課
市長への手紙

　会社の近くの信号無し交差点2箇所で毎日のように事故が起こり、怖く
て通る事ができません。長岡バイパスや左岸バイパスと繋がっているの
で、一時停止側の車が平気でスピードを落とさないまま、つっこんできま
す。先程も事故があり、救急車が来ていました。
　市とは関係無い道路かもしれませんが、どのくらいの件数の事故が
あったら信号が設置されるのですか。

　信号機の新設要望は新潟県公安委員会に伝えていますが、当該箇所
は近隣に既存信号機が設置されているため、新規設置は難しいと聞い
ています。そのため、道路管理者である長岡市で、交差点付近での何ら
かの安全措置を行えないか検討し、8月16日に、道路管理課が当該個
所に減速の道路標示を施工しました。

H29年5月 スポーツ振興課 HPアンケート 　悠久山プールの写真が少ないです。 　5月に屋内プールの様子が分かる写真を追加しました。

H29年5月 環境業務課 HPアンケート 　ごみ収集日カレンダーに行くまでとてもわかりにくいです。 　6月1日に、収集カレンダーを検索しやすいように更新しました。

H29年5月
和島支所

産業建設課
HPアンケート

　良寛の碑をたずねてのページですが、地図が小さくて見にくかったで
す。でも、役に立ちました。今度、行きたいと考えています。

　5月30日に、より詳細な内容、大きな地図が記載されている「はちすば
通り良寛碑めぐり」パンフレットへのリンクを貼りました。

H29年5月 アオーレ交流課 HPアンケート 　アオーレ長岡のアリーナのページですが、入り口がわかりません。 　5月31日に、アリーナフロアガイド1Fに「入口」を記載しました。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年5月 スポーツ振興課 HPアンケート 　東山ファミリーランドにシャワーがあるかないか記入してほしいです。
　東山ファミリーランドにシャワー室はございません。6月に、この旨を記
載し、明確にしました。

H29年5月 福祉課 HPアンケート
　意思疎通支援者（手話通訳・要約筆記） の派遣について、申請書の様
式データをこのページに掲載した方がよいと思います。

　5月30日に、ページの 後に書式ダウンロードへのリンクを追加しまし
た。

H29年5月 スポーツ振興課 HPアンケート 　八方台いこいの森の写真が少ないです。
　6月9日に、八方台いこいの森の施設や景観の写真を増やし、誰もが解
りやすく閲覧できるよう改善しました。

H29年5月 都市開発課 HPアンケート
　建築物の設計荷重について、地域に含まれる町名が分からないので
表記して欲しいです。

　6月30日に、町名別垂直積雪量を掲載しました。

H29年5月 道路管理課 窓口 　カーブミラーの設置を要望します。 　8月16日に、カーブミラーを設置しました。

H29年5月 道路管理課 電話
　通学路なのに柵が一部抜けていて危険なため、柵を設置してほしいで
す。

　9月6日に、P種パイプを設置しました。

H29年5月 道路管理課 電話
　スピードを出してカーブする車が多いので、大きいカーブ表示を設置し
てほしいです。

　9月6日に、「速度落とせ」の路面標示とアローマークを設置しました。

H29年5月 道路管理課 電話 　横断歩道付近に照明灯の設置を要望します。 　9月28日に、安全確保のため照明灯を1基設置しました。

H29年5月 道路管理課 電話 　カーブミラーの設置を要望します。
　9月30日に、既存の支柱に右側が確認できるカーブミラーを設置しまし
た。

H29年5月 道路管理課 要望会
　丁字路交差点が分かりづらいため、クッションドラムの追加設置を要望
します。

　6月5日に、クッションドラム２個を設置しました。

H29年5月 道路管理課 要望会 　丁字路に停止線及び「徐行」の文字をお願いしたいです。 　6月14日に、丁字路に停止線及び「徐行」の路面標示を施工しました。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年5月 道路管理課 要望会 　カーブミラーの設置を要望します。(他2件)
　7月18日、8月8日、8月31日に、それぞれの場所にカーブミラーを設置
しました。

H29年5月 道路管理課 要望会 　交差点のカラー化を要望します。
　現地を確認したところ、カラー化より路面標示が適していたため、8月8
日に、交差点の優先側に「速度落とせ」の路面標示を施工しました。

H29年5月 道路管理課 要望会
　通学路で歩道がない部分のグリーンベルト、路面表示等の対策をお願
いしたいです。

　8月8日に、路肩を明確にするため、外側線を引きました。

H29年5月 道路管理課 要望会 　路側帯を設けてほしいです。
　8月8日に、視線誘導の効果も考えられるため、要望個所に外側線を設
置しました。

H29年5月 道路管理課 要望会
　過去に自転車と車との接触事故があったため、自転車のスピードを抑
制する路面表示等の安全対策をしてほしいです。

　9月26日に、「飛び出し注意」の路面標示を施工しました。

H29年5月 道路管理課 要望会
　複数の車道が交わる交差点で優先道路が分かりづらいため、路面表
示等で注意喚起をしてほしいです。

　9月29日に、優先側に区画線を施工しました。

H29年6月 中央図書館 市長への手紙

　西地域図書館の駐車場についてですが、障害者の方の駐車スペース
に健康な方が停めていることが目立ちます。図書館の人には注意するよ
うにお願いしたのですが一向に改善が見られません。
　自分は片目が見えないので広いスペースに停めたいのですが、これで
は停める事が出来ず、なるべく人が停めていない左右に余裕のある離
れた場所に停めています。
　自分以外にもお年寄りや障害を持っている方、乳幼児と一緒の方が健
康な方に遠慮する事なく停められるように配慮をお願いします。

　こちらの障害者用の駐車スペースには、路面に車いすの表示をしてい
ますが、利用される方からは、わかりにくかったように思われます。
　7月に図書館入口に注意の貼り紙をし、さらに駐車スペースにはスタン
ド型の看板を設置しました。また、職員も重点的に巡回するようにしまし
た。

H29年6月 管財課 HPアンケート
　市民センターへ、自転車やバイクで訪れる場合の駐車場はどこでしょう
か。

　自転車と原動機付自転車については、長岡駅前の自転車駐車場をご
利用ください。6月に、該当ページに自転車駐車場についての記載を追
加し、クリックすると 寄りの自転車駐車場のページに移れるようにホー
ムページを修正しました。
　また、原動機付自転車以外のバイクについては、駐車場はありませ
ん。

H29年6月 市民税課 HPアンケート
　給与所得者の個人市・県民税の特別徴収のページに、特別徴収への
切り替えの申請書をリンクで貼り付けてください。

　7月25日、特別徴収切替申請書等特別徴収に関する各種様式にリンク
できるよう修正しました。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年6月 環境政策課 HPアンケート

　環境政策課が何部の所属なのかわかりません。長岡市は部署が分散
しているのに、どこに行けばよいのかが、非常にわかりにくいです。そも
そも、このページを見てもわからないというのはいかがなものでしょうか。
総じて長岡市のHPはわかりにくいです。

　7月19日に、部署名及び案内図を掲載しました。

H29年6月 道路管理課 電話 　指導線の設置を要望します。 　6月22日に、丁字路で多少変則しているため、指導線を設置しました。

H29年7月 子ども家庭課 HPアンケート 　ぐんぐんへのアクセスは、バスの路線も載せてほしいです。 　8月16日に、バスの交通情報を掲載しました。

H29年7月 環境業務課 HPアンケート

　すっきりと、まとまったページ構成で解りやすかったです。ごみ分別で
利用させていただきましたが、ごみの名前検索で閉口致しました。"腐っ
た葉っぱ"を調べたかったのですが、"腐る"や"葉っぱ"はヒットせず、"
葉"でパイナップルの葉"が出て来ました。もう少し柔軟なデータベースに
ならないでしょうか。

　ごみの分別検索に枝葉・草が入っていませんでしたので、8月10日に、
追加しました。
　なお、「腐った葉っぱ」は枝葉・草としてお出しいただけますので、申し
添えます。

H29年7月 危機管理防災本部 HPアンケート
　地域防災計画のPDFの数が多すぎるので、ワンファイルにまとめたも
のがほしいです。

　8月に地域防災計画の「震災対策編」、「風水害・雪害対策編」を、11月
に「資料編」を、それぞれの複数のファイルをひとまとめに結合したＰＤＦ
データを全体版として掲載しました。
　なお、「資料編」のファイル結合に際しましては、データの容量が大きい
ため、解像度を下げ、白黒表示とさせていただいております。

H29年7月 スポーツ振興課 HPアンケート 　乙吉運動広場は、シューズをレンタルしているか書いてほしいです。
　申し訳ありませんが、シューズのレンタルは行っておりません。貸出物
品など詳細については直接施設へお問合せください。8月2日に、HP上
に「詳細は施設へお問合せください」と追加しました。

H29年7月 道路管理課 要望会 　丁字路のため左右がわかるダブルミラーの新設をしてほしいです。
　9月29日に、視認性の悪い右側を確認するカーブミラーを新設しまし
た。

H29年8月 収納課 HPアンケート 　市税の納期限のPDF版は無くなったのでしょうか。
　8月28日に、市税の納期限ページに平成29年度版市税納期限カレン
ダーを掲載しました。

H29年8月
情報システム管理

課
HPアンケート

　予約システムのページからリンクで開いたが、規約は了解してもここか
ら先の登録の方法が分からないため、説明や関連ページのリンクがない
と利用できません。

　9月28日に、利用規約のページから予約システムのトップページへのリ
ンクを追加しました。
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平成29年度（4～9月分）　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

H29年8月 長寿はつらつ課 HPアンケート
　認知症サポーター養成講座のページはあるが、具体的な講習スケ
ジュールが分かりません。

　認知症サポーター養成講座は、10名以上のグループ・団体、企業等の
皆様から随時申し込みをいただいて実施しております。講座の日程、流
れ（概ね60～90分）等はあらかじめ決まっているものではなく、お申し込
みいただいた方と打ち合わせを行い決定させていただいております。
  なお、9月28日に、お申し込みから講座開催までのおおまかな流れを、
HPに掲載しました。

H29年8月 商業振興課 HPアンケート

　各会のフリーマーケットの申し込み期間(開始日)の記載もしてほしいで
す。例えば、実施日の1か月前から受付け開始であるようであれば、そ
の旨どこかに記載してほしいです。事務局に問い合わせたところ、早す
ぎると｢まだです｣という回答で、近くになると｢○月×日からです｣という回
答でした。

　9月に、フリーマーケットの申込期間について、詳細を掲載しました。

H29年8月 健康課 HPアンケート
　総合健康診査(半日ミニドック)の日程で、さいわいプラザの実施日につ
いて、午前と午後がある場合は、午後には（午後）と記載があるが、午前
にも（午前）と記載してほしいです。

　平成30年度の予約受付開始より記載を実施します。

H29年8月 道路管理課 電話
　自転車と自動車の接触事故があったため、自転車のスピードを物理的
に抑制させるため、P種パイプを交互に設置してほしいです。

　8月28日に、P種パイプを交互設置しました。

H29年8月 中央図書館 電話
　西地域図書館の駐車場内で、白線で区切られた駐車スペース以外に
車を停める利用者がいて、道路に出る際の安全確認ができません。

　8月に、「駐車禁止」のコーンを設置しました。

H29年9月 福祉総務課 HPアンケート
　すこやか・ともしびまつりのページについて、前日になっても会場配置
図が掲載されていません。障がい者を連れて歩くためには事前に配置
がわからないと困ります。

　来年度以降は、イベント情報とともに会場配置図も決まり次第掲載しま
す。
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