
平成28年度（4～11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2月 道路管理課 町内会
　集落を案内する標示を取り付けてほしいです。また、通り抜けできな
い道路の入口部に柵を設置してほしいです。

　8月に、案内標識1基及び防護柵2基を設置しました。

Ｈ28年2月 中央図書館 図書館協議会 　ネット予約可能冊数が一人15冊なのは不足だと思います。 　10月より、ネット予約を一人20冊までに拡充しました。

H28年3月 道路管理課 他課経由 　歩行者の安全確保のため、転落防止柵を設置してほしいです。 　6月に、転落防止柵1基を設置しました。

H28年3月 道路管理課 町内会

　幅員が狭い道路をスピードを出して車が通過するため、速度を抑制す
る路面標示を設置してほしいです。
　また、見通しが悪い箇所に、速度を抑制する路面標示を設置してほし
いです。

　6月に、運転者に注意を促すため、路面標示で「徐行」3箇所を設置し
ました。

H28年3月 道路管理課 町内会
　橋の幅員が狭いにもかかわらず、車がスピードを出して通過していま
す。安全のため、何か対応してください。

　6月に、運転者に注意を促すため、橋の直前に路面標示で「徐行」1箇
所を設置しました。

Ｈ28年4月 子ども家庭課 市長への手紙

　私の娘が小児白血病を患い、この度さい帯血移植をしました。おかげ
さまで経過は順調で、無事に寛解を得ています。
　娘は現在3歳で、1歳半から闘病生活を送っております。移植によって
今までに獲得した免疫がなくなってしまうので、予防接種も全て受け直
さなければなりません。ですが、長岡市では再接種の助成は認められ
ておらず、全額自己負担となるので、数十万円かかることになります。こ
の4月から金沢市で助成金制度が施行されることになったそうです。他
の自治体でもいくつかはあると聞きました。ぜひ長岡市でも助成につい
てご検討下さいますようお願いいたします。

　このたびのご意見を受けまして、8月に、長岡市でも今年度から助成
ができるよう新たな制度設計をしました。助成の方法などの詳細につき
ましては、決定次第改めてお知らせいたします。
　市では、これからも予防接種や保育、子育ての駅など総合的な視点
で子育て支援を充実させてまいります。

Ｈ28年4月 アオーレ交流課 ＨＰアンケート
　アオーレ長岡のアクセスページでグーグルマップなどとリンクしている
と、なお良いと思いました。

　4月21日に、該当ページに「ながおか便利地図」へのリンクを追加しま
した。

Ｈ28年4月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート 　ニュータウン運動公園の予定表をもう少し詳しくしてほしいです。 　4月に、大会名等の詳細を確認いただけるようＨＰの更新をしました。

Ｈ28年4月 道路管理課 ＨＰアンケート
　大手通り地下駐車場の場所は分かりますが、出入口が分かりませ
ん。出入口を記載願います。

　5月10日に、ＨＰの該当ページに出入口を追加いたしました。
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平成28年度（4～11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4月 環境業務課 ＨＰアンケート

　粗大ごみ処理券の販売店を探していましたが、指定ごみ袋のばら売
り販売店のリストが表示されました。このリストは粗大ごみ販売店のリス
トではなく、本文のPDFファイルを開かないと分からないことがやっとわ
かりました。しかもPDFファイルは「長岡市指定ごみ袋・粗大ごみ処理券
販売店」とタイトルに書かれていますが、表には「引換券・事業所用・ば
ら売り」とタイトルと無関係のような分類が記載されていて、粗大ごみ処
理券がどこで販売されているのかわかりません。利用者の立場に立っ
て情報を提供してください。

　指定ごみ袋を販売している店舗で、粗大ごみ処理券の販売も行って
いるため、そのことがわかるよう、6月にHPを修正しました。

Ｈ28年4月 まつり振興課 ＨＰアンケート
　開花情報が昨年の開花情報とごっちゃになって何となく分かりづらい
ので、できたら今現在の映像だけにしてほしです。

　5月に、ご指摘いただいた箇所について修正しました。

Ｈ28年4月 市民課 ＨＰアンケート
　東サービスセンターの休日の取り扱い内容を知りたくて検索したら
ホームページを見ろと書いてあったのでクリックしたら見つかりませんで
した。

　5月に、リンク先が正しく表示されるよう改善しました。

Ｈ28年4月 子ども家庭課 ＨＰアンケート

　「子育てタウン」アプリを入れたくて検索しましたが、候補がありすぎて
見つけられませんでした。アプリに「ながおか」と、地名を入れてほしい
です。もしくは、市政だよりにQRコードを載せてください。ネット上に載せ
るのなら、直接アプリのダウンロード頁に飛べるアドレスなどを載せても
らいたいです。

　「子育てタウン」アプリは、全国共通名称のため「長岡」と地名を入れ
ることができません。（※インストール後に郵便番号を登録することで、
長岡市の「子育てナビ」の情報が見られます。）5月に、市ＨＰの「子育て
ナビ」についてのページに、アプリをダウンロードできるページに直接行
けるアドレスを追加しました。

Ｈ28年4月 子ども家庭課 ＨＰアンケート
　小学生から高校生まで体験できる各種活動のページを、もう少し見つ
けやすくしてください。

　5月に、リンク先を増やすなど、分かりやすい情報提供に努めました。

Ｈ28年4月
与板支所

地域振興課
ＨＰアンケート

　与板体育館のトレーニングルームの個人利用料金はどこに記載され
ていますでしょうか。他のページにあれば、リンクを貼っていただけると
嬉しいです。

　トレーニングルームは、無料で利用できます。4月27日に、与板体育館
のページに掲載しました。

Ｈ28年4月 中央図書館 ご意見ポスト 　外国人のＣＤが名前で探しづらいです。
　6月に、外国人ＣＤ棚に「ポール・マッカートニー」等人名表示を追加し
ました。

H28年4月 中央図書館 窓口
　館内に掲示している、新着図書リストを見て自分で予約したいので、リ
ストにバーコード番号を追加してほしいです。

　6月から、毎週水曜日に掲示する新着リストにバーコード番号を追加し
ました。

H28年4月 道路管理課 電話 　交差点での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、左側の見通しが悪いので、6月に、カーブミラー1基を設
置しました。
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平成28年度（4～11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4月 道路管理課 町内会 　交差点での安全確保のため、指導線を設置してほしいです。
　確認の結果、5月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線を2
箇所設置しました。

H28年4月 道路管理課 町内会 　交差点での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、左側の見通しが悪いので、8月に、カーブミラー1基を設
置しました。

H28年4月 道路管理課 町内会 　防護柵が一部ないところがあるので設置してほしいです。 　11月に、防護柵3基を設置しました。

Ｈ28年5月 道路管理課 ＨＰアンケート
　大手通り地下駐車場の人の出入り口が知りたかったが見つからな
かった。

　6月16日に、出入口を追加しました。

H28年5月 道路管理課 他課経由 　安全確保のため、防護柵を設置してほしいです。 　8月に、防護柵1基を設置しました。

H28年5月 道路管理課 他課経由
　交差点内で事故が多発しています。警察は手を尽くしたので、道路管
理者として何か対応をお願いします。

　確認の結果、8月に、交差点手前に「交差点あり」の標識1基を設置し
ました。

H28年5月 道路管理課 町内会 　交差点での安全確保のため、指導線を設置してほしいです。
　6月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線を2箇所設置しまし
た。

H28年5月 道路管理課 町内会
　複雑な交差点で、一方通行を逆走する車が多いので対応してくださ
い。

　8月に、右折へ誘導するため、右方向へ区画線（破線）を設置しまし
た。

H28年5月 道路管理課 町内会 　交差点での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、8月に、左側の見通しが悪いので、それに対してカーブミ
ラー1基を設置しました。

H28年5月 道路管理課 町内会
　遊歩道と市道の交差点部について、見通しが悪く危険なので指導線
や標識を設置してほしいです。

　10月に、遊歩道に止まれのシート1箇所、車道に「飛び出し注意」の路
面標示1箇所を設置しました。

H28年5月 道路管理課 町内会
　安全確保のため、防護柵を設置してほしいです。また、丁字路での見
通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。

　10月に、防護柵1基を設置しました。また、確認の結果、右側の見通し
が悪いので、8月に、カーブミラー1基を設置しました。
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平成28年度（4～11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5月 道路管理課 町内会
　交差点部で道幅が狭くなっているため、安全標識を設置してほしいで
す。

　10月に、デリネータ2基を設置しました。

Ｈ28年6月 管財課 ＨＰアンケート
　初めて行こうと思った人にとって、まず「アオーレ長岡」という施設が長
岡市のどこにあるのか、どうやって行くのかが説明や案内も見当たら
ず、不親切なＨＰです。

　7月26日に、ご指摘のありました事項についてＨＰを修正しました。

Ｈ28年6月 農水産政策課 ＨＰアンケート
　ＨＰで、錦鯉の品種の秋翠（しゅうすい）のふりがなが「しょうすい」に
なっています。直した方がいいと思います。

　6月に、ご指摘いただいた箇所を修正しました。

Ｈ28年6月
ながおか・若者・し
ごと機構推進課

ＨＰアンケート
　にいがた出会いサポート事業(このページ)の『現在、実施を予定して
いるイベント』のリンク先が404 Not Foundです。

　6月21日に、 新の情報に修正をしました。

Ｈ28年6月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート
　市民体育館のトレーニングルームの詳しい料金表を知りたかったが、
年間使用などが載っていません。

　6月に、ＨＰの更新をしました。

Ｈ28年6月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート

　ラグビーの北信越大会で長岡ニュータウン運動公園に行くことにな
り、富山から現地までのアクセスや、かかる時間等を知りたかったので
すが、施設の案内ばかりで結局このＨＰ内ではわかりませんでした。長
岡市の施設なのだから、リンクからでもいいので使いやすいものだと助
かります。

　6月に、ＨＰの更新（アクセス欄に交通案内図を貼付）をしました。

Ｈ28年6月 健康課 ＨＰアンケート 　健診の料金、何歳以上かがわかりません。
　6月17日に、インターネット予約画面にも健診の詳細が記載されてい
る、健康カレンダーを掲載いたしました。

Ｈ28年6月 健康課 ＨＰアンケート 　総合健康診断にある募集期間外とは申し込めないと言うことですか。
　募集期間外は申し込めないということになります。表記が分かりにくく
申し訳ありませんでした。募集期間を締め切った日にちにつきまして
は、7月に、「募集期間終了」等に修正しました。

Ｈ28年6月 スポーツ振興課 ＨＰアンケート
　東山ファミリーランドでは、キャンプは無料なのか有料なのかわかりに
くいです。

　6月に、ＨＰの更新をしました。

Ｈ28年6月 住宅施設課 ＨＰアンケート
　住宅リフォーム支援事業の補助金の残高の掲載がわかりにくいの
で、わかるように表示をお願いします。

　6月に、補助金の残額の表示につきましては、更新ごとにトピックスに
項目を掲載するとともに、住宅リフォーム支援事業ページ内の残額表
示の位置等の見直しをしました。
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平成28年度（4～11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6月 子ども家庭課 ＨＰアンケート

　ごりようあんないの一時保育の説明文に納得いかない点があります。
市外に住んでいる人でも出産などの理由で一時保育を利用できるとの
ことですが、実際問い合わせたところ、『出産の当日のみ一時保育が利
用できる』そうです。利用には前日までの申し込みが必要とあります
が、出産する日なんて帝王切開でない限り前もってわかるわけありませ
ん。この回答にはびっくりしました。
　今回里帰りで利用したいと思い問い合わせたところ、こちらのホーム
ページとてくてくの職員さんの回答からしておかしいなと思い書かせて
いただきました。ホームページの文章を変えた方がいいと思います。

　ご意見を受けてくてくに事実確認したところ、対応した職員が、市外の
人の利用基準について誤って認識していたことを確認しました。実際
は、出産については出産当日のみではなく、産前産後8週間は利用可
能としています。
　HＰについては、7月に、てくてくの「せんしゅう保育園」とあわせて、ち
びっこ広場の「まちなか保育園」のご利用案内も「出産（産前産後８週
間）」と表記を修正しました。

H28年6月 中央図書館 窓口
　毎月第一日曜日に雑誌新聞リサイクルがあることを知りませんでし
た。全市民に情報開示してほしいです。

　雑誌新聞リサイクルについては、館内に案内掲示をしていましたが、6
月30日に、図書館ＨＰに案内を掲載しました。

H28年6月 中央図書館 電話
　自分は障害のために図書館まで3時間もかけて行っています。予約を
電話で受け付けてほしいです。

　7月から、電話での受付試行を開始しました。ただし、窓口シフトの都
合により平日の11時から17時までに限定とします。

H28年6月 道路管理課 電話
　8m道路から6m道路に左折する車がふくらんで走行するため危険で
す。対策をお願いします。

　8月に、6m道路の視界を広くするのと、減速するためのラインを設置し
ました。

H28年6月 道路管理課 町内会 　交差点での安全確保のため、指導線を設置してほしいです。
　6月に、非優先側に一時停止を促すように、指導線を1箇所設置しまし
た。

H28年6月 道路管理課 町内会 　安全確保のため、防護柵を設置してほしいです。 　6月に、防護柵及びチェーン柵を設置しました。

H28年6月 道路管理課 町内会 　安全確保のため、防護柵を設置してほしいです。 　7月に、ポールとロープを2箇所設置しました。

H28年6月 道路管理課 町内会 　交差点での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、左側の見通しが悪いので、9月に、カーブミラー1基を設
置しました。

H28年6月 道路管理課 町内会 　交差点での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、右側の見通しが悪いので、10月に、カーブミラー1基を設
置しました。
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平成28年度（4～11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6月 道路管理課 町内会 　優先・非優先を明確にするため、指導線を設置してほしいです。 　10月に、指導線を9箇所設置しました。

Ｈ28年7月 公園緑地課 市長への手紙

　私が引っ越してきた頃から、すずらん通りの街路樹、さざんかにいっ
ぱいカイガラムシがついています。場所は長岡○○ビルや、○○銀行
等の前です。
　以前より少なくなってはいますが、よく見て消毒してください。木がか
わいそうです。見るに堪えません。

　7月15日、現地で街路樹にカイガラムシが付着していることを確認しま
した。
　8月31日に、薬剤散布によるカイガラムシ駆除を実施しました。

Ｈ28年7月 道路管理課 市長への手紙

　防災シビックコア地区の無料駐車場に、３月以前から普通車１台が
ずっと置かれたままになっています。すでにタイヤの空気圧はかなり抜
けている状況で、ワイパーも立ったままです。ナンバープレートはついた
ままで、ナンバーは○○、色は○○です。
　長岡市が管理している駐車場だと思いますが（立て看板に長岡市道
路管理課と書かれていたので）、この所有者を割り出して対応はしない
のでしょうか。
　不審に思ったので５月に長岡警察署に電話したところ「市の土地であ
れば市から連絡がこちらにあるはずですが」と言われ、対応するような
ことを言ってましたが、先日見た限りでは、状況は何ら変わりありませ
ん。
　市有地に対する車両について、状況把握はしていないのでしょうか。
この車両は上記にも書きましたが、空気圧は抜けており、（冬でもない
のに）ワイパーも立ったままであることから、例えば月１回巡回でもすれ
ば不審な車両であることは容易にわかるはずです。

　ご指摘の通り、シビックコア地区の無料駐車場には、現在２台の自動
車が放置されていると見受けられます。今後、関係機関に対して照会
等を行い、自動車の持ち主に対して、自動車を至急移動していただくよ
う手配しました。
　これからは、このようなことがないように、定期的にパトロールを行い、
適切に駐車場の管理を行ってまいります。
　9月23日に、駐車場に行き、撤去されていることを確認しました。

Ｈ28年7月 子ども家庭課 ＨＰアンケート 　28年度のポスターコンクール．締切等の詳しい要項がわかりません。
　7月に、平成28年度家庭でワクワクお手伝いポスターコンクールの応
募規定についてＨＰに掲載しました。

H28年7月 中央図書館 電話
　貸出延長電話を17時30分までではなく、閉館の19時まで受け付けて
ほしいです。

　8月4日から、17時30分以降も受け付けすることとしました。

H28年7月 道路管理課 電話 　川に誤って落ちそうなので、街灯を設置してほしいです。
　確認の結果、線形誘導を促すため、8月に、デリネータ4本と外側線を
設置しました。

H28年7月 道路管理課 電話
　ゆるいカーブの道路で、夜間、周囲が真っ暗になります。車が走り抜
ける危険があるため、道路のコーナー部に反射板を設置してほしいで
す。

　8月に、クッションドラム2基を設置しました。

H28年7月 道路管理課 町内会 　丁字路での安全確保のため、指導線を設置してほしいです。 　7月に、指導線1箇所を設置しました。
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平成28年度（4～11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7月 道路管理課 町内会 　安全確保のため、防護柵を設置してほしいです。
　確認の結果、幅員が広く、交通量や人通りも少ないため、8月に、デリ
ネータ6本を設置しました。

H28年7月 道路管理課 町内会 　丁字路での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、左側の見通しが悪いので、9月に、カーブミラー1基を設
置しました。

H28年7月 道路管理課 町内会 　川と市道の間に転落防止柵を設置してほしいです。
　確認の結果、防護柵の設置では歩行スペースが制限され、車両との
接触が懸念されるため、10月に、歩行者と車両の分離を図る外側線を
設置しました。

H28年7月 道路管理課 町内会
　幅員の狭い道路にもかかわらず、車が速度を落とさずに走るため、
ドットマークを設置してほしいです。

　10月に、ドットマークを設置しました。

Ｈ28年8月 公園緑地課 市長への手紙

　7月22日から、ポケモンの配信により表町平潟神社内公園がゲームを
やる者たちで異常なほどです。
　家の前の狭い道路が駐車禁止ですが平気で駐車、逆駐の列です。深
夜になっても絶えません。
　公園内は吸殻、空き缶やごみが散乱状態。公園緑地課に電話しまし
たが何の対策もなし。警察にも何度も電話しますがイタチごっこです。
　せめて家の前の道路に駐車禁止の山型のポールを並べてもらえませ
んか。

　8月23日午後に現地を確認し、差出人から話をお聞きし、公園内の道
路側に注意喚起する看板を立てることをお伝えしました。
　9月に、公園内に駐車禁止の注意喚起看板を設置しました。

Ｈ28年8月
寺泊支所

産業建設課
ＨＰアンケート

　寺泊港まつりのページに駐車場ありとの表示があるが、具体的な場
所や地図が一切見当たりません。

　9月に、駐車場及び交通規制を表示した地図をＨＰに追加掲載しまし
た。

Ｈ28年8月 子ども家庭課 ＨＰアンケート
　他のには説明文などが在りましたが、すくすくも施設案内に、説明文
みたいなのをつけてください。

　9月に、各コーナーの説明文をＨＰに追加しました。

H28年8月 道路管理課 電話
　道路のつきあたり部にガードレールがないため、水路に突っ込む危険
があります。ガードレールを設置してほしいです。

　10月に、ドットマーク及びデリネータ3本を設置しました。

H28年8月 道路管理課 町内会
　丁字路に左方向のみカーブミラーが設置してあるが、右方向も設置し
てほしいです。

　確認の結果、周辺道路の幅員が狭く、右側も確認できた方が行き違
いに効果があるので、9月に、カーブミラー1面を設置しました。

H28年8月 道路管理課 町内会 　丁字路での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、右側の見通しが悪いので、9月に、カーブミラー1基を設
置しました。
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平成28年度（4～11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9月 道路管理課
市長への

ご意見・ご提案

　長岡駅東口駐輪場からの地下道出口（西口）の階段上り口の 初の
手すりがぐらついています。
①本当に手すりが必要なご老人や障害者にとっては危険に思います。
②小さな修理で済むものも、部品が失われると面倒です。

　9月20日午後、指摘箇所と思われる手すりを現地で、壁と手すりの間
に隙間があり、多少のぐらつきがあることを確認しました。
　9月20日17時30分、差出人に位置の確認のため電話でお聞きしたとこ
ろ、指摘箇所は現地確認した場所で間違いなかったため、ご意見に対
しお礼を述べるとともに、早急に修繕対応することを伝えました。
　9月30日に修繕しました。

Ｈ28年9月 長寿はつらつ課 ＨＰアンケート
　地域包括支援センターに相談できる曜日・時間がわかりませんでし
た。

　10月に、地域包括支援センターの開設日・時間を記載した一覧表
（PDF）を掲載しました。

Ｈ28年9月 中央図書館 ご意見ポスト
　本が探しづらいので、検索機の近くに館内マップを置いてほしいで
す。

　9月に、検索機そばに館内マップを設置しました。

H28年9月 道路管理課 町内会
　水路の柵のないところに柵を設置してほしいです。きちんとした柵を設
置すると苦情をいう人もいるので、他の対応をお願いします。

　町内での意思が統一されていないため、トラロープでの対応としまし
た。（9月にトラロープ3箇所設置しました。）

H28年9月 道路管理課 町内会
　交差点での安全確保のため、クロスマーク及び指導線を設置してほし
いです。

　9月に、クロスマーク1箇所、非優先側に指導線2箇所を設置しました。

Ｈ28年10月 道路管理課 ＨＰアンケート

　自動二輪の利用が可能なのかがわかりません。二重、三重否定に
なっています。駅近くでは中型バイク、大型バイクは、どこに止めたらい
いのでしょうか。自転車の駐輪場は原付や 125cc まで、という制限があ
りますし、車用の駐車場は受け入れてもらえるか分かりません (実際拒
否されました)。中型、大型のバイク乗りは、市街地では割とそういう状
況になりがちなので、事前にどこに止められるのかを調べてから出かけ
る人も多いようです。現在のように止められる場所がわからないと行こ
うと思わないとか、あるいは 悪路駐かな、と考えてしまうのではないで
しょうか。ぜひ中型、大型バイクの情報も教えて欲しいと思います。

　10月31日に、自動二輪の駐車の可否について分かりやすいよう記載
しました。

Ｈ28年10月 まつり振興課 ＨＰアンケート
　米百俵まつりのポスターの画像で、サイト内に もう少し解像度の高い
ものが欲しいです。

　12月に、解像度の高い画像に差し替えました。

Ｈ28年10月 まつり振興課 ＨＰアンケート 　米百俵まつりの雨天時の開催はどうなのかわからなかったです。

　来年度は、雨天の場合の開催方針について、あらかじめ情報を掲載
します。
　なお、10月8日午前8時にＨＰにおいて、通常どおりイベントを実施する
との情報を掲載しました。
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平成28年度（4～11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10月 まつり振興課 ＨＰアンケート

　米百俵まつりの際、地下駐車場を利用できるのかが分からなかった。
会場図では入れないように見えるが、駐車場情報では空きがあると表
示されている。チラシにも記載がなく大変困った。行くのをやめようか
な。

　来年度は、ＨＰに大手通地下駐車場の利用方法を掲載します。

Ｈ28年10月 河川港湾課 ＨＰアンケート
　上組地区の者です。土手は整備されキレイになりましたが、川の草が
未処理の為、雨水、雪解け水で水位を越えてしまうのではないかと心
配です。草の処理をよろしくお願いします。

　お住まいの地域の河川では、今年度、太田川の堤防舗装を新潟県で
実施しました。市内の県管理河川について同様の草刈りについてのご
意見をいただいており、県に対して草刈りを含め適切な維持管理を要
望しております。

Ｈ28年10月 国保年金課 ＨＰアンケート

　平成28年度国民健康保険料のお知らせで、計算例と計算表はこちら
から（ＰＤＦ２７６ＫＢ）からクリックした計算表の様式に間違いがあります
ので、お知らせします。計算表中　中段の「平成２７年度　保険料率」は
「平成２８年度　保険料率」ではないでしょうか。

　11月7日に、内容を修正させていただきました。

Ｈ28年10月 地域振興戦略部 ＨＰアンケート 　アルパカについて、とりあえず役にたちません。
　11月4日に、アルパカのページがすぐに見つかるよう、ホームページを
修正しました。

Ｈ28年10月 中央図書館 ご意見ポスト 　ロッカーの前にカートが置いてあり、ロッカーが使いづらいです。
　10月18日に、カートを30センチほど移動して、ロッカーの前をあけ、使
いやすくしました。

H28年11月 道路管理課 電話
　丁字路での安全確保のため、「止まれ」の標示、標識等を設置してほ
しいてです。

　11月に、指導線1箇所を設置しました。

H28年10月 道路管理課 町内会
　道路のカーブ部の側溝に脱輪する車がときどきあります。側溝にグ
レーチングを設置してほしいです。

　要望箇所の型の側溝には原則蓋掛けは実施しないため、10月に、代
わりにデリネータ3本を設置しました。

H28年10月 道路管理課 町内会
　夜間、遊歩道の車止めにつまづいて転んだ人がいるので、目立つよう
にしてほしいです。

　11月に、車止め6箇所を蛍光塗装しました。

H28年11月 道路管理課 町内会 　丁字路での見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしいです。
　確認の結果、直進車に注意を喚起するため、11月に、交差点マークを
設置しました。

随時 農水産政策課 　利用者 　ふるさと体験農業センターの駐車スペースが分かりづらいです。
　駐車スペースを示す白線が経年により消えかかっていたため、12月
に、白線を引き直しました。
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