
平成29年度（10～3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
川口支所
地域振興課

窓口 　川口支所に入る際、足腰の弱い高齢者には手摺がなくて不便です。
　11月24日に、川口支所庁舎の正面階段及びスロープ部に手摺を設置
しました。

H29年1月 中央図書館 ご意見ポスト 　1階多目的トイレまたは２階トイレに洗浄便座を設置してほしいです。 　11月27日に、１階多目的トイレを改修し、洗浄便座を設置しました。

H29年5月 生活支援課 HPアンケート

　「窓口に来てください」「電話で聞いて下さい」ということしか伝わらな
い、非常に情報量の少ないページです。本当に保護が必要な人も申請
をためらってしまいそうです。それとも生活に困窮している人はネットな
ども使えない、使わないからこの程度でいいとでも思っているのでしょう
か。今はスマホからでも検索して調べる時代です。これではわざと敷居
を高くして申請をためらわせようとしているのか、やる気がないのか、ど
ちらかにしか受け取れません。

　11月1日に、わかりやすい掲載内容にホームページを更新しました。

H29年8月 福祉総務課 HPアンケート 　トモシアの配置図が見つかりません。 　10月19日に、配置図を掲載しました。

H29年9月 商業振興課 HPアンケート

　歩行者天国のページには、詳しいチラシ等のPDFやURLの添付が
あった方がわかりやすいです。例えば今回は歩行者天国による交通規
制の場所・範囲の地図などを知りたかったのですが、ここではこれ以上
の情報は得られないので、最初から検索し直しとなりました。

　10月17日に、チラシ等を掲載したほか、規制場所の地図を掲載しまし
た。

H29年9月 商業振興課 HPアンケート 　歩行者天国の交通規制の情報が無いのはおかしいと思います。 　10月17日に、規制場所の地図を掲載しました。

H29年9月 道路管理課 HPアンケート

　大手口駐車場について、入庫可能時間、出庫可能時間を明確にWeb
上に記載してください。営業時間外は車を出庫できないとは何処にも書
いてありません。この条件をのめなければ車で来るなくらいのことを書
いてください。何処にも出庫できないとは書いていないです。

　営業時間と入出庫可能時間は同一ですので、HPの表現を誤解のな
いように改めます。

H29年9月 業務課 HPアンケート 　水道料金は、早見表があるとさらに便利かと思います。 　水道料金の早見表を作成次第、ホームページへ掲載します。

H29年9月
栃尾支所
地域振興課

HPアンケート
　貴渡神社の住所が知りたいのに、地図しかないのがとても残念でし
た。

　10月5日に、所在地の番地を追記しました。
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平成29年度（10～3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9月 中央図書館 HPアンケート

　互尊文庫を利用しました。小学生の子供と勉強を目的に行きました。
しかし、テーブルには図書館の本を使用しての学習以外はダメというよ
うなことが書いてありました。図書館の本を利用するつもりはありません
でした。仕方ないので勉強をやめて本を読んで時間を潰しました。後で
図書館の方に聞いたら、「そちらの学習室をご利用下さい」と言われま
した。それなら最初から、分かりづらい言葉をテーブルに貼るのはやめ
てください。そもそも図書館なのに学習出来ないのはおかしいと思いま
す。

　ご指摘の貼り紙は誤解を招くため、10月9日に撤去しました。また、同
日に中学生以上の方へ３階学習室の利用を促す表示を掲示しました。

H29年9月 子ども家庭課 HPアンケート
　一時保育が市外の人も利用できることがあると書いてあるので問い合
わせたら、市外と伝えた時点で断られました。それならば、相談ください
という記載は削除してください。

　10月13日に、誤解のないようＨＰの記述修正を実施しました。

H29年10月 環境業務課 市長への手紙

　今日の昼頃に、ドッグランに行ったら、犬の糞が何か所もあってとても
嫌な思いをしました。
　何か対策を考えていただけませんか。みんなが気持ちよく利用したい
と思います。

　10月13日に、ドッグランに糞の後始末に関する表示をしました。引き続
き広く啓発に努め、飼い主の更なるマナーの向上を図りたいと思いま
す。

Ｈ29年10月 道路管理課 電話 　デリネータ―ポールを設置してほしいです。 　10月に、デリネータ―ポールを2本設置し、安全を確保しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 電話 　指導線の設置を要望します。 　11月に、指導線を設置しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 電話 　通学路に深い側溝があり、落ちると危険です。 　3月に、注意喚起として、側溝縁に反射板を14箇所設置しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 要望会 　指導線を設置してほしいです。 　11月に、指導線を設置しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 要望会 　デリネータ―ポールの設置を要望します。 　11月に、デリネータ―ポールを4本設置し、安全を確保しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 要望会 　指導線の設置を要望します。 　12月に、指導線を8本設置しました。

Ｈ29年10月 道路管理課 要望会 　指導線の設置を要望します。 　11月に、指導線を設置しました。
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平成29年度（10～3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10月 子ども家庭課 HPアンケート
　妊娠の届出・母子健康手帳の交付の受付時間が書いてないので不
安になります。

　10月30日にホームページの掲載内容に追記しました。

H29年11月 広報課 広報サポーター
アンケート　市政だよりの文字を大きく見やすくしてほしいです。
　12月25日に、文字サイズを０．５ｐｔ大きくし、１０．７５ｐｔに変更しまし
た。

Ｈ29年11月 管財課 HPアンケート

　市民協働ルームの場所を探しましたが、このページの配置図は西棟
は４階しかありません。西棟３階や１階の配置図もこのページに載せて
ください。（市民協働ルームの場所が載っているページは、「アオーレ長
岡の施設情報はこちら」から更に深い階層まで探さないとわかりませ
ん。また、市民協働センターのホームページもリンク集から入らなけれ
ばいけなく、ある程度知っている人しかたどり着けません。）

　12月19日に、該当ページ内に、アオーレ西棟３階及び１階の配置図を
追加いたしました。

Ｈ29年11月 アオーレ交流課 HPアンケート
　アオーレ長岡の西棟１～３階の情報が、すごく分かりにくいし、探しにく
いです。使う人のことを考えていません。

　よりアクセスしやすくなるよう、12月に、アオーレ長岡本庁舎の案内
マップに、西棟１～３階の情報を追加する改善をしました。
（WEBページ　市政　＞　庁舎・業務案内　＞　アオーレ長岡本庁舎）

Ｈ29年11月 福祉総務課 HPアンケート
　高齢者センターけさじろの最寄り駅からのアクセス方法があると良い。
徒歩何分ですか。

　長岡駅東口から徒歩8分です。
1月に、主要なアクセス方法について掲載しました。

Ｈ29年11月 環境政策課 HPアンケート 　川の名称にひらがなをつけていただきたいです。 　12月5日に、ふりがなを記載しました。

Ｈ29年11月 環境業務課 HPアンケート
　枝や葉っぱはどこに出すか、市の案内を見ても最終処分場が分かり
ません。

　3月に、寺泊地域の枝葉・草の持込場所がわかるように、「家庭ごみと
資源物の収集カレンダー」に住所を表記しました。

Ｈ29年11月 観光企画課 HPアンケート

　意見なので回答は不要です。アクセスが車だけしか記載されていませ
んが、バスでは行けないのでしょうか。他サイトではバス情報が載って
ますが、今はバスが通ってないのであれば、きちんと記載すべきだと思
います。（特に公共機関のHPなので）他県から訪れる参拝客もいらっ
しゃるかと思いますので、車を日頃使っている近隣の方々だけでなく、
電車とバスで移動する遠方者に対しても、ぜひとも配慮をお願いしま
す。バス便がないのであれば、遠方の方は参拝を諦めて他へ行くしか
ありませんが、週に何便かでもあれば、旅行（参拝）計画もまた変わっ
てくるかと思います。まだまだ素敵なところがいっぱいある地域だと思い
ますので、ご検討よろしくお願いします。

　11月に路線バスが復活したので、バスの便を記載しました。

Ｈ29年11月 道路管理課 窓口 　交通事故が多いので何とかしてほしいです。 　11月に、デリネータ―ポールを設置し、安全を確保しました。
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Ｈ29年11月 道路管理課 電話 　指導線の設置を要望します。 　11月に、指導線を設置しました。

Ｈ29年11月 道路管理課 電話 　車両転落の危険性があるため、対策を要望します。 　12月に、デリネータ―ポールを2本設置し、安全を確保しました。

Ｈ29年11月
栃尾支所
地域振興課

HPアンケート 　トップページに神社の読み方のルビを振ってほしいです。 　12月5日に、ふりがなを記載しました。

Ｈ29年11月
川口支所
産業建設課

HPアンケート
　川口温泉にあるトレーニングルームの使用料金が見つかりませんでし
た。

　12月6日に、トレーニングルームの利用料金を掲載しました。

Ｈ29年12月 行政管理課 HPアンケート
　各消防署ならびに出張所の所在地が表示されていないのは、わかり
にくいです。特に山古志出張所や小国出張所が調べられないのが不便
です。

　3月20日に、「担当業務・連絡先一覧」ページから、各消防署・出張所
の所在地などを掲載している「消防本部の庁舎案内」ページへ移動でき
るよう、リンクを貼りました。

Ｈ29年12月 国保年金課 HPアンケート 　必要な書式がダウンロードできませんでした。
　様式のダウンロードは可能の状態でしたが、様式ごとの見出しが分か
りにくいので、1月10日に、わかりやすい見出しづくりを実施しました。

Ｈ29年12月 道路管理課 電話
　歩道と縁石が途中で切れているため、車両が落ちることがあるので対
策を行ってほしいです。

　12月に、デリネータ―ポールを2本設置し、安全を確保しました。

Ｈ29年12月 学務課 HPアンケート 　支給日、支給額を明記しないのはなぜですか。
　3月15日に、ご意見をふまえて支給内容などを示した一覧表をこちら
からリンクにて参照できるよう掲載を実施しました。

H30年1月 広報課 窓口
　市政だより「みんなのひろば」掲載のイベントで、申し込みが必要だと
分かりませんでした。

　2月1日に、ページの下方に記載していた略字の説明を拡大し、表現を
見直し。色付きのアテンションマークを付け、分かりやすいように掲載し
ました。

Ｈ30年1月 環境業務課 HPアンケート
　超極小の袋が、６０円となっているが、２０円の間違いではありません
か。

　2月に、生ごみ用指定袋の超極小サイズの金額を修正しました。

Ｈ30年1月
中之島支所
地域振興課

HPアンケート
　文字ばかりではなくもう少し画像入れての検索サイトを活用したほうが
いいと思います。

　ご意見を踏まえ、2月上旬に建物外観、内観写真を掲載しました。

Ｈ30年2月 行政管理課 HPアンケート 　水道局の栃尾営業所が見つかりません。
　3月20日に、「担当業務・連絡先一覧」ページから、各営業所の所在地
などを掲載している「水道局のご案内」ページへ移動できるよう、リンク
を貼りました。
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平成29年度（10～3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

H30年2月 市民協働課 窓口
　ホームページに掲載してあるＮＰＯ法人関係の提出書類用書式がＷ
ＯＲDだけでなくＥＸＣＥＬもあると便利です。

　3月に、ＥＸＣＥＬの書式を作成して掲載しました。

Ｈ30年2月 スポーツ振興課 HPアンケート

　市営スキー場のA休憩所は、昔からよく利用させてもらっていました。
他の子供さん連れの方々も結構利用しており、助かってました。現地施
設にも　『開放時間16時まで』と表示もしてあります。しかし、毎回カギが
かかっています。平日なら、ともかくお客さんがたくさんいる日曜日にも
かかわらず、開いてません。仕方なく、発券所まで行き、係の人に開け
て欲しいと申しますと、迷惑そうな対応で渋々カギを開けてくれます。他
のお客さんはカギがしまっているから諦めてしまう方も多々います。申し
出がなければ開放しないのですか。市としては、業者に委託されている
ようですが。経費面でサービス低下もしかたないかもしれませんが、あ
まりにも、職員自体の意識も教育もデタラメです。せっかく楽しみ来てい
るのに非常に嫌な気分になり、がっかりです。場内ルールを明確にし、
改善して頂きたいと思います。

　Ａ休憩所につきましては、シーズン中の毎週土、日曜日に開放すると
ともに、2月中にその旨を明示し、より快適に施設をお使いいただけるよ
う改善いたしました。

Ｈ30年2月 環境業務課 HPアンケート

　家電販売店、市のごみ収集運搬業許可業者に収集を依頼する。リサ
イクル料金とは別に収集運搬料金がかかります。家電販売店への収集
依頼は、購入店に限ります。上記文章で矛盾有。購入店に限りますで
はなく市のごみ収集運搬業許可業者も可能が正しいのではないでしょ
うか。店舗閉鎖、ネット販売、贈り物等々の場合があるのでは。また市
のごみ収集運搬業許可業者へのリンクもない、リサイクル家電の方が
検索しやすいです。見る側の立場に言い換えれば市民のために情報提
供するという自治体として最低限の基本がまるでありません。ただ伝わ
らなくても一文でも記載しとけば責任逃れできると言う意識の表れであ
り怠慢です。

　家電4品目（家電リサイクル法対象機器）の処分方法がわかりにくく、
大変申し訳ありませんでした。3月15日に、ご指摘のとおり、許可業者一
覧へのリンクを貼るとともに、文書を修正しました。

Ｈ30年2月 交通政策課 HPアンケート
　３月からの運行予定について、日報紙に記載されていたように思いま
すが、ホームページの更新はいつになりますか。

　2月28日に更新しました。

Ｈ30年2月
越路支所
地域振興課

HPアンケート
　個人利用できるようですが、どのように予約すればいいのか分かりま
せん。予定表もないので空き状況が分かりにくいです。

　４月分から浦体育館の使用予定表をホームページ上にアップしまし
た。ご不明な点は体育館にお問い合わせください。
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