
平成30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10月
三島支所

産業建設課
HPアンケート 　寛益寺の読み方はなんでしょうか。

　「かんにゃくじ」です。
　6月4日にふりがなを記載しました。

Ｈ29年11月 市民課 HPアンケート

　通知カードと個人番号カードの区別がつきにくいです。トップページに
画像入りで示しておかないと、その先の説明も分かりません。また、個
人番号カードの写真はどうするのか、説明がありません（説明が見つけ
にくい）。総じて、一般市民の理解力を高く見積もりすぎた説明になって
おり、役に立たないです。

　4月に、通知カード及び個人番号カードのサンプルを掲載しました。ま
た、申請方法が分かりやすくなるようトップページの内容を７月に修正し
ました。

Ｈ29年11月 健康課 市長への手紙

　私は転勤族のため転居を重ねると市外局番がわからなくなってしまし
ます。
　先日1歳の子が嘔吐し、「長岡健康カレンダー」裏表紙を見て、「こども
急患センター」へ電話をかけたつもりが個人宅にかかってしまい、子供
が心配なうえに電話が希望施設へ繋がらず半泣きでお詫びを伝える
と、「よく間違ってかかってきますよ。」とおっしゃってました。情報欄は市
外局番が省略されていて唯一書かれていた医療電話相談の0252を
使ったようです。迅速な救急のため、市外局番をもっともっと分かりやす
くお願いします。この葉書に書くため見返して、今やっと小さい文字の市
外局番に気がつきました。

　平成30年度に作成した『健康カレンダー』から、迅速な救急に繋げるよう市
外局番をよりわかりやすく掲載いたしました。

Ｈ29年11月 道路管理課 電話 　古正寺２丁目地内の歩道に車が侵入し、駐車しています。 　5月に、車止めを１基設置し、安全を確保しました。

Ｈ29年11月 道路管理課 電話 　中島４丁目地内の歩道と車の境目が分かりにくいです。 　6月に、外側線を設置して、注意喚起をしました。

Ｈ29年12月 道路管理課 電話 　千代栄町地内の道路に、防護柵の設置を要望します。 　4月に、着脱式のＰ種パイプ2基設置しました。

Ｈ30年1月 道路管理課 電話
　千手１丁目地内の車道と歩道の段差が危険なため、注意喚起を促し
てほしいです。

　5月に、デリネータ―ポールを設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年1月 道路管理課 電話
　三ツ郷屋１丁目地内の側溝に、子供が落ちないようにしてほしいで
す。

　6月に、外側線を設置して、路肩の境目を明示し注意喚起をしました。
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平成30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

H30年1月 危機管理防災本部 電話
　緊急告知ＦＭラジオ動作状況調査に基づき、ラジオの不具合の報告を
しましたが、修理・交換対応が遅いです。

　今までは全町内会を一斉に調査しており時間が掛かっていましたが、
9月3日に、エリア分けして調査を行うように改めたことで対応待ち時間
の短縮を行いました。
　また、アオーレ長岡に持ち込んでいただければ、その場で交換する対
応に改善しました。

Ｈ30年2月 福祉課 HPアンケート
　日常生活用具費の給付のページについて、手引きをPDFにして一括
ダウンロードできるようにしてもいいのではないでしょうか。もしその機能
（ページ）があるのなら、すみませんが見つけられませんでした。

　4月12日に日常生活用具給付のページにＰＤＦ形式で日常生活用具
一覧のリンクを貼りました。

Ｈ30年2月 道路管理課 窓口 　松葉２丁目地内の道路を走る車のスピードを抑制してほしいです。 　5月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年2月 道路管理課 電話 　川崎４丁目地内の道路のカーブがきつく、見通しが悪いです。 　5月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年3月 国際交流センター HPアンケート 　地球広場の場所が分かりません。どこに書いてありますか。

　地球広場の場所は「業務時間・アクセス」のページに掲載してあります
が、4月に御指摘の「よくある質問」のページにも掲載しました。
業務時間・アクセスのページ：
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate13/chikyuhiroba/access
.html

Ｈ30年3月 子ども家庭課 HPアンケート
　「ぐんぐん」のアクセスのページについて、駐車場案内がなく、不便で
す。

　4月24日に、ホームページに駐車場の有無、台数等を追記しました。

Ｈ30年3月 環境施設課 HPアンケート
　長岡市一般廃棄物処理実施計画について、一目で自分の調べたい項
目を探せないので大変不便です。

　5月10日に、平成30年度計画より、目次を追加しました。

Ｈ30年3月 市民課 HPアンケート

　長岡市に転入にあたり、住民票関係の登録可能施設を探していまし
たが、案内には施設の住所しか掲載情報されていません。初めての地
では住所だけでは場所がわかりません。地図やアクセス情報も一緒に
掲載してください。

　 6月12日に、「本庁以外の証明書の発行・届出受付施設」ページの各
施設紹介に地図を追加しました。
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平成30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

Ｈ30年3月 観光企画課 HPアンケート
　駒形十吉記念美術館は、本年度より入館料が変更となりましたので、
訂正をお願いいたします。

　4月26日に、「障がい者手帳お持ちの方と介添え者１名さまは無料」と
追記しました。

Ｈ30年3月 道路管理課 窓口 　青葉台５丁目の交差点の見通しが悪いです。 　5月に、カーブミラーを１基設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年3月 道路管理課 電話 　蓮潟２丁目地内の交差点の見通しが悪いです。 　5月に、カーブミラーを１基設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年3月 道路管理課 電話 　西片貝町地内に転落防止柵を設置してほしいです。 　6月に、防護柵を設置し、安全を確保しました。

H30年3月 市民協働課 窓口
　まちなかキャンパスの各部屋の予約状況を示すサイネージ表示が、
上から３階、４階、５階になっているので、分かり難いです。

　4月1日に、サイネージ表示を、建物と同様に、上から５階、４階、３階
に修正しました。

Ｈ30年4月 スポーツ振興課 HPアンケート 　南部体育館で受付中の教室、定期の金額を載せてほしいです。

　体育館で実施している教室は、指定管理者の自主事業になります。5
月30日に、南部体育館のページに指定管理者のホームページのリンク
を設定しましたので、恐れ入りますが、そちらでご確認ください。
　定期の金額（会員利用価格）についても、既存のページに追加で記載
しました。

Ｈ30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ページで、「入院や手術が必要
な重症者の急患診療は（6）の病院が行います。」とのことですが(6)の病
院はどこですか。自分には(5)までの病院しか無いように思えるのです
が。

　（５）の間違いでしたので、5月に修正しました。

Ｈ30年4月
中之島支所
地域振興課

HPアンケート
　信濃リバーサイドパーク野外活動施設について、せめて写真くらいは
つけてほしいです。

　6月9日にホームページにリバーサイドパークの写真を掲載しました。
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平成30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

Ｈ30年4月 観光企画課 HPアンケート
　高龍神社のページについて、書き方に統一性がありません。フランク
に書くのは構いませんが、丁寧語を用いるならばそれで統一してほしい
です。口語を使うことは果たして適しているといえるのでしょうか。

　5月29日に、ご指摘いただいた箇所を修正しました。

Ｈ30年4月
川口支所

産業建設課
HPアンケート 　えちご川口温泉の露天風呂の情報が知りたかったです。 　5月23日に、温泉施設の情報を更新しました。

Ｈ30年4月 道路管理課 窓口 　福山町地内の道路で、事故が多いので安全対策をしてほしいです。 　6月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年4月 道路管理課 窓口 　摂田屋５丁目地内の道路に、外側線を設置してほしいです。 　6月に、外側線を設置して、注意喚起をしました。

Ｈ30年4月 道路管理課 電話
　学校町１丁目地内の道路が狭く子供が危ないです。道路改良は道路
建設課に要望済みなので、路面標示で早期の対策をしてほしいです。

　6月に、外側線を設置して歩行空間を明示し、注意喚起をしました。

Ｈ30年4月 道路管理課 電話 　乙吉町地内の道路での事故が多いので、安全対策をしてほしいです。 　6月に、カラー舗装をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年4月 道路管理課 電話 　美沢１丁目地内の道路を走る車のスピードを抑制してほしいです。 　6月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

H30年4月 下水道課 電話
　幸町２丁目地内の車道雨水枡に落葉などのゴミがたまり、雨水が流
れないので解消してほしいです。

　6月28日に、雨水枡の目皿を改良し、水がたまらないよう改善しまし
た。

H30年4月 下水道課 電話
　希望が丘４丁目地内の遊歩道として利用している下水道管理通路
が、砂利道で車の進入があり危険です。対応してほしいです。

　6月20日に、管理通路の舗装及び車止めの設置を行いました。
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平成30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

H30年4月 下水道課 電話
　三ツ郷屋町地内の下水道管理地は、降雨時に水が溜まり、自宅敷地
内に浸水するので、解消してほしいです。

　9月3日に、バイパス管を新設し、水がたまらないよう改善しました。

Ｈ30年5月 保育課 HPアンケート

　地域子育て支援センターの掲載をして下さい。近くの保育園にママと
赤ちゃんが遊びに行けることってとても大切です。これまでの子育てナ
ビには簡単に調べられましたが、変更されたら分かりにくいです。子育
て支援センター内の写真もあると良いです。

　子育てナビの「長岡市のオススメ」に新しい情報を載せていた関係で
保育施設の検索項目が消えてしまいました。
5/22から以前のように検索できるように実施しました。
　子育て支援センターの写真については、システム上掲載不可です。
（子ども家庭課対応）

Ｈ30年5月 国際交流課 HPアンケート

　ドイツや言語の事（読み方、発音、文法）には全く知識がありません
が、トリアー市で地図で検索しても良く分かりませんでした。上記の地図
では簡単すぎますし、GoogleマップではTrier（トリール）と出てきます。姉
妹都市ですから交流協会の方では常識の事でも、もう少し一般的に分
かりやすく説明してもらえないでしょうか。

　6月に、Trierはトリールやトリーアなど様々な表記がありますが、長岡
市では交流を始めた当初からトリアーと表記しています。ご指摘のペー
ジにもその旨を追加しました。

Ｈ30年5月 道路管理課 窓口 　四ツ屋町地内の橋の欄干が低いです。 　8月に、防護柵を設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年5月 道路管理課 窓口 　四郎丸４丁目地内の道路の見通しを改善してほしいです。 　8月に、カーブミラーを１基設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年5月 道路管理課 窓口 　左近１丁目地内の道路を走る車のスピードを抑制してほしいです。 　6月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年5月 道路管理課 窓口
　川崎３丁目地内の道路を走る車が、停止線で止まらないので、注意喚
起してほしいです。

　8月に、看板を設置して、注意喚起をしました。

Ｈ30年5月 道路管理課 窓口 　今朝白３丁目地内の道路に、外側線を設置してほしいです。 　9月に、外側線を設置して、注意喚起をしました。
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平成30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

Ｈ30年5月 道路管理課 電話
　城内町２丁目地内のバスターミナルに侵入する車両が多いので、抑
制してほしいです。

　6月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

H30年5月
小国支所

産業建設課
窓口

　小国町法坂地内の道路の見通しが悪いので、カーブミラー設置をお願
いしたい。

　6月20日に、安全確保のためカーブミラーを設置しました。

Ｈ30年6月 原子力安全対策室 HPアンケート
　「長岡市原子力防災ホームページ」の閲覧が５月１５日に「一時停止」
されてから１ヶ月も経ちます。いつ復旧するのですか。担当職員の怠慢
です。

　この度は、長期に渡り長岡市原子力防災ホームページの閲覧を停止
し、誠に申し訳ございませんでした。
　当ホームページは、不正アクセスを受け閲覧を停止しておりましたが、
安全確認とセキュリティ対策が完了したため、8月20日に運用を再開し
ました。今後、このような不正アクセスにより閲覧が停止することがない
よう適正な情報管理に努めてまいります。

Ｈ30年6月
栃尾支所

地域振興課
HPアンケート

　秋葉神社の算額を見たくてこのページを見ました。　算額の内容を具
体的に示してほしいです。

　H30年7月9日に、該当ページの画像をクリックすると、拡大画像が表
示されるようにしました。

Ｈ30年6月 環境業務課 HPアンケート 　資源回収の担当者が横柄な態度で困りました。希望ヶ丘です。
　この度はご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
7月2日に、担当の者へ丁寧な対応をするよう指導をしました。

Ｈ30年6月 道路管理課 電話
　袋町１丁目地内の道路に、自転車と歩行者を分離する路面表示をし
てほしいです。

　8月に、路面表示をして、注意喚起をしました。

Ｈ30年6月 文化振興課 市長への手紙

　本日からアオーレで県展が開催されましたが、会場内は展示パネル
が乱立されており、迷路の様相に近く鑑賞を終えて会場を出ようとした
ら出口を見失いました。避難口を容易に視認できないことは災害時の避
難誘導に支障があるのは明白です。早急に対処すべき事案と思われま
す。
　会場内での傘の持ち込みに関しては注意が徹底されているようです
が。

　6月22日の午前に鑑賞者から見える位置に「非常口」と「矢印」を記載
し、案内表示を2ヶ所に掲示しました。
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平成30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

Ｈ30年7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現地の様子が分かる映像が一枚でもあると有
難いです。

　8月14日に、施設の様子が分かるよう、キャンプ場及び運動広場の写
真を掲載しました。

Ｈ30年7月
情報システム

管理課
HPアンケート

　地区別町別男女別住民基本台帳人口及び世帯数のオープンデータ
について、何故データ表示が古い順なのですか。見る人は最新データ
を探しているのではないでしょうか。古いデータ欲してる人はいないとは
言いませんが、最新データを欲している人と比べると雲泥の差が生じて
いる気がします。また、他の自治体はCSVデータはすぐ見れ使えるの
に、文字コードの変更などしないといけないほどややこしい事するのは
利用者の事をまったく気にしていないのではないでしょうか。

　9月に、データ表示順については最新のものが上に表示されるよう変
更しました。
　データ形式については、オープンデータの条件として、機械判読に適
したデータ形式とすることを総務省が示しています。
(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/
opendata01.html)
　長岡市ではこの条件に従い、文字コードについてはより機械判読に適
したUTF-8形式のCSVファイルを公開しておりますので、ご理解くださ
い。
人口情報については、住民基本台帳人口・世帯数のページ
(http://www.city.nagaoka.niigata.jp/syoukai/jinkou/index.html)にてすぐ
に見ることのできるデータを掲載しておりますので、そちらをご覧くださ
い。

Ｈ30年7月 道路管理課 窓口 　上除町地内の交差点の見通しが悪いです。 　9月に、カーブミラーを１基設置し、安全を確保しました。

Ｈ30年7月 道路管理課 窓口 　福道町地内の交差点が、夜間になると位置が分かりづらいです。
　9月に、自発光デリネーターポールを設置して交差点を分かりやすくし
ました。

Ｈ30年8月 環境政策課 HPアンケート
　トキと自然の学習館について、開館スケジュールで臨時開館日以外
は観覧できないように感じます。

　9月に開館スケジュールの記載内容を修正して掲載しました。

H30年9月
小国支所

産業建設課
窓口 　小国町法坂地内の橋に、転落防止棚の設置をお願いしたい。 　10月12日に、安全確保のため転落防止棚を設置しました。
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