
番号 受理月日 受理方法 担当課 件名 提言の要旨 反映状況（要旨） 反映区分

1 4月2日 市民提言箱 市民文化会
館

リアスホールの
インターネット
環境について

　リアスホール内で
無料の無線ＬＡＮ
（Ｗi-Fi）を使える
ようにしてほしい。

　市民文化会館では、会館利用者の利便を図
るため、一部の貸出し施設に限り、有線およ
び無線でインターネットを利用できる環境を
整備しております。
　市民文化会館でインターネットを利用でき
る施設は、楽屋およびその周辺、マルチス
ペース、会議室となっております。
　また、市立図書館においては、市民向けに
開放しているインターネット検索用パソコン
５台を設置しているほか、手続きのうえ、持
ち込みパソコンをインターネットに無線でつ
なぐことのできる環境を整備しております。
　このため、現時点では、リアスホール独自
で無料で使えるＷｉ-Ｆｉ環境を整備する予
定はありませんが、今後、課題の抽出を含め
検討させていただきます。

C

2 5月23日 市民提言箱 生涯学習課 大船渡市三陸B
＆G海洋セン
ターにおける公
衆電話の設置に
ついて

　施設を利用する子
どもと連絡を取るた
め、大船渡市三陸B＆
G海洋センターに公衆
電話を設置してほし
い。

　日ごろ、大船渡市三陸Ｂ＆Ｇ海洋センター
をご利用いただき、ありがとうございます。
　公衆電話の設置につきましては、ＮＴＴ東
日本の判断によるところであり、ご提言は、
ＮＴＴ東日本へ申し伝えますので、ご理解の
ほど、よろしくお願いいたします。
　なお、施設の利用でお困りの際には、事務
室までお気軽に相談していただきますようお
願いします。

D

3 6月8日 市民提言箱 市民文化会
館

市民文化会館の
駐輪場の周知に
ついて

　市民文化会館利用
する際、駐輪場の位
置がわかりにくい。
図書館内の自転車利
用者への案内に、簡
単な案内図を追加し
てほしい。

　ご提言を受け、図書館内の案内表示に駐輪
場の略図を加え、会館入口付近にも掲示する
予定です。
　敷地内の安全や非常時の避難経路確保のた
め、利用者の皆様に所定の場所に駐輪いただ
けるよう、今後ともわかりやすい案内に努め
て参ります。

A

4 6月13日 市民提言箱 図書館 図書館の利用環
境について

　事務室の話し声が
聞こえたり、図書館
内を走る子どもや話
し声の大きい人がい
たりするので、静か
に利用するよう注意
してほしい。

　市立図書館の事務室は、市民文化会館の関
係者等との打ち合わせや控室などにも利用し
ており、事務所との区切りとなっている図書
館からカウンター越しに声が漏れたものと思
われます。今後、施設を利用する方の迷惑に
ならないよう配慮して参ります。
　市立図書館は市民の皆さんに親しまれる図
書館として、乳幼児からお年寄りまで様々な
人に利用されています。なかには話し声が大
きい人がいたり、子どもが走り回るというこ
ともありますが、その都度、職員が事情を確
認し、場合によっては注意しております。
　今後も、皆さんにご理解をいただきなが
ら、快適な利用環境の確保に努めて参りま
す。

B

5 6月21日 市政モニ
ター

学校教育課 赤崎小学校・蛸
ノ浦小学校の統
合の過程につい
て

　赤崎小学校・蛸ノ
浦小学校の統合の過
程で、児童が意見・
要望を言える機会が
あったのかを教えて
ほしい。機会が無
かったのなら、今
後、意見・要望を言
える機会を作ってほ
しい。

　赤崎小学校と蛸ノ浦小学校については、東
日本大震災で被災した赤崎小学校の児童が蛸
ノ浦小学校で合同授業を行うようになって５
年が経過しており、児童間では各学年とも事
実上一つのクラスとして学校生活を送ってき
ました。
　このことから、統合の方針決定の過程にお
いては、児童からの意見を聞く機会は設けま
せんでした。
　なお、統合に当たって新しく作り上げてい
く学校の校歌などには、児童の意見も取り入
れる仕組みを検討していきます。

B

6 7月2日 市民提言箱 図書館 図書館のイン
ターネット環境
について

　図書館で無料のＷ
ｉ－Ｆｉを使えるよ
うにしてほしい。

　市立図書館では、調べものをする際などの
利用者の利便を図るため、持ち込みパソコン
へのインターネット環境を無線LAN（Wi-Fi）
で提供しています。カウンターで所定の手続
きのうえ利用できますので、利用の際は、カ
ウンターにお声かけください。

A

大綱３　豊かな心を育む人づくりの推進
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7 9月9日 市政モニ
ター

市民文化会
館

市民文化会館に
おける階段の安
全対策について

　リアスホールへ入
る途中の階段につい
て、高齢者の方が踏
み間違えて転倒しな
いよう、各段を目立
つ色彩にしたり、標
示したりしてはどう
か。

　リアスホールのエントランスから大ホール
に向かう階段の手前の床には、目が不自由な
方にもおわかりいただけるよう注意喚起のた
め鋲を埋め込んでおります。
　また、市が主催するイベントの場合は、階
段付近にスタッフを配置し、転倒防止の注意
喚起をしているところです。しかし、市以外
が主催するイベントでは、対応がまちまちと
なっているのが現状であります。
　今回、ご提案いただきました箇所について
は、階段の先端に有色テープを貼り安全性の
確保に努めたところです。

A

8 9月16日 Ｅメール 市民文化会
館

リアルホールの
トイレ扉につい
て

　リアスホールのト
イレの扉が、高齢者
だけでなく若い人に
も重く感じるので、
改善してほしい。

　リアスホールのトイレの扉は、使用者の安
全確保のため、開閉時に一定の負荷をかける
ことにより、勢いよく開いたり、閉まったり
することのないよう設計されています。
　なお、手動による扉の開閉が困難な方は、
館内のほとんどのトイレに併設してある、引
戸式ドアの多目的トイレをご利用されるよう
お願いします。

D

9 9月16日 市民提言箱 市民文化会
館

リアスホールに
おける火災や地
震の際の避難に
ついて

　リアスホールで、
利用者が火災や地震
などの災害時に安全
に避難できるように
してほしい。

　リアスホールでは、非常時にホール利用者
の皆さんが安全に落ち着いて避難できるよ
う、職員を対象とした避難誘導訓練を年２回
実施しているほか、ホールでのイベント主催
者にも、避難誘導人員の確保をお願いしてお
ります。
　また、ホールでイベントを行う際は、開演
前に非常時には係員の指示に従って行動する
ようアナウンスしています。
　今後とも、避難経路や非常口を印刷したチ
ラシなどを受付カウンターに配置して、必要
な人に配布するなど、災害時の避難について
周知を図ってまいります。

B

10 9月16日 市民提言箱 市民文化会
館

リアスホールの
階段の明るさに
ついて

　リアスホールの階
段が暗いので、明る
くしてほしい。

　リアスホールの階段の照明は、建物の設計
上片側にしかなく、明るいとは言い難く暗い
と感じるものと考えています。
　ただし、足元を照らす照明を設置するな
ど、少しでも明るくなるよう工夫をしており
ますのでご理解願います。

D

11 10月3日 市民提言箱 図書館 図書館における
利用時間の延長
について

　図書館の利用時間
について、学習の場
として活用するた
め、平日・休日で20
時もしくは21時まで
延長してほしい。休
日については、難し
いのであれば19時ま
で延長してほしい。

　図書館の開館時間は、以前は、午前9時か
ら午後5時まで（火曜日と木曜日は6時まで。
月曜日、祝日は休館。）となっておりました
が、平成20年にリアスホールが開館し、図書
館が新しくなった際、県内のほかの図書館と
の比較や利用者の利便を図るため、平日は午
前9時から午後7時まで、土日、祝日は午前9
時から午後5時まで（火曜日は休館。）とし
たところです。
　現在の利用状況を見ますと、午後6時から
閉館までの資料の貸出、閲覧席の利用は比較
的少なく、又、開館時間ぎりぎりまで利用し
ている方も少ない状況です。
　開館時間の変更につきましては、利用状況
やサービスに係る体制、費用、効果などを考
慮し、慎重に検討する必要があります。当面
は、現行時間帯での運営を行ってまいります
が、併せて利用傾向等を注視してまいりたい
と考えております。

C

12 12月12日 ハガキ 生涯学習課 大船渡市三陸B
＆G海洋セン
ターにおける公
衆電話の設置に
ついて

　施設を利用する子
どもと連絡を取るた
め、大船渡市三陸B＆
G海洋センターに公衆
電話を設置してほし
い。

　日頃、大船渡市三陸Ｂ＆Ｇ海洋センターを
ご利用いただき、ありがとうございます。
　利用者の利便性を高めるための公衆電話の
設置についてですが、利用件数の状況を考慮
しますと、公衆電話の設置は困難であります
ので、これまでどおり、事務室へお声がけい
ただき、事務室内の電話を有料にてご利用願
います。
　なお、職員が館内見廻りなどにより、事務
室を数分間不在にする場合もございますの
で、その際はご了承願います。

D
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13 2月6日 市民提言箱 市民文化会
館

リアスホールの
施設の改善につ
いて

　リアスホールの施
設について、目立つ
ところへの郵便ポス
トの設置、施設内の
階段を踏み外さない
ような工夫（蛍光塗
料を塗るなど）、多
目的トイレに荷物を
置けるスペースの確
保を行ってほしい。

　ポストの設置については、郵便局へ検討を
お願いしており、リアスホール周辺のポスト
の設置状況や郵便物の投函数の見込みなど総
合的に必要性を判断するとのことです。
　また、多目的トイレの荷物置き場について
は、多目的トイレ内に設置してある、おむつ
交換用のベビーシートのご利用をお願いいた
します。
　なお、階段については、ご提言のとおり階
段の先端に有色テープを貼り、安全性の確保
に努めるようにしました。

B


