
Ⅱ 苦情申立て事例（要約）（平成 28 年度） 

実際に申し立てられた苦情の中から、オンブズマンの活動状況を知ってい

ただく上で参考になると思われる事例の一部を、要約して紹介します。 

なお、調査結果通知後、改善等の状況の追跡調査が必要なものについてフ

ォローアップ調査を実施し、それに対する市の回答を「市の改善等の状況」

に掲載しています。 

※ 掲載されている市の機構は平成 28 年度のものです。 

 

１ 福祉分野 

(1)  母子父子寡婦福祉資金貸付申請時の職員の対応 ······· 11 

(2)  生活保護辞退による不利益 ················· 12 

(3)  国民健康保険証の交付手続きと職員の対応 ·········· 13 

(4)  サービス給付費等の払戻し手続きに関する職員の対応 ···· 14 

(5)  生活保護受給に伴う職員の対応 ··············· 15 

(6)  国民健康保険料の遡及支払に関する不十分な説明 ······ 16 

(7)  火災保険料等に関するケースワーカーの説明 ········· 17 

(8)  保育園への指導 ······················· 18 

(9)  保護受給者の家賃滞納に対する不十分な対応 ········· 19 

(10) 臨時福祉給付金に関する市の説明 ·············· 20 

(11) インフルエンザり患時におけるタクシーの利用 ······· 21 

(12) 保護受給者の状況に応じた対応 ··············· 22 

 

２ 観光・文化・教育分野 

(1)  返却済みの本に関する市の対応 ··············· 23 

(2)  青少年科学館プラネタリウムの年齢制限 ··········· 24 

(3)  中央図書館職員の対応 ··················· 26 

(4)  小学校のグラウンド等の少年団の使用 ············ 27 

(5)  化学物質アレルギーを持つ児童への対応 ··········· 28 

(6)   市営プールにおける利用制限 ················ 29 

 

 

 

―9―

Ⅱ　

苦
情
申
立
て
事
例



３ 土木・建築分野 

(1)  排雪車両の危険な路上駐車 ················· 30 

(2)  道路上の庭木の撤去指導 ·················· 31 

(3)  違法建築に対する市の対応 ················· 32 

(4)  歩道の管理瑕疵により生じた自家用車の損傷 ········· 33 

(5)  建築物の増設部分に関する市の不明確な回答 ········· 34 

 

４ 環境分野 

(1)  工場からの騒音等に対する市の対応 ············· 35 

(2)  記念碑に関する申出に対する市の対応 ············ 36 

(3)  カラスの巣の撤去 ······················ 37 

 

５ 税・財産分野 

(1)  市税の口座振替申込みに係る対応 ·············· 38 

(2)  住民税の督促状発行に関する不十分な説明 ·········· 39 

(3)  市税事務所職員の不誠実な対応 ··············· 40 

(4)  固定資産税の請求先 ····················· 41 

 

６ その他の分野 

(1)  養成講座における不十分な説明 ··············· 42 

(2)  婚姻届に係る区役所の対応 ················· 43 

(3)  精神・知的障がい者の職員採用枠 ·············· 44 

(4)  市電の軌道脇の溝による自転車事故に対する市の見解 ···· 46 

(5)  個人情報開示における不適切な本人確認 ··········· 47 

(6)  食中毒の検査 ························ 48 

(7)  市営住宅の補修費 ····················· 49 

(8)  市営住宅の当選無効 ···················· 50 
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いては、それぞれ P６表５中の「調査結果を通知したもの」の区分の「１ 苦情申

立ての趣旨に沿ったもの」又は「２ 市の業務に不備がないもの」を示す。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 7 月）【趣旨沿い】 

申立人が、用意した診断書の不備を指摘され、しかも、ご自身の体調に配慮

のない対応をされたことに憤慨されたことは、オンブズマンも十分に理解でき

るところです。市においては、必要な説明を行ったかどうか、チェックリスト

を作成するなどの工夫を検討していただきたいと思います。また、体調に配慮

した対応が必要な方への配慮についても、研修等を通じて学び、実践していた

だきたいと思います。 

申請から貸付までの期間についての説明が変わったことは、申立人に対し、

診断書の記載事項の説明が行われていなかったことが原因ですが、市には、変

更理由について、丁寧に説明し、理解を得る努力をすることが求められたよう

に思います。 

 社協に行くよう言われたことについては、市によりますと、連帯保証人が不

要である資金の活用の可能性があること等から、社協にもう一度相談してはど

うかといった旨を説明したとしていますが、連帯保証人が定まっていない場合

であっても、母子父子寡婦福祉資金では、有利子とはなりますが貸付を受ける

ことができます。 

本件における担当職員の対応は、貸付制度を利用される方に対し、十分に理

解していただけるような説明ではなく、また、申立人の体調に配慮した対応に

おいても、十分なものではなかったことが認められます。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月、平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付申請時の職員の対応（区保健福祉部） 

母子父子寡婦福祉資金貸付を受けるために窓口に行ったところ、担当職員から、

申請書や診断書等の必要書類を揃えて持ってくるよう言われたので、後日、病名が

書かれた診断書を持っていくと、「いつ治るのかを知りたい」ときつい口調で言われ

た。また、当日は、貸付までに早くても 2 カ月、貸付期間は 1 カ月でいいか、など

と、当初に聞いた話と違うことを言われた。 

 納得がいかず、帰ろうとしたところ、「社協に行ってみたら。」とも言われたが、

そもそも社協から制度を紹介されたことは職員も知っているはずだ。そのほかにも、

私の体調に配慮せず、早口で対応するなど、酷い対応ばかりである。  

本通知後直近に行われた研修会において、当該貸付金の説明用文書の様式・

記載内容について全区統一の取扱いとすることが必要であることの確認を行いまし

た。平成 29 年 2 月に本庁所管部局から、全区統一の制度概要説明文が示され、現

在は当該文書を活用し、相談者への説明を行っています。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【趣旨沿い】 

市は、事前にケースワーカーから医療費助成について、廃止決定まではいっ

たん自己負担となるが、還付される旨の説明を行ったとのことですが、一時的

な立替であっても、予定外の負担になることは違いなく、オンブズマンは、ケ

ースワーカーの説明は不十分であり、自己負担について世帯の了解を得るよう

に努める必要があったと考えます。さらに、必要があれば保健福祉課と連携す

るなど、廃止直後に安心して生活できるような配慮が必要だったと考えます。 

市によれば、保護廃止は辞退届に基づくものではなく、職権による廃止であ

り、給付金の支給対象となったとのことです。ケースワーカーは、世帯の収入

増のために保護「否」となる可能性があり、その場合は、辞退ではなく職権に

より保護廃止になること及び辞退の場合には給付金が支給されないことを説明

したとのことですが、説明が不十分だった可能性があります。今回のように、

保護廃止後の生活に大きく影響する利益・不利益が発生する場合は、説明を念

押しする慎重さが求められると考えます。 

申立人のような中途障がいを負った被保護者については、以前の生活にはな

かった不自由に悩まされながら、新しい生活を再建していかなければならず、

オンブズマンは、これらの課題を一つずつ解決していく過程なしに、経済的自

立の安定は難しいと考えます。自立を阻害する原因が、経済的のみならず、生

活に関する様々な課題にあることを踏まえ、今後は、広い視野で生活実態を把

握し、きめ細やかなニーズをもって、援助方針に反映していただきたいと思い

ます。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

(2) 生活保護辞退による不利益（区保健福祉部） 

収入の増加による生活保護の廃止に伴い医療費助成制度を利用しようと保健福祉

課に行ったところ、廃止の手続が済んでいないのですぐには助成が受けられないと

言われた。担当ケースワーカーから繋ぎやアドバイスもなかったことから、私は助

成を受けるために自分で保健福祉課と交渉をする負担を強いられた。また、言われ

るまま保護を辞退したが、辞退した場合は就労自立給付金が支給されないという不

利益を被ることになる。ケースワーカーからは、中途障がい者である私の立場に立

った、具体的で親身なアドバイスを受けたことがなく、私のような自立を目指す受

給者に対する適切な支援について見直してほしい。

職員間で情報共有を行い、広い視野で生活実態を把握し援助方針に反映するこ

と、わかりやすい説明等を心掛けること、適切な自立支援に努めることを周知徹底し

ました。また、保護の廃止・停止時の説明や他課との連携の実施を確認するための

点検票を作成するとともに、手続が必要な制度や利用可能な制度の一覧表を作成

して、ケースワーカーが正確に説明できるよう徹底を図りました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 9 月）【趣旨沿い】 

市の説明によると、本来であれば、保険料の滞納分の残額の納付が確認された時

点で短期証を交付する手続となるが、その前の申立人との電話のやりとりにおいて、

保険サービス員が、申立人から、本証の交付について確認されたものと勘違いをし

て、申立人に対し未納分の納付督促をしてしまい、翌日、申立人が納付したため、

納付確認できた後に本証を交付したとのことです。本証と短期証は 3割負担であり、

保険証という呼び方も同じであることから、申立人と保険サービス員の会話では、

本証と短期証の違いが不明確なままでやりとりされた様子が伺えますが、少なくと

も保険サービス員は、職務上、本証と短期証の違いを踏まえた説明をする責任があ

ったと考えます。 

申立人からの電話を受けた保険サービス員は、手元に資料がないことを理由に、

区役所の開庁時間に電話をかけ直すことを申立人に依頼しましたが、申立人は、仕

事の都合で開庁時間中に電話をかけるのが難しいために保険サービス員の携帯電話

に電話をかけたと述べており、保険サービス員が、申立人の事情を理解した上で、

あえて上記の依頼をしたことには疑問を覚えます。また、市は、保険サービス員の

発言が、申立人に国民健康保険の事業運営に対する不信感を与えたことを認め、保

険サービス員に対し、指導の徹底を行ったとのことです。 

保険サービス員が申立人のニーズを把握した時点で、保険証の交付等の事務手続

を担う市の職員と情報を共有していれば、今回の苦情申立てに至る前に問題が解決

した可能性があったと考えます。今後、同様の苦情が発生することのないよう、保

険サービス員への指導を徹底するとともに、職員間で情報を共有して連携する体制

の整備を進めていただくようお願いいたします。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(3) 国民健康保険証の交付手続きと職員の対応（区保健福祉部） 

私は収入が不安定なことから、昨年は国民健康保険料を支払うことができず、医療費

が 10 割負担になっていた。今年になって、保険料の一部を支払ったが、翌月になって

も、まだ 3割負担の国民健康保険証が手元に届かずに困っている。このことについて、

平日は仕事のため区役所の業務時間内に電話をかけられないことから、同月末の時間外

に担当者に電話をかけたところ、時間内にかけ直すように言われ、なおかつ保険料を支

払うのは当たり前だと上から目線の発言等、市の職員とは思えない、耳を疑う発言をさ

れた。 

保険サービス員に対し、相手のニーズを的確に把握するため、聞き取りを十分に行

うとともに、相手が求めている事柄について、再確認をするよう指導しました。また、サ

ービス員が折衝した結果、トラブルが起きる可能性が少しでも予想される場合は、担当

者及び係長に報告することとし、担当職員が対応できることがあれば早めに対応するこ

ととしました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 3 月）【趣旨沿い】 

市は、領収書を複写し忘れたこと、また、領収書に受領印を押し忘れ、更に、

複写し忘れるという誤った事務処理があったことを認めています。 

このようなミスが起こった理由としては、給付申請には申請書及び対象とな

るサービス全ての領収書の提出が必要ですが、申請書には提出された領収書に

ついて記載する欄がなく、チェック表のようなものもないため、後から確認で

きないということが挙げられるように思います。 

市は、提出された書類をお預かりする際は、チェック表を用いて、申立人と

双方で領収書等を確認するとの再発防止策を示していますが、オンブズマンと

しては、この再発防止策は、申立人の場合のみならず、全ての場合において行

う必要があるように思います。また、全区において本件再発防止策の導入を検

討していただくことを要望します。 

次に申立人への対応について、市は、自らが誤っている可能性を考慮に入れ

ず、一方的な理解のもとに対応していたとして、反省の意を示しています。本

件を受け、市は、市民の方への対応における留意点や職務に対する姿勢につい

て、職員に改めて指導を行ったということですので、市においては、定期的な

研修や指導等を通じて市民の方への接遇の更なる向上に努めていただき、本件

のようなことが再び起こることのないよう、注意して対応に当たっていただき

たいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

(4) サービス給付費等の払戻し手続きに関する職員の対応（区保健福祉部） 

私は区役所で、高額障害福祉サービス等給付費等の払戻手続を行ったが、何の連

絡もないまま払戻しがなかったため、2 か月後に区役所を訪れたところ、提出した

はずの利用領収書が未提出のため払戻しはできないと説明を受けた。私は領収書を

確実に提出しているが、担当職員はないと言い切った。 

帰宅して確認したところ、担当職員が未提出であると説明した領収書を見つけ、

それには区役所の確認印があった。担当職員は、領収書を紛失したにもかかわらず、

私に非があるかのような言動を行い、自分の怠慢さを人になすりつけたということ

である。また、別の領収書には処理済の確認印が押されていないものもあった。 

以上のような担当職員の無責任な対応により、払戻しが滞っていること、また、

市民に対する酷い態度に大変な怒りを感じる。 

本件の情報共有と再発防止策の導入について、本庁所管部局に対し提案を行

っており、各区に対しても係長会議において情報提供を行い、再発防止策の導

入について検討する予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 6 月）【不備なし】 

市は、申立人が故意に年金収入の申告を怠ったと判断し、不実な申告により、不正

に生活保護を受けたものと考えております。オンブズマンはその根拠を裏付ける資料

を確認しましたが、市の説明に不備があるとは言えず、客観的には不正受給と判断さ

れるため、市の対応に問題を認めることはできません。 

車の保有・運転は、生活保護上は原則認められておらず、保有を容認する要件に

該当しないため、市は、車で来所した申立人を発見し、運転をやめること及び車で来

所しないよう指示したとのことです。その場に居合わせないオンブズマンには市の説明

の適切性について判断することはできませんが、一般的には、生活保護受給者の車

の所有は認められていないことから、このような市の説明はありうるものと考えます。 

住環境について、市は、報告を受けて以降、家庭訪問が実現していないために事

実確認ができていないとのことですが、申立人は生活保護の基準額よりも高額な家賃

の物件に住み続けているため、転居指導を行っているとのことです。転居の実現により

住環境の問題も解消されると考えるため、オンブズマンは、家庭訪問で住環境の事実

確認をし、転居に向けて現実的な話合いを進めることを助言します。 

家庭訪問について、市は、申立人の強い要望に基づき、申立人に事前に電話した

が通じず、申立人の来庁時にも了承が得られなかったため訪問を行わなかったとのこ

とです。被保護者の生活実態をより正確に把握するため、事前連絡をせず訪問するこ

とは通常行われており、オンブズマンは、今回のような場合には、事前連絡のない家

庭訪問もありうると考えます。家庭訪問は、生活保護法で実施機関の権限として定めら

れており、受給者には、家庭訪問に協力する姿勢が求められていると考えられます。

オンブズマンは、市に対し、家庭訪問の実現に向けた取組を期待するとともに、申立

人に対しては、事前連絡を希望するのであれば保護課からの電話に応じるなど、家庭

訪問に協力する姿勢を示していただきたいと思います。 

中断している家庭訪問の再開を足掛かりとして、申立人と市との間に、信頼に基づ

いたスムーズな意志の疎通が回復されることを期待します。 

                                                               

(5) 生活保護受給に伴う職員の対応（区保健福祉部） 

平成 27 年 10 月、別の金銭と保護費を重複して受け取っているという通知が来た。

保護費の返還は理解できたが、故意ではないのに不正受給とされた点に納得できない。

また、保護課を訪れた際に車の運転をしていたことを発見され、通院に車が必要なの

に乗るなと約束させられ、車で保護課に来るなと言われたことに納得できず、それ以

来保護課へ行っていない。この後、職員の訪問がなくなり、一時は電話も拒絶的対応

となった。約束した訪問日も守られず、私は天井から汚水が漏れる不衛生な住環境に

甘んじている。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 5 月）【不備なし】 

市によると、国保の被保険者資格は、届出によって取得するものではなく、

他の健康保険等の被保険者資格を喪失すること等の事実によって取得するもの

で、国保加入を取り消すことはできないとのことです。また、他の健康保険等

の被保険者資格を喪失した場合は、国保料はその日から発生することになり、

法により届出日から最大 2年間遡って賦課することになるとのことです。 

国保は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度であ

り、この制度が、加入者全員で保険料を出し合い、相互に支え合う仕組みを採

用している以上、実際に医療を受けるか否かにかかわらず、加入の届出を行い、

保険料を公平に負担しなければならないのが原則ですから、市の説明に問題が

あるということはできません。 

しかしながら、申立人が、国保サービスを利用していなかった過去 2 年間分

の国保料を、遡って支払わなければならないことに納得できないと思われる感

情は、オンブズマンも理解できます。 

今後、市においては、申立人が十分に理解できるよう、懇切丁寧な説明をお

願いします。また、分かりやすい図解パンフレット等を作成・活用するなど、

国保の制度を市民の方々に理解していただけるような工夫をお願いしたいと思

います。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 国民健康保険料の遡及支払に関する不十分な説明（区保健福祉部） 

ここ数年間無保険の状態だった私は、国民健康保険(以下「国保」という。)に加

入するため区役所を訪れたところ、加入するには過去 2 年間分の国保料として 10

万円以上を支払わなければならないと説明を受け、驚いて理由を尋ねたが、納得の

いく説明は得られなかった。その場では一応加入手続を行ったが、国保の恩恵を受

けていない 2 年間分の国保料を遡って支払う必要があることに不合理を感じる。 

国保とは無理やり加入させるシステムなのか。もう少し市民の立場に立ち、細や

かな配慮やアドバイスがあってもいいのではないか。現段階では、国保加入を取り

消してほしい。  

・ 国保料の遡及支払いについては、「国保加入者のてびき」への掲載や、市

のホームページに掲載し周知を図っているところです。また、国保の加入脱

退手続は、事実発生後 14 日以内に行う必要があることを広報さっぽろで周

知に努めています。 

・ 係内では、今回の件を契機に市民の立場に立ったわかりやすい説明を心が

けることを再確認し、「国保加入者のてびき」に掲載されているフロー図を

活用して説明するなどの工夫を行うことにしました。今後も相手の立場を考

えて丁寧な対応を行うことを心がけてまいります。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 6 月）【不備なし】 

当時、申立人とケースワーカーとの間で火災保険料等の支払に関するやり取

りがあったか否か、やり取りがあった場合、ケースワーカーがどのような説明

をしたかについては、記録に記載がなく、オンブズマンがこの点について判断

することはできません。 

申立人は、生活保護を受給されてから 2度転居しており、記録には、1度目の

転居では火災保険料が、2度目の転居では火災保険料と初回保証委託料が支給さ

れている旨の記載がありました。つまり、申立人の場合、更新保証料や住居の

契約更新時に火災保険料を負担していたということであり、これらは、申請が

なされていれば、支給されていた可能性があります。 

市は、平成 28 年 4 月に支払った更新保証料は支給を検討するが、3 月以前の

ものについては申請を却下する予定としています。これは、「生活保護手帳別冊

問答集」問 13-2 に基づくもので、オンブズマンは、このような市の対応に問題

があるということはできませんが、申立人が納得できないと思われることは十

分理解できるところです。 

生活保護受給開始時に被保護者にお渡しする「生活保護のしおり」には、毎

月の生活費で費用をまかなえず、臨時の保護費が支給される可能性がある場合

の例として、転居や治療材料などが挙げられています。市においては、事情に

よっては保護費が支給される場合に該当することもあることから、受給開始時

のみならず、時には「生活保護のしおり」の内容を説明し、まずは担当ケース

ワーカーに相談するよう伝えるなど、本件のようなことが再び起こることのな

いような工夫を検討していただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(7) 火災保険料等に関するケースワーカーの説明（区保健福祉部） 

火災保険料等の更新料の支払について、保護費の中から支払うようにとの説明を

受けていたため、厳しい家計の中で何とかやり繰りして支払ってきたが、市から出

してもらえることを知った。私はこれまで、火災保険料等の支払が大変であること

を何度も伝えているにもかかわらず、保護費の中から支払わなければならないとの

嘘の説明をされた。この対応に苦情を申し立てをするとともに、これまで支払って

きた火災保険料等を、今からでも可能なものは返してほしい。 

被保護者から各種費用の捻出が難しい旨の相談を受けた場合は、支給の可否等

について関係法令等により確認し、適切な教示を行ったうえで速やかな申請を促す

よう、課内に周知しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【不備なし】 

市によると、保育所の出入口について設備・運営上の基準を定める規定がな

く、他の法令等に違反しているわけでもないことから、その位置を変えること

について、強制力を伴う指導はできないとのことです。 

オンブズマンは、関係する条例や要綱における設備や運営に関する基準の内

容を確認しましたが、保育所の出入口についての基準は定められていませんで

した。業務を所管する市の介入を求める申立人の気持ちは、オンブズマンも理

解できるところですが、保育所の出入口についての基準が定められておらず、

他の法令等に違反しているわけでもないことから、その位置を変えることにつ

いて、強制力を伴う指導はできないという市の説明に問題があるということは

できません。 

申立人は、狭い道路での交通事故の発生を懸念しており、この点については、

保育園にとっても思いは同じであると、オンブズマンは考えます。市からも、

申立人の意見を保育園へ伝えているということですので、まずは申立人が直接、

保育園へ訴えてみてはどうかと提案いたします。 

また、市は、保育所の運営には地域住民の理解と協力が不可欠と考えている

とのことですので、保育園と地域住民の間により良い関係が構築されるよう、

今後も必要に応じて、保育園に対して指導及び助言を継続していただくようお

願いいたします。 

(8) 保育園への指導（子ども未来局子育て支援部） 

保育園ができてから、私の家の前の道路は子どもを送迎する保護者の車の出入り

が激しくなり、日々危険な目にあっている。特に、朝はスピードを出して走る車が

多く、このままではいつか事故が起こることが懸念されるため、保育園の駐車場の

入口を広い道路側に変えてもらいたい。 

担当課に電話して、対策をとるよう保育園に指導をしてほしいと訴えたところ、

市としては、そこまで介入できないので指導できない、そういう話があったことは

伝えておきますと言われたが、納得できなかった。市が認可した保育園なのだから、

市からきちんと指導してもらいたい。  
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 9 月）【不備なし】 

市によると、本件は家賃が基準家賃を超えている高額家賃に該当し、この場

合は、申立人が希望している代理納付の対象にならないとのことであり、申立

人の要望に対して代理納付を実施することはできないという市の対応に問題が

あるということはできません。 

ただし、市は、代理納付を実施してほしいという要望を申立人がお持ちであ

ることを認識したのが平成 28 年 9 月初旬の電話だったと説明していますが、オ

ンブズマンが記録を確認したところ、家賃の支払いを指導した旨の記載は、同

年4月中旬から下旬にかけてあるものの、それ以降の記載はありませんでした。

このような指導に関する事項は記録に残すべきであり、特に、口頭による指導

は、記録を残さなければ客観的に確認することができないことから、市の説明

に対する信頼性が低下することは否定できません。 

申立人と市の主張は異なっており、オンブズマンは記録から確認することが

できませんが、市においては、改めて申立人に対してこれまでの経緯等を説明

するとともに、指導やそれに至る経緯等が客観的に確認できるようにするため

にも、今後、記録への適切な記載等について、研修等の機会を通じて継続的に

指導していただくよう要望します。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 保護受給者の家賃滞納に対する不十分な対応（区保健福祉部） 

当社の管理物件に入居している生活保護受給者が、4 か月分の家賃を滞納してい

る。区役所に対し、直接、家主に家賃を振り込む取扱いをしてほしいと要望してき

たが、本人と話し合ってほしいと言うのみで、何の対応もなされなかった。 

受給者に支払われる生活保護費の中に住宅扶助が含まれているにもかかわらず家

賃が支払われないということは、受給者が保護費を別のことに使っているというこ

とだ。なのに、何らかの指導が行われているようには見えず、このような市の姿勢

には納得がいかない。市から当社に、家賃が直接支払われるようにしてほしい。 

区で開催する新任ケースワーカー研修の中で、ケース記録の適切な記載やそ

の重要性について説明するとともに、各係長職に対し、全ケースワーカーへケ

ース記録の適切な記載について、係会議などの機会を通じ改めて周知するこ

と、及び業務管理の側面からも指導を徹底することを依頼しました。次年度以

降の研修においても、ケース記録の適切な記載について説明を強化する予定で

す。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 2 月）【不備なし】 

市によると、本件と同様の臨時福祉給付金は、これまでに 3 回支給されてお

り、すべて本件と同様に臨時福祉給付金が振り込まれた後に「決定・振込通知

書」が送付されているということです。 

オンブズマンは、市が申請書類に同封した手続の案内文書において、通知書

は給付金の振込後に送付すると記載されていることを確認しました。市は、給

付金が口座に振り込まれたことを確認した後に「決定・振込通知書」を送るこ

とについて明確にしており、支給対象者への事前の周知方法について不備はな

いと考えます。 

また、「『経済対策臨時福祉給付金』給付決定通知書兼口座振込通知書」が届

くまでに、振込から 3 週間が経過してしまったことについても、年末年始の休

業をはさんでいたことから、やむを得ない事情があったものと考えます。 

しかし、市では、「お問い合わせセンター（専用コールセンター）」を設置し、

振込予定時期に関する個別のお問合せにも回答しているとのことですが、案内

文書において、お問い合わせセンターについて、「臨時福祉給付金の制度やお手

続方法について」と記載されているのみであるため、申請者は一般的な申請方

法しか教えてもらうことができないと解釈してしまう可能性があります。お問

い合わせセンターでは振込予定時期など個別の手続の進行状況についても案内

している旨を併せて記載するなど、より分かりやすい案内文書の作成を検討い

ただきたいと思います。 

 

 

 

 

(10) 臨時福祉給付金に関する市の説明（保健福祉局総務部） 

経済対策臨時福祉給付金の申請を行ったが、書類には給付金が振り込まれるまで

1 か月半ほど日数を要するという説明しかなかった。具体的にいつ給付金が振り込

まれるのか記載がなかったので、いつ振り込まれるのかと、何度も銀行に足を運び、

口座を確認しなければならなかった。 

12 月下旬、給付金が振り込まれ、1 月上旬に「『経済対策臨時福祉給付金』給付

決定通知書兼口座振込通知書」が送付された。入金後 3週間も経ってから、給付が

決定したという通知が送られてくるというのは順序が間違っているのではないか

と市に問い合わせたところ、郵送で回答文書を受け取ったが、私の疑問に答えてい

るとは思えない。送付された申請書と共に具体的な給付金の振込日時の案内をすべ

きではないのか。また、「『経済対策臨時福祉給付金』給付決定通知書兼口座振込通

知書」の文書の趣旨について説明してほしい。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 4 月）【不備なし】 

生活保護の基準は、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、

かつ、これを超えないものでなければならないとされており、移送については、

同一の病態にある当該地域の他の患者との均衡を失しないようにすることとあ

ります。これを考慮した上で、公共交通機関の利用が困難で、タクシーを利用

せざるを得ない場合には、タクシー代の支給を認めることもあるようです。 

移送費の支給に当たっては、まず、医療機関から意見書を提出してもらい、

その意見書を基に、実施機関医が審査を行い、保護の実施機関が支給可否を決

定していますが、その審査に当たっては、運営要領等に基づき状況を総合的に

勘案して支給の要否を検討しています。 

本件において、申立人が受診された病院からの意見書では、タクシー代の給

付を要するとの記載があります。しかしながら、市は、①当時の容態からは必

ずしもタクシーによる通院が必要であるとは確認できない、②慢性的な疾病に

よる定期通院とは認められない、③病院は申立人の居住地から比較的近距離に

あるとは言えず、申立人が居住する地域の近隣には内科を所管する医療機関が

多数存在している、との理由から、タクシー代を支給することはできないとの

判断に至りました。これらの理由については合理的であり、納得できるもので

あると考えます。 

体調に応じて自らの判断でタクシーを利用することを否定するものではあり

ませんが、本件においてタクシー代を支給できないと判断したことについて、

問題があったとは認められません。ただ、申立人は以前に、急性疾患ではある

が、複数回の通院が必要であったこと、また、夜間の救急対応が必要であった

ことから、タクシー代の支給が認められていたことがあったようです。本件申

立ての背景として、タクシー代の支給可否の基準が、申立人において不明確で

あったということも考えられます。本件における市の判断に問題はないものと

考えますが、申立人に対し、丁寧に説明がなされることを期待します。 

 

(11) インフルエンザり患時におけるタクシーの利用（区保健福祉部） 

私は生活保護を受給している。インフルエンザに罹患し、担当ケースワーカーに

病院までの移動手段を相談したところ、救急車かタクシーを利用するよう言われた

が、タクシーについては、保護課で審査した上で決裁するとのことであった。病院

からの帰りはタクシーを利用して帰宅し、その旨を担当ケースワーカーに伝えたと

ころ、「内科の受診期間が短い病気に関しては、インフルエンザのような病気であ

ってもタクシー代を支給する訳にはいかない。」と言われた。私は、インフルエン

ザのような病気に罹患した場合には、移動にタクシーを利用することはやむを得な

いのではないかと考えるが、市はどのように考えているのか。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 12 月）【不備なし】 

市は、心の病を抱えている保護受給者に適切な接遇をし、状況に配慮した的

確な対応ができるようケースワーカーに対して研修を行っており、加えて、区

の精神保健福祉相談員等の専門職員と連携し、状況により専門職員の同席、同

行訪問などを行っているとのことです。このような市の説明は納得できるもの

であると考えます。 

心の病を抱えている保護受給者には、医師の診断結果を踏まえた対応だけで

はなく、保護受給者本人の状況に応じた助言や指導が求められます。担当ケー

スワーカーだけではなく、他の職員の配慮や協力があればより適切な対応がで

きることも考えられます。遠慮しないで担当ケースワーカーや専門職員に相談

できるような環境づくりを進めていただきたいと思います。   

 

(12) 保護受給者の状況に応じた対応（区保健福祉部） 

私はドクターストップにより働けないので、年金と生活保護を受給しながら生計

を立てている。市には生活保護の在り方について改善をお願いしたい。例えば、私

のように心の病で闘病している場合には、ケースワーカーに加えて心の病気を専門

とした職員を配置してケアを行うなど、保護受給者の状況に応じた対応をしていた

だきたい。 
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２ 観光・文化・教育分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 1 月）【趣旨沿い】 

本の返却に関する地区センターの対応について、市は、返却処理漏れがあっ

たことが原因と説明しています。返却処理は適切に行われるべきであり、申立

人が、返却済みであるにもかかわらず、未返却との指摘を受けたことに不快な

お気持ちを抱かれたことは、オンブズマンも理解できるところです。 

紛失した旨を一筆書くよう強要されたとの申立てについては、この書面は、

利用者からの申出をもって返却済みとするための返却済記録であり、利用者の

責任を問うものではないということですが、返却済記録の意味合いを申立人に

十分に説明できておらず、更に、職員が代筆できることになっているにもかか

わらず、利用者自身に記載してもらわなければならないとの誤った認識を持っ

ていたとのことでした。 

これらの点について、市は、より一層適正な管理について周知徹底するとし

ていますが、オンブズマンとしては、定期的に研修を行うなどして、業務への

理解を更に深めていただくことを期待したいと思います。 

なお、オンブズマンは、図書館における事務処理という返却済記録の目的か

らすると、本件のように返却処理の確認に数日必要となる場合には、利用者で

はなく職員が記載するのが望ましいのではないかとの印象を抱きました。また、

貸出資料が紛失・行方不明となった場合に記載する亡失等記録は、本件のよう

に利用者が返却したと申し出ている場合に記載する返却済記録と、利用者から

紛失したと申出があった場合に記載する借受資料紛失等届の 2 つを兼ねていま

すが、利用者側の責任が問われるか否かの点で、この 2 つの記録は分けるべき

(1) 返却済みの本に関する市の対応（区市民部、教育委員会中央図書館） 

区民センターで借りた複数の本を地区センターの図書返却ボックスに返却した

が、その後、中央図書館大通カウンターで未返却の本が 1冊あるとの指摘を受けた。

念のため自宅内を探したが見つからないため、地区センターに電話で返却済みであ

る旨を伝えたところ、職員は、私が本を紛失したと決めつけ、紛失した旨一筆書け

ば、未返却データを消去できると言われた。 

この対応に納得がいかず、翌日に改めて連絡をもらうことにしたが、約束の時間

までに連絡がなかった。私から電話したところ、2、3日待てば回送されて戻るかも

しれないという説明があったが、その間は私が紛失したと疑われているのかと尋ね

ると、そうだと言われ、この対応に憤慨した。その翌日、地区センターから該当本

が見つかったとの留守電メッセージがあったが、私への謝罪は一切なかった。 

なぜ安易に一筆書くよう強要したのか。該当本が未返却となっていた経緯及び発

見された経緯と、今回のことを受けての改善案及び計画案を説明してほしい。 

―23―

Ⅱ　

苦
情
申
立
て
事
例



であるように思われ、市には、この点についての検討をお願いしたいと思いま

す。 

地区センター職員の対応については、本の所在が不明であったとしても、返

却処理が正しく行われていない可能性も考えられる段階においては、申立人を

疑うかのような発言をすべきではなく、不適切であったように思います。 

また、本の所在が不明であったのは地区センター側のミスが原因であったこ

とがわかったのですから、留守電のメッセージで済ませるのではなく、申立人

に直接、本が見つかった経緯を説明し、申立人への非礼をお詫びすべきであり、

このような対応についても、不適切であったと言わざるを得ません。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 7 月）【不備なし】 

市は、正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することについて差別的

な取扱いをしてはならないということなどから、年齢制限は設けておらず、幼

児の同伴等の理由で利用制限することは適当でないという認識です。他方、申

立人が静かな環境で鑑賞したいという心情も尊重されるべきと考えます。 

複数の全国の青少年向け科学館のホームページを調べたところ、対象学年の

記載をしているところもありましたが、実際に電話等で問い合わせた結果は年

(2) 青少年科学館プラネタリウムの年齢制限（教育委員会生涯学習部） 

青少年科学館で大人向けプラネタリウムのプログラムを視聴したが、入場した未

就学児が途中で泣き出すなどしたため、5～6人が退場した。以前からこの様な事象

が頻繁に起こっているので、大人向けプログラムについては「未就学児お断り」と

して、幼児用プログラム及び小学生用プログラムを視聴してもらうようにしてほし

いと何度も要望してきた。 

その都度、「未就学児お断り」はできないが、受付で内容を説明し、幼児用プロ

グラム等に誘導する対策を行うと回答しているものの、実効性のある対策は行われ

ていない。 

・ 亡失等図書館資料記録の処理についてマニュアルを作成し、当該地区センター

職員への研修を行いました。また、各図書施設あてに、返却処理等の適正な資

料管理及び処理マニュアルについて周知しました。なお、当該記録については、

関係要領の改定に合わせて改正を検討します。 

・ 地区センター職員に対し、市民サービスや接遇技術の向上を目的とした研修を

行いました。今度も接遇状況等を定期的に確認していきます。 
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齢制限を行っていないということであり、プログラムに年齢制限を設けている

施設を見出すことはできませんでした。このような現状を考えると、市の見解

については、不備があるとは言えないように思います。 

しかし、番組ごとに対象年齢を記載した上で観覧を案内することは、子ども

の立場を考えた対応であると考えます。例えば、対象を「小学生高学年～」と

いうように、具体的に案内を記載するなど、対象年齢を明確にする検討の余地

はあると思われます。 

実際に子どもが騒いだり泣いたりする場合の対応について、注意事項のチラ

シの配布、投影前に注意事項のアナウンスや、主に大人だけを対象にした閉館

後の企画等を行っており、運営側の取組は評価したいと思います。 

ただし、オンブズマンとしては、誰もが楽しめる施設の在り方を実現するた

めに、さらなる工夫を求めたいと思います。具体的には託児コーナーの設置や

運営を工夫することを含め、子連れの家族が安心して利用しやすい環境を用意

することが可能になると思料します。また、一般向けプラネタリウムのプログ

ラムの時間にあわせて、３歳以上の未就学児を対象に、一般展示の見学ツアー

や工作教室を実施することで、親はプラネタリウム、子どもは見学ツアーに参

加し共に楽しむという方法もあるかと思います。 

子育て支援を推進する自治体の責任と役割を考えるならば、できるだけ託児

の空間確保やその運営に関して検討することが必要ではないかと考えますので、

市として申立人の趣旨を受け止め、子育て支援の担当部局と連携して改善を図

ることを求めたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

・ 推奨年齢及び対象を明確にすることとし、番組の案内表記を改めました。

なお、子どもが騒いだり泣いたりした際の入場者への対応については、これ

までの取組を引き続き継続します。 

・ 子育て支援については、現在も小さなお子さまと保護者にお勧めしている

プラネタリウム番組の上映やサイエンスショー（科学実験のショー）などを

行っています。また、冬期間に保護者と子どもが一緒にプラネタリウムを観

賞するなどの企画を検討していきます。なお、開館時間内に来館できない方

や落ち着いた状況で観覧したい大人向けに、プラネタリウム夜間特別投影な

どを引き続き実施します。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 7 月）【不備なし】 

市は、書籍の落書きを防止するため、図書室内の案内表示や貸出図書に挟む

日限表に注意書きを記載しており、返却本の落書きの有無についても確認して

いますが、利用者を待たせての確認は現実的には難しく、利用者の良心に訴え

るほかないと説明しています。除籍図書の展示による啓発活動も行っており、

図書館としては現状での最善の対応をしているといえます。 

 また、CD 裏面のチェックは行っておらず、その理由は、CD 裏面はとても傷つ

きやすいものですが、CD 再生に支障があるような傷がつくケースは多くはない

ものと判断しているためとしています。また、盤面で傷を確認したとしても、

その傷がCD再生に支障がある傷かどうかは目視では判断が付かないという実情

があります。利用者の方からの指摘等によって、メディアチェッカーで確認し、

必要に応じて研磨することによって傷を修正しているということです。 

 したがって、オンブズマンとしては、図書館側に蔵書等管理の上で不備があ

るとは言えないと判断します。 

 ただし、オンブズマンとしては、申立人が熱心な利用者であり、図書や CD を

大切に扱ってもらいたいという気持ちが背景にあると考えられますので、今後

も図書館のサービス向上を期待したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

(3) 中央図書館職員の対応（教育委員会中央図書館） 

私は中央図書館から毎週書籍や CD ソフトを借りているが、貸出中に落書きをさ

れた本や傷をつけられている CD ソフトが結構あり、数年前から、落書きや傷を確

認した際にはその旨を指摘しているが、現在も改善されていない。 

 平成 27 年 6 月、酷い落書きを発見し、返却する際にその旨を図書館に申し入れ

た。当該書籍は除籍になっているが、悪質な落書きの例として啓発活動を行うなど

活用できるのではないか。CD ソフトの傷については、貸出時や返却時に職員が記録

面(CD ソフト裏面)を確認すれば、利用者に対してのけん制になると思う。その旨何

度も申し入れているが、聞き入れてもらえない。  

【現地調査】蔵書管理の状況確認 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【不備なし】 

学校施設の目的外使用については、学校(園)長が許可できる目的外使用取扱

要綱に従った学校長の許可によるもので、複数の団体間で利用時間数や使用場

所が異なる場合でも、特定の事情が認められない限り学校長の裁量が是認され

るものと考えますので、利用時間数や場所について割り当てられたものが不当

であるということはできないと考えます。 

なお、再配分の希望があった場合は、改めて学校側の考えを明確にして関係

者間で十分に話合いを行い、納得のいく利用計画が作られることが望ましいの

ではないかと考えますので、子どもの健全な育成というスポーツ少年団の目的

を考慮して混乱の起きることがないような話合いを期待します。 

ところで、目的外使用として学校長が許可できるのは、PTA や同窓会行事等で

連続して 3 日を超えないものとされており、臨時的、単発的な地域の行事等で

利用することが基本となっており、それ以外は全市的な観点からの判断が必要

となります。スポーツ少年団のような定期的使用については、単純に学校長の

許可対象でよいのか、オンブズマンは検討の余地があるように思います。また、

本件の少年団のように区を横断して活動を行う団体は、どの程度複数の学校に

使用許可を申込むことが可能なのかが、整理される必要もあると思料します。   

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月、平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 小学校のグラウンド等の少年団の使用（教育委員会生涯学習部） 

ある小学校では、これまで野球少年団とサッカー少年団の 2団体が、学校長の許

可を得て、グラウンドと体育館を利用して活動していた。私が代表を務めるスポー

ツ少年団も参加したい旨、学校に申込みをしたところ、平成 28 年夏から、夏期の

金曜日の週 1 回、サッカー少年団がグラウンドを使用するときに限り、体育館を利

用してよいということになった。 

しかし、雨天の場合はサッカー少年団が体育館を使用するため、私たちは視聴覚

室を使用しなくてはならず、差別されている。団員の人数は同程度であり、子ども

のスポーツ活動の機会を均等に実現するために、利用の再分配は不可欠であると思

うが、学校は対応してくれない。 

スポーツ少年団の利用に関する取扱いについては、目的外使用取扱要綱にお

いて、学校（園）長が直接使用許可できる範囲内と定めていますが、団体の態様や

活動状況の多様化に伴い、要綱改正の必要性を認識しているところです。今後は、

全市の学校でのスポーツ少年団の利用実態を十分整理した上で、利用者に対して

明確な対応を行うことができるよう、目的外取扱要綱改正も含めた検討を進めていく

予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 1 月）【不備なし】 

市は、市教委が小学校に具体的な対応策を指示するというのではなく、主治医や関係

機関との連携を図り、関係者間で知恵を出し合いながら、対応策を検討・実行していくこと

が重要との見解を示しています。市教委や小学校では、これまで、申立人や主治医等の

関係者で会議を行い、具体的な対応策を検討・実施しているほか、保護者に対し、柔軟剤

等の使い過ぎへの配慮をお願いする文書を配布する、主治医にアドバイスを求めるなどの

対応を行ってきており、これまでの市の対応にオンブズマンは特段の不備を認めることは

できませんが、本件については、児童の健康に係ることであり、不断の努力を継続すること

が大切であることは論を待ちません。児童の健康を第一にして、申立人や主治医、市教委、

小学校などが連携、又は役割分担をしながら、対策を講じていくことが重要と考えられま

す。 

他の保護者に対する文書について、申立人は、柔軟剤等の使用そのものを控えてほし

いといった文面にしてほしいと訴えておられました。児童の健康に関わる問題であることか

ら、他の保護者に対し、化学物質によるアレルギーについて正確な知識を伝えて理解して

いただき、その上で、原因と考えられる柔軟剤等の使用を控えていただくよう協力をお願い

する文面にするなど、一歩踏み込んだ対応があってもいいように思います。 

市においては、本件を機に、最新の医学的知見や国や他の自治体の動向なども踏まえ

ながら、より実効性のある対策を取られるとともに、教職員に対し、食物アレルギーのみなら

ず、化学物質によるアレルギーについての理解を深め、共通認識化を図っていただくこと

を希望します。最後に、オンブズマンは、小学校でなされる対応策により、お子さんが早期

に安心して元気に小学校に通えるようになることを、心から願っております。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

                      

 

 

(5) 化学物質アレルギーを持つ児童への対応（教育委員会学校教育部） 

私の子どもたちは、在籍する小学校において柔軟剤等の合成香料の臭いによる健康被

害に苦しんでいる。小学校に対し、保護者向けに配布するおたよりの中で、学校で着用

する衣服には柔軟剤等の使用を控えていただくよう協力を依頼する呼びかけをするな

どの対応をお願いしてきたが、有効な対策を取ってもらえていない。小学校はいろいろ

な対応を取ってくれているが、市教委が主体となって、実効性のある対応を適切に指示

すべきであると考える。 

 小学校からの保健だよりにおいて、保護者に対し香りの強い洗剤、柔軟剤の使用そ

のものを控えるよう協力をお願いしました。 

 また、各学校あてに、合成香料等の化学物質に反応し体調不良が生じる事例がある

ことを周知しました。今後も通知や研修等の機会をとらえて、これらに対する認識の共

通化を図っていきます。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 5 月）【不備なし】 

財団が管理する市のプールでは、大プールについて、幼児及び小学生は、保

護者 1 名につき 2 名まで利用可能であるとし、中学生以上及び水面から肩の出

る小学 4 から 6 年生は、単独で利用が可能としています。ただし、満 5 歳以上

で泳力が高いと認められた場合は、25ｍの完泳コースを単独で利用することが

できるとのことです。泳力判定に合格すると大プールでの遊泳もでき、保護者 1

名につき子ども 2 名までしか利用できないという原則の例外も適切に運用され

ていると認めることができます。また、市は、水面から肩が出ない水深での小

学生のウォーキングを禁止したことは、合理的で妥当性のある判断基準である

としています。オンブズマンとしても、ウォーキングという行為の連続性の中

で水深が大きくなってくることの危険性は首肯できることであり、このような

判断基準に問題があるとは言えないと考えます。 

確かに、監視体制のあり方と利用制限の程度とは相関関係にあると認められ

ますが、市の説明を全体的に吟味しても、市及び財団が監視体制を軽視し、利

用制限を不当に強化していると認めることはできず、体育施設の管理者等とし

ての裁量の範囲内で、適切な対応をしていると認められます。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

監視体制について、監視員への必要な研修を行うこと、業務に全神経を集中する

よう指導すること等のほか、引き続き、利用者の意見・要望に適切に対応するよう、

施設を管理する財団へ文書で申入れを行いました。 

(6) 市営プールにおける利用制限（スポーツ局スポーツ部） 

私は、子ども 3人と共にさっぽろ健康スポーツ財団が管理運営する市営プールを利

用したが、大プールでは保護者同伴でも子どもは 2人までという規則なので、小学校

高学年の長男も含めて 3 人とも小プールを利用するように言われた。 

その後、長男は泳力を認められ、大プールを利用できることになったが、水面から

肩が出なければならないという規則があるため、ウォーキングをするならば、プール

の底が浅い 5ｍのラインまでしか往復できないと言われ、ウォーキングを断念せざる

を得なかった。 

以前から、市のプールについては、危険性を過大評価する一方で、監視体制が不十

分であるので見直すように言っているが改善されていない。市は、スポーツに内在す

るリスクを正しく評価し、それに見合う監視体制を可能な限り提供し、特に子どもの

利用者に体育施設としての効用を発揮できるように、監視体制を適正化し、利用制限

となる規則を極力廃止すべきである。 
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３ 土木・建築分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 2 月）【趣旨沿い】 

土木センターが申立てを受けた際、昨年度に改善した対応が本年度に入り徹

底されていなかったことが判明したため、雪運搬車の待機場所を変更したとの

ことです。市は、対応が徹底されていなかったことを認め、今後、このような

状況が生じないようにするとのことです。 

雪運搬車の待機に伴う問題は、他地区の道路においても想定されることから、

市においては、こうした対応の必要性について、全区で情報共有を図ることを

求めたいと思います。 

なお、道路上で雪運搬車の待機や排雪作業を行う際は、道路占用許可ではな

く、道路使用許可が必要となりますが、オンブズマンは、警察署あてに提出さ

れた道路使用許可申請書及び道路使用許可証を確認しました。  

また、市の説明によると、道路使用許可条件には、「雪運搬車等の待機場所は、

交通渋滞等、他の交通に著しい影響を与えるおそれがある場所を避け安全な誘

導を行うこと。」が示されているとのことですから、市は、他の道路においても、

交通状況への著しい影響を与えないように事業者へ注意喚起を促すとともに、

雪運搬車等の待機場所においても、必要に応じて安全性に十分配慮するように

お願いいたします。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

              

 

 

(1) 排雪車両の危険な路上駐車（区土木部） 

毎年、2 月初めの排雪時に朝の通勤時間にもかかわらずダンプトラックが路上駐

車し、4 車線のうち 2 車線を占領している。走行の妨げや安全性に問題があると思

い、除雪センターに安全確保を依頼したところ、昨年、一度は改善したものの、ま

た今年も同様の状態に戻ってしまった。 

このような駐車は、道路占用許可が必要であり、一般車両の安全を確保する措置

を取る義務があると思われるが、土木センターは安全措置を取ることもなく、「占

用許可を取っているから問題ない」と言う。私が警察に確認したところ、道路占用

許可を出しておらず、安全対策を行っていないものは許可しないという回答であっ

た。除雪のためとはいえ、交通安全のルールを無視するのは問題だ。 

排雪事業者に対し、待機場の変更及び徹底を指示し、雪運搬車が道路の両側

に待機することを避けるため、待機場所を変更しました。今後は、業務契約時

の仕様書に、「交通に影響を与えない雪運搬車等の待機について」という項目

を追加し待機場所について明記する予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【不備なし】 

市は、建築基準法においては、道路内に建築物を建築することが禁止されて

いるが、庭木は同法で定義する建築物に該当しないことから、撤去を強制する

法的根拠がないため、庭木の撤去に向けての指導をすることはできないと説明

しています。また、ブロック塀に関しては、建築物にあたるため、法的権限に

裏付けられた撤去指導をしたと説明しています。これらの市の説明には矛盾が

なく、市の説明に問題があるということはできません。 

道路法では、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしては

ならないとし、これに違反した者に対し、道路管理者は、支障物件の除却や道

路の原状回復を命ずる監督処分ができるとされていますが、申立人の自宅前の

道路は、道路法に定める道路ではなく、市としては、道路法上の道路管理者と

しての関与をすることはできないということになります。 

市は、今後とも申立人から相談があれば、民事上の問題に行政が不用意に介

入することのないようにとの視点を踏まえつつ対応していきたいという意向を

示していますので、申立人の相談に対して、その都度、丁寧な対応をしていた

だくようお願いします。 

 

 

 

 

(2) 道路上の庭木の撤去指導（都市局建築指導部） 

自宅前の道路の西側の市道に通じる部分に、建築業者の車両が路上駐車してい

て、デイサービスの送迎車が通行できずに困っている。本来なら、反対側（東側）

から市道に出ることも可能だが、A 氏宅を囲むようにブロック塀が築かれ、以来、

この道路が袋小路となり、東側からは市道に通り抜けができない状態が続いてい

る。市の指導により道路上のブロック塀のみ撤去されたが、その後、A 氏は庭木を

増やし、現在は庭木により通行ができない状態となっている。このことについて、

市に相談したところ、庭木は A 氏の所有物なので、庭木を撤去させることはできな

いと説明された。 

道路法では、道路内には塀や花壇などは造成できないとされていると聞いてお

り、ブロック塀を撤去させることができて、庭木を撤去させることがなぜできない

のか、市の説明に納得できない。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 10 月）【不備なし】 

市は、平成 24 年に倉庫の所有者から「是正計画書」が提出された以降、継続

的な現地調査及び倉庫所有者らに対する指導等をしており、適切な対応を行っ

ているとのことです。担当職員の前任者が、申立人に対し具体的にどのような

説明をしたのか、その場にいなかったオンブズマンにはわかりませんが、この

会話において、申立人が、市の対応に期待を抱き、結果的に「何年も市に待た

されたあげく、倉庫がなくならないことに怒りを覚えている」という心情に至

ったものと思われます。 

問題の解決は「是正計画書」に基づいて行われるため、解決に時間がかかる

点については、やむを得ないと考えます。しかしながら、長い間、騒音等に悩

まされた申立人にとっては、解決にかかる時間が長いと感じられる心情も理解

できるところであり、そのことが、進捗状況を頻繁に問い合わせることに繋が

ったと考えられます。 

オンブズマンは、担当職員が「是正計画書」に基づき、調査及び指導を継続

していることから、対応について問題を指摘することはできません。しかし、

問題の解決が、あくまで倉庫所有者の自主的な是正の履行によるため、計画が

予定どおりに進まない可能性も否めず、今後、「是正計画書」が適正に実行され

ない場合には、市は、速やかに次善の対応策を検討していただきたいと考えま

す。 

また、定期報告がないという申立てについては、個別の要望を聞き入れて行

った場合、本来業務に割くべき時間が奪われ、業務全体の支障になるため、個

別の要望には対応しておらず、担当者の判断で適時報告を行っているとのこと

です。オンブズマンは、市の業務を円滑に進め、公平性の観点からも、この場

合、市の対応は妥当なものであると考えます。しかし、回答しない場合は、そ

の理由を明らかにした上で、申立人にその旨を伝える必要があったと考えます。 

市は、今後も、申立人に対し真摯に対応するとともに、本件に係る問題解決

に向け、引き続き、調査指導業務を継続していくと述べておりますので、問題

(3) 違法建築に対する市の対応（都市局建築指導部） 

自宅土地に隣接する倉庫から出る騒音に、長い間悩まされてきた。この倉庫が違

法建築であることから、数年前から市に相談しているが、平成 24 年に担当職員か

ら、「倉庫を正しい形にするには 4、5年かかる」という話を伝えられた。私は、市

が、倉庫が更地になるまで、責任を持って仕事をしてくれると考えていたが、今日

まで全く進展がみられずにいる。このことについて、担当職員に、月に 1回は報告

がほしいと伝えているが、報告の義務はないと言われた。後任の職員あてにハガキ

を 5通出したが、これに対する返事もない。何年も待たされたあげく、倉庫がなく

らないことに怒りを覚えている。 
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解決に向けて尽力していただくことを期待いたします。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 6 月）【不備なし】 

市によると、本件のように日常的に出入りする駐車場で事故が発生した場合

には予見が可能であり、また、異常を発見し道路管理者に通報することで、危

険回避が可能であったため、補償の対象ではないと判断しているとのことです。 
オンブズマンとしては、道路管理瑕疵事故に関する補償の認定について、妥

当か否かを直ちに判断することはできませんが、市が過失相殺の判断基準を参

考にして具体的な事故状況の確認により行った対応に不備を認めることはでき

ません。 
市民は日々、歩道の部分を管理し、何かあった時、市へ連絡をしなければな

らないのかという申立てについては、市が限られた予算の中で人員を確保し、

道路パトロールを行っている現状を鑑みるならば、市が管理する全ての道路の

不備を把握することは、事実上困難であると思われますので、市民の皆様にお

いても、道路の不備が発生していることを把握した場合などには、土木センタ

ーへの通報などによる協力をお願いしたいと思います。  
 
 
  

「是正計画書」の予定期日を過ぎても是正されない場合は、再度所有者に是

正方法、是正期限などを明確にした「是正計画書」の再提出の要求をするとと

もに、勧告などの法律に基づく手続を行うことも検討します。 

(4) 歩道の管理瑕疵により生じた自家用車の損傷（区土木部） 

3 月初旬、アパートの駐車場に面した歩道に盛り上がりができていて、車のバン

パーが損傷していることに気がついた。アパートの管理会社に連絡すると、歩道部

分の問題は市が対応すべきことと言われたため、翌日、区土木センターを訪問し相

談した。応急処置として車道と歩道の境目に土のう袋を積んでくれたが、車の傷の

補償はできないと頭ごなしに言われ、車の状況を見てもくれなかった。 

傷がついたのは納車されたばかりの新車で、特別に車高が低い車種ではない。市

はこのようなケースでは補償できないと言うが、歩道の盛り上がりは、雪解けが進

んだことで起こったものであり、市民は日々、歩道の部分を管理し、何かあった時、

市への連絡をしなければならないのかと疑問を感じる。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 10 月）【不備なし】 

市によれば、建築物の法上の判断や指導等は、区分所有者らの法定代理人で

あるマンション管理組合理事長に対して行うものであり、是正権原を有しない

一区分所有者である申立人に対してのみ情報提供を行うものではなく、区分所

有者に対しては、マンション管理組合が公平適切に周知等をすべきとのことで

す。また、申立人が市に対して求めている情報は、共用部分に係る法的位置づ

けや法的措置に係る情報であり、場合によっては建物の資産価値の下落を招く

ことになる恐れのある情報となることから、一部の区分所有者にのみ情報提供

することは財産管理上の公平性を欠くこととなり、是正権原のない個々の区分

所有者は通知や指導等の名宛人とはならないと、市は説明しています。 
確かに、違反是正の必要があった場合に、個々の区分所有者に通知や指導を

しないというのは理由がありますし、行った場合に公平性を欠くということも

あり得ることで、市の説明には合理性があると考えます。 
しかし、違反是正の必要がない場合には、違反がなかった旨の情報提供が、

市から区分所有者である申立人に対して直接なされてもよいのではないかと思

います。増築部分が共用部分とすれば、区分所有者全員の共有に属することが

原則であり、その共用部分について違反建築ではないかと問題提起をした区分

所有者に対し、違反がなかったという情報提供をすることに、特に問題がある

とは思えません。市においても、この点については特に否定する趣旨とも思わ

れませんので、申立人に対して適切な対応がなされることを期待したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

(5) 建築物の増設部分に関する市の不明確な回答（都市局建築指導部） 

私（区分所有者）が共有し、居住している共同住宅である建築物について、工事

完了検査以降に建築物が増設されている。増設部分は、建築基準法令の規定で延焼

のおそれがある部分の範囲内に建築されている可能性がある。 

増設部分が延焼の恐れがある部分に建築されているのか、増設により居住してい

る共同住宅が違反建築物に該当するのであれば、その具体的な法的根拠について、

また、建築基準法第 9条（違反建築物に対する措置）の規定に基づく建築物の管理

者若しくは所有者に対する適正な指導の検討とその指導内容について、市から明確

な説明をしてほしい。 
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４ 環境分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【不備なし】 

市では、計 6 回にわたって騒音等の調査を行っていますが、そのうち 2 回は

申立人が立ち会って調査を行ったほか、1回は工場への立入調査を行っています。

また、関係機関への協力依頼、工場からの聞き取りも行っています。オンブズ

マンも現地調査を行いましたが、騒音、振動は市の調査数値とほぼ同様の結果

となり、基準の範囲内でした。更に、臭いについても、申立人が述べられるほ

どの酷い状況には感じられませんでした。 

以上のことを踏まえますと、市は適切に調査・対応しているものと考えます。 

今後、市は、同様の相談には必要に応じ工場への聞き取りや現地調査等を行

うとの見解を示していますので、懇切丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

市によりますと、薬品に関するやり取りについては記録がなく、申立人に対

応した職員に確認したものの、そのような話があったことは確認できなかった

とのことであり、オンブズマンがこの点について判断することはできません。 

担当課では、騒音や振動等に関する問合せには、課長名で回答しているとい

うことであり、札幌市では課長の公印がないため、申立人が公印のある文書を

お求めの場合には、局長あるいは部長の公印を押すということになりますが、

オンブズマンとしては、市が、課長名で公印のない回答文書をお送りしたこと

に問題があったということはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 工場からの騒音等に対する市の対応（環境局環境都市推進部） 

自宅のすぐ前の工場からの騒音、振動、悪臭で、様々な面に悪影響があったため、

市にその旨を伝えたところ、担当課から、工場を調査し問題はなかったとの回答が

届いた。この工場だけではなく、住居地域でどのような影響があるか再度調査して

ほしいと伝えたところ、後日、異常はないとの回答文書が届いた。しかし、実際に

騒音や振動は酷く、きちんとした調査が行われたのか非常に疑わしい。また、悪臭

については工場で薬品を撒いているとのことであるため、どのような薬品なのか尋

ねたが教えてもらえなかった。回答文書に公印が押されていないなど、担当課の対

応に不信感を抱いている。 

【現地調査】振動発生状況の調査 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 7 月）【不備なし】 

市の説明によると、記念碑の説明看板の文字がかすんでいるという匿名での

申出があり、現地で看板の状態を確認したところ、修繕の必要があると判断し、

すぐに業者に相談をしたとのことです。この際、作業の時期については、修繕

方法の特性から日中にプラスの気温になる 3 月に行った方がよいとの判断でし

た。この説明からすると、市の対応が遅れたとは言えないと思います。なお、

この申出をした方が申立人であったとしても、匿名ですので、3月に修繕するこ

ととしたことやその事情を伝えることができなかったのは、やむを得なかった

ことだと思います。 

また、申立人は、「マジックで書いておいたらどうか」と提案したが、対応し

てもらえなかったと主張しています。市は、そのような応急処置は、その効果

がすぐに低減・消失する可能性があることなどから、ある程度強固な仕様で対

応したと説明しており、納得できることと考えます。 

なお、市の説明によれば「マジックで書いておけばよい」という申出は、3 月

中旬に、区土木部を経由して、区市民部に届いたものであり、3月中旬に申出が

あったということであれば、3月中に強固な仕様で修繕する予定であったことか

らすると、応急処置の必要性が認められないように思います。 

他の記念碑の説明看板について新しいものに取り替えるべきとの申立てにつ

いて、区市民部では、設置した記念碑等の説明看板の現状について、2～3 か月

後には調査完了予定であり、その結果に基づき、予算の状況もみながら対応し

ていくとのことです。オンブズマンとしては、地域の歴史と環境を大切にされ

る申立人の思いが受け止められているものと理解いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 記念碑に関する申出に対する市の対応（区市民部） 

自宅近くの記念碑がテレビで取り上げられたため、記念碑を訪れる人が増えた。

しかし、記念碑は老朽化しており、説明の看板が所々読めなくなっていたので、私

は土木センターに連絡し、「とりあえず、マジックで書いておいたらどうか」と提案

したが、対応してくれず、たらい回しにされ、改善に時間がかかった。 

最終的に記念碑の看板は新しいものに取り替えられた。そうであるならば、他に

もある記念碑についても新しいものに取り替えるべきではないか。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 11 月）【不備なし】 

市は、カラスの営巣による被害の責任は、土地所有者又は施設管理者に帰するもので

あり、民有地にあるカラスの巣の撤去に関する相談があった場合は、土地所有者や施設管

理者が撤去することとなると説明しています。また、街路樹や公園など市が管理する場所

のカラスの巣についても、営巣中の巣を撤去する場合、ヒナがふ化する前など早い時期に

行うと、再度営巣することにつながり、そのことで人に危害を与えること等の理由から、基本

的に巣の撤去を行っていないとのことです。 

ただし、子ガラスの巣立ちにあたり、うまく飛ぶことができない子ガラスが地面にいるよう

な場合には、市有地・民有地を問わず、捕獲費用は市の負担で、子ガラスを捕獲して山に

放す対応を行っているとのことです。 

このような市の見解には合理性があるとオンブズマンは考えますが、今後もカラスの被害

の状況等を経過観察し、市民の苦情内容に応じて市には柔軟に対応を検討していただき

たいと思います。 

市は、市に生息するカラスの適正な数を定めることは困難であり、また、カラスが害獣を

捕獲するという面からも、管理すべき状態かどうかという判断が難しいとのことです。また、

調査の結果によって「保護」、「管理」の在り方を検討できるものではないため、新たな調査

を行う予定はないとのことです。申立人の心情は理解できるところですが、オンブズマンと

しては、市の見解に不備があることは認められないと考えます。 

カラス被害に関しては、営巣、子育て時期の限定的な対応によって被害を回避できるこ

とも多いとのことです。また、ごみステーションの適切な管理によりカラスの増加を防ぐことが

分かっているため、市は、市民がカラスの生態と防衛策について的確な知識をもって対応

できるように、今後も丁寧な相談対応や広報活動に努めていただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査                            

 

(3) カラスの巣の撤去（環境局環境都市推進部） 

近所の家にカラスが営巣し、襲撃を受けるようになり、非常に怖い思いをした。ま

た、毎朝午前 4 時頃から鳴くカラスの声の騒音などに悩まされ始め、カラスの鳴き声

を測定したところ、瞬間的に住宅用火災警報器の音圧基準を上回った。市の担当課に

巣を撤去してもらえないか相談したが、巣が民家の敷地にある限り、市では対応でき

ないこと、カラスについては鳥獣保護法で様々な規制があり、飛ぶカラスを捕まえる

ことは事実上不可能であると説明があった。 

市は、総合的に対策を考え、民家の敷地のカラスの巣についても、個別事情を勘案

して市が撤去してほしい。また、可能な限り新しい調査データに基づき、鳥獣保護法

にいうところの「管理」をお願いしたい。 

今後もカラスに関する知識等の普及啓発に努め、市民が的確な知識を持って対応

できるよう、相談が寄せられた際には丁寧に対応をしていきます。 

―37―

Ⅱ　

苦
情
申
立
て
事
例



５ 税・財産分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 10 月）【趣旨沿い】 

申立人は母親の成年後見人ですが、母親の銀行口座の名義に成年後見人の表

示がなかったため、口座振替依頼書は承認されず返戻されました。 

市は、申立人からの再提出後、第 3期と訂正されていることを確認した上で、

これまで申立人が第 2 期からの口座振替を希望していたことから、第 2 期から

行うこととしました。この際、申立人に電話をかけたものの、申立人が不在だ

ったので、電話に出た方に、第 2 期から口座振替を開始する旨の文書を送るの

で、申立人に内容を確認していただくよう依頼したとのことです。 

しかしながら、申立人は口座振替の開始を第 3 期に訂正していることから、

第 2 期から口座振替を開始することについては、申立人本人から確認をとって

おくべきであったと考えます。 

過誤納金還付通知書の記載については、通知日から 10 日前後かかって振り込

まれるという意味であったものの、確かに誤解を招く表記であることが窺えま

す。市では、今後、表記の修正について検討していくことを考えているとのこ

とです。 

また、今後高齢者の増加に伴い、このような成年後見人名義に係るケースも

増えていく可能性があります。口座振替のご案内の中に、口座名義の記載方法

等について、ひとこと注意喚起が付記されていると、より手続がわかりやすく

なるのではないかと考えます。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

   

 

(1) 市税の口座振替申込みに係る対応（財政局税政部(市税事務所)） 

後見人として母の市税を納付するため、市税事務所に税の口座振替依頼書を提出

した。名義相違のため銀行の承認が得られなかったので新しい依頼書を提出してほ

しいと市税事務所から連絡があったため、銀行で記載方法の説明を受けた。取扱い

開始期欄に第 2期と記載したところ、銀行の職員から、引落としが間に合わないと

思われるので、第 3 期からと書き直すように言われ、訂正して提出した。 

8 月下旬に、銀行で第 2 期分を納付書で納付したが、口座からも第 2 期分が引き

落とされてしまった。9 月上旬に「過誤納金還付通知書」が届き、10 日前後で振り

込まれるとあるが、まだ振り込まれていない。一連の経緯について、担当者のミス

だと言われても何か納得がいかない。 

・ 申請者の意思を尊重し、口座振替依頼書の記入どおりの処理を基本とする

ことを再確認しました。 

・ 通知書に記載する文言を「本通知書の発送日から 10 日前後で振り込まれ

る予定です」との表現に改めました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 5 月）【不備なし】 

市によると、前年度に確定申告書の提出がなかったため、公的年金等支払報

告書と給与支払報告書の記載をもとに、当初、非課税を決定したとのことです

が、オンブズマンが確認したところ、控除対象配偶者についての両者の記載は

矛盾していました。 

このような場合に、給与支払報告書の記載を基に、配偶者控除ありとして非

課税決定したことについては合理性があると考えます。また、非課税決定され

たものが、その後の調査により賦課決定となったこと自体についても、その手

続に問題があるということはできません。 

本件において、申立人が市の手続に不信を感じ、説明に納得できない理由は、

変更に至った背景の説明がないまま、突然、納税通知書が届いたことにあるよ

うです。また、納税通知書の裏面に、延滞金に関する一般的な説明が記載され

ていたことで、申立人は督促状と誤解された可能性があると思われます。 

今後、市においては、よりわかりやすい説明に努力していただくとともに、

非課税決定が課税決定に変更となった場合や税額が増額変更となった場合には、

その経緯をわかりやすく説明した文書を納税通知書に添えるなどの工夫を、検

討していただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 住民税の督促状発行に関する不十分な説明（財政局税政部（市税事務所））

住民税が年金から引かれているにも関わらず督促状が届いたので、説明を求めた

ところ、当初、年金の支払報告書と給与支払報告書に記載された支払額と扶養状況

から非課税としていたが、その後の調査により扶養の該当者がいないことが判明し

たため、改めて納税通知書により税額を通知したとのことであった。 

しかし、自分は今年の確定申告において扶養親族なしと申告しており、調査によ

り改めて扶養の該当者がいないことが判明したという説明には矛盾がある。予想外

の支払いの請求は多大な負担であるため、督促状が発行された経過について納得の

いく説明を求める。  

賦課決定後に賦課額の増減が発生した際、賦課額決定等通知書を発送してい

ますが、変更理由を記載する際には、可能な限り、具体的な理由を記載するよ

う、担当者に改めて周知しました。また、上記変更理由欄で説明が困難な場合、

別途、説明文書を同封することを全担当者に改めて周知しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 5 月）【不備なし】 

市は、分割納付金額を増減する等の対応は可能としながらも、納期限内に納

付・納入した納税者等と比べて著しく公平を欠くことから、納付誓約書の内容

を大幅に変更し、少額の分割納付を長期に渡って続けることを容認することは

できないとしています。更に、生命保険の解約、換価を検討することになると

の説明にも問題はないとしていますが、これらの市の説明は合理的で、納得で

きるものであると考えます。また、これまで A 職員が、滞納本税及び延滞金の

早期完納に向けて、申立人の相談に乗るなどして対応してきた経緯からすると、

担当を他の職員に変更することは考えていないと対応したことにも、問題はな

いと考えます。 

市によると、B係長は他部署に異動し、現在において責任のある回答ができな

い立場にあることから、異動先を教えることはできない旨を回答したとのこと

であり、その時点の市の対応としては、納得できるものであると考えます。 

オンブズマンとしても、このような市の説明に問題はなかったものと考えま

すが、申立人の理解を得られるよう、親切丁寧な対応に努めていただきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市税事務所職員の不誠実な対応（財政局税政部(市税事務所)） 

私は、市民税や固定資産税を滞納しており、本税については延滞金の納付が残っ

ている状態で、延滞金について分割納付の納付誓約書に署名捺印した。A 職員及び

B 係長は、「納付が厳しくなったら相談に乗る。」と言っていたので、平成 28 年度に

入り、延滞金の納付金額について相談に乗ってもらおうと市税事務所を訪れたとこ

ろ、以前は相談に乗ると言っていたはずなのに、A職員は、「納付誓約書どおりに支

払ってもらえないのであれば、差し押さえている保険を解約する。」と言い、相談

に乗ってくれなかった。 

このような A 職員の対応に納得がいかず、担当を別の職員に代えることを求めた

が拒否された。また、B係長を出すように言ったところ、異動したとのことであり、

異動先を聞いたが、教えてもらえなかった。このような対応にも納得がいかない。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 7 月）【不備なし】 

市は、同一の納税義務者の同一区域内にある土地、家屋及び償却資産に対す

る課税標準額はその合計金額で計算することから、分割して課税することはで

きないとしています。その前提として、申立てに係る土地、家屋の共有者は、

その構成人員が同一であることから、各物件の所有者として同一の人格を有す

るとみなされるためと説明しています。 

税額計算の根拠となる課税標準額が、同一の納税義務者の同一区域内にある

土地、家屋及び償却資産の合計金額で計算されることから、納税通知書を分割

できないとする市の説明は納得できるものです。 

納税者の立場からすれば、利便性を求めて、申立てにある要望を持たれるこ

とはもっともなことと思われますが、市の説明によれば、単なる事務手続上の

問題ではなく、課税標準額の算出との関係等から、申立人の希望に沿うことは

法令上不可能であるということですので、市の対応は、やむを得ないものと考

えます。 

 

(4) 固定資産税の請求先（財政局税政部(市税事務所)） 

 私は、私、夫、息子でそれぞれ 1/3 を共有持分とするマンション 2 棟を同一の区

において所有している。1 棟目は夫の名義でローンを借りて、夫の口座に賃貸分の

家賃が振り込まれており、夫が固定資産税も支払っているが、2 棟目は息子名義で

ローンを借りて息子の口座に家賃が振り込まれることから、2 棟目の分の固定資産

税を息子に請求するよう市税事務所に依頼したが、請求先を分けることはできない

と言われた。 

1 棟目と 2 棟目の固定資産税請求の請求先を分けられない理由について、納得の

いく説明を求めたい。  
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６ その他の分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 8 月）【趣旨沿い】 

市は、床にこぼれた水で滑りやすいことは認識しており、今後、保健センタ

ー主催で区民センターを利用して調理実習を行う際は、安全への注意喚起を行

うとともに、運動靴等の上靴の持参について案内を行うとのことです。 

机の移動に関する申立てについて、市は、一部の受講者を混乱させたことを

認め、今後は、机やいすの配置図を配布するなどして、移動方法等について説

明を行うとのことです。 

エプロン・バッジに関する申立てについて、市は、購入したエプロン・バッ

ジ等の受取方法について説明がなかったことを認め、養成講座終了後に、速や

かに購入者の手元に届くよう手配したとのことです。 

オンブズマンは、代金を支払ったにもかかわらず、受取方法や受取時期につ

いての説明がなかったとすれば、申立人はもとより、申立人以外の購入者にも、

同様の不安を与えた可能性があると考えます。今後は、受取手続等などについ

てわかりやすい説明がなされるようお願いいたします。 

市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 養成講座における不十分な説明（区保健福祉部） 

私は、ある養成講座の受講者である。区民センターでの調理実習の際に、スリッ

パ履きだったため、調理室の床にこぼれた水で滑って腕に擦り傷を負った。大きな

事故につながりかねないので、調理室の履物は滑らないものにするか、運動靴等を

持参するようにアナウンスするべきだと思う。 

また、講座最終日に職員等により机の移動が行われたが、事前に机や席の移動を

知らされていなかったため、荷物がばらばらに置かれたり、席がわかりにくくなる

など混乱を招いた。荷物がなくなったりしかねないことから、席を立つ際には荷物

を持って席を離れるよう、事前に説明をするべきだったと思う。 

また、同日、エプロンやバッジの購入代金を支払ったが、物品の受取方法を聞い

ておらず、まだ受け取っていない。説明が不十分である。 

・ 調理実習を行う際は、運動靴等の上靴をご持参いただくよう、ご案内して

います。併せて、調理実習の際には安全への注意喚起を行っています。 

・ エプロン・バッジ等の購入申込用紙には、受取方法とその時期について、

わかりやすい説明を加え、併せて口頭説明を行う予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 2 月）【趣旨沿い】 

市は、届書謄本の発送手続を完了したものの、当日の郵便局の集荷時刻に間

に合わず、実際に集荷されたのは休日をはさんだ4日後であるとのことでした。 

オンブズマンは、送付先の市役所から返送された送達確認はがきを確認した

ところ、受付印が押されていましたが、その日付はさらに 6日後となっており、

現在の郵便事情からすると、遅くとも 2、3日後には送付先に届くものと考える

のが自然であるように思われます。 

戸籍のシステムに発送手続の完了日が記録されているものの、普通郵便で送

付していることから、確実に送付したという記録はないということであり、担

当職員がシステムに発送手続完了日を記録したあと、発送するのを失念した可

能性を完全には否定することはできませんが、これ以上の調査手段を持たない

オンブズマンは、申立人の届書謄本の到達が遅れた理由を解明することはでき

ず、市に何らかのミスがあったかどうかを判断することはできません。 

市においては、今後、郵便物を発送する際には、複数の職員でチェックする

などの体制を整えていただくことを要望します。 

また、翌日が閉庁日である日に発送手続を完了したものについては、当日に

集荷の時刻に間に合わなかった可能性も考え、翌営業日に集荷された可能性も

ある旨を説明するなど、相手に誤解を与えることのないよう、配慮して対応に

当たっていただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

(2) 婚姻届に係る区役所の対応（区市民部） 

区役所に婚姻届を提出し、本籍を現在居住している市に変えた。その際、窓口で

戸籍が居住市に届く日を確認し、関係書類が発行できるのはそれ以降になるとの説

明を受けたため、後日仕事を休み、市役所で戸籍の発行を頼んだが、まだ市役所に

書類が届いておらず、翌日も「まだ届いていない。こちらで書類の行方は調べられ

ない。」との説明があったため、区役所に電話した。すると、すでに発送したとの

回答であったが、郵送に 7日間もかかるのは不自然であり、再度説明を求めたが、

曖昧な回答しかなかったため、「郵便局のミスではなく、区役所のミスですね？」

と聞いたところ、ミスを認めるような発言があったが、謝罪の言葉は一切なかった。

事実と異なる説明を行い、相手先の市にも迷惑をかけ、挙句の果てに郵便局に罪

をなすりつけ、更に謝罪もしない、このような対応に疑問と憤りを感じる。 

発送にあたっては、発送担当者による発送の確認を行うほか、郵便物を取りまと

めるボックスに郵便物が残されていないか慎重に確認を行う等、発送漏れを防ぐ対

応を心がけているところです。また、発送が翌営業日にずれ込んだ可能性があると

考えられる場合等においては、発送担当者に確認の上、問合せに対し適切な回答

をするよう、係員に指導しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 10 月）【趣旨沿い】 

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」の禁止と「社会的障壁の除去

の実施について必要かつ合理的な配慮」を課しています。また、平成 25 年 6 月

に「障害者雇用促進法」が一部改正され、雇用分野における障がい者差別の禁

止や、精神障がい者を障がい者の法定雇用率の算定基礎に加えること等が盛り

込まれました。また、国や地方自治体では、知的障がい者等を非常勤職員とし

て雇用し、一定の業務経験の後に企業への就職を目指す「チャレンジ雇用」が

進められており、札幌市でも今年(平成 28 年)10 月から始まっています。 

市は、改正後の障害者雇用促進法において禁止されたのは、障がい者と障が

い者でない者の間の不当な差別的取扱いであり、障がい者間の異なる取扱いは、

法で禁止する差別には含まれていないと説明しています。確かに、厚生労働省

の通知では、「法が禁止しているのは障害者と障害者でない者の不当な差別的取

扱いであり、障害者間の異なる取扱いは法が禁止する差別に含まれない」とあ

り、「障害者のみを対象として労働者を募集・採用する場合において障害種別を

限定して募集を行うことは、法が禁止する差別には該当しない」とあります。 

一方で、厚生労働省が作成している障害者差別禁止・合理的配慮に関する Q

＆Aでは、禁止される差別は、障がい者と障がい者でない者の不当な差別的取扱

いであり、障がい者間の異なる取扱いは、禁止される差別には該当しないこと

を前提としながらも、「このような場合でも、公正な採用選考の観点から、他の

障害種別の障害者を含め、応募者に広く門戸を開き、能力・適性のみを採用基

準とする採用選考を行うことが求められますので、特定の障害種別の障害者を

募集の対象から排除することがないようにする必要があります。」と補足されて

います。 

現在、全国の政令指定都市で実施されている障がい者を対象とした採用選考

では、応募できる者が身体障がい者に限定されていますが、政令指定都市以外

では、身体障がい者枠を撤廃して、障がい者一律の採用選考を実施している市

が、少しずつ増えてきていることも確認できます。申立人に対する市の回答は、

検討を行うべき課題が多く精査を要するため、慎重に検討しているというもの

(3) 精神・知的障がい者の職員採用枠（人事委員会事務局、総務局職員部） 

「障害者雇用促進法」が改正されて、障がい者への差別が禁止されたにもかかわ

らず、札幌市の職員採用試験は、身体障がい者の採用枠のみ設け、精神障がい者及

び知的障がい者については、いまだに一般枠又は社会人枠でしか受験できない状態

が続いている。障がいのない人と同じ採用枠であれば、採用に不利なことは明白で

あり、障がいのある私は札幌市の職員に応募したくても応募できずに不利益を被っ

ている。身体障がい者枠と同様に、精神障がい者及び知的障がい者の採用枠を設け

るべきである。 

―44―



であり、時間を要することは、オンブズマンも承知するところです。 

しかしながら、一連の法改正や厚生労働省作成の Q＆Aなどを踏まえると、オ

ンブズマンは、身体障がい者に応募者を限定するなど、特定の障がい種別に限

定することなく、障がい者に対して広く門戸を開く必要性は高いと考えます。 

市は、障がい者を対象とした職員採用を、一般事務職について行っており、

行政事務全般の様々な職場で通常の職務を遂行することを前提に、身体障がい

者のみを対象として実施していると説明していますが、どのような職務や職種

が適当なのか、職場を限定できるのかなど、公務の分析をしっかりと行った上

で、採用の可能性を広げる観点から、一般事務職に限定せず、精神障がい者及

び知的障がい者の障がい特性を念頭においた上で、幅広い職種も含めた職員採

用を検討していただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

・ 障がい者雇用の現状の整理と課題の洗い出しを行うとともに、障がいの程

度による業務遂行が可能な範囲や、新たな障がい者の雇用形態の在り方など

について検討を行っているほか、他都市における障がい者を対象とした採用

選考試験の実施の検討状況についての調査を実施しています。 

・ 知的障がい者及び精神障がい者が一般企業等への就労に向けた経験を積む

ことを目的として、平成 28 年 10 月 1 日から障がい福祉推進員 1名の雇用を

実施していたところ、平成 29 年 10 月 1 日からさらに 1名の雇用を予定して

おり、どのような職務や職種が適当なのか、職場を限定できるのかなど、雇

用結果を参考にしたいと考えています。 

・ 今後も、改正障害者雇用促進法の内容を考慮した上で、精神障がい者及び

知的障がい者の雇用の在り方について、引き続き慎重に検討していきます。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 9 月）【不備なし】 

オンブズマンが行った現地調査の結果、溝の幅及び深さについては、線路施設整

備マニュアルに規定されている基準内の数値であることを確認しました。また、実際に

自転車を使い、自転車の動きについて調査しましたが、道交法に従い、うす茶色に舗

装された軌道敷の右側の車道を走行し、南 2 条通りに左折しようとした場合、自転車の

車輪と軌道の溝の間にはかなりの角度があることを確認しました。その結果、溝の構造

に問題はないこと、また、道交法の規定に沿って走行していれば、車輪が溝にはまる

ことは考えにくく、はまったとしても、大怪我をするような事故にはつながらないものと考

えられるとの市の見解は合理的であり、オンブズマンとしても納得できるものであると考

えます。 

しかし、軌道敷上には「路面電車専用」と書かれ

ているほか、信号の横に「軌道敷内通行禁止」と書

かれた標識があり、それらを見れば、自転車は軌

道敷内を通行できないことがわかるものの、誤って

軌道敷内を走行した自転車の運転者にとっては、

目線の角度等から、文字や標識に気付きにくいの

ではないかと感じられ、自転車の運転者に対して

注意を喚起するためには、もっと工夫があってよい

のではないかとの印象を抱きました。 

電車を安全運行させる事業者の立場として、自

転車走行時のマナーの改善等について、継続して

啓発の取組を行うとともに、より実効性のある注意

喚起や事故回避のための工夫について検討し、市

民が安全に移動できる空間づくりに積極的に取り

組んでいただきたいと思います。 

 

(4) 市電の軌道脇の溝による自転車事故に対する市の見解（交通局高速電車部）

私は自転車で駅前通りを南進し、南 2条通りへ入ろうと左折した際、市電の軌道脇

の溝に自転車のホイールがはまり、自転車から落下して転倒し怪我をした。このこと

で交通局に対し、市電の軌道脇の溝について問い合わせたところ、溝は基準内で問題

ないとの回答があった。 

しかし、新規にループ化された部分については、軌道が道路と歩道の間にあり、軌

道専有とはなっていない。このような中で、軌道脇の溝に自転車のホイールがすっぽ

りとはまるような状況は、基本的に安全性を欠いた構造上の欠陥であり、同様の事故

が再び起きないよう、早急の改善を要望する。 

【現地調査】市電軌道の状況確認 
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市の改善等の状況 ※平成 28 年 10 月、平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 9 月）【不備なし】 

市は、開示請求によらずに情報提供する場合については、適正な本人確認のうえ

で開示するのが当然とのことですが、何をもって本人と確認できるかについては、各担

当課において、個人の権利利益を侵害しないよう、個々の事案に応じて適切に判断し

対応すべきと考えていると説明しています。 

本件において、保護課では、申立人のお話が面接受付票の内容と一致していたこ

とや本人でなければ知り得ない事項に関する言及が複数あったことから、ご本人であ

ると判断し、相談・対応履歴を開示しています。 

条例で手続等が明確に定められている開示請求と異なり、情報提供は各担当課の

判断によって柔軟に対応できるものであり、オンブズマンとしては、情報提供時におい

て、常に開示請求と同様に身分証明書の提示等を求めずとも、各担当課の判断にお

いて、本件のような方法で本人確認を行うことについて問題があるということはできませ

ん。 

しかしながら、申立人が知らないうちに、他人に知られたくない事柄が外部に漏れる

ことを危惧されるお気持ちは、オンブズマンも理解できるところです。市においては、

少しでも疑義があるような場合には、身分証明書の提示を求めるなど、適切な本人確

認を行った上で情報提供するよう徹底していただきたいと思います。 

・ 「札幌市自転車押歩きキャンペーン」を

実施し、軌道敷内を走行している自転車の

運転者に対し、「走行禁止」についての啓

発を行いました。 

・ 軌道敷上に、自転車走行禁止の路面表示

シールを追加敷設しました。 

(5) 個人情報開示における不適切な本人確認（区保健福祉部） 

保護課から母に電話が来て、「娘さんが相談に来たので、今度は娘さんと二人で

相談に来てください。」と言われた。私は過去に生活保護受給について相談した際、

両親の名前や連絡先を伝えた可能性も考えられることから、区保護課に、過去の生

活保護に関する相談履歴を確認したいと伝えたところ、初対面であるにもかかわら

ず、何の本人確認もせずに相談履歴を開示された。母への電話のことを伝えると、

「そのようなことはありえない。」との説明を受けた。相談履歴等は本来、開示請

求を行って開示することが正しい取扱いなのであれば、適正な本人確認をせずに開

示するのは適切な対応とは言えないと思う。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 11 月）【不備なし】 

市によると、調査を行った職員は、食品衛生法施行令に基づく食品衛生監視

員とのことであり、オンブズマンは、調査を行った人数をもって、その調査が

不十分であったとはいえないものと考えます。 

また、市は、他の客から同様の苦情が寄せられていないかどうかや調理従事

者の健康状況、衛生管理状況等の調査に加え、カンピロバクターの特徴に応じ

て、食肉の加熱工程や加熱後の取扱い等を確認しているとのことであり、オン

ブズマンは、本件において、市は、必要な調査を適切に行っているものと考え

ます。 

なお、拭き取り調査を行わなかった理由については、申立人が本件施設を利

用されてから調査までに約 1 週間が経過しており、たとえ拭き取り調査を行っ

たとしても、1週間前の施設の状況を反映せず、有効な調査手段とはならないか

らであると回答しており、オンブズマンとしても、拭き取り調査を行わなかっ

た理由に関する市の説明には合理性があり、納得できるものと考えます。 

ただし、調査内容やその結果、拭き取り調査を行わなかった理由の詳細につ

いては、申立人に説明がなされていないようであり、市においては、これらを

申立人に説明し、理解を得る必要があったように思います。市は今後、申立人

から問合せがあった場合には、できる限り丁寧に説明を行うとの意向を示して

いますので、オンブズマンとしては、そのような対応がなされることを期待し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 食中毒の検査（保健福祉局保健所） 

私と子どもは、札幌市内の焼き鳥店で鶏レバー等を食べたところ、数日後に体調

を悪くし、子どもは、カンピロバクターによる食中毒との診断を受けた。 

保健所から、この焼き鳥店が食中毒の原因と特定することはできなかったとの連

絡があったので、焼き鳥店に直接電話で尋ねたところ、職員 1名が話を聞いただけ

で、包丁やまな板の拭き取り調査は行わなかったとのことであった。 

なぜ徹底した調査が必要ないとの判断に至ったのか、その根拠や理由を教えてほ

しい。  
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 11 月）【不備なし】 

市によると、札幌市営住宅条例の規定に基づき入居者負担となる修繕費用に

ついては、入居者募集時にお渡しするパンフレットや入居時の説明会でお渡し

する「市営住宅ガイド」の中で説明しており、戸車の破損についても、入居者

負担であることが明示されているとのことです。したがって、戸車の破損につ

いての修繕費は申立人の負担になるという市の説明は納得できます。 

しかし、民間の賃貸借契約であれば、経年劣化や通常消耗による破損につい

ては、家主が修繕費を負担するものであると考えられることから、申立人が、

市が修繕費を負担すべきではないかと考えられたことは、オンブズマンも理解

できるところです。このため、市においては、「市営住宅ガイド」などで民間ア

パートとの違いを特に説明するなど、入居者が誤解しないような工夫を検討し

てほしいと思います。 

また、申立人は、引き戸から外した戸車のネジ止め金属部分が裂けていたこ

とから、当初より引き戸の設置状況に不都合があったと疑念を抱き、市が修繕

費を負担すべきと述べていますが、市によると、管理会社の担当者が現地確認

をした際に、戸車の固定に問題がないことを確認しており、戸車の破損との関

連はないとのことです。 

このような原因により戸車の破損が生じたとは認められないと考えますので、

本件において、戸車の破損の修繕費用を市が負担すべきとする事情があると認

めることはできません。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

(7) 市営住宅の補修費（都市局市街地整備部） 

7、8 年住んでいる市営住宅の居間の戸が壊れたので、管理会社に破損部分を見て

もらったところ、戸の下の滑車部分が壊れており、その場合、修理は自己負担にな

ると言われた。自分で修理しようと滑車を外すと、中のネジ止めするところが裂け

ていて、ネジを止めることができなかった。ネジを外す前はプラスチックが挟まっ

ていたのだが、管理会社は、それは高さ調節のためのものであると言っていた。 

なぜ、以前から壊れていたものについて、私が修理費を負担しなければならない

のか、納得がいかない。  

民間アパートとの違いについて、入居者が誤解しないような工夫を検討しました

が、民間アパートにおける賃貸借契約は、すべてが国のガイドラインに基づくもので

はなく、貸主の考え方により取扱いが異なっている状況等から誤解を招く恐れがある

ため、市営住宅ガイド等の現在の記載を維持することとしました。なお、今後、同様

の指摘等があった場合には、記載の変更又は追加等の対応を検討します。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 28 年 12 月）【不備なし】 

市は、申込書に記載された送付先に当選通知を郵送していることから、当選

事実の伝達は有効で、郵便受けに到達した書類を申立人が見ているかどうかは、

市として責任を負えないとのことです。これについては最高裁でも判例があり、

市に責任があるということはできません。 

郵送方法について、市は、当選通知を指定された住所へ通知していること、

パンフレット等で抽選日から 1 週間以内に当選通知を発送すると周知している

こと、当選番号は抽選日翌日の一部の新聞や公社のホームページ、公社への問

合せで容易に確認できることから、普通郵便で十分であるとしております。こ

の市の考え方は合理的で納得のできるもので、判断と対応に問題はないと考え

ます。 

また、市は、資格審査期限までに連絡のない当選者に対し、電話等で注意喚

起を行うが、あくまで付帯的な措置であり、当選の通知に瑕疵があったとはで

きないとのことです。文書による当選通知では市の対応に問題が指摘できない

ことから、当選無効の判断を覆す理由はないものと思われます。 

しかし、申立人が公社の職員との電話で当選の事実がわかっていれば審査期

限に間に合った可能性があり、入居の機会を逃した申立人の悔しさは理解する

ところです。公社の職員が注意喚起を促す電話をしていることを内部で情報共

有していれば、当選者からの折り返しの電話を予想して、「市営住宅の入居募集

に応募をされた方ですか」と確認するなど、対応できる余地もあったのではな

いかと考えます。 

連続申込年数の消滅については、取扱基準に定めはありませんでした。一方

で、募集パンフレットには、「当選、または繰上当選した後に入居を辞退した場

合」という消滅要件の記載がありますが、申立人は辞退届を提出しておらず、

また入居を辞退するつもりはなかったという意思表示もされています。このよ

うなケースも「入居を辞退した場合」が該当するかについては、改めて検討し

(8) 市営住宅の当選無効（都市局市街地整備部） 

7 年間、市営住宅の入居申込みをしている。8 月中旬、引越しをして郵便受けが別

にあることを知らず、札幌市営住宅当選通知等の通知に気づくのが遅れ、期限内に

入居資格審査を受けられず当選の資格を放棄したとされてしまった。7月下旬に住宅

管理公社から着信があり折り返したが、電話に出た職員は「係がいないのでわかり

ません。」という返事でその後連絡はなかった。 

この時に職員がきちんと対応していれば期限日までに審査を受けられたと思い、

当選無効に納得がいかない。また、このような重要な書類は書留で送るべきである。

さらに、入居を辞退したとみなされ年数による優遇制度による権利がリセットされ

たことにも納得がいかない。 
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ていただき、また、必要な対応をしていただけることを期待します。 

現在、取扱基準には優遇措置の条項はありますが、記録の消滅についてはあ

りません。何らかの整理をして基準の明確化をはかり、また、その内容に即し

たパンフレットの記載にすることもお願いいたします。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                

・ 市営住宅応募者等に電話した際に、入居事務を担当する係の専用電話番号

が相手方の電話に着信表示されるように改善しました。また、受電した情報

について情報共有の徹底を図ります。 

・ 連続申込年数の優遇措置については、連続申込年数が消滅する取扱いに、

「当選後に連絡がとれずに当選無効となった場合も含む」ことを、平成 29

年度の入居者募集のパンフレットに明記しました。また、内部の運用基準に

ついて、連続申込年数による優遇措置を取り消す場合について追記し、明確

にしました。 

・ 「当選後に指定期日までに入居の意思表示がなく当選無効とされた場合、

『入居を辞退した』ものとして連続申込年数が消滅する」という取扱いにつ

いて、平成 28 年度までの募集パンフレットなどからは読み取ることが難し

かったことから、本件申立人については、連続申込年数の消滅を取り消しま

した。 
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