
Ⅱ 苦情申立て事例（要約）（平成 2９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確認としてフォローアップ調

査を実施し、市の回答を「市の改善等の状況」に掲載しています。 

 

１ 福祉分野 

(1)  障害者手帳の更新 ······················ 13 

(2)  身体障害者手帳の再認定に関する職員の対応 ········· 14 

(3)  国民健康保険料の軽減措置に関する職員の対応 ······· 15 

(4)  保険証の切替時期 ······················ 16 

(5)  生活保護費の支給額に関する職員の説明 ··········· 17 

(6)  入院に伴う保護費の減額 ·················· 18 

(7)  担当ケースワーカーの対応 ················· 19 

(8)   アルバイト代の収入認定 ·················· 20 

(9)  納得のいかない介護保険料の支払い ············· 21 

(10) 健康保険料の二重支払い ·················· 22 

(11) 国民健康保険料の免除 ···················· 24 

(12) 受信料免除申請についての説明不足 ············· 25 

(13) 収入認定の取扱いに関する対応 ··············· 26 

(14) 火災保険料の支給に関する職員の説明 ············ 27 

 

２ 観光・文化・教育分野 

(1)  区民センターの営利目的の利用 ··············· 28 

(2)  プールのマナー違反と不審者への対応 ············ 30 

(3)  地下歩行空間の通信環境 ·················· 31 

(4)  施設の受付職員の対応 ··················· 32 

 

３ 土木・建築分野 

(1)  土木センター職員の対応 ·················· 33 

(2)  駐車禁止標識の設置位置 ·················· 34 

(3)  自転車等放置禁止区域での自転車撤去時のワイヤー錠破損 ·· 35 

(4)  公園トイレの冬期間閉鎖 ·················· 36 
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４ 環境分野 

(1)  指定ごみ袋の返品 ······················ 37 

(2)  野鳥の餌付けによる弊害に対する担当部署の対応 ······ 38 

 

５ 税・財産分野 

(1)  市民税支払後に差押えられた預貯金口座 ··········· 39 

(2)  市税の証明窓口での説明不足 ················ 40 

(3)  市税事務所職員の電話対応 ················· 41 

(4)  市税事務所職員からの申告指導 ··············· 42 

(5)  納税後に届いた差押え通知 ················· 43 

(6)  市税の分割納付の相談 ··················· 44 

(7)  相続した固定資産の納税義務 ················ 45 

(8)  分離課税における住民税の算出方法 ············· 46 

 

６ その他の分野 

(1)  地域ポイントの終了 ···················· 47 

(2)  住所登録の誤り ······················· 48 

(3)  開札後の入札中止 ····················· 49 

(4)  救急搬送の際の対応 ···················· 50 

(5)  国民生活基礎調査の統計調査員の手当 ············ 51 

(6)  医療費軽減制度についての病院の説明不足 ········· 52 

(7)  札幌版次世代住宅補助制度の申請期間 ············ 53 

(8)  マンション内の宿泊施設に対する市の対応 ········· 54 

 

※ 掲載されている市の組織名は平成 29 年度のものです。 

※ 各事例の「オンブズマンの判断」に付記した【趣旨沿い】、【不備なし】は、６ページの表５

中のそれぞれ「１苦情申立ての趣旨に沿ったもの」、「２市の業務に不備がないもの」を示しま

す。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年３月）【趣旨沿い】 

市の説明では、通常は申請後 20日から 28日程度で更新を決定していますが、

本件では、年末年始の閉庁日があったことに加え、年金センターへの照会に対

する回答に時間がかかったために、期限内に決定ができなかったとのことです。

また、障害者手帳の更新手続は、どの区も同様とのことです。 

オンブズマンが確認したところ、国が定めた要領には、交付の可否の決定を

概ね１か月以内に行うことが望ましいとあり、また、市の事務は通常の業務の

マニュアルに沿って行われていることから、手続に不備があったとまではいえ

ません。しかし、年末年始など閉庁日が長く続く場合などには、照会の頻度を

通常より多くするなどの対処をする余地はあったのではないかと思います。 

また、障害者手帳の記載について調べたところ、更新申請が可能な年月日や

有効期限の３か月前から申請ができることは書かれていますが、手続に要する

期間や、期限が切れた場合の他の助成制度への影響についての注意等の記載は

ありませんでした。そのため、他の区では１か月以内で更新できていると聞い

た申立人が、１か月前に申請をすれば間に合うと考えた気持ちも理解できます。 

市によると、申請時や問合わせがある度、「手続に１か月から１か月半かかる」

と口頭で説明していることですが、次の手続までに期間があるため、この説明

を申請者が失念してしまう可能性は否定できません。口頭の周知だけでは十分

とは言えないと思いますし、手帳の期限が切れた場合の不利益についても周知

し、余裕を持って更新手続を促すことが必要であるとオンブズマンは思います。 

市も、今後は、説明紙を作成し、手帳の交付時などの機会に情報提供をする

等の案を検討しているとのことです。また、閉庁日が長く続く場合等は、年金

センターへの照会頻度を増やすとのことですので、今後は、どのような時期に

申請があったとしても、手続期間に影響することがなくなることを期待します。 
 

市の改善等の状況 ※平成 30 年４月フォローアップ調査 

 

 

(1) 障害者手帳の更新（区保健福祉部） 

私の障害者手帳の有効期限が１月末だったため、12 月末に区役所で更新の手続を

したが、期限内に決定されず、そのため助成などが受けられなかった。区役所に問

い合わせたところ、更新手続は３か月前から受け付けており、私の場合は１か月半

かかると説明された。更新手続が３か月前からできるという説明はしおりに書いて

あるが、１か月前では間に合わないことは知らされていない。他の区では１か月前

でも間に合っているとの話を聞いており、同様の対応をしてほしい。 

３月より照会頻度を月２回から週１回に増やし、閉庁日が長い場合も、適切な期間

で処理しています。説明紙は、関係部署と調整し近々実施できるよう進めています。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 10 月）【趣旨沿い】 

身体障害者手帳の認定及び再認定にあたっては、法令や国の通知、市が定め

た要領等に従って手続を進めなければなりません。 

市は、再認定の申請を受理して以降、病院に対して複数回の文書による疑義

照会を行い、いずれも該当の所見が確認できなかったことから、障害程度審査

委員会に判定を依頼するなど、慎重に審査を行ってきたと説明しています。 

要領に従って確認した結果、該当がなかった以上、市は、その回答を基に審

査を進めざるを得なかったものとオンブズマンは考えます。 

申請書はそのまま活用し、変更後の書類の再提出だけでよいという説明をし

たかどうかについては、双方の主張が食い違っています。しかし、市は、添付

書類の追記・修正ができるのは、本人が申請を取下げて再申請をする場合であ

り、添付書類の追記・修正の説明をした際に、申請の取下げについても併せて

説明しておくべきだったとして、このことが誤解を招いた可能性があると謝罪

しています。これは説明が変わったことに対してではなく、説明が不足してい

たことに対しての謝罪ではありますが、一定程度の謝罪の意を表したものとも

考えられます。 

なお、市の回答によると、本件申立てで初めて具体的な情報を知ることがで

きたため、法の規定を根拠とし調査できることから、改めて病院に疑義照会を

して、必要に応じて添付書類の追記・修正をするよう依頼した上で、審査をし

たいとのことです。 

しかし、市は、「医師から、転院する以前には該当の所見があったと聞いた」

という申出を申立人から受けています。この情報は相当具体的な話であり、申

請の取下げにこだわらず、この時点で、具体的な状況を確認し、法に基づいた

調査を行うことができたと考えます。 

オンブズマンは、この情報を得た以降において、申請の取下げという方法の

みにこだわったことはあまりにも不適切であり、かつ調査を行うことに考えが

至っていなかった点は、やはり問題であったと考えます。 

(2) 身体障害者手帳の再認定に関する職員の対応（区保健福祉部） 

私は身体障害者手帳の再認定の申請をした際、今の状況だと等級が下がると言わ

れたが、その理由に納得がいかない。市は病院ともやり取りをしているのに、正確

な事実を確認していないのではないか。このことを伝えると、その後の手続につい

て、「添付書類の内容を変更できるのであれば、その変更後の書類の再提出だけでよ

い」との説明を受けた。しかし後になって、この方法で手続を進めるには、まず申

請書を取下げなければならないと説明が変わった。このことにより、不必要な手続

きの負担や説明の重荷を負わされることとなり、納得ができない。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 12 月）【趣旨沿い】 

国民健康保険料の軽減についての説明を受けられなかったという点について、

申立ての原因となった事実のあった平成 28 年１月から、申立ての時点で既に１

年以上が経過していることから、札幌市オンブズマン条例第 16 条第１項第２号

の規定により調査対象外となります。 

市によれば、申立人の携帯電話の着信履歴について、「担当課から電話はかけ

ていない」旨の説明をしていたとのことですが、その後、リダイヤルの履歴が

確認され、担当課の職員による電話の誤操作だったことが判明したとのことで

す。 

ところで、申立人は、同日に区の担当課とやりとりをした後に、保険医療部

を介したやりとりをしています。保険医療部を介して申立人に対して行われた

担当課の説明は、間違い電話については、同日の電話説明の際にお詫びしてお

り、電話の誤操作については、翌月、保険医療部を通じてお詫びの意を伝えて

おり、あらためてお詫び文書を出す内容ではないというものです。 

これに対し、申立人は、担当課から謝罪を受けたという認識はなく、本件申

立てにおいても謝罪を求めていることから、保険医療部を介して謝罪を受けた

という認識もないようです。 

担当課は、職員による電話の誤操作が判明するまでは、あくまでも申立人に

対して電話をかけていないことを前提とした説明を繰り返しており、申立人は

このことを問題にしていますので、電話の誤操作の説明と併せて、当初の説明

が違っていたことについてのお詫びが必要と考えます。 

したがって、オンブズマンは、担当課からの文書による説明やお詫びなども

再検討の上、誠意のある対応をする必要があるものと考えます。 

(3) 国民健康保険料の軽減措置に関する職員の対応（区保健福祉部、保健福祉

局保険医療部） 

平成 28 年１月、勤めていた会社を退職する際、国民健康保険（以下「国保」と

いう。）加入か社会保険の任意継続かを選ぶため、区役所で国保の保険料の確認を

した。この時、社会保険の任意継続の方が保険料が安かったため、国保には加入し

なかった。後日、再度国保の加入のために区役所を訪問した際、退職理由によって

は、保険料軽減の対象になると言われた。通常は退職理由を聞いて対象になる場合

は、軽減の案内資料を渡すとの説明だが、当時、退職理由は聞かれず、資料も渡さ

れておらず、任意継続と軽減後の保険料に差額が発生している。このやりとりの中

で担当課の対応も悪く、担当課の電話番号から携帯電話に着信があったので折り返

したところ、「電話はしていない」など言いたい放題だった。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年５月）【不備なし】 

申立人は、土曜日に社会保険の資格を喪失しているため、最短で翌週の月曜

日に国民健康保険の加入手続きを行うことができることになります。そのため、

手続き前に医療機関を受診する必要がある場合には、被保険者証も、また、そ

れと同様に使える給付証明書も手元にない状態であることから、一旦、医療費

を全額自己負担しなければならないことになり、還付手続き等で、申請に必要

な書類を揃え、区役所を訪れなければならないなどの負担が生じます。このよ

うなことから、申立人が、被保険者証が手元に届くまでの間に空白の期間が生

じることに不便さを感じられることは、オンブズマンも理解できるところです。 

しかしながら、国民健康保険の被保険者資格は、他の健康保険の被保険者資

格を喪失する等の事実によって取得するものであり、加入の届出は、被保険者

資格を取得した日から 14 日以内に行う必要があることについては、国民健康保

険法等に規定されています。また、加入資格を取得する前に加入手続を行い、

被保険者証を受け取るということになると、外形上は、これまで加入していた

健康保険と国民健康保険の被保険者証を二重に保有する期間が生じることにな

り、この間に、誤って国民健康保険の被保険者証を使用してしまう可能性もあ

ります。このことからすると、これまで加入していた健康保険の被保険者資格

を喪失してから国民健康保険の加入手続を行わなければならないことや、手続

後に被保険者証が発行されることに問題があるということはできません。 

なお、札幌市では、資格取得に必要な書類が揃っているのであれば、資格取

得の事実が発生するよりも前に、届出書を区役所で預かる対応はしているとの

ことであり、他の市町村の中には、札幌市と同様の対応をしているところもあ

るようです。ただ、資格取得の処理は、あくまでも資格取得の事実が発生して

から行うものであるということであり、オンブズマンは、このような札幌市の

対応についても、法令に則ったものであり、問題はないものと考えます。 

しかしながら、区役所が閉庁していて加入手続ができない土日祝日を挟むこ

とによって被保険者に不便が生じてしまうことについては、何らかの対策の検

討をぜひお願いしたいと思います。 

(4) 保険証の切替時期（区保健福祉部） 

社会保険を脱退し、国民健康保険に加入することになったが、加入手続は、社会

保険の保険証の期限の翌日以降に行わなければならない。期限の翌日が土日であっ

たため、月曜日に加入手続を行ったが、同日中に、保険証が手元にない状態で病院

に行かなければならず、医療費を全額自己負担することになった。 

他都市では、社会保険の保険証の期限が切れるよりも前に国民健康保険加入の手

続を行うことができるところもあると聞いているのに、なぜ、札幌市では、期限が

切れた後に加入手続をしなければならないということにしているのか。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【不備なし】 

生活保護費の支給額については、制度上、最低生活費に収入が足りない分が保

護費として支給されます。申立人世帯の最低生活費は、生活扶助(基準生活費及び

障害者加算)と住宅扶助で構成されており、収入には、申立人の勤労収入及び年金

が計上されていて、加算額は収入とされていません。また、最低生活費の算定に

あたり、加算額は適切に計上されていました。以上から、市の生活保護費の事務

処理は適正に行われていたと判断します。 

加算の手続については、年金証書等を根拠に、それらの事由が生じた翌月から

職権で認定し、保護変更決定通知書で通知しています。職権で行うことは法及び

実施要領に定められており、市の対応に問題があったといえません。 

医療費については、市によれば、申立人が生活保護廃止の手続を行うことによ

り同月１日に遡って廃止されますが、国保加入手続の期限である「廃止日から 14

日以内」に生活保護廃止の手続が間に合うか不確定であったために、５月受診分

は加入手続を行うまでの間は 10 割負担となる旨を説明したとのことです。 

生活保護廃止後は継続的に医療費が 10 割負担となるとの誤解を与えたことに

ついて、市は、今後は丁寧に説明を行っていただきたいと考えます。 

(5) 生活保護費の支給額に関する職員の説明（区保健福祉部） 

私は生活保護を受給している。生活保護費の支給額について、加算額が上乗せされ

ているはずなのに、生活扶助と合算されて収入扱いし、加算額がないものとされてい

るのではないか。住宅扶助も支給されているはずなのに、実際の支給額が少ない。ま

た、申請する必要があるはずなのにいつのまにか勝手に加算されていたが、いつ、ケ

ースワーカーが手続をしたのか。さらに、生命保険の解約返戻金が入金されたことで、

５月以降の医療費を 10 割自己負担するよう求められたが、納得できない。これらの

ことについてケースワーカーから説明を受けたが、ごまかされたように感じた。あら

ためて納得のいく説明を求める。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【不備なし】 

市は、主治医からの意見書に基づき、入院の見込み期間を確認した上で、入

院した月の翌月の初日から退院日までについて入院患者日用品費を計上し、一

般生活費の算定を行ったと説明しています。国の基準によると、１か月以上入

院する場合は入院患者日用品費を算定することとなっており、「１か月以上」か

どうかは見込みの入院期間をもって判断すること、さらに、結果的に入院期間

が１か月未満となっても一旦算定した額を取り消さないとの考えが示されてい

ます。市はこれらの基準に沿って対応していることから、不足分の支払いを求

めることはできないと考えます。 

しかしながら、入院期間は入院日の翌日から起算することになっているので、

申立人が入院期間は１か月未満と考えたことや、実際には１か月未満の入院で

あったのだから居宅基準で算定してくれてもよいのではないかとの申立人の気

持ちも理解できるところです。 

市によると、保護の変更決定の際に申立人が入院中だったため、保護費の支

給前に申立人への説明が不十分となり、それが原因で苦情申立てに至ったと考

えているとのことです。今後、同様の変更決定などを行う際は、申立人に対し

可能な限り事前の説明を心がけ、丁寧な説明に努めるとのことですので、オン

ブズマンとしても今後の市の対応に期待いたします。 

(6) 入院に伴う保護費の減額（区保健福祉部） 

私は、月の下旬から翌月の下旬まで 30 日間入院したところ、翌月の保護費が本

来支給されるはずの保護費よりも少なく支給された。入院期間について、居宅基準

と入院基準の差額分を差し引かれた額と思われ、市に説明を求めると、入院予定の

期間について主治医に確認した結果、入院基準で計算したとのことだった。しかし、

私は実際には１か月で退院しているので、この説明に納得できない。居宅基準で支

給されるべき保護費の不足分の支払いを要求する。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年７月）【不備なし】 

生活保護の実施要領によれば、教材代の認定を行う場合には、必要に応じて

購入リスト等の提出を求めるなど、必要とする実費の額の確認を行うこととさ

れています。本件のケースワーカーの対応は、この実施要領に基づいた対応で

あり、その場で即答せず、必要な手続きを経て確認し、速やかに申立人へ連絡

していることから、市の対応に問題があったということはできません。 

一方で、受給者には、生活保護から何が支給されて何が支給されないのかを

知る方法が少なく、都度、ケースワーカーに確認しているのが現状と思われま

す。オンブズマンは、受給者に渡されているパンフレットなどにも分かりやす

い説明があることが望ましいと考えます。市によれば、今後も受給者の個々の

環境、立場等を理解し、良き相談相手となるようケースワーカーを指導すると

のことですが、制度を調べてから折り返し連絡するような場合には、落胆させ

ることのないよう、受給者の気持ちに配慮した説明をしていただきたいと思い

ます。 

また、市は、申立人に対して書類を普通郵便で返送したのは、申立人から事

情を聞く前だったとのことであり、前後関係に食い違いがあることから、この

ことについて、オンブズマンが意見を述べることはできません。 

申立人は、大事な書類がしっかり手元に届くように対応してもらいたいと要

望しており、市は今後、書類の返却方法については、申立人と話し合って決め

たいと述べていますので、両者の話合いの上、申立人の手元に確実に届くよう、

対応されることを期待いたします。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(7) 担当ケースワーカーの対応（区保健福祉部） 

ケースワーカーから、子どもの教材代について、支給されるかもしれないと言わ

れたが、結局支給されなかった。自己判断で曖昧なことを言わず、ちゃんと調べて

から発言してほしい。また、郵便受けがいたずらされ、郵便物が受け取れないこと

が多いため、書類は簡易書留で郵送してもらいたい旨をケースワーカーに伝えてい

た。その後、添付書類の提出を求められたので郵送したが、いまだに返送されない。

保護課によれば、普通郵便で返送したとのことだが、事前に事情を伝えていたのだ

から、事情を汲んだ対応をしてほしかった。今後は大事な書類がしっかり手元に届

くように対応してもらいたい。 

教育に係る支出については、高校生がいる世帯用のパンフレットを今年度から作

成して渡しておりますが、詳しく説明するよう指導していきます。 

受給者への対応については、個々の環境、立場等を理解して対応するよう、今後

も引き続き研修等の機会を通じて指導していきます。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年９月）【不備なし】 

市の回答では、ケースワーカーは子どものアルバイト代の相談を受けた際、

自立計画書の提出を求めたものの、その時点で免許取得費用分が収入認定除外

となる旨の発言はしていないとのことです。ただし、自立計画書の提出により

収入認定除外と認められるという期待を抱かせてしまった可能性は否めないと

の回答でした。今後は、本件のような誤解が生じないよう、自立計画書などの

資料を提出させる際には、より丁寧な説明をされることを望みます。 

なお、免許取得費用は「就労に資する技能を習得する経費」とされ、高校卒

業後に大学進学を希望している子どもにとって、免許活用は大学卒業後の就職

に係るものであり、大学進学費用に加えて免許取得費用も収入認定除外とする

取扱いは認められない、とした市の判断には、合理性が認められるといえます。 

ところで、生活保護において高校卒業後の具体的な就労や早期の自立に関す

る本人の希望や意思が明らかである場合、就労と学業を両立することはあり得

ると考えられます。本件では、免許取得費用としての収入認定除外とはなりま

せんでしたが、市には、高校進学予定及び在学者のいる世帯に対しては、収入

認定の取扱いについて適切に分かりやすい周知と、丁寧な説明をお願いします。 

支給額の説明について、市によると、ケースワーカーは訪問や電話及び面談

で計算根拠を説明した上で、家計の収支を申立人に確認し、申立人からも節約

に努める旨の申出があったとのことで、ケースワーカーの説明に問題があった

とは言えません。ただし、こうした過支給等に係る判断とそれに関する説明は、

オンブズマンが確認する過程においても一見では分かりにくいものでした。今

後は、誤解を生じさせないためにも、市には、より分かりやすい説明に加えて、

必要に応じて説明事項を記載した書面を渡すといった対応をお願いします。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

                              

これまでも、特に保護費の支給額に係る事項の説明は誤解が生じないよう、丁寧

に繰り返し説明してきていますが、より丁寧に、わかりやすい言葉で説明するように

部内で本申立てについての情報共有を図りました。また、必要に応じて書面を添え

て説明するなどしていましたが、よりきめ細やかに対応するよう周知徹底しました。 

(8) アルバイト代の収入認定（区保健福祉部） 

子どものアルバイト代について、生活保護の担当ケースワーカーに相談したとこ

ろ、大学の入学金と自動車運転免許取得費用に充てられると言われた。しかし、翌

月の保護費の額が低く、ケースワーカーに確認したところ、子どもは大学進学の予

定で、免許は就職ですぐに必要となるものではないので、免許取得費用に相当する

分は収入認定するとのことであった。そもそも、最初に免許取得費用に充てられる

のか、調べて伝えてくれれば良かったのに、途中で説明が変わり納得がいかない。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 11 月）【不備なし】 

市によると、介護保険の保険料の区分は、４月１日時点の世帯の状況で決定

することとなっており、それ以降に世帯の異動があっても、その年度の保険料

を変更することはできないとのことです。現在の状態に即した内容で保険料を

決めてほしいという心情は、オンブズマンとしても理解するところですが、息

子が別世帯となった時期から判断すると、市が決定した保険料の区分は法の定

めに基づいており、問題があるということはできません。 

また、年額 18 万円以上の年金を受給されている方は、特別徴収（年金天引き）

により保険料を納めていただくことになっており、市が法に基づいて保険料の

徴収を行っていることから、その手続きに問題を指摘することはできません。 

ところで、申立人は、納付書に記載された保険料の額について疑問を抱いた

ものの、職員から納得できる説明を受けられなかったために腹を立て、被保険

者証を返却するに至っています。当日の対応の記録を確認したところ、「保険料

を支払うことができないため、被保険者証と納入通知書を破棄してほしい」と

の申出に対し、被保険者の資格は喪失できない旨と滞納による不利益について、

職員から説明したことがわかりましたが、対応の詳細については不明でした。

しかし、申立人が職員の対応を「冷たい」と感じたことからすると、オンブズ

マンは、保険料を支払うことへの経済的負担など申立人の訴えに親身に耳を傾

けた上で、心情に配慮した説明が必要だったと考えます。 

市によれば、未納分の保険料が支払い困難な状況にあれば、いつでも相談に

応じるとのことですが、今後、制度の説明の際には、まずは市民の相談内容を

よく傾聴し、市としての立場だけではなく、市民の立場にも立った上で、丁寧

な対応を心がけていただきたいと思います。 

 

 

 

 

(9) 納得のいかない介護保険料の支払い（区保健福祉部） 

介護保険料の納付書が６月上旬に届いたが、既に別世帯となっている息子を家族

に含めた区分で保険料の額が決定されていた。区役所で変更を申し出たが、納付書

は４月１日現在で作成していると事務的に言うだけで、納得のいく説明がなく冷た

い対応だったので、腹を立てた私は、介護保険被保険者証を返却して帰宅した。そ

の後、保険料の支払の督促状が届いたが、被保険者証が手元にないので支払わずに

いたところ、年金から保険料が引き落としされているとの通知書が届いた。 

保険料が一方的に年金から引き落とされることに納得がいかないし、額を変更せ

ずに今後も請求され続けること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 29 年 11 月）【不備なし】 

市は、平成 29 年 9 月に申立人が持参した社会保険加入期間証明書により、社会

保険の加入の事実を確認したことから、国保資格喪失の手続を行い、平成 28 年度

の賦課については賦課額が消滅したが、平成 27 年度の賦課については、国民健康

保険法第 110 条の２の賦課決定の期間制限（平成 27 年７月１日を起算日とする除

斥期間）の規定に基づき、賦課額の変更を行わなかったと説明しています。 

法や施行規則において、国保の脱退手続は、届出によることが原則とされてい

ます。その上で、市は、届出されないケースについては、訪問や文書による働き

かけを行うとともに、勤務先に健康保険の資格状況について文書照会した上で、

職権による資格喪失の手続を行うこともあります。 

市が申立人世帯に対して行った働きかけの内容を確認したところ、差押最終通

知を発送するまでの間に、申立人宅に 12 回の訪問をし、その都度、脱退手続の案

内文書等を投函するほか、案内文書を郵送しています。また、平成 29 年２月には

申立人に対して直接、国保脱退の手続きの必要性を説明し、了解を得ています。

(10) 健康保険料の二重支払い（区保健福祉部） 

私は、平成 27 年に勤務先の社会保険に加入したにも関わらず、平成 29 年、国保

料の滞納を理由に口座を差押えられた。驚いた私は、翌月、区役所に健康保険等資

格取得・喪失等確認通知書を持参して事情を説明し、差押えになった国保料の返金

を求めたところ、平成 27 年度は 12 か月分が賦課決定してあり、法律により決定か

ら２年が除斥期間とされているので、賦課決定は変更できず返金は不可能と説明さ

れた。さらに、差押え額を除く平成 27 年度の国保料の滞納分を支払うよう言われ

た。 

健康保険料の二重払いに納得できず、厚生労働省へ問い合わせたところ、このこ

とについて法的な解釈がないため、市の職権による国保資格取消しが可能ではない

かと助言された。そこで、保健福祉局保険企画課へ電話し、その旨伝えたが、同課

は、区役所の説明は正しく、市の判断であるとの見解だった。 

国保の加入脱退は選択の余地がなく、社会保険の被保険者は届出の有無に関わら

ず、被保険者資格を喪失した日より自動的に国保に加入し、また国保加入者は社会

保険の被保険者になった日より資格喪失となる。条例上も、年度途中での喪失の場

合は、賦課決定した額を月割で計算し直すことになっているのだから、賦課決定を

変更できないから返金できないとの説明は納得できない。 

これまで私は、区役所の担当者に、「国保の被保険者ではないので、そのことを

調べてほしい」と何度も伝えていた。区役所は、源泉徴収票で雇用先の法人による

社会保険料の控除を確認していたとのことで、その記載や雇用先への照会、日本年

金機構への確認で社会保険に加入している事実はわかるはずである。社会保険と支

払期間が重複している期間の保険料の速やかな返金を求める。 

―22―



申立人が早くに市の働きかけに応じて国保の脱退手続をしていれば、賦課額の変

更ができたとのことであり、申立人がこれらの働きかけに一度も応じなかったこ

とを、オンブズマンは残念に思います。 

さらに、市は、申立人等の勤務先に健康保険の資格状況について文書照会を行

い、回答のあった勤務先については、平成 28 年度途中の職権による資格喪失の手

続を行っています。しかし、ある会社からは回答が得られず、会社名だけでは年

金事務所へ問い合わせても回答を得ることができないため、推測では職権による

資格喪失の手続ができなかったと説明しています。 

市が、以上のように働きかけや確認等を行っていることから、市の手続に問題

があったということはできません。 

法改正により、平成 27 年度以降の賦課決定については、２年を経過すると賦

課の変更ができなくなったため、今後も、本件のようなケースの発生が推測さ

れます。職権による資格喪失手続をするか否かが大きく影響すると考えられる

ことから、市は、課税資料調査に対して回答のない会社についても、これまで

より一歩踏み込んだ健康保険の資格状況の確認の方法の可能性を検討していた

だきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

滞納者に対する催告や納付相談の場で、既に社保加入しているとの申し出があ

った場合、あるいはその可能性が高いと思われる場合は、届出の遅れによって、保

険料の減額更正ができなくなることがある旨を口頭及び文書により周知し、早期の

届出を強く促すこととしました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 11 月）【不備なし】 

市では、要綱において、国保料を減免することができる要件を定めており、

オンブズマンは、その内容を確認しましたが、申立人の場合、その要件のいず

れにも該当していませんでした。また、市が行った財産調査により、申立人に

は多額の預貯金があることが判明しており、そのことはオンブズマンも確認し

ました。 

これまでの申立人と区役所とのやり取りを見ますと、申立人から、就職活動

中であり生活が苦しく、納付金額を支払うことは困難であることなどのお話が

あったことから、区役所では、就業支援の情報を提供し、何年もの間、滞納処

分は行わず、国保料の納付を猶予するなど、申立人に対し、かなりの配慮を行

っていることが認められます。 

国保は、加入者全員で国保料を出し合い、相互に支え合うことで成り立って

いる制度であり、この制度を維持するには、加入者全員の協力が必要となりま

す。申立人の事情は、オンブズマンも察するところではありますが、国保料の

減免が認められる要件に該当せず、また、申立人には、国保料を支払うことが

できるだけの多額の預貯金があることが判明しています。他の国保加入者との

公平性の観点に加え、適正な国保運営という観点からも、本件において、市が、

平成 27 年度の国保料の免除を認めることはできないこと、また、これ以上、国

保料の納付を猶予することはできず、納付約束どおりに納付していただかない

限り、滞納処分を行わざるを得ないとの結論に達したことについて、オンブズ

マンは、問題はないものと考えます。また、市には、公平性等の観点からも、

適切な債権管理を行った上で、申立人の滞納状態が早期に解消されるよう、粘

り強い説明と、時には毅然とした対応も必要であると思います。 

 

 

 

 

(11) 国民健康保険料の免除（区保健福祉部） 

私は２か年度分の国保料を滞納しており、その納付を求められている。現在、無

職であり、区役所に納付相談したところ、対応した係長に就職活動を優先してくだ

さいと言われ、その後は納付についての話はなかった。その後、１か年度分の国保

料の免除を申し出たが、財産調査の結果、納付資力があるとされ、免除がされなか

った。再度区役所を訪れ係長に面会したが、結論は変わらず、本日中に納付約束が

なければ滞納処分は免れないと言われ、仕方なく誓約書に署名した。私の生活状況

に変化はなく、預貯金からの国保料支払いは非常に困難である。市には考慮のうえ、

国保料の免除を再検討してほしい。 

―24―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 12 月）【不備なし】 

市は、免除申請書の様式には「放送受信料契約書」と書かれているほか、名

前を記入する欄も「契約者氏名」となっており、申立人が署名捺印する際に確

認できる状態であったことから、契約書を兼ねたものであることを認識した上

で免除申請書に署名捺印したとの見解です。オンブズマンも申請書の様式を確

認しましたが、市の見解は合理的なものと考えます。 

市は今後、生活保護の受給を開始される方に対し、ＮＨＫと放送受信契約を

交わしているかを確認し、その時点で契約していない方に対しては、免除申請

書が契約書を兼ねていることを説明した上で署名捺印していただくか、受給者

自身で免除の手続を行っていただくこととするとのことです。 

しかし、契約行為は保護の受給者とＮＨＫとの間で行われるもので、保護の

実施機関は、便宜上、受給者が作成した免除申請書の送付を代行しているにす

ぎないと考えますので、契約を結んでいるかの確認や契約に関する説明をどこ

まで行うべきかについては、難しい問題をはらんでいると思われます。オンブ

ズマンは、保護の実施機関として申請書を取り扱うに当たって、契約行為その

ものに関与しているような誤解を受けないような対応が必要と思いますので、

各区の保健福祉部でこのような場合の取扱いについて検討し、保護受給者への

説明の仕方を含め、対応を統一しておくことが望ましいと考えます。 

 

市の改善等の状況 ※平成 30 年４月フォローアップ調査 

 

 

                              

 

 

 

(12) 受信料免除申請についての説明不足（区保健福祉部） 

私は生活保護を受給しているが、担当ケースワーカーからＮＨＫ放送受信料が免

除になるという説明を受け、ＮＨＫ放送受信料免除申請書にサインをして提出し

た。その後、ＮＨＫから送られてきた放送受信料免除受理通知書に「兼放送受信契

約書控」と書かれていたので、免除申請書が契約書を兼ねたものであり、意に反し

て放送受信契約を交わしたことに気づいた。しかし、事前にケースワーカーから免

除申請書が契約書を兼ねているとの説明はなかったので、ケースワーカーに契約を

無効にしてほしいと伝えたが、契約についてはどうにもできないという回答だっ

た。市がＮＨＫに免除申請書を提出するのではく、受給者自身が直接契約する方法

にするべきだ。 

生活保護開始時に、まずはＮＨＫと放送受信契約を交わしているかを確認し、交

わしていない場合は、免除申請書が契約書を兼ねていることを説明した上で、署名

捺印をしていただくか、ご自身で免除の手続きを行っていただくこととしました。 

また、この取扱いについて、平成 30 年 1 月に開催した全区の係長会議で情報共

有し、各区でも全課に周知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 30 年２月）【不備なし】 

市の説明によると、最低生活の維持にあて得る金品は、全て収入として認定

することが原則とされているとのことです。生活保護法は、生活保護費の中で

日常生活を営むのが趣旨ですので、社協から貸付けを受けた場合も収入認定さ

れるのは、原則としてやむを得ないものと思います。 

ただ、特定の金銭については収入認定除外とされる場合もあるとのことです。

国からの各種通知等において、自立助長の観点や社会通念上の観点から、当該

金銭の性格（支給の趣旨等）、支給方法（臨時的か継続的か）、使われ方（自立

更生等）を判断して総合的に決定されることが示されており、特に、日常生活

において利用の必要性が高いか否か、当該貸付けを受けてまで緊急に用意しな

ければならないか否かが判断の基準となります。 

その前提からすると、オンブズマンとしても、この度の裁判費用は収入認定

除外事由に該当せず、また、自立のために必要性が高いものともいえず、臨時

に緊急性があるものとも認められません。また、自転車等についても、日常生

活で利用されるものではありますが、いずれも貸し付けを受けてまで緊急に必

要なものと考えることはできません。 

市は、申立人から何らかの相談があった場合には、これまでと同様、十分に

お話を伺い、理解を得られるよう適切に対応したいと説明しています。市にお

いては、引き続き、申立人の理解が得られるような対応をお願いします。 

(13) 収入認定の取扱いに関する対応（区保健福祉部） 

私は生活保護を受給しているが、裁判費用や自転車等の購入費用のため、札幌市

社会福祉協議会（社協）から貸付けを受けたいと思い、担当ケースワーカーに相談

したところ、貸付けを受けた分は収入として認定されると説明をされた。しかし、

その根拠を示そうとしないなど、納得がいかない。私は使える制度を使いたいと言

っているだけで、さまざまな制度に関して申請すらできない状況である。貸付けを

受けた分を収入認定しないこと、収入とするのなら、法的根拠を明確に示してほし

い。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年１月）【不備なし】 

市は前担当者に聞き取りをし、①申立人から火災保険料に関する相談を受け

た記憶はないこと、②申立人以外の生活保護受給者に対して火災保険料の支給

を行っているケースがあること、③申立人以外には火災保険料の支給に関して

トラブルはなく、申立人に対してのみに支給の対象とはならないと説明したと

は考えにくいとのことであり、申立人に謝罪することは考えていないと見解を

示しています。双方の言い分が異なっており、その場にいなかったオンブズマ

ンは判断を示すことはできませんが、申立人に対してのみ、支給の対象とはな

らないと説明をすることは考えにくく、市の見解に問題があるとは言えません。 

また、市によれば、以前の火災保険料を遡及して支給することはできないと

のことです。最低生活費の遡及変更は３か月程度と考えるべきという国の通知

に基づくもので、市の対応に問題があるとは言えません。 

なお、市によると、火災保険料等の一時的な費用は、原則、支給されている

経常生活費の中から捻出することとされ、経常生活費からの捻出が困難で、支

給要件に該当する場合には支給しているとのことです。平成 28 年度に、今回の

調査対象課が担当する全生活保護受給世帯の約 3.8％の世帯から火災保険料の

支給申請がありましたが、その全てに、支給要件を満たしているとの判断がさ

れています。つまり、申立人の場合も、自己捻出することが困難な場合、申請

により火災保険料が支給された可能性が非常に高かったと思われます。 

生活保護受給開始時に被保護者に渡す「生活保護のしおり」には、「臨時の保

護費が支給される場合があります。申請したい内容について事前に担当員に相

談してください」とありますが、火災保険料に関する記載はありません。限ら

れた紙面に、全ての記載はできないことは理解できますが、家庭訪問時等に「毎

月の生活費で捻出できない一時的な費用がある場合には担当者に相談するよ

う」伝えるなど、工夫を検討する必要はあると思います。また、市では「生活

保護のしおり」のダイジェスト版を毎年４月頃に生活保護受給者に郵送してい

ますが、その内容に、「臨時の保護費が支給される場合」に関する記載はありま

せんので、ダイジェスト版の記載の検討もお願いします。 

(14) 火災保険料の支給に関する職員の説明（区保健福祉部） 

私は生活保護を受けており、これまで、賃貸住宅の火災保険料を自ら負担してい

た。火災保険料を生活保護から支給できないか担当のケースワーカーに相談したと

ころ、申請すれば可能との回答を受け、この時に初めて、火災保険料が支給される

ことを知った。前担当者からは支給できないと説明されており、現在の担当者から

も支給できるとの説明はなかった。前担当者の虚偽の説明により、私は火災保険料

の支給申請をする権利を奪われ、金銭的かつ精神的に損害を被った。過去に支給す

べきであった火災保険料を支給することと直接の誠意ある謝罪を求める。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【趣旨沿い】 

市は、一人当たりの入場料の実額が 2,000 円以下で、かつ非営利目的の使用

である場合は、会場使用料の割増を適用しないとしています。市が、各区民セ

ンターでの利用状況を調査した結果、いずれの団体も入場料の実額が 2,000 円

以下で、かつ、団体から提出された収支予算書と施設使用申告書などの関係書

類や、団体からの聞き取り等により、基本的に営利目的団体の利用でない限り

は非営利目的と判断しているとのことです。 

条例上、営利目的の場合は割増料金が適用されます。基準では「団体活動に

おける剰余金が主催者の収入となる場合は、団体等の名称にかかわらず営利目

的使用とみなす」とされ、また、非営利目的団体の認定に使用する施設使用申

告書にも同様の記載があります。従って、非営利目的であっても実際に収入が

発生する場合には、営利目的と判断されると考えられます。すわなち、団体の

申告する営利か非営利かといった目的の一方で、割増料金適用の判断には、収

支状況を知ることが欠かせず、それをどう確認しているのかが重要です。 

オンブズマンが確認した中には、収支予算書を提出せず、各区民センターの

判断で口頭での聞き取り確認ですませているケースがありました。口頭による

確認を否定はしませんが、その場合には、聞き取りの具体的内容の記録を残す

必要があります。また、年に複数回活動している非営利目的団体については、

団体の活動全体を通した収支状況の判断をするため、年間の活動を通した収支

報告を受ける必要があると考えます。 

オンブズマンは、市の基本的判断に直ちに問題があるということはできませ

んが、割増料金適用の判断の根拠となる実際の収支状況の確認方法が、各区民

センターによって異なり、また、定められた書式が有効に活用されていない等、

手続に曖昧さが残ります。判断は、収支状況の確認等、明確な根拠をもって行

われなければならず、市は、説明責任を果たすことができるよう、制度の適正

(1) 区民センターの営利目的の利用（市民文化局地域振興部） 

私は市内でダンスホールを経営している。各区の区民センターを借りて低料金の

入場料で社交ダンスパーティーを主催している団体が増えている。これらの利用は

営利目的にあたるので、会場使用料は相応の料金設定にすべき。市からは、使用申

告書を確認し、講師謝礼が発生しているなど営利目的ではないと判断している、と

説明を受けたが、実際は講師はおらず、前売りや当日などの料金設定があり、連日

主催している団体もあるので説明に納得できない。市が営利目的の団体に低料金で

公共施設を貸すことは民業圧迫であり、公共施設が特定目的で占有されている状態

は問題である。 
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な運用について、各区民センターに指導していただきたいと考えます。 

次に、区民センターのホールが特定目的により占有されている状態は問題で

あるという申立てですが、区民センターによると、社交ダンスパーティーによ

るホール利用の頻度により、他団体が利用しづらくなったという苦情は聞いて

おらず、ホールの利用時間には午前、午後、夜間の枠があることから、占有さ

れている状態とはいえません。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

                              

区民センター等のコミュニティ施設の指定管理者に対し、以下の取扱いを周知徹

底しました。 

・ 入場料を徴収する場合は、使用者に収支予算(決算)書を原則毎回提出させると

ともに、初回使用時には施設使用申告書を提出させること。 

・ これらの記載内容をもとに、割増料金適用の判断を行うこと。 

・ 記載内容から判断ができない場合は、領収書等の提出を求め、必要に応じ聞き

取り確認を行い、その具体的内容を記録に残すこと。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年５月）【不備なし】 

歩行コースについて、市は、利用者が少ない時に、知り合い同士と思われる方々

が固まって歩行している状況は確認しており、他の利用者の邪魔になる場合は直

接注意をしているとのことですが、利用者が少ない時には注意しない場合もあり、

状況に応じて柔軟な対応をとっているとのことです。申立人のように支障がある

と感じている利用者もいることから、今後はさらに丁寧に状況を判断し、必要に

応じて注意を促していただきたいと思います。加えて、歩行コースの利用方法を

掲示したりする等、利用者に周知することも必要だとオンブズマンは考えます。 

次に、不審な人がいるとの苦情について、市は、声掛けが必要なほどの不審者

はいないと判断しているとのことです。市が監視員等にヒアリングした結果、長

い時間泳がずに採暖室とベンチを行き来する高齢の利用者がいるようですが、プ

ールの利用は必ずしも遊泳を義務とはしておらず、健康増進のためにプールに通

い、それが採暖室のみの利用であっても、利用を制限するのは難しいとのことで

す。また、女子シャワー室の近くで動かない人がいるという苦情について、市は、

父親が自分の子を待っている場合があるとしています。しかし、利用者が不安に

思わないよう、監視員は、たとえ父親であったとしても、女子シャワー室から少

し離れて待ってもらうよう促す等の指導をしていただきたいと思います。 

プールでは、不審な行為を見かけたときには、判断が難しい場合でも監視員や

職員に遠慮なく声をかけてほしいと説明していますが、オンブズマンは、その実

効性を確保するためには、監視員同士の情報の共有や、利用者が監視員等に伝え

やすい雰囲気を作ることも必要だと考えますし、誰もが気持ちよく利用できる施

設を作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 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

(2) プールのマナー違反と不審者への対応（スポーツ局スポーツ部） 

私は 10 年ほど市営プールに通っているが、最近、マナー違反や不審者が増え不快

な思いをしている。マナー違反については、一方通行がルールであるウォーキング

レーンを数人で輪になり歩いている利用者がいるため、スムーズに追い抜くことが

できず支障がある。また、プールには不審な男性が複数おり、ある人は、泳がずに

プールサイドのベンチに２～３時間座り、泳ぐ女性をずっと眺めていたり、別の人

は女性用のシャワー室の横に立ったまま動かないことがあった。これらのことにつ

いて監視員やプール側に訴えたが、対策されないままである。 

温水プールグループの指定管理者に、調査結果を踏まえ、業務改善と具体的な

改善内容の報告をするよう指導し、次のとおり報告を受けました。 

・ 各施設の館長等に、調査結果の情報共有、不審者対応の強化及び監視員が統

一した判断で注意、指導するよう周知。 

・ 歩行コース利用案内をホームページに掲載。 

・ 不審者、不審物を見かけた場合の対応について、ポスターを作成し、全施設へ掲示。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年５月）【不備なし】 

市の担当者が現場に出向き、申立人が SCW に接続できないと指摘された場所

で接続状況を確認したところ、問題なく接続できたとのことです。また、SCW

の通信可能エリアは、アクセスポイントから 30ｍ程度ということです。オンブ

ズマンも実際に、その場所で確認したところ、所定の手続きを経た上で、支障

なくインターネットに接続できました。類似の苦情がほとんど寄せられていな

いことや、地下歩行空間でのアクセス数が月平均15,000を超えていることから、

SCW が数年前から不通であったとは考えにくいと判断します。 

また、市役所ロビーには SCW を設置しておらず、別の場所に設置されている

SCW のアクセスポイントの微弱電波を拾って表示される可能性があるとのこと

です。市役所ロビーで SCW を利用できない点は、申立人にご理解をいただきた

いと思います。 

市は申立人からの問合せ以降、速やかに現地調査を行い、申立人に報告して

いることから、適切に対応をしていたと考えます。 

一方、オンブズマンが現地を確認したところ、SCW が利用できることの表示

が少ないため、SCW のアクセスポイントの設置場所や利用可能範囲が十分に周

知されていないように感じました。そのため、SCW の利用に関する案内を、さ

らに分かりやすくするような工夫が必要と考えます。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

                             

 

 

 

 

(3) 地下歩行空間の通信環境（経済観光局観光・MICE 推進部） 

地下歩行空間のチカホイベント広場で、Sapporo City Wi-Fi（以下「SCW」とい

う。）にタブレット端末を接続して使おうとしたところ、通信できなかった。翌日夕

方にも試したが不通であり、他のアクセスポイントも全て同じだった。市役所本庁

舎 1 階でも半年前から不通であり、大変迷惑している。このことを担当課に知らせ

たが、状況をわかっておらず、誰も説明できなかった。数年前から不通だった可能

性があり、市としての合理的な説明と調査を求める。 

地下歩行空間内の SCW 利用可能エリアを明示したポスターを新たに作成し、地

下歩行空間内の４か所に掲出しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【不備なし】 

調査の結果、申立内容と、市側の回答内容に異なる指摘が複数認められ、オ

ンブズマンとしては、申立内容に正確な事実に基づいているとはいえない部分

も一部存在するものと判断せざるをえませんでした。この点を踏まえて、判断

を述べることとします。 

申立人によると、指導の一環として選手を一喝した際に A 職員が何度も干渉

したということですが、市の調査結果では、選手１名に対する大声による叱責

とみられる申立人の言動に対し、他の利用者がその場を避けたり入館せずに引

き返すような様子をみて、A職員が注意を促したとのことです。その際に、申立

人が B 職員に唐突に「何とかしてくれないか。」と申し立てられ、B 職員は状況

を確認するために「私とどのような関係があることなのでしょうか。」と答えた

とのことです。この点について、申立人においては、A職員とのやりとりの状況

は、近くの受付にいた B 職員も当然わかっているはずと考えての申立てであっ

たと推測することができますが、B職員としては、申立人と A職員とのやりとり

の際には別の業務中だったため状況がわからなかったとのことです。そのため、

B職員の言葉は、申立人に対して、どのような内容を求めているのかを確認した

言葉であり、申立人の言葉の趣旨がよく分からないために発言したものと思わ

れ、問題があったとは言えません。 

市は今後の対応として、本施設に勤務する全職員に本事案を情報共有すると

ともに、接遇に関する再教育を図るよう指導していくと回答をしていますので、

今後も引き続き、市民の方が利用しやすい環境の維持を目指していただきたい

と思います。また、申立人におかれましても、受付の対応手順をご理解いただ

くとともに、当該施設は公共の場であり多くの方が利用することから、受付周

辺の場所での大声での指導は控えていただき、他の利用者が快適に施設を利用

できるようにご協力いただきたいと思います。 

 

 

(4) 施設の受付職員の対応（区土木部） 

私はあるスポーツの指導者で、施設を利用している。練習前、指導の一環で選手

を一喝したときに、施設の A職員が「他のお客さんがいるので。」と止めに入り、何

度も干渉してきたので、受付の B 職員に A 職員にひとこと言うようお願いしたとこ

ろ、B職員は「私は関係ありません。」などと一方的に激怒し、その後も、終始憮然

とした態度で、常に上から目線の態度で非常に問題のある対応だと感じた。このよ

うなことが今後も続くようだと、非常に不愉快であり、施設を使用しづらいので早

急に対応をしてほしい。 
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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 30 年４月）【不備なし】 

市によれば、職員が当日の昼にかけた電話の前に、現地及び電話で少なくと

も三度、補償できないと説明したとしています。市は、マンホールの周囲に段

差ができた原因は凍上現象によるものと説明しており、これについては、申立

人も納得されているようです。一般に、自然現象に起因する凍上による被害に

対しては、道路を管理する市に全面的に責任があるとは言い切れず、職員は補

償できない旨を説明すると思われますが、申立人が説明がないとしていること

を勘案すると、担当者は、補償できないと説明したものの、うまく伝わらなか

ったか、あるいは説明が分かりづらかった可能性があるように思われます。 

市は、補償の可否について、結果だけではなく理由についても詳しく説明し、

相手の方に納得していただけるよう誠実な対応をしていきたいとしております

ので、しっかり相手に伝わったかどうかを確認しながら、分かりやすい説明を

今後とも誠実に続けるようお願いしたいと思います。 

電話を代わった複数の職員が名乗らなかったとの点について、市は、一人を

除き他の職員は名乗っており、また、その職員も、電話に出た途端に申立人が

お話を述べられ始めたことから、事情を伺い、電話を保留にして直前に対応し

た職員を確認していたため、名前を名乗るには至らなかったとしています。た

だ、名乗らなかったことは事実であることから、今後、電話の際には初めに名

前を名乗るなど、改善を図りたいとのことです。前後の事情から名前を名乗る

ことができないこともあり得ることから、名乗らなかったことの全てに問題が

あるとは思われませんが、市においては、電話の際には、できるだけ初めに担

当者の名前を名乗る方向で、改善していただきたいと思います。 

なお、申立人は、電話を代わる際に１分ほど待たされたと述べています。実

際にどのくらいの時間が保留されたかはわからず、判断できませんが、保留で

待たされる時は、実際以上に待たされたように感じることが多いことも事実で

す。この点についても改善をお願いしたいと思います。 

(1) 土木センター職員の対応（区土木部） 

市道を車で走行中、マンホールの穴に落ちタイヤがパンクした。土木センターに

補償について電話で尋ねると、複数の職員が電話口で代わり、名乗りもせず、その

都度１分ほど待たされ、説明も受けられなかった。最後に代わった職員のみ名乗っ

たが、やはり説明はなく、では自分はどうすればよいかと尋ねると、区役所の広聴

係を紹介された。実際に現地に来た３名の職員にもタイヤ代の補償は可能か尋ねた

が、答えがなかった。その後、最後に電話に出た職員から電話があり、この時に初

めて、補償はできないと説明を受けた。できないのなら最初から説明すべきである。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年７月）【不備なし】 

市によると、本件の荷さばきエリアに関しては、市と道警との間で協議した

上で作成した図面に基づき、市が法定外道路標示としてカラー塗装を行ったも

のですが、交通規制の範囲及び標識の設置位置については、道路交通法に基づ

き、公安委員会の権限に属するものとのことです。 

オンブズマンは、カラー塗装を含む荷さばきエリアの設置に関する市と道警

の協議の内容を確認しましたが、その手続きに問題があったとはいえませんで

した。また、現地を確認したところ、確かに標識はカラー塗装の内側に設置さ

れていましたが、標識の設置位置については公安委員会の権限に属するもので

あり、設置位置が明らかに法令に違反している場所とは言い難いため、市が公

安委員会に対して設置位置の変更を働きかけることは難しいものとオンブズマ

ンは考えます。 

しかし、カラー塗装は荷さばきエリアをわかりやすくすることを目的として

いることから、標識とカラー塗装のエリアは、本来一致していることが望まし

いと、オンブズマンは考えます。市においては、標識とカラー塗装の位置を極

力一致させるような工夫を検討していただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

                              

(2) 駐車禁止標識の設置位置（まちづくり政策局総合交通計画部） 

私は、都心の荷さばきエリアに駐車したところ、許可証を交付されているにも関

わらず、駐車違反として取締りを受けた。緑色のペンキが塗られた荷さばきエリア

内に、駐車禁止の標識が設置されていたためであり、警察の説明は、標識の位置で

違反を判断しているということだった。標識の設置位置が間違っているのだから、

市から公安委員会に対し変更を求めるべきところを、市は役割を怠っている。標識

を適正な位置に変えてもらうよう、市は責任を持ってもらいたい。 

申立のあった荷さばきスペースは歩道バリアフリー工事の予定路線となっており、

工事に合わせて標識とカラー塗装（路面標示）の位置を一致させるような工夫ができ

ないか、関係課と協議を進めています。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年８月）【不備なし】 

市が条例により、良好な都市環境の維持のため、自転車の放置禁止区域を設

け、放置自転車に強制撤去の措置を講ずることは、広く市民に周知されており、

申立人もそのことは理解しています。また、放置自転車については、条例によ

り鎖等を切断することができることになっています。 

一般にワイヤー錠を自転車とパイプフェンス等の工作物につなげることは、

第三者が自転車を勝手に持ち去らないようにするためと考えるのが社会通念上

相当であり、したがって、通常は、ワイヤー錠が輪状に設置されているならば、

申立人の主張されるように接合部分を引くとすぐワイヤー錠が外れるとは、予

見されないと考えます。 

オンブズマンは、放置時と切断時の写真を確認しました。それによりますと、

ワイヤー錠を切断する際に二人の作業員がワイヤー錠を持ち上げるなどしてい

るのにもかかわらず、ワイヤー錠の接合部分が外れていないことが確認できま

す。しかも、切断後も接合部分は外れませんでした。そのため、市において、

ワイヤー錠が施錠されているものと判断して、それを切断した行為に過失があ

ったとは思われません。 

なお、申立人は、市が、今後、切断する前に接合部分を引いてみるよう業者

に指導すると述べる一方で、今回切断したワイヤー錠については弁償しないと

回答していることに、納得できないと申立てています。しかし、市の回答は、

より丁寧に手順を踏む改善策を述べたものであって、そのことをもって、本件

の過失を認めたものと理解することはできません。 

(3) 自転車等放置禁止区域での自転車撤去時のワイヤー錠破損（建設局総務

部） 

私は、自転車等放置禁止区域に駐輪したことから自転車を撤去された。手数料を

支払い、自転車は返還されたが、自転車撤去の際にダイヤル式ワイヤー錠を切断さ

れたのでその弁償を求める。私は、ワイヤー錠を輪状にしてフェンスと自転車をつ

ないだが、ダイヤルは回さず、ちょっと引くと抜ける状態のまま駐輪していた。自

転車から離れている間に、救急車両や救急搬送や車いすの通行などの邪魔になる場

合に直ちに輪が解けるよう、日常的にそうしている。 

撤去の際に、まずは接合部分を引いてみるのが当たり前で、それをせず切断に至

ったのはあまりに不注意で、市民の財産を破壊した行為である。担当課に抗議した

ところ、今後、切断する前に接合部分を引いてみるよう業者に指導するとのことだ

ったが、弁償はしないとの回答だった。今後は錠を切断する手順を改めたいと言っ

ているのに、弁償はできないというのは納得できない。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年１月）【不備なし】 

市によると、タクシーやトラック等の運転手の方が冬期開放トイレを利用さ

れていることは認識しつつも、公園の利用状況、地域や公園利用者からの苦情

や要望、設備の老朽化等の状況を総合的に勘案した上で冬期開放を止めること

もあり、また、予算の有効な活用や省エネの推進をきっかけに見直しを全市的

に行ったこともあるとのことです。 

運転手等の方が、使用できるトイレを探す等して業務に支障が生じていると

いう申立人の事情はオンブズマンも理解できる一方で、市の公園トイレの冬期

開放の判断基準に不備があるとはいえません。市の公園数及び公園に設置され

ているトイレの数は政令指定都市の中でも非常に多いといえ、これは市民のニ

ーズをとらえ、施設整備に取り組んできたものと考えますが、積雪寒冷地であ

ることや、状況を総合的に判断し、冬期閉鎖せざるを得ないトイレがあること

については、ご理解いただければと思います。 

市は、公共施設の利用に関して、市民に適切に情報提供すべき立場にありま

す。これまで公園トイレを新たに冬期閉鎖する際の市の手続きとして、町内会

等の地域組織への説明、周知看板や張り紙を設置してきたとのことですが、周

知に工夫が必要であったとも説明しており、申立人のような利用者に対して周

知不足となっていたことを認めたものと考えます。市は、その反省から、平成

28 年 12 月より、ホームページ上で公園トイレの冬期開放箇所一覧を掲載してお

り、オンブズマンも有効な周知方法であると思いました。 

なお、現在のところ、市は公園トイレの冬期閉鎖をこれ以上進めていく考え

は持っていないとのことですので、これからは、現状を維持しつつ、冬期間も

利用が可能なトイレの情報等をわかりやすく伝えていくことが必要と思われま

す。平成 30 年中には、公園の検索システムに冬期開放トイレを検索できる機能

を追加するとともに、スマートフォン版の運用開始も目指しているとのことで

すので、市民に有効に活用されるよう十分な周知を期待したいと思います。 

(4) 公園トイレの冬期間閉鎖（建設局みどりの推進部） 

外で仕事をしている者にとって、冬期の公園トイレの閉鎖は非常に困っており、

運転手や、外まわりをする営業者は、生理的苦痛を強いられています。 

公園トイレが冬期に閉鎖されることは理解しており、これまでも冬期開放してい

る公園トイレを把握して使用していました。今年度は公衆トイレの天井落下による

緊急点検のために閉鎖されたことは知っていますが、それにしても、昨年よりも更

に閉鎖が進んでおり、使用できる公園トイレを探す等して、業務に支障が生じてい

ます。 
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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 30 年２月）【趣旨沿い】 

市の説明では、指定ごみ袋は、ごみ処理のための手数料と引換えに交付する

もので、厳密には、一般に売買されている商品とは取扱いが異なるとのことです。 

指定ごみ袋の額について、市のホームページには「販売価格」とあり、市民

向けごみ分けガイドには「価格（税込）」と表記されているため、民法上の売買

を連想されることも理解できますが、市の説明によれば、市民への伝わりやす

さを考慮して、「交付」ではなく「販売」と表記しているとのことです。 

納付した手数料について、市は、手数料の徴収及び指定ごみ袋の交付事務を

委託する取扱店の負担を軽減するため、交付後の指定ごみ袋の払戻しに応じな

い取扱いにしていると説明しています。また、払戻しができないことは、市の

ホームページやごみ分けガイドで周知しているとのことです。 

オンブズマンが、申立人が実際に指定ごみ袋を購入した店舗に行き確認した

ところ、その時は、払戻しできないとの掲示がありましたが、他の複数の店舗

では確認できませんでした。指定ごみ袋が一般の商品と一緒に陳列されている

ことから、商品のように捉えられ、市民感覚からすれば、払戻しできないこと

を疑問に思うのも自然と思われますし、ごみ処理のための手数料と引換えに指

定ごみ袋が交付されていることは、説明を聞かなければ分からないことです。 

現状として、市が払戻しを認めない取扱いを要領で定めていること自体に問

題があるとは言えませんが、指定ごみ袋のサイズ交換については取扱店の判断

で行えるとしていることも考えると、オンブズマンは、払戻しを認めない取扱

いの理由が取扱店の負担軽減のみであれば、市が条件を整えた上で、取扱いを

変更することは可能であると思われます。 

申立人は、払戻しできない取扱いを即刻改めるよう求めていますが、市は、

慎重な議論が必要としており、オンブズマンとしても検討すべき課題は多いと

考えます。申立人には、今後の市の取組みを見守っていただきたいと思います。 
 

市の改善等の状況 ※平成 30 年４月フォローアップ調査 

 

(1) 指定ごみ袋の返品（環境局環境事業部） 

私は、店舗で指定ごみ袋を誤って多く購入してしまったため、返品と払戻しを店

舗に求めた。すると、市からの通達で指定ごみ袋の返品はできない、と払戻しを拒

否された。市のホームページでは指定ごみ袋について「販売」の語を用いており、

他の商品であれば、この程度の誤りの払戻しに応じるのが一般的慣習であるし、払

戻しに応じても、店舗にも市にも不利益があるとは考えられない。払戻し禁止の取

扱いは、誤って購入した市民を困惑させるものだから、即刻改めるべきだ。 

札幌市家庭ごみ処理手数料収納事務受託者に対し、アンケート調査を実施中で

す。この結果を踏まえ、払い戻しに関する取扱いについて検討を進める予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 10 月）【不備なし】 

市によると、環境対策課は鳥獣保護の担当ではないものの、現地確認を行っ

たところ、鳥が集まっている様子はなく、周囲に糞による汚れも見られなかっ

たため、生態系への影響が危惧される状況ではなかったと回答しています。ま

た、市に鳥獣の保護に関する権限はないので、申立人の求めるような行政指導

はできないということです。その上で、担当課は状況を踏まえ、現地確認を行

い、苦情があった旨を餌付けをしている住人の方に伝えています。 

本件の餌付け行為は生態系に影響を及ぼすほどの規模ではないと考えられ、

自分の敷地内でバードウォッチングを楽しむといった行為を強制的にやめさせ

ることは難しいと思います。また、鳥が苦手だという方にとっては、意図的に

鳥が来るようにする行為自体が問題であるという気持ちを持つことも理解でき

ますが、市がこれ以上の対応ができないのはやむを得ないと思います。それに

も関わらず、市はできるだけの対応を行っており、真摯に対応していたものと

判断します。 

市としては、今後、状況の変化があれば、再度、餌付けをしている住人に助

言などを行っていくと回答しておりますので、今後、市の対応に期待したいと

思います。また、野生鳥獣への餌付けを含めた野生生物との付き合い方につい

て、より市民の意識を高める方策を検討されることを希望します。 

 

市の改善等の状況 ※平成 30 年４月フォローアップ調査 

 

 

                              

 

 

(2) 野鳥の餌付けによる弊害に対する担当部署の対応（環境局環境都市推進部）

近隣住人が敷地内で野鳥の餌付けをしており、さまざまな鳥が飛来し数も増えて

きた。鳥のふん尿被害等の衛生面で近隣に迷惑をかけることになるため、保健セン

ターに相談し、この住人に指導をしてもらったが、応じる気配がない。 

また、野生鳥獣への餌付けは、人身被害や農作物被害等を誘引するほか、生態系

等への悪影響が生じる恐れがあるので、野生鳥獣への餌付けは原則禁止とし、その

普及啓発を行う必要があると考え、環境局環境対策課に相談し、行政指導を依頼し

たが、担当者からは個人的にこの問題を処理するように言われた。この問題は個人

的な話ではなく、生態系に影響がある話なので、然るべき行政指導が必要不可欠だ

と思うので、この問題について真摯に対処してほしい。 

野生鳥獣への餌付けを含めた野生動物との付き合い方について、従前よりさまざ

まな機会を捉えて市民の意識を高められるよう啓発しています。 

札幌市公式ホームページ、広報さっぽろ、リーフレット、パネル展示、出前講座

等、報道機関への情報提供などに加え、オンブズマンからの指摘を踏まえ、今年度

は YouTube に啓発動画を投稿するなど、より積極的な情報提供に注力し、今後も引

き続き、市民への普及啓発に努めてまいります。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年７月）【趣旨沿い】 

市の説明によると、申立人と納付の約束をした職員が、その折衝記録を税シ

ステムに入力していなかったため、差押えの担当職員が納付の約束について知

らないまま、差押えを行ったものであるとのことでした。職員間で情報共有が

なされず、約束した納期限までに納付した申立人に対して差押えが行われたこ

とについて、オンブズマンは大変遺憾に思います。 

また、申立人から領収書のファクスが送付された後、市は、申立人に還付ス

ケジュール等を説明していませんでした。ファクスが届いた時点で、申立人に

対し、還付までの期間等の説明を行うべきであり、申立人が、市の一連の対応

をいい加減と感じられたことは、オンブズマンも理解できるところです。 

市職員として、適切に事務処理を行うことはもちろん重要ですが、市民に丁

寧に対応することも非常に重要なことです。市においては、市民に不安感や不

信感を与えることのないよう、適切な対応に努めていただきたいと思います。 

また、市では、コンビニ等で税を納付した場合の情報が市の税システムに反

映され、納付したことを把握するまでには相当の時間を要することから、納税

者との間で納付約束を交わす際には、コンビニ等で納付した場合は連絡してい

ただくよう、口頭で説明しているということでした。 

本件においても、申立人から市税事務所に納付の連絡があれば、差押えには

至らなかったものと思われます。オンブズマンとしては、このような重要な説

明は、後から納税者が確認できるよう、口頭だけではなく文書でも行うことが

望ましいと考えますので、市には、この点の検討をお願いしたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

   

 

(1) 市民税支払後に差押えられた預貯金口座（財政局税政部（市税事務所）） 

滞納していた市民税を、５月中旬に市税事務所の職員と約束した期限までにコン

ビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）で支払ったにもかかわらず、６月

上旬、口座を差し押さえられた。市税事務所に問い合わせたが、「コンビニから連

絡がないのでわからない。領収書をファクスしてくれればすぐに対応する。」との

ことであったため、領収書をファクスしたが、返答がない。このような担当職員の

いい加減な対応に苦情を申し立てるとともに、直ちに還付してほしい。 

 職員全員に、納税者に対して不安感や不信感を与えないよう、親切丁寧な対

応に努めるよう注意喚起を行いました。 

 納付約束により納税者へ納付書を送付する場合、納付時の電話連絡などの注

意事項を記載した説明の文書を同封するようにしました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年９月）【趣旨沿い】 

市は所得証明について、納税義務者の秘密に属する性格が強いため、請求で

きる者の範囲を本人や本人と同居している親族等に限定していると説明してお

り、また、同居している親族かどうかは、世帯情報又は双方の住所で確認する

ことになっているとのことです。申立人の場合は、請求者（申立人）と証明者

（親族等）が同一世帯ではないことが確認されたため、所得証明の交付が認め

られなかったという市の説明に、問題があるということはできません。 

なお、住民票の場合は、同居の親族でなくても交付請求が認められる場合が

あるなど、税証明と取扱いが若干異なっています。申立人は、この点について、

担当職員から納得のいく説明をしてもらえなかったことを問題にしています。

市によると、担当職員が詳しい説明ができなかったため、担当窓口を案内した

とのことですが、これは、たらい回しにされたと受け取られても仕方のない対

応であると考えます。また、その際に担当職員が大きな声を出したことを市は

認めていますが、これは配慮に欠けた行動であり、市民に対する市の職員の接

遇としては、問題があると言わざるをえません。 

市は、申立人にお詫びした上で、このようなことがないよう職員を指導する

とともに、他の職員にも周知して窓口対応を改善し、また、それぞれの窓口業

務の知識を持つように研修を充実させていくとのことです。オンブズマンは、

業務知識を持つことの重要性もさることながら、職員が適切に説明できないよ

うな問いがあった場合には、他の職員に確認するなど労をいとわず調べて、真

摯に回答する姿勢が最も重要であると考えます。職員の接遇に対する市民の期

待が高いことをふまえ、市には、このような問題が二度と起こらないよう、窓

口対応を行う職員の意識向上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 10 月フォローアップ調査 

 

 

 

(2) 市税の証明窓口での説明不足（区市民部） 

私は、区役所の市税の証明・発行窓口で所得証明の申請書を提出した際に、職員

から「請求者と証明者の住所が違う」「委任状が必要」と言われ、申請書を返され

た。戸籍で確認するように依頼したが、聞いてもらえなかった。住民票などは住所

が違っても発行できるのに、同じ区長が発行する書類で取扱いが違うのは整合がと

れていないのでは、と尋ねると、職員は「違う窓口で行っていることだから、わか

らない」と罵声に近い声で答え、「あちらの窓口で聞け」と怒りをこめて言うばか

りだった。市民が説明を求めているのだから、職員は答える義務があるのではない

か。大勢の中で罵声を浴びせられるのは苦痛であり、職員の資質として問題だ。 

窓口における親切・丁寧な対応について、窓口対応の職員に改めて周知しまし

た。また、税証明と住民票交付で「請求できる者」に違いがあることを係内研修で周

知するとともに、今回の事例を他区にも情報提供しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 12 月）【趣旨沿い】 

市は、本人との間で行われた折衝内容は回答できないことや、照会は法令に

基づく正当なものであることを説明しましたが、納得を得られず、やりとりを

何度か繰り返したところで、担当者から「必要な説明はさせていただいており、

これ以上説明できることはないため、電話を切らせていただきます。」と電話を

切る理由について述べた上で電話を切ったものであり、担当者の対応には不適

切な点はなかったとしています。 

申立人は、「一方的に電話を切られた」ことについて最も怒りを覚えたと述べ

ており、電話を切った直後に電話をかけ直していることからも、この対応が申

立人にとって納得できないものであったことが推測されます。 

市の職員から電話を切ることについて、さまざまなやむを得ない事情も想定

されることから、オンブズマンとしてはその全てを否定するものではありませ

ん。 

当事者ではない、第三者である申立人へ伝えられる情報は限られており、担

当者が説明に苦慮したことはオンブズマンも察するところです。しかし、そう

であればこそ、伝えられない理由についても、丁寧な説明を通じて、申立人の

納得を得る必要があったとオンブズマンは考えます。 

市税事務所においては、税負担の公平性の確保と納税秩序維持が重要であり、

滞納整理事務を行うにあたっては、毅然とした態度で接する必要があることは

オンブズマンも認めるところです。しかし、本件において、申立人は、滞納し

た本人に納税を勧めており、行政執行に協力する気持ちがあって連絡をしてき

ています。申立人のような市民に、市税事務所に対する不信感を持たれること

が適切とは思われません。 

市によれば、本件申立てにおける指摘を真摯に受け止め、職員に注意喚起を

図るとともに、親切丁寧な市民対応を徹底していくとのことですので、今後は

このようなことのないよう、職員に対する指導をお願いいたします。 

 

(3) 市税事務所職員の電話対応（財政局税政部(市税事務所)） 

私が勤める会社に市税の照会が届いたので、該当の従業員に市税の支払いを指示

し、市税事務所で今後の支払いの相談をさせた。その後本人から「一括納付しか認

めないと話を聞いてくれなかった。」と報告されたため、私から市税事務所に問合せ

た。担当者は最初、本人は相談に来ていないと言っていたが、「相談に来たが話の内

容は言えない。」と途中で変わり、不信感を覚えた。また、私の話を聞かず一方的な

態度で、まるで私が滞納者であるかのような扱いであった。呆れて言葉を失うと、

「こちらからは何も話すことがない。これ以上話をすることはないので、電話を切

らせていただきます。」と一方的に電話を切られた。あまりにも横柄な対応である。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年４月）【趣旨沿い】 

市によると、知人に渡した書類には、法人名、法人所在地や法人番号の記載

はありますが、個人情報の記載はないとのことです。オンブズマンも個人情報

の記載はないことを確認しましたが、書類には、各年分の申告書様式であると

記載されていました。連絡文書にも「法人市民税の確定申告書の提出がありま

せん」とあり、各期の申告がされていないことが容易にわかります。これらに

封をせずに渡したのならば、法人の申告状況を知らせたも同然で不適切と言わ

ざるを得ませんが、この点については双方の言い分が異なっています。 

ただ、職員は、知人に、自分は札幌市の職員で法人市民税の関係で訪問した

と伝え、封筒には「市税事務所諸税課法人市民税係」と記載があることから、

中身を見なくとも、市との間で法人市民税に関して何らかのやり取りがあり、

法人市民税を納付していないのではないかと思う可能性は十分に考えられます。

仮に封がしてあり、建物内に置いてくれるという申出があったとしても、封筒

を知人に預けたことは、いささか配慮に欠けていたように思われ、申立人が不

快に思った気持ちは理解できます。税の申告等に関する情報は極めてプライベ

ート内容なので、市においては、今後、市民に不快な思いを与えることのない

よう、十分に配慮した対応をお願いします。 

係長が客を装い電話をかけてきたとの点について、これまで市は本件法人に

対し、文書や電話等により再三に渡り申告指導をしていますが、申告はされて

いません。また、申立人は、本件法人は休業中のようなものと述べていますが、

市としては本件法人の稼働状況を確認できていません。このような状況の中、

市税事務所の職員であることを告げる前に、車の販売について確認を行ったこ

とは、本件法人の正確な稼働状況の把握のためにやむを得なかったと思われます。 

法人市民税が、納税義務者が自ら税額を計算し申告を行って納税する申告納

税制度を採用している以上、納税義務者に自主的に申告していただくことが最

も望ましい形であるとは思います。一方で、申告期限までに申告し納税してい

る他の法人市民税の納税義務者との公平性の観点からすると、申告期限を過ぎ、

その後も申告するよう指導してもなお申告がなされない場合について、納税義

務者に対する的確な周知の仕方や対応を検討する必要があると考えます。 

(4) 市税事務所職員からの申告指導（財政局税政部(市税事務所)） 

 私は販売業をしているが、一昨年頃から休業状態にある。不在中に突然市税事務

所の職員が来て、たまたま会社前にいた知人に当社の法人市民税の申告納付に関す

る状況を話し、関係書類を封をしていない封筒に入れて手渡していった。これは個

人情報の漏えいである。また、販売する車を広告に載せたところ、客から問合せが

あり、車が売れたら事業が再開できると思い、しばらく話をしたが、係長が客を装

って個人の携帯電話から電話をし、営業確認をしていたことがわかった。このよう

な酷い対応に納得できず、信用もできない。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年４月）【不備なし】 

市によれば、催告書は、納付期限の７日前に送付したとのことです。日本郵

便のホームページによると、通常、市内の普通郵便は翌日には配達されるとの

ことです。市は７日前に送付していることから問題があるとは言えません。 

また、未納分を払ったのに差押予告書が送られてきたことについて、市によ

ると、市税の納付情報が市の電算システムに反映されるまで相当の日数を必要

とし、来庁以外の方法で納付した場合は、その連絡をするようお願いしている

とのことです。オンブズマンは、催告書と差押予告書を確認しましたが、その

両方ともに、「指定期限までに必ず来庁のうえ納付してください。（金融機関で

納付された方、市外にお住まいの方は下記連絡先まで必ずご連絡ください。）」

と注意書きがありました。現在は、コンビニエンスストアなどでも市税の納付

ができるようになり、納税者の利便性が高まりましたが、その一方で、納付を

迅速に確認するためには、納税者から連絡をいただく必要があります。残念な

がら、これは金融機関等からの納付確認には時間がかかるため、やむを得ない

ことです。 

納税者からの連絡がなければ、職員は納税者がどの金融機関等で支払いした

かわからず、差押通知書の送付前に職員が納付確認をすることは困難であるこ

とは、オンブズマンも理解できるところです。市の業務を円滑に進めるには、

市民の方の理解と協力も必要ですし、納税者である市民の方々に理解と協力を

していただくために、市の方にも納税者からの連絡の必要性について積極的に

懇切丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

次に、差押えの予告通知が支払期日の２日前の時点での納付状況をもとに作

成されているのは、通知の発行日時点で確認できる納付状況をもとに作成して

いるためとのことです。納付の確認に時間がかかることを知らない市民の方々

にとっては、不可解に思うのは当然であり、市は説明を求められた際には、丁

寧な説明と対応をしていただきたいと思います。 

市税は市民の生活に係るさまざまなサービスを行う上での貴重な財源で、納

税は国民の義務であり、市税事務所職員には、その税収入を確保すべき役割が

あることからすると、市民に対し、時には毅然とした態度で接する必要がある

ことはオンブズマンとしても理解できるところです。しかし、申立人が不快に

感じたのも事実です。市は、今後、職員の指導の際には、親切、丁寧な接遇の

上に、納税していただくという気持ちを常に持って誠実に職務を遂行すること

を心がけるとのことですので、より丁寧な対応をお願いしたいと思います。 

(5) 納税後に届いた差押え通知（財政局税政部(市税事務所)） 

市税の未納があり、催告書が届いたが、支払期日が届いた日の前日となっていた。

翌営業日に銀行で支払ったが、３日後に差押えをすると通知が届いた。通知は、支

払期日より２日前の時点での未納残金をもとに行っているという。実際に通知を送

る前に職員が入金を確認すれば、失礼な差押え予告を送付することもないはずだ。

支払い後に連絡をするように言われたが、それは職員が調べればいいことである。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【不備なし】 

到底支払えないような額で分割納付の約束をさせられたとの申立てについて

は、市によると、申立人からの申し出で分割納付の約束がされ、納付がなかった

ため、市が差押予告書を送付したところ、申立人から再度、分割納付の申し出が

されたという経緯があるとのことです。二度目の分割納付計画では、一度目と比

較して各月の納付金額が高くなるため、申立人は到底支払えないような額で分割

納付の約束をさせられたと考えたと思います。 

分割納付金額の設定の経緯に関しては、申立人と市の主張が異なっていますが、

一般的に、滞納者から分割納付金額の提示があったとして、その額が滞納金額と

比べ極めて少額で完納までに長い年月がかかる場合、その旨を説明の上、分割納

付金額を変更したとしても、不適切とは言えません。 

また、申立人は、担当職員の対応が困窮している市民を追い詰めるような言い

方であったと主張しているのに対し、市は、そのような粗暴な発言等は行ってい

ないと説明しており、双方の言い分が異なっています。実際にどのようなやり取

りがあったのかはわかりませんが、申立人が二度の分割納付約束を一回も履行し

ていない事実からすると、申立人とのやり取りにおいて、担当職員から厳しい内

容の説明があったことが推測できます。納税は国民の義務であり、また、税収入

の確保の観点からも、職員は滞納者に対し、時に毅然とした態度で接する場面が

あることはオンブズマンも理解できます。 

とはいえ、困窮している市民に対して、追い詰める印象を与えることは適切

とは思いませんので、市は今後も、滞納整理に関する指導の基本的姿勢や留意

点、接遇についての指導を職場内研修等により継続的に行い、納税者に対する

接遇が更に向上することを期待します。 

(6) 市税の分割納付の相談（財政局税政部(市税事務所)） 

私は生活が困窮し、市税を滞納している。市税事務所で分割納付の相談をした際、

事情を話し、支払えるギリギリの額を伝えたが聞き入れられず、仕方なく、到底支

払えないような額で約束させられた。その後、体調を崩して医療費がかさんだり、

給料が激減したりで税金を支払えない状態となった。そのうち差押予告が来たた

め、あわてて市税事務所に電話したら、「減額して、アドバイスまでしてやったの

に払わないから悪質だ、何としても全額支払え」の一点張りで、「納得したのだろ

う」「これ以上話しても平行線だから聞く気はない」と酷い言い方を繰り返した。

税金を支払えなかったことは悪いと思うが、困窮している市民を追い詰めるような

言い方をする市税事務所職員は許せない。  
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年６月）【不備なし】 

市によれば、共有の固定資産の共有代表者を認定するにあたり、持分の多い

者、市内に住所を有する者等の基準を定めていますが、本件はこの基準では代

表者を定めることができず、相続物件数の多さや年齢等を勘案して、申立人を

共有代表者としたとのことです。法律上、共有代表者を誰にするかは債権者の

任意とされていることからも、これらの要素を勘案して、市が共有代表者を決

定したことには合理性があると考えます。また、賃貸収入を得ている相続人に

一部を請求してほしいという点について、単に使用収益を得ていることを理由

に、その相続人に固定資産税の一部を請求することはできないとのことです。 

単独名義の物件と共有名義の物件が合計されて固定資産税及び都市計画税が

課税される理由と根拠は、親族が死亡した時点で、相続により、それまで単独

名義であった物件と共有名義の物件の構成員が同一となったために同一の人格

を有するとみなされ、法律上、まとめて課税されることになるとのことです。 

しかしながら、申立人が不公平と感じるお気持ちはオンブズマンも理解でき

ますので、まずは、当事者間で話し合いをしていただき、共有代表者の変更を

するなど、円満に解決されることを望みます。 

そもそも本件は、共有代表者とされた申立人が、納税義務を一人で負わなけ

ればならないような負担を感じたことが発端です。納税通知書は共有代表者の

みに送られることから、通知が送られない他の共有者は、固定資産税の額や連

帯納税義務について知らないと思われます。市には、共有代表者が認定された

際に、共有者全員に周知するかどうかを共有代表者に確認するなどの配慮も一

考されることを期待します。また、賃料収入者がいることの事情説明があった

時などは、共有代表者の再考についても、検討の余地があると考えます。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

                              

 

(7) 相続した固定資産の納税義務（財政局税政部(市税事務所)） 

私は、亡くなった親族の相続人の代表者に選任されたため、固定資産税・都市計

画税の納税通知書が私に届くようになったが、相続人は複数いるのに、なぜ私が代

表となったのか。また、もともと共有名義だった別の土地についても、以前は別々

の納税通知書だったのに、なぜ一緒に課税されるのか。共有名義人の中には私より

持ち分が多い人もいるのに、私一人が納税義務を負わなければならないのは納得が

いかない。相続人の中には、課税対象の土地の一部で賃貸収入を得ている者もいる

ので、一部はそちらに請求してほしい。

法定相続人の一人を共有代表者と認定した際には、代表者以外の方に対し、誰

が代表者に認定されたのかをお知らせすることとしました。 

相続人の間で話し合うことが最善と考え、話し合いの上で「共有代表者変更届出

書」が提出されれば共有代表者を変更する旨を、申立人に通知しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年７月）【不備なし】 

市によると、株式取引における配当を管理するための特定口座を証券会社に

持っている場合は、特定配当等は総所得金額から除外されるため、申告の必要

はありませんが、申告して総合課税とする場合と分離課税とする場合では、そ

れぞれにメリットがあるため選択が可能であり、申立人のように申告をした場

合には、所得として税額が算定されることになるとのことです。そのため、申

立人が自ら申告を行った以上、市としては、その申告に基づいて税額を計算せ

ざるを得ないことになります。また、特定配当等の所得等の税額は、年間の合

計額を示す特定口座年間取引報告書に基づいて計算することが法令等で規定さ

れており、このような算出方法はどの地方自治体においても共通で、札幌市独

自のものではないとのことです。 

オンブズマンは、市から提出された資料により申立人への課税状況を確認し

ましたが、市の説明のとおり法令等に則って計算されており、その算定結果に

基づいて不足分を請求したことに問題はなかったと考えます。 

なお、平成 29 年度の税制改正により、特定口座分を確定申告により分離課税

で申告した場合でも、納税通知書が送達されるよりも前に住民税申告書を提出

することで、配当・譲渡所得分のみ申告がなかったこととして処理することが

可能になりました。申立人には、確定申告を行う必要性のほか税申告に際して

不明な点や疑問がある場合には、税務署等へ問合せや相談をしていただきたい

と思います。 

 

(8) 分離課税における住民税の算出方法（財政局税政部(市税事務所)） 

私は特定口座を持っており、所得税及び住民税が天引きされている。今回、給与

所得以外に年金所得があったため、確定申告をしたところ、年金所得に対する所得

税及び住民税はかからなかったが、その後、特定口座の住民税の不足分の請求が来

た。特定口座は確定申告が不要な口座で分離課税であるため、過不足は発生しない

と思うが、算出方法の違いで住民税の差異が発生したのではないか。札幌市の分離

課税における住民税の算出方法を是正してもらいたい。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年５月）【趣旨沿い】 

市は、平成 29 年度予算を検討する時点で、平成 28 年度でポイント付与を終

了することとしていたとのことですが、残ポイントの清算方法や、当該事業に

続く事業計画と併せて会員に案内する予定だったものの、方向性が固まるのに

時間を要し、説明しないままに終了してしまったとのことです。会員がポイン

トを貯めて利用することを想定した制度ですから、オンブズマンは、ポイント

付与終了について十分な時間的余裕をもって告知すべきであったと考えます。

申立人が市に対して不信感を持つのは当然ともいえます。 

今回の申立てを受け、市では改めてホームページ上にお詫びを掲載しており、

また、残っているポイントの扱いについては、これまで景品に交換できなかっ

たポイント数でも交換できるようにするなど、会員に不利が生じないよう配慮

されていることを、オンブズマンも確認しました。 

制度を終了した理由について市は、会員登録者数が目標数の約半数にとどま

り、目的としていた地域貢献活動の促進に与える効果が低いことが明らかにな

ったためとしています。オンブズマンは、本制度の終了に至った理由は納得で

きますが、説明が不足しているために、申立人と同様に感じる市民もおられる

と思いますので、市には市民に対しわかりやすい説明をお願いします。また、

ポイント制度の在り方について調査研究中とのことですので、今後の制度設計

に期待します。 

市においては、さまざまな事業を始める場合はもちろんですが、終了にあた

っても市民の理解を得られるように、十分な説明に努めていただきたいと思い

ます。 

(1) 地域ポイントの終了（まちづくり政策局政策企画部） 

私は「地域ポイント」をためていたが、平成 29 年度になってから、ポイント付与

が終了したことを知った。問い合わせフォームから問い合わせたところ、「３月 31

日でポイント付与を終了する旨の事前告知・事前周知はしておらず、終了後の４月

１日に事後的にホームページに掲載した」という回答がきた。 

その後、札幌市から事業の終了に関する書面が届いたが、事後的な通知のみで、

ポイントを貯めていた会員への配慮は何も見受けられず、事前告知がなかったこと

に関しての謝罪も記載されていない。 

本来、事前に十分な時間的余裕をもって告知・周知を行うべきにもかかわらず、

事後的に終了の通知のみで謝罪もないのは、極めて無責任な対応だ。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年４月）【趣旨沿い】 

オンブズマンが確認したところ、確かに二つの建物は隣り合っていますが、

形状は全く違いました。住宅地図でも、建物の場所や形状、名前が確認でき、

申立人の記載どおりであることが容易に確認できました。本件では、申立人は

届出書に正しい住所を書いており、住宅地図上でも同住所に同建物を確認でき

るにも関わらず、間違った住所で登録がされたことは大変残念に思います。職

員は申立人に、建物ごとに住居番号が表示されている付定台帳と住宅地図で確

認したとのことですが、その上で判然としないにも関わらず、手続きが進めら

れたことは、適当ではない対応であったと言えます。 

住民の住所登録の内容は、住民となる者にとってとりわけ重要な条件となり

ます。これを踏まえると、住民の住所登録は、行政事務において極めて重い責

任を担うものといえます。にも関わらず、職員がその場で正しい住所の確認を

とらなかったことは、対応が不十分だったと言わざるを得ません。この点につ

いて、市側に強く反省を求めたいと思います。 

次に職員の態度について、市は、申立人に対し、届出がなければ修正できな

い旨の説明を繰り返した職員の態度は、申立人の主張を謙虚に受け止めること

が必要であるにも関わらず、市側に瑕疵がない前提で、相手の立場を推し測る

等の配慮に欠けていたとの見解を示しています。オンブズマンとしても、住所

登録が誤っていた原因が不明な段階で、市側の瑕疵ではないことを前提とした

職員の対応は、不適切であったように思います。 

今後は、同様のケースによって市民が不利益を受けることのないよう、住所

登録時の確認は、徹底して行っていただきたいと思います。また、市民の事務

手続きにおいて職員の確認に誤りがあってはならないことは当然ですが、原因

が不明であっても住所登録に誤りがあったことは事実なので、謙虚に受け止め、

今後は、どの職員も市民の気持ちを考慮した適切な対応ができるよう、職員に

対して、十分な指導や研修を行っていただきたいと思います。 

(2) 住所登録の誤り（区市民部） 

以前、区役所での転居手続で私が届出に書いた住所について、当時対応した職員

から「地図が正しい、貸主から聞いた住所と実際の住所は違うから。」と言われ住

所を訂正されたが、今回、他の申請手続の中で、実は訂正前の住所が正しいとわか

った。窓口で対応した職員に当時の顛末を訴えたが、職員は、「自分達は一切間違

っていない、あなたが訂正をしないならそれまでです」という一方的な態度で、誤

りに対する謝罪もなかった。他の職員は一生懸命に謝罪をしているのに、その職員

は最後まで私と目を合わせることもなく、何も言わず、非常に腹立たしい態度だっ

た。住所登録の誤りについての説明と職員の態度について、市の考え方を尋ねたい。
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年８月）【不備なし】 

市は、本件入札を中止した理由について、正確な積算をしたならば、最低制限

価格が上がることが明らかになり、入札の公平性・公正性を確保するためであ

ったと説明しています。オンブズマンも関係資料を確認しましたが、差額が少

額かどうかは問題ではなく、公平・公正な入札を確保するために、市が入札を

中止するに至った理由は理解できます。 

また、本件入札の告示及び関係法令を確認しましたが、契約規則及び告示に

は「市長は、必要と認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すこと

ができる」と明記されています。これは、地方自治法施行令、市契約規則及び

工事等最低制限価格運用要領に基づくもので、市が、本件入札を中止した手続

に問題があったということはできません。しかし、「必要と認めるとき」とはど

のような場合なのかが示されていないことから、申立人の懸念も理解できます。 

市によると、入札中止等の場合は、本件のような「設計図書に誤りがあった

場合」のほか、「何らかの事情により工事ができなくなったような場合」であっ

て、市が自由に入札を中止にするということはないとのことです。オンブズマ

ンも確認しましたが、市が恣意的にではなく、入札を中止すべき明らかな理由

がある場合に限り運用しているようであり、これまでも、中止の場合には、そ

の都度、落札候補者に説明して理解を求め、納得していただいています。 

入札中止等のルールの明文化について、市は入札中止等の理由はさまざまで、

明文化することはできないと説明しています。確かに、理由は多岐に渡ってい

ると思われ、全ての明文化は困難であると思われます。しかし、入札に参加す

る業者が、多大な労力をかけ、落札後の収支・業務体制を整えていることを考

えるならば、もう少しわかりやすくする努力は可能と思います。市が回答した

現在の取扱い、例えば「設計図書に誤りがあった場合、その他何らかの事情に

より工事ができなくなった場合等」と補足説明を加えることは、検討の余地が

(3) 開札後の入札中止（都市局建築部、財政局管財部） 

工事設計の一般競争入札で、当社は最低落札者となったが、担当課から「入札の

設計に誤りが確認されたため、入札を中止としたい」と電話があり、その後届いた

文書では、錯誤により予定価格及び制限価格が適正に設定されず適正な入札が執行

されたと判断できないことが中止の理由とあった。しかし、開札前にも質疑の期間

があったし、正しい積算額との違いは少額である。文書に「告示文において、市長

が必要と認めるときは、入札を中止又は取り消すことがある旨が明記されている」

とあったが、開札後に必要と認める場合に入札を中止できるなら、市側が落札業者

を自由に選べるシステムになりかねず、疑問を感じる。入札が中止となった理由に

ついての説明とともに、入札を中止することができる場合のルールの明文化を求め

る。 
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あると思います。また、今後とも入札が中止される場合等には、入札関係者に

対して、丁寧に説明を行っていただきたいと思います。市においては、これま

で以上に慎重に入札の準備をするよう努力し、入札中止を減少させ、できるだ

け発生させないようにすることを期待します。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 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 29 年８月）【不備なし】 

オンブズマンは、当日の救急隊の救急活動の状況を確認しました。夜間急病

センターに電話がつながらず、当番病院から受入を断られるなど、救急隊の病

院選定までに時間が要したことは事実のようですが、いずれも救急隊の対応に

原因があったとは言えず、救急隊は市の定めた基準に基づき活動しており、問

題があったと言うことはできません。また、今回のケースで、救急隊が現場に

到着後、搬送を開始するまでの待機時間は、実際には 19 分とのことでした。痛

みに忍耐する申立人にとっては、心中を察するに余りあるものですが、平成 28

年度における現場から医療機関に向かう際の現場活動の平均所要時間は 18 分 3

秒とのことですので、平均的な時間と比較しても、非常に遅いということはで

きません。 

救急隊員の発言について、市は全隊員に聴き取りをした結果、申立人に対す

る発言、また、隊員間での会話でも、そのような発言がなかったとのことです。 

傷病者が搬送される場合は、傷病者等は医療機関と直接やりとりすることが

できず、救急隊が傷病者情報を医療機関に伝達し、医療機関に対し受入れの可

否の判断を仰ぐ役割を担っています。また、救急隊は、傷病者等に対して、搬

送先とする医療機関について説明の上、同意を得ながら搬送先を選定します。

このことから、救急隊は、医療機関と傷病者及び関係者の双方への情報伝達の

役割も担っていると考えられます。オンブズマンは、切迫した救急の現場であ

ればこそ、救急隊には、搬送される当事者の心理的な側面にも配慮した情報伝

達が期待されると考えます。 

(4) 救急搬送の際の対応 （消防局消防署） 

極度に体調が優れないため、救急車を要請したが、救急車の到着後、病院の受入

拒否により、激痛の中、30 分程も待機させられた。また、早期搬送を強く訴えた結

果やっと搬送されたものの、その際、救急隊員の１人から「こんなので搬送したら、

どこの病院にも怒られる」との発言があったのは問題だ。 

平成 29 年 10 月１日以降の告示から、一般競争入札の告示文に入札を中止する

場合の例として「設計図書に誤りがあったとき等」と補足説明を加えました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年８月）【不備なし】 

市によると、手当の支給基準は国の基準に従って定められており、説明会で

は具体的な説明をしていないものの、概算額は説明会の配布資料及び調査員登

録時に配布した資料にも記載しているとのことです。申立人の主張のとおり、

詳しい説明はなかったことが窺われます。 

手当の内訳については、市において、各調査員から問合せがある都度、個別

に説明していたに留まっていました。申立人に対しても、要望があった後に算

定方法を明記した書面が送られています。 

手当の金額について、市の計算は基準に従っており、支払額に誤りはないこ

とから、差額の請求には応じられないとのことです。１日あたりの単価や標準

日数は国の基準が定められているものの、詳細について定めはなく市の裁量と

なっていることから、オンブズマンが市の基準を確認したところ、不合理な点

はなく基準の内容自体に問題はありません。また、申立人の手当額は基準に従

って計算されたものであり、市の計算に誤りはないようです。 

一方で、１地区 50 世帯を標準とするとの説明があったために、２地区を担当

した申立人が、手当額も２倍になると考えることは、オンブズマンも理解でき

るところです。市の事務は国からの通知や基準に則っており、問題ないと考え

ますが、調査員への手当についての説明はあまりに分かりづらく不親切に過ぎ

るように思われ、この辺りは改善の余地があると考えます。 

市では、本件を受けて、平成 29 年の事前説明会において手当の計算方法等を

明記し、内訳書も申出に関係なく全員に配布するなど、相当の改善をしたと思

われます。表現方法については、更に市において検討をお願いします。 
 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月、30 年４月フォローアップ調査 

 

 

 

(5) 国民生活基礎調査の統計調査員の手当（保健福祉局保健所） 

平成 28 年国民生活基礎調査の統計調査員の手当が振り込まれたが、その金額に

ついて担当課に説明を求めたところ納得のいく説明が得られていない。事前の説明

会では業務内容の説明のみで、手当の日当額や基準の説明が一切なかったのはおか

しい。また、手当について、支給金額の案内が届いたが、内訳が記載されておらず、

請求してようやく内訳が提示されたが、本来は調査員全員に知らせるべきではない

か。さらに、手当の内訳を確認したところ、１地区 50 世帯を標準として算定され

た基本手当と、標準世帯を超えた調整分を足した額であった。私は実際には２地区

を担当しており、その差額を請求したい。 

平成 29 年調査時の説明会の資料等に修正を加えるなどし、手当の支給基準に

ついて、調査員によりわかりやすく伝わるよう内容を改善しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年８月）【不備なし】 

市は、患者から各種医療福祉制度について問合せや相談があれば、紹介や説

明等を行う体制を整備しているものの、申立人からは相談がなかったため助言

ができなかったとのことです。また、相談のない方も含め全ての患者について、

制度の対象となるか否かを判断して助言することは困難であり、病院はそこま

での責務を負えないとのことです。申立人から問合せがあった際にも、同様の

趣旨で説明したとのことであり、オンブズマンは、この説明に不備はないと思

いますが、申立人には冷たく感じられたようですので、今後さらに丁寧な対応

を期待します。 

また、制度を利用するには、患者自身が事前に申請することが法律上も求め

られていることに加え、全ての患者に対して個別対応することが困難という事

情を考えると、病院から事前に制度に関する説明がなかったことが、直ちに病

院の過失になるとは思われません。したがってオンブズマンは、差額の還付を

求めることはできないものと考えます。 

ところで、同病院では具体的な治療に当たって説明のしおりを配布しており、

その中で、医療費助成制度があることや、申請場所は区保健福祉課であること、

詳細は医事課に尋ねることが明記されています。このような説明のしおりを早

い段階で患者に渡すような改善の余地はあると思いますので、患者の理解を容

易にするために今後の改善を期待します。 

 

市の改善等の状況 ※平成 29 年 10 月フォローアップ調査 

 

 

                              

 

(6) 医療費軽減制度についての病院の説明不足（病院局経営管理部） 

私は市立札幌病院に手術のため入院したが、その後、区役所の担当者から、公費

負担医療制度の対象になるのではないかとアドバイスを受けた。そこで、同病院の

医事課で職員に話したところ、「手続きをするかしないかは、患者本人の責任で行

うことだ」と説明された。しかし、患者が制度の対象になるか否かを判別すること

は不可能であり、説明をしなかった病院の姿勢は怠慢ではないか。制度の対象にな

った場合の費用と実際に支払った医療費との差額の還付を請求する。  

医療福祉制度の対象者には、医事課で詳細な制度説明等を受けるよう、医師か

ら案内することを徹底しました。 

医事課窓口では、患者向け案内パンフレットを用いて、医療費助成制度の具体

的な内容や申請手続きについて説明することにしました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 29 年 10 月）【不備なし】 

市によると、札幌版次世代住宅補助制度を利用するには、認定を受けるとと

もに、申請期間内に交付手続をしなければならず、期間を過ぎた場合は対象と

はなりません。また、申請額が市の予算を超えた場合には、抽選で補助対象者

が決まることになるとのことです。受付期間は、雪解け後の春先の着工が多い

ことから、第１回、２回の受付を３月、４月に設定し、最終受付の第３回は、

積雪前に着工すること等を踏まえ、７月に設定しているということでした。 

申立人が言うように、通年で申請が可能で、申請者全員に補助金が交付でき

ることが理想ではありますが、地方自治体の支出等の会計は年度で区切ること

が原則であることからすると、申請期間を合理的な期間で区切ること、そして、

決められた予算内で実施するために、申請額が予算を超えた場合には抽選で補

助対象者を決定することは、やむを得ないことであると考えます。 

また、落選の場合も、その後の各申請期間での申請は可能であり、更に、第

３回の受付では補欠登録を受け付け、辞退や失効が発生した場合に補欠当選を

決定しているとのことですので、市は、なるべく多くの方がこの制度を利用す

ることができるような方法を取っているものと考えます。 

なお、市は、補助制度について、ホームページへの掲載や市民へのパンフレ

ット配布、事業者向けの説明会を行っていることから、オンブズマンは、市が、

制度の周知について、さまざまな取組を行っているものと考えます。 

ただ、申立人のように住宅性能の水準向上に関心を持っている市民にとって、

制度の活用を希望することはもっともであると思います。市においては、さら

に多くの市民や事業者に周知できるよう、制度の的確な周知方法について、検

討を重ねていただきたいと思います。また、申請期間が過ぎてしまった、とい

うことが起きないよう、表紙に申請期間を明記するなど、市民によりわかりや

すい周知方法とするための改善策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 30 年４月フォローアップ調査 

 

 

(7) 札幌版次世代住宅補助制度の申請期間（都市局市街地整備部） 

私は次世代住宅を建てる予定で、確認申請の図面を準備中である。札幌版次世代

住宅補助制度（市民向け戸建て住宅）について都市局住宅課に問い合わせたところ、

申請期間を過ぎているとのことで門前払いされてしまった。申請期間が限られてい

るために、期限に間に合わなかった市民には補助金が交付されないことや、申請額

が予算を超えた場合は抽選になるということでは、同じ税金を支払っている市民な

のに不平等なのではないか。金額が金額なだけに、大変不服に感じている。 

平成30年度の募集パンフレット表紙に受付回数、受付開始日を記載し、札幌市公

式ホームページも、申請期間がわかりやすいよう配慮しました。このほか広報さっぽ

ろも利用し、募集の時期や周知対象を考慮して制度の周知を引き続き行います。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 30 年１月）【不備なし】 

旅館業の営業許可の取消しや営業停止については、旅館業法第８条に定めが

ありますが、近隣住民とのトラブルや建築基準法の違反等は、営業停止等を命

令することができる要件のいずれにも該当しないことからすると、市が、本件

宿泊施設に対し、（旅館業法に基づく）許可の取消しや営業停止を命ずることは

できないとの見解を示していることについて、問題があるということはできま

せん。 

許可の範囲を超えて使用されていることが判明した場合には、許可範囲外の

部分について、①営業中止の指導、②新規に許可を取得、③範囲拡張として変

更届を提出の 3 つの対応策が考えられるようです。市は、定期監視等の機会を

捉え、許可範囲外での営業の有無について聞き取り等の方法で確認するとのこ

とです。市においては実態を確認する有効な方法について、鋭意検討をお願い

したいと思います。 

次に、住民から建築基準法違反に関する通報が寄せられた場合、市では、詳

細を確認し、情報収集を行った上で、必要に応じて現地調査を行い、建築基準

法に違反する事実を確認した場合は違反是正指導に着手するということです。

是正指導を行ったとしても、違反が解消されるまでに長い時間がかかるケース

もあるということですが、安全確保という観点からすると、早急に違反状態が

解消されるよう、時には厳しい対応も必要であるように思います。 

本件宿泊施設において、実際に建築基準法に違反する事実があるのか否か、

また、仮に違反する事実があった場合にどのような指導を行ったかについては、

指導対象者の権利利益を侵害するおそれがあると認められることから、明らか

にできないということです。ただ、区分所有部分であっても、マンション全体

の安全性に問題があるような違反である場合には、他の所有者分の資産価値に

(8) マンション内の宿泊施設に対する市の対応（保健福祉局保健所、都市局建築

指導部） 

私が住むマンション内に、管理組合の許可や承認を得ていない宿泊施設があり、

この施設が旅館業法の許可を得て営業していることがわかった。保健所で相談した

後、建築基準法に違反している可能性があることから都市局建築指導部で相談した

ところ、複数の課を案内され、たらい回しにされたように感じた。再度保健所に対

し、なぜ、申請時に管理組合の許可証の提出を求めなかったのかを尋ねたところ、

違反がわかっても、申請時の状態に戻すよう指示することしかできない等の説明を

受けた。営業許可を出した市が、困っている市民をたらい回しにし、責任逃れをす

るような対応に納得がいかない。本件ではさまざまなトラブルが発生しており、住

民は皆、迷惑を被っている。本件宿泊施設の営業停止又は営業許可の取消しを求め

る。 
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も影響を及ぼすと思われることから、管理組合等には積極的に情報提供するこ

とを検討していただきたいと思います。 

申立人は、複数回に渡って保健所を訪れています。また、建築指導部に来庁

された際には、市は、申立人のお話を伺った上で、その内容に基づき、複数の

課を案内し、再度保健所をご案内しています。 

同じ市の組織とはいえ、所管する業務が全く異なることからすると、それぞ

れの担当課を案内したことに問題があるということはできません。しかし、申

立人としては、複数の課で何度も同じ内容を説明した挙句、対応が難しいとの

回答ばかりであったことから、たらい回しと感じられたものと思われ、そのよ

うな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、本件の

ように、相談内容が複数の部署にまたがるような場合には、関係部署同士で情

報を共有し、連携するなど、たらい回しとの印象を与えないような対応をお願

いしたいと思います。 

申立人が平穏な住環境を求め、マンション内での宿泊施設営業を止めさせた

いと思われることは理解できるところですが、旅館業の営業許可の取消し等は

困難とする市の見解に問題があるということはできません。マンションの専用

部分の用途等については、管理組合法人規約に定めがあるようですので、本件

マンションの管理組合法人として、どのような対応を取ることができるのか、

弁護士などの専門家に相談されるのがいいように思います。 

本件は旅館業の営業許可申請を行っており、いわゆる民泊とは異りますが、こ

の場合、市では、マンションの管理規約や管理組合の許可について確認するこ

とはないようです。しかし、マンションの一角を利用した宿泊施設を営業する

ような場合には、その後の紛争を避けるためにも、申請があった時に、上記の

点について確認することを検討していただきたいと思います。 
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