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Ⅱ 実際の苦情申立て事例（平成 2５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

ていただくうえで参考になると思われる案件の一部を紹介します。なお、

「市の改善等の状況」については、フォローアップ調査（平成 25 年度に

調査結果通知をした事案を対象に、その後の改善等の状況を追跡調査し

たもの）に対する市の回答等を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 苦情申立ての趣旨に沿った事例 

(1)  国保料の失業軽減に対する市の説明 

(2)  歩行中の事故による損害過失割合 

(3)  広報さっぽろの広告の募集方法 

(4)  支払期限のない保育料に対する過納金の充当 

(5)  保健所の緊急時における連絡体制 

(6)  違法な道路占用物に対する対応 

(7)  駐車料金の返金拒否 

(8)  市の指定除雪車による市道への雪出し 

(9)  国保料の減額に関する市の説明 

(10)  施設駐車場利用に関する職員の対応 

(11)  所得証明書の手数料免除の取扱い 

(12)  事業者に対する検査体制 

(13)  就労支援事業所への指導方法 

(14)  違法倉庫による営農への影響 

(15)  介護保険申請に係る異なる対応 
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２ 市の業務に不備がなかった事例 

(1)  道路工事の騒音に係る市の対応 

(2)  遺骨引取り時の火葬費用の取扱い 

(3)  差押予告書についての説明 

(4)  公園内への投雪 

(5)  ケースワーカーの交代 

(6)  保護受給者の家賃滞納 

(7)  公文書公開決定の期限延長 

(8)  区民センター駐車場の利用 

(9)  市税事務所職員の対応 

(10)  市営住宅の住替え相談 

(11)   介護保険の利用記録に対する疑問 

(12)   市と民間確認検査機関の審査基準 

(13)   児童手当の遡及支給 

(14)   ごみステーションの廃止 

(15)   不認定決定した部署が異議申立てを受理することについて 
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１ 苦情申立ての趣旨に沿った事例（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断 

 申立人が最初に窓口で問い合わせた際の説明内容について、市は、解雇・倒産等

の理由で離職した方への国保料軽減の制度の一般的な説明を行い、軽減された場

合とそうでない場合の各金額のメモを渡すとともに、離職理由によっては軽減が認めら

れないケースがあるので、健康保険の任意継続の手続きも並行して進めておく方法が

あることを伝えた、と説明していますが、職員に聞き取りをしても、「たぶん軽減になる」

という発言をしたかどうかの事実は確認できませんでした。どのような説明を行ったか、

その場に居合わせていないオンブズマンには、判断することができませんが、申立人

自身、失業軽減の適用があると判断されたとすれば、結果として、説明不足や誤解を

招くようなものであった可能性があるとして、市は謝罪しており、今後、説明時の留意

点等について、より一層職員への周知徹底を図ると述べています。 

 オンブズマンとしては、特に重要な説明事項について、あらかじめ文書を作成してお

き、必要に応じて確認チェックなどを入れて渡すなど、相談者が後日の確認ができるよ

うな工夫を検討されるようお願いします。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(1) 国保料の失業軽減に対する市の説明 （区） 

雇用期間が満了するので、健康保険を任意継続するのと、国民健康保険

に加入するのでは、どちらが保険料を安くすませられるか、区役所の国保

の窓口で聞いた。退職理由は「契約期間満了」と話すと、「たぶん、国保料

の軽減措置が適用になります。」と説明され、金額や手続に必要なものを書

いたメモをくれた。 

しかし、離職後の翌月、仮の雇用保険受給資格者証をもらえたので、国

保料軽減の手続をしに区役所に行ったところ、資格者証に記載の離職理由

では軽減の対象にならないという。軽減にならないのならば健康保険の任

意継続の方が安かったのに、既に任意継続の手続ができる期間を過ぎてし

まっていた。きちんと説明されなかったために、任意継続よりも高い国保

料を支払わなければならないのは、納得できない。

失業軽減の申請対象者が誤った理解をしないように適切な説明をするよう、マニ

ュアルの内容を再確認しました。また、失業軽減が該当にならない可能性もあること

を強調し、必要であれば会社やハローワークに自ら確認するよう勧め、最終的には

本人が判断、決定することであるとの説明を心がけています。 

なお、確認文書の交付を希望する対象者には、料金説明用の確認文書を交付し

ています。 
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写真① 

 
 

写真② 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断 

 オンブズマンが現地調査を行ったところ、照明

柱受台は歩道橋から歩道側に張り出し、しかも路

面からの高さは 2ｍ程度しかなく、歩道の路面か

ら高さ 2.5ｍの範囲に通行の障害になるものを置

いてはならない、とする道路構造令第 12 条の建築

限界に違反していることは明らかでした。 

 札幌市が政令市になった際に、歩道橋の管理を

市が北海道から引き継いだとのことですが、市は

40 年以上もの間、道路構造令に違反していること

を認識していませんでした。 

 もともと建築限界に違反した約 2ｍの高さにあ

る本件照明柱受台が、路面の雪によってさらに低

い位置になり、歩行の妨げになるだけでなく、歩

行者の安全を損なう危険性が生じることは容易に

想像できます。ことに冬は「通常有すべき安全性

を欠いている」と言わざるを得ません。 

また、市は道路管理責任者として、道路を常時良好な状態に保つように維持

し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないよう努めなければなりません

（道路法第42条第１項）が、本件違法照明柱受台を放置してきた責任は大きく、

市に管理瑕疵がある可能性は非常に高いように思います。 

本件事故について、市は、道路管理者としての過失を大きく認めていますが、

 (2) 歩行中の事故による損害過失割合 （区・建設局） 

3 月の夜、歩道を歩いている時に、歩道橋から外側に 40ｃｍほど突出し

て取り付けられた照明柱受台に頭をぶつけ、全治一週間のけがをした。 

私は、市に対して補償を求め、話合いを行ってきたが、事故の過失割合

について、市の過失を 7割とし、私にも一定の過失があるとの課長名の文

書が送られてきた。 

しかし、当日は朝から猛吹雪警報が出され、現場付近も時折猛吹雪であ

った。また、この照明柱受台の設置位置は、夏場は 2ｍほどの高さだが、

冬場は歩道の除雪がされておらず、1.5ｍほどの高さしかない。 

頭よりも低い位置に、歩道に突出した照明柱受台があるとは予測できる

ものではない。このような状態でけがをしたにもかかわらず、私にも過失

があるとする市の見解には到底納得できない。 
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写真③ 

申立人に対しても前方不注視の過失があったとしています。 

 夜間で猛吹雪であったとする本件事故発生時の状況において、申立人が通常

の注意を払って歩くことが可能だったのかなど、過失の問題を検討するために

は考慮しなければならないことが多々あり、法律上の専門的な見地からの検討

を必要とすることから、直ちにオンブズマンが判断するのは適当ではなく、場

合によっては司法による判断を仰ぐべきかと考えます。 

 

 市は、本件歩道橋の照明柱受台を緩衝材で覆い、危険を

知らせるなどして応急的な措置をしていますが、ほかに道

路構造令に違反している歩道橋がないか調査を行い、違反

しているものがあれば、是正措置を講じて歩行者の安全を

確保したいとの意向です。市は直ちに調査を実施して、遅

くとも冬が来る前に、歩行者の安全を図るべきであると考

えます。 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、札幌市が管理している横断歩道橋は 48 橋あり、平成 25 年 7 月に現地

調査を行い、照明柱受台の高さを測定した。その結果、本件の歩道橋を含めて

16 橋が道路構造令第 12 条に違反していました。 

違反していた 16 の歩道橋について、すべて是正の措置を行いました。 

 

名称 対応 措置状況

山の手 受台撤去 撤去済み

宮の沢 受台撤去 撤去済み

藻岩下 受台撤去 撤去済み

新陽 受台撤去 撤去済み

東白石 受台撤去 撤去済み

柏中学校前 受台撤去 撤去済み

南大通 受台撤去 撤去済み

豊水 受台撤去 撤去済み

伏見 受台撤去 撤去済み

北園 受台撤去 撤去済み

栄 受台撤去 撤去済み

北光 受台撤去 撤去済み

厚南大通り 受台撤去 撤去済み

旭 受台撤去 撤去済み

資生館小学校前 車止め設置して進入防止 設置済み

西2丁目 危険を知らせるシールを貼る 設置済み

年

 

（平成26年4月22日現在） 
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オンブズマンの判断 

１ 新規の広告主の広告掲載について 

申立人は、広告業者の担当者に対し広告掲載の申込みをしましたが、同担当

者は、同社が市と契約している期間の最後である平成 26 年 4 月号まで空きがな

いと回答をしたことは、争いがない事実と認められます。他方、申立人として

は、広告業者の担当者とのやり取りの中で、平成 26 年度の広告枠についても空

きがないと受けとめたようです。 

市によると、平成 26 年度（平成 26 年 5 月号から平成 27 年 4 月号まで）の入

札は平成 26 年 3 月中旬に行われるので、その前に広告枠が決定していることは

ないし、実際に平成 25 年度において、新規の広告主による広告が全部で 17 件

掲載されたとのことです。 

このことからすると、広告主が固定されているとは必ずしも言えないと思わ

れ、各年度の早い時期に、できるだけ先の時期まで範囲を広げ、広告掲載の申

込みを行い、これを受け付けることで、申立人の広告掲載が実現するのではな

いかと考えられます。 

なお、申立人による問合せと広告業者の対応の具体的内容について、オンブ

ズマンは事実認定できませんが、広告業者の対応が不十分であった可能性もあ

ったと考えられるところですので、市にはこの点の確認と指導をお願いしたい

と思います。 

 

２ 広報さっぽろにおける広告掲載制度の改善について 

公益性の高い広告の優先枠について、市は、広報さっぽろにおける広告掲載

  (3) 広報さっぽろの広告の募集方法 （市長政策室） 

当法人では、広報さっぽろの広告枠「本文中横 1/5」に広告掲載を希

望し、幾度も当該広告の掲載業務を受託している広告業者に広告掲載の

依頼を行っているが、全く受け付けてもらえない。 

札幌市広報課に問い合わせたところ、「本文中縦 1/3」の広告枠には空

きがあるとのことだが、広告費が高額である。「本文中横 1/5」の一部だ

けでもボランティアや福祉団体などに振り分けることができないのか。 

また、広告掲載業務の入札は指名競争入札とも聞く。そうなると広報

課と癒着のある企業が落札し、広告主も固定化することになる。これは

問題ではないのか。 

公益性の高い広告については優先枠を設けることや、広告枠の分割販

売を認め、新しい広告主が利用しやすい仕組みにしてほしい。 
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の趣旨が発行経費の確保にあることから、制度改革を考えていないとのことで

す。オンブズマンとしては、できるだけ高い広告収入を確保するということを

重視するだけでいいのか疑問がありますが、制度改革のためには、公益性の判

断基準や優先枠を付与する具体的方法など、慎重な検討が必要と考えられます。 

次に、広告枠の分割販売について、市によると、広告の文字が小さくなり紙

面が見づらくなることが予想されること、記事と広告が混同した印象を与えて

しまうことなどから、広告枠の分割販売は認めていないということです。また、

これまでに広告業者及び広告主から同様の要望も出ていなかったと説明してい

ます。しかし、広告枠を分割販売したとしても、分割数の制限やデザイン上の

工夫などにより、紙面の見づらさや記事と広告との混同をさけることは可能で

あるように思われますし、新規の広告主の広告掲載の機会を確保するという視

点からすれば、分割販売を認めないという制度を維持する必要もないように思

われます。市に対しては、この点の検討をお願いしたいと思います。 

広告掲載業務の入札については、市の説明及び資料によれば、入札参加者の

入札辞退が多く、毎年度、新規の広告業者を加えて指名しており、新しい業者

が落札しているという例も認められます。オンブズマンとしては、癒着は一切

ないという市の説明に合理性があると認めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 ①  平成 26 年度の広告事業を受託している広告代理店 2社に対し、広告掲載

に関する問い合わせを受けた際には、空き状況や価格の説明など、懇切丁

寧な対応を行うよう改めて指導しました。 

②  上記広告代理店 2社への聞き取り調査を行った結果、本文中横 1/5 の広

告枠の分割については、雑誌などで採用されている手法であり、枠の大き

さやデザインの工夫次第では分割が可能である旨を聴取しました。これを

受け、広告枠を分割することによる視認性への影響などについて、枠の大

きさやデザインの検証を進めるとともに、平成 27 年度からの実施可否につ

いて検討していきます。 

   
 
 

写真⑪ 
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オンブズマンの判断 

１ 平成 24 年度保育料の過少決定について 

  

 

 

 

区の事務処理ミスにより保育料を過少決定していた、という誤りが判明した

ので保育料の更正をし、過少決定していた額との差額の支払を求めることとな

りました。このような事態は、一旦決定された保育料額に生じた期待を損ない、

家計を乱すことになりかねないものであり、避けなければならないことです。

このようなミスが生じないよう努力していただきたいと思います。 

 

２ 保育料差額分の納期限と支払方法についての合意 

 平成 24 年度の保育料差額分の納期限は定まっているとの市の見解には、疑問

があります。 

 札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則には、保育料の納期限は、納入の

通知をする日から 25 日以内とする旨定められています。この規定からすると、

保育料の納期限を定める場合には、原則として納入の通知をする日から、25 日

以内としなければならないということを定めていることになります。本件にお

いては、保育料の納入通知書に納期限の記載がありません。この記載がない場

合に、同規則を根拠として、納期限が定まっており、それが到来しているとす

る解釈は困難だと思います。従って、納期限が未だ決まっていないものと解す

るほかはないように思います。 

 (4) 支払期限のない保育料に対する過納金の充当 （区・子ども未来局）

区の事務処理ミスで増額になった保育料の差額分を過去に遡って一括で

支払うよう連絡があったが、話し合い、平成 24 年秋、納付書に支払期日を

定めないということで合意に至った。 

平成 25 年度は、高額な保育料が請求されたことを不審に思っていると、

保育料の 4 月分引落し後、確定申告書の送付を求められ、その後、保育料

が引き下げられるなど、事務処理ミスと思われる通知が送られてきた。 

5 月中旬、保育料が引き下げられたため、4月分の過納金が発生した。す

ると、「過納分については、未払いの過去の保育料分に充当する」旨の通知

が子ども未来局から送られ、過納金は返還されなかった。増額された過去

の保育料の支払いについて私は未だ納得しておらず、また、期限を定めて

いない支払債権に許可なく充当したことに納得がいかない。  

区の事務処理ミス  平成 24 年度の保育料の算定の際、みなし年少扶養控除対象者の

人数を誤って実際より多い人数としていたため、本来の保育料月額よりも安く、数カ月間

算定してしまっていた。 
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３ 平成 25 年度保育料の過誤納金について 

  

 

 

市によれば、平成 25 年度保育料額の減額は、事務処理ミスによるものではな

いとのことです。 

最初の保育料決定は、与えられた条件に基づきなされたもので、適法であり

ながら、その後市が把握した事実から保育料額が更正され、差額分の納付が過

納になったと理解できます。ただし、最初の保育料額決定前に、市としては、

申立人に対し確定申告書写しの提出を求め、過納金が生じないようにすること

ができたし、そのようにすることが望ましいことだったとの見解を示しており、

オンブズマンとしても、今後、そのような取扱いを期待したいと思います。 

４ 過納金の未納分保育料への充当について 

 徴収金の徴収や還付について地方自治法が準用する地方税法には、「充当は、

政令で定める充当をするに適することとなった時にさかのぼってその効力を生

ずる。」と定められています。そして同法施行令には、充当をするに適すること

となった時とは、「徴収金の法定納期限と過誤納金が生じた時とのいずれか遅い

時とする」旨規定しています。保育料の過納金を未納保育料に充当するために

は、未納保育料の納期限が到来していることが前提であると理解できます。市

は、過納金である保育料を納期限が定まっていない平成 24 年度未払保育料に充

当したことになり、この充当は不適法であったと言わざるを得ません。 

５ 今後のことについて 

 市は過納金を還付した上で、平成24年度保育料の差額分の納入方法について、

申立人と誠実に協議し合意に達するよう努力していただきたいと思います。 

 また、申立人においても、平成 24 年度の本来の保育料と既納分との差額金に

ついては納入義務がありますので、家計への影響についてしかるべき判断をし

ながら、その支払方法について、市に相談していただきたいと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 25 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度保育料額については、当初提出された源泉徴収票により決定したところ、

後に提出された確定申告書の写しに基づき階層変更となり、保育料月額が減額となった。

１ 保育料の算定の際、計算と入力をすべて担当者が行うこととし、担当者

がチェック後、他の職員が再チェックをする体制にしました。（区役所） 
２⑴ 充当処理を取り消し、申立人に保育料還付通知書を送付、過納金を還

付しました。また、申立人あてに謝罪と分納での納付相談を説明した書

面と納期限の月日を記載した納入通知書を送付しました。 
⑵ 平成 26 年度の継続入所者への関係書類提出依頼通知文の中に、「確定

申告書（控）に○がついていない方でも、確定申告を行った場合は、必

ず確定申告書（控）を提出してください。提出により、保育料が変更と

なる場合があります。」と教示文を新たに設けるとともに、過納金を生じ

させないよう事務処理に努めていきます。（子ども未来局） 
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オンブズマンの判断 

 市によれば、連絡体制については、申立人が主張するような 24 時間体制では

ないということです。市は、連絡のつく時間帯や、中間報告の説明が不十分で

あったと申立人に謝罪していますが、申立人の心情を汲み、懇切、丁寧な説明

や対応が望まれるところでした。今後、保健所においては、食中毒の原因が疑

われる食品関係事業者と適切な協力関係を構築するという観点から、対応策を

検討していただきたいと考えます。 

 なお、市は、食品関係事業者に対して、定期的な食品衛生講習会や出前出張

講習会を行っており、食中毒の流行期には、注意喚起の文書を食品製造業者に

送付して予防方法等を知らせているとのことです。 

食中毒の発生は、保健所等公的機関の努力だけでは防ぐことはできません。

食品関係事業者は、食品の安全に対する消費者の信頼を裏切ることがないよう

に、衛生面において敏感であるとともに、食品衛生講習会等に積極的に参加し

て、正しい知識を身に付ける不断の努力が大事であると考えます。 

市の改善等の状況 ※平成 25 年 11 月フォローアップ調査 

 

 (5) 保健所の緊急時における連絡体制 （保健福祉局） 

私は食品会社に勤務しているが、当社製造の食品を食べて、嘔吐・腹痛

があったという報告を受けたため、直ちに営業を自粛停止した。 

保健所から従業員の検便調査依頼を受け、検体の提出を急がされたため、

私は下剤を飲んでまでそれに応じた。しかし、指定された休日中の連絡先

に電話をしたが、連絡がつかなかった。連絡がつく体制にするべきだ。 

また、当社は営業を自粛停止しているのであるから、その後の状況など

について中間報告を行うべきではないか。 

さらに、食中毒の予防法などを保健所に問い合わせたが、迅速かつ明確

な回答を得られなかった。市は、食中毒やその予防方法の情報などを随時、

適切に業者に提供できるような体制にするとともに、講習会を行う等、食

品会社に対して指導をお願いしたい。

食中毒の調査協力が得られるよう、対象事業者に対し調査の趣旨、目的等を丁寧

に説明し、信頼関係の構築に配慮しながら調査を進めるよう職員に徹底しました。 

また、食品製造関係営業者及び医療機関集団給食施設設置者1,980施設に対し、

注意喚起文書を送付するとともに、食中毒予防のための講習会を実施しました。 

  なお、従来から市のホームページに食中毒の基礎知識を掲載しており、ノロウイル

スを含めた様々な食中毒原因菌などについて、情報提供しています。 
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オンブズマンの判断 

 オンブズマンは現地調査を行い、本件看板に取り付けられている照明器具が

歩道上に突き出ていることを確認しました。 

 道路に一定の物件等を設置して道路を継続的に使用する場合、その道路の管

理者の許可を受けなければなりませんが、市が申立人からの連絡を受けて調査

した結果、本件照明器具は、道路占用許可がなされておらず、無許可であるこ

とがわかりました。 

 市によりますと、今後、道路パトロールによって状況を注視していくととも

に、当該会社から適法に占用許可申請があった場合は、照明器具に対する安全

上の配慮を図るよう指導した上で占用許可をしていくとのことです。 

市は、申立人から連絡を受け、現地調査を行ったり、本件看板を設置した会

社に対し、歩道に突き出ている照明器具の撤去等の改善を指導しています。し

かし、その後、本件申立てを受けるまでの間は当該会社と接触したり現地を確

認したりという対応は行っておらず、申立人が本件について、市の対応が遅い

と感じられたのは無理もないことのように思います。 

冬になると、照明器具に積もった雪やつららが歩行者に落下する可能性は十

分考えられますし、台風など、非常に強い風が吹いたときに、照明器具が飛ば

され、それが歩行者や自転車・自動車にぶつかる危険性もあります。現在、当

該会社では、照明器具の改善等の対応の検討を業者に手配済みとのことですが、

市におかれては、これらの改善が速やかに、そして、確実になされているかの

確認を適切に行うとともに、当該会社から許可申請がなされた場合は、安全上

の配慮がきちんとなされているかの確認をしっかりしていただきたいと思いま

す。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 (6) 違法な道路占用物に対する対応 （区） 

ガソリンスタンドの隅切り部分にある屋外広告物から、約 1ｍの照明器具

が道路部分に飛び出しており、道路上空を占有している。私は、それが違

法であることを確認したうえで、土木センターに連絡し、改善を求めた。 

その後、土木センターの担当職員から連絡があり、会社は違法であるこ

とを認めているが、休みのために対応に日数がかかるとのことであった。

しかし、それからもう 1カ月も経っているのに何ら改善されていない。 

無許可のガソリンスタンド照明器具については、再三にわたる改善指導の結

果、道路にはみ出さない形の照明に交換されたことを確認し、その旨申立人に

連絡しました。 
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オンブズマンの判断 

 駐車場の管理システムとして、自動化が進められることはやむを得ないと思

いますが、利用者が手続きミスをすることにより被る不利益を防止または回復

するための適切な措置・対応も必要であり、利用者に誤解を与えない工夫がさ

れているかが、まずは問題となります。 

 精算機である以上は、出場の直前に操作すべきものではありますが、誤解し

て早い段階で精算機に駐車券を通してしまうことも起こり得ることと考えます。

特に、これまでは誤解を防ぐような特別の措置はとられておらず、今回の苦情

を機に、すぐ精算機に注意喚起の措置を講じたとのことです。事前にそうされ

ていれば望ましかったですが、市は、市民目線に立って施設の維持管理に改善

点がないか配慮していくとのことですので、期待したいと思います。 

 次に、利用者の手続きミスによる不利益が生じた場合の対応のあり方につい

てですが、人間にはミスがつきものですので、本来受けられるべき無料サービ

スが利用者にミスがあったから受けられないとすることは避けなければいけま

せん。実態に即した無料サービスを利用者に受けていただくのが当然であるか

らです。その意味で、本件において、翌日に返金をしなかったという当初の対

応は不適切であったと言えます。この点は、市も認めているところであり、実

際に、後日、申立人に対し返金をしているとのことです。市においては、今回

の返金拒否のような不適切な対応がないように、関係者に対し再発防止を強く

要望するなど適切な措置をしていただきたいと思います。 

 (7) 駐車料金の返金拒否 （教育委員会） 

ちえりあを利用するため、駐車場に車を停め、無料利用のスタンプを押

してもらった。2 時間半後に出庫した際、500 円を請求され、おかしいと

思ったが、後続車がいたので、そのまま支払った。 

請求額が 400 円多いことを、駐車場の管理人に話したところ、「返金す

る」と言われたので、翌日、家族が受け取りに行ったが、「精算手続きの

誤りで 500 円請求されたものなので返金できない」と伝えられた。 

私は、入庫後すぐ駐車場入口で無料手続きと勘違いをして、精算手続き

をしてしまった。その後、ちえりあで駐車場無料利用のスタンプを押して

もらったが、すでに精算手続きを行っていたためスタンプが無効となって

しまったようである。 

駐車場には、料金が一定時間まで無料と表示しているため、誤って無料

手続きと思い、精算手続きを行ってしまうという事態を誘発していると思

う。実際にちえりあを利用しているのだから、400 円を返してほしい。 
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駐車料金精算機 

 

 

 

ちえりあ利用の際の認証機 

 

 

 

 

 

 

ちえりあ利用の際の認証機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 25 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この駐車場は、出口での混雑緩和の

ために、エレベーターホールなど 2 カ

所の精算機で事前に精算するシステム

※ 精算後は 30 分ごとに 100 円の料

金が発生するしくみ 

①   本件のような事案の再発防止のため、申立ての翌日、駐車場管理の受託者が

精算機にラベルシールによる注意書きとＡ４判サイズの貼紙による表示を行

い、出庫時に駐車券を入れる精算機であることの注意喚起を促しています。な

お、この改善以降、同様の事案は発生していません。 

②   申立人に対しては、お詫びの上で駐車料金過徴収分の返金を行いました。 

③   駐車場管理の受託先に対しては、指定管理者を通じて再発防止を求めるよう

オンブズマン調査の結果を文書通知して、改善指導を行いました。 

 
 
 
 
 

写真⑥ 

 
 
 

写真④ 

 
 
 

写真⑤ 

誤解が生じないように、

早速とりつけられた表示 
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オンブズマンの判断 

１ 本件除雪は市から委託を受けたものでないこと 

市によると、本件除雪は、A社が市から委託を受けたものではなく、民間人と

の請負契約に基づくものであるということですが、A社が「札幌市除雪登録」の

表示を掲げたまま除雪を行ったであろうことは、市から委託を受けた除雪を行

っているという誤解を招くおそれがあります。市も同様の問題意識から、A社に

対し、民間契約に基づく除雪作業を行う際には、「札幌市除雪登録」の表示を外

すよう指導したとのことですので、この点は評価いたします。 

 

２ 道路への雪出しについて 

本件について市が聞き取りした内容によると、私有地の雪を道路に出したの

ではなく、共同住宅側の間口の雪（道路の雪）の処理について、共同住宅向い

の住人と合意の上で、その家の前に雪を置いていましたが、周辺住民に周知さ

れているわけではなく、共同住宅の雪を道路に出していると認識されてもおか

しくない状況であったとのことです。また、その住人の家の前に寄せられた間

口の雪(道路の雪)のこぼれたものが申立人宅前の歩道に流れてしまった状況で

あったとのことです。 

オンブズマンとしては、A社が共同住宅の雪を道路に出したのかどうかについ

て事実認定はできませんが、市としては、今後、間口の雪(道路の雪)であって

も車道に出さず、共同住宅の敷地内で処理することを A 社に対し指導するとの

ことですので、改善を期待します。 

 

３ 同様の行為の繰り返しについて 

申立人は、A社オペレーターに対し注意をしたにもかかわらず、再度、雪を申

立人宅前に置くという行為を繰り返したと主張しています。このように同様の

(8) 市の指定除雪車による市道への雪出し （区） 

札幌市の指定の表示をした除雪車が、私有地である向いの共同住宅の雪

を道路及び私の家側の歩道に捨てていた。 

子どもたちの通行も多く、道路や歩道への排雪は危険なので、私は、指

定除雪車のオペレーターに注意した。 

しかし、また指定除雪車がこの道路に雪を捨てていた。 

この除雪を行っている札幌市指定業者 Aは、態度も悪く、道路交通法に

違反する行為をしている。監督する札幌市から適切な指導を行っていただ

きたい。このようなモラルのない業者は、市の指定業者とすべきではない

と思う。 
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行為が繰り返されたこと自体は間違いのないことで、オペレーターが業務の引

継ぎを怠ったことに起因していると解されます。また申立人は、オペレーター

の態度が悪かったと主張していますが、市はエンジンの機械音で声が聞き取り

にくく、怒鳴っているように感じられたのではないか、としており、この点に

ついては具体的にどのような事実があったのか確定できません。いずれにして

も、市は A 社に対し、このような場合の引継ぎを徹底し、丁寧な応対をするよ

うに指導していくとのことですので、この点も改善を期待したいと思います。 

 

 以上のとおり、A社の今回の除雪の方法等が必ずしも適切ではなかったと認め

られます。A社が札幌市競争入札参加停止等の措置要件に該当しないことは理解

しますが、札幌市指定業者としてふさわしくないという評価がなされないよう

に、今後、十分な指導をすることを市にはお願いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

  当該除雪業者からの聞き取りの上、以下の指導等を実施しました。 
①  民間の除雪を請負った場合、誤解を招かないよう、作業前に札幌市共同

企業体名入り看板取外しの確認を徹底するよう指導しました。 
②  民間から請負った除雪作業のうち、隣接間口等道路区域内の雪であって

も、隣接敷地内でたい積処理するとの申出があり、その徹底を指導しまし

た。 
③  除雪作業中に市民の方から要望や申出があった場合、除雪作業車のエン

ジンを停止したうえでの対応を徹底するよう指導しました。 
④  作業車オペレーター間での「作業時の要望・申出」等、引継ぎを確実に

実施するよう指導しました。 
※ 上記内容を来季除雪作業開始前に、再度マルチ除雪センターを通じて確

認する予定です。 

 
 
 

写真⑫ 
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オンブズマンの判断 

１ 市民税所得の変更があった場合等の国保料の取扱いについて 

 札幌市国民健康保険条例では、国保料の納期及び各納期の納付額を変更する

必要がある場合には、市長が別に納期と各納期の納付額を定めることができる

とされており、市ではマニュアルにおいて、納期未到来の期別額で調整する取

扱いを定めています。オンブズマンとしては、納期未到来の期別額で国保料を

調整するという現在の取扱いは、現実的にその必要性が高いと考えます。 

 

２ 納期到来分の国保料の分割納付について 

 国保料の変更があった場合、納期未到来の期別額で調整する必要性が高いと

しても、世帯の負担能力からみて、納期が到来している期別額が極端に大きい

ということは考えられます。一般論としては、各期別額はできる限り均等にな

るのが望ましく、市がそれに準じた取扱いができるよう、負担が困難なケース

に分割納付を利用している点は評価します。 

 

３ 国保料を均等に納付することを希望する者への対応のあり方について 

 申立人が初めの電話で、第 2期～第 10 期までの国保料が減額されることの説

明を受けた上で、第 1 期の取扱いを尋ねられていたならば、納付相談を経て、

第 1期の国保料について、分割納付が認められた可能性はある、と考えます。 

しかし、変更後の額は電話の翌日に確定したということであり、その前日に

申立人に連絡したのでは、変更後の額という、申立人にとって重要な情報が提

供できないことになります。いつの時点で問合せを行い、どのような情報を提

供すべきか、検討する必要があると考えます。 

 なお、オンブズマンとしては、①国保料が減額された結果、各納期の期別額

に不均衡が生じた場合において、②他の納期に比べて多額となる期の国保料の

納付が困難となる世帯については、納付相談の機会が設けられることが望まし

 (9) 国保料の減額に関する市の説明 （区） 

7 月に保険年金課から、第 1期分の国保料が引き落としできなかったと、

納付方法を確認する電話がきた。私は、25 年度の住民税が減額となり、国

保料も減額されていることから、第１期分も変更後の額にして欲しいと言

ったが、職員から第 1 期分の変更はできず、納付後に残額を 9 回で納付す

るよう説明されたので、やむを得ず変更前の第 1期分の国保料を納付した。

ところが、後日、別の職員から、「変更前の第 1期分を納付する前であれ

ば訂正できたが、既に納付済みであり、実際に支払うことができた以上、

払い戻すことはできない。」と説明された。納付済みの第 1期分の額を変更

できないとする根拠規定も頼んだのに、送られてこない。 
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     写真⑦ 

いと考えますが、納付に支障がない世帯については、この限りではありません。 

 

４ 国保料が変更された場合の期別額の決定に関する説明や周知について 

⑴ 期別額の決定方法について 

 市によると、申立人から「根拠」について問合せがあった際、マニュアルの

内容を確認することに時間を要したために回答できなかったということです。 

 市にはいま一度、職員間で期別額の決定方法及びその根拠についての周知を

図り、今後、同種の問合せに対し、明確な説明ができるようにすることを期待

します。 

⑵ 市民への周知について 

 「国保 加入者の手引き」の記述は簡素な内容となっており、国保料が増額又

は減額された場合の取扱いについて図示されていますが、例えば、これに加え

て文章で記述することや、「すでに納められた保険料が減額後の保険料より多い

場合は、多く納められた分をお返しいたします。」という記述について、納付し

た当該年度の国保料「総額」が減額後の国保料「年

額」より多い場合には返還されるというように、

その趣旨を明確化する等、工夫の余地があると考

えます。 

 また、手引きの記載と同様の内容について、ホ

ームページに掲載することで、より広範に市民へ

の周知を図ることができると思われます。 

⑶ 納付済み保険料の返還について 

 申立人の国保料の額が変更されたのは、第 2期～第 10 期までであり、第 1期

については変更されていません。したがって、第 1期の国保料を納付した場合、

その額が変更後の国保料年額を上回らない限り、返還すべき過納額が生じませ

んが、申立人が納付した第 1 期の国保料の額は変更後の国保料年額を上回って

おらず、還付する理由はないとする市の説明に問題はありません。 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料が増額、減額になった場合は、「札幌市国民健康保険料賦課マニュアル」

に基づき、算定することとなっていますので、区の職員、保険サービス員に対し

て、期別の計算方法及び増額、減額になった場合のその根拠と期別の計算方法に

ついて、市民にわかりやすく説明できるよう研修を行いました。 

また、本庁主催の全市的な研修においても、同様の研修を行いました。 

市民への周知については、「国保 加入者の手引き」平成 26 年度版（6月上旬発

行）において、指摘のあった文章を修正し、わかりやすい内容に改めました。ホ

ームページについても、保険料が変更となった場合の説明を追加することにより、

広範な市民への周知ができるよう改善しました。 
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写真⑫ 

 

 

 

 

オンブズマンの判断 

 札幌市職員給与条例及び札幌市職員通勤手当支給規則は、自動車通勤の場合

の手当支給に関して規定しているものであり、庁舎敷地内での職員の自家用車

駐車の可否については規定していません。また、災害時緊急対応拠点といった

職場の特性によって、日常の通勤の際の駐車を含めて、職員の自家用車を庁舎

敷地内に駐車することを行政目的内使用とみなすか否かに関する基準も明確で

はありません。従って、土木センター敷地内に通勤用自家用車を駐車すること

が適正なのかどうか、オンブズマンは直ちに判断することができません。 

 しかしながら、道内の他の自治体では、財政難や市民の声等により、庁舎敷

地内駐車については、駐車料金を徴収する動きも見られます。 

 また、災害時緊急対応拠点である区役所や他の土木センターの中には、庁舎

敷地内に駐車スペースがないことから、自家用車通勤職員は、近隣の民間駐車

場を駐車料金を支払って借りているという不均衡な実情が存在しています。結

果として、同様の職制のもとで勤務する職員間でこのような不均衡が生じてい

ることに留意する必要もあるかと思われます。 

 今後、庁舎敷地内の駐車場使用に関して、駐車料金の徴収も含め、早急に検

討の上、明確かつ詳細な規定を設けることをオンブズマンは強く要望します。 

 なお、付近にいた職員と思われる人物から、申立

人が「ここは職員の駐車場所だ。向こうに止めろ。」

と指示された行為については、土木センターでは思

い当たる行為が確認できなかったとのことです。両

者の言い分が異なり、土木センターの職員によるも

のだったのかどうか、判断できません。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 5 月フォローアップ調査 

 

 

 (10) 施設駐車場利用に関する職員の対応 （区・総務局・財政局） 

区土木センターに所用で行った際、一番便利な場所に駐車しようとしたと

ころ、土木センター付近にいた人に「そこは職員の車を止めるところだ。向

こうに止めろ」と横柄に言われ、不快に感じた。 

土木センター敷地内の職員自家用車駐車について、疑問があったため、メ

ールで照会したところ、災害時の 24 時間緊急対応拠点であるなどで自家用車

通勤を認めているとのことだが、区役所も災害時に緊急招集が必要な職場な

のに職員駐車場がなく、回答には根拠がない。 

① 現在、本市各施設の駐車状況に係る調査を実施しています。（財政局） 

② 駐車状況調査の結果を踏まえ、職員が自家用車を駐車する場合の基準、必要

な手続き等について、具体的検討を進めていきます。 

なお、職員の勤務条件の変更を伴う場合もあると考えられることから、慎重

な検討が必要と認識しています。（総務局・財政局） 
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オンブズマンの判断 

市はすでに、申立人の 1 回目の取得の際、手数料を徴収したことが誤りであ

ったとして、その返還を行っていますが、その当時、担当者が所得証明の使用

目的を十分に確認しないまま、使用目的を「扶養認定」と誤認したために、記

載内容を修正し、誤って手数料を徴収したと考えられるということです。 

オンブズマンは、請求書に記載された使用目的が「奨学金申請・授業料免除

等」であるにもかかわらず、それと異なった取り扱いをするには、それ相応の

事情が求められると考えますが、残念ながら、今回の調査では、担当者が使用

目的を取り違えた事情の詳細については、必ずしも明らかになりませんでした。 

市には、今後、所得証明の使用目的を確認する際には万全を期し、同種の取

り違えが生じることがないように、十分な対策を講じることを要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 (11) 所得証明書の手数料免除の取扱い （区） 

区役所で奨学金関係を理由として所得証明書の交付を受けた際、手数料

を徴収された。それ以前は手数料が免除されていたため、この時は、手数

料を免除しないように取扱いが変更されたものと認識していた。 

しかしながら、数か月後、同様の理由により所得証明書を請求した際、

手数料が免除された。前回手数料を徴収されたのは、誤りだったのではな

いか。 

所得証明の使用目的を確認する際には、これまで以上に慎重な対応を行うと

ともに、使用目的欄の変更を伴う場合には、請求人に対して理由を明確に説明

の上、カウンターにおいて請求者に見える状態にするなどして修正するよう、

担当する職員に指導を徹底しました。 

 
 
 

写真⑧ 
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オンブズマンの判断 

１ 検査を事前に通告することの当否について 

 今回、市が行った検査は、A社が物流業務を委託している B社が、同社の運営

する配送施設において、商品保管及び配送業務を実施しており、商品管理に関

する帳票類も、配送業務の委託先である B社が保管しているということから、B

社も対象とする必要が生じています。 

しかしながら、札幌市中央卸売市場業務規程第 77 条に基づいて市長に検査権

限が認められるのは、卸売業者、仲卸業者または関連事業者に限られており、B

社がこれらに該当するか疑義があったことから、市は A社の承諾を受け、B社の

立入り検査を実施したということです。 

オンブズマンは、市が今回、A社に事前に通告し、その承諾を得た上で検査を

実施した事情は理解しますが、今後、同種の検査を実施する際には、事前通告

により検査の実効性が阻害される可能性の有無を検討した上で、ケースによっ

ては、抜き打ちで検査に着手することも必要になると思われます。 

市には、検査の実効性を確保するための検討をお願いしたいと思います。 

また、本件のように、仲卸業者から業務委託を受けている B 社を対象とする

ことができないとすれば、不都合だと考えられます。 

この点に疑義が生じることなく、市の検査対象とすることができるように、

規程の改正又は解釈指針を策定するのが望ましいように思われますので、市に

は、この点の検討もお願いしたいと思います。 

 

２ 証拠写真に基づく事実確認をしていないことについて 

業務規程に基づく検査は、「市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため

必要があると認めるとき」に実施されるものですが、申立人提供の証拠写真は

 (12) 事業者に対する検査体制 （経済局）             

私は中央卸売市場（以下「市場」という。）の仲卸業者である A社の業務

について、市場に内部告発を行った。 

その結果、市場は A社に調査を実施し、調査結果の報告があった。 

しかし、市場が行った調査は、①事前に A 社に通告してから実施した、

②私の提供した｢証拠写真｣に基づいて、事実の存否を確認していない、③

私に新たな事実や証拠の存否について確認しないまま、本件調査に着手す

るという態様のものであった。 

市場が行った調査は、アリバイ作りに過ぎないようなものであり、到底

不十分なものと判断せざるを得ないことから、苦情を申し立てる。 
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過去のものであり、しかも既に廃止された旧配送施設のものです。 

そのため、それらの写真は、現在の A 社の業務の実態を示すものではありま

せん。また、過去の事実を認定することは、本件検査の直接の目的ではありま

せん。 

そのため、市が申立人提供の写真に基づく事実確認をしなかったとしても、

そのことによって、本件検査に問題があると認めることはできません。 

 

３ 申立人に新たな事実や証拠を確認していないことについて 

本件検査は、事前に申立人から市に対し、A社の品質管理等の問題点について

説明をし、資料提出をする機会を確保して行われています。また本件検査に至

るまで、申立人が市の職員に対し、A社などに関する情報提供をしたいとの申出

をし、これを受けて面談するなど、複数回の接触の機会も設けられています。 

このような状況からすると、申立人からの情報や資料の提供は本件検査まで

に十分になされているものと解されます。 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

①  札幌市中央卸売市場業務規程第 77 条に基づく卸売業者・仲卸業者又は関連

事業者に対する検査の実施について、卸売業者・仲卸業者より毎年度提出さ

れる事業報告書等に基づき年１回程度事前通告を行った上で検査を行ってい

ます。この検査では各社の代表者からのヒアリングや、決算書に基づく財務

状況の確認等を行っており、代表者との日程調整等も必要なことから、事前

通告をした上での検査としております。 
一方、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認

められ、かつ緊急性があると判断される場合には、検査の実効性を確保する

ために、必要最低限の通告で立ち入り検査を実施しています。 
②  卸売市場法第４８条第２項に規定されている開設者（札幌市）が有する仲

卸業者への立入権限の範囲について、農林水産省から、同項に規定する「仲

卸業者の事務所その他業務を行う場所」には、仲卸業者が配送業務等を委託

している別法人（当該仲卸業者の子会社など、支配関係にある法人を含む。）

は含まれないとの見解が示されています（平成 26 年 3 月 25 日付）。そのため、

現時点では、卸売市場法の趣旨を超えて検査対象の範囲を広げることや、検

査対象の拡大を図るために解釈指針を新たに策定することは非常に困難です

が、今後の卸売市場法改正等の動きに注視していきたいと考えております。 
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オンブズマンの判断 

１ 障がい者就業・生活相談支援事業の事業所に対する指導・助言について 

申立人は、文書指導の方が、口頭指導よりも強い意味を持っているとお考え

です。これに対して、市は、市による指導・助言が口頭であっても十分な効力

を有するとの説明です。 

しかし、申立人から見ると、こうした苦情が口頭指導の形で終えられた場合

に業務内容の改善に直接的につながるのかどうか、危惧されるのは当然のこと

のように思われます。 

市は、今回このような苦情が寄せられたことを重く受け止め、委託業務更新

に係る年度末実施の年間業務報告、及び次年度の業務計画を検討する市と事業

所間の事前協議の際には、取り交わされる文書に契約年度に申出のあった本件

のような苦情についての確認内容も含めて記載する予定であるとのことですの

で、その時点で記録として残すことを確実に実行することを要望します。 

 

２ 事業所の業務実績の情報提供や説明内容等の市民サービスの充実について 

申立人は、今回、支援事業所を選ぶ際に、区や障がい福祉課の窓口担当者か

ら十分な情報を入手することができなかったとのことです。 

市の所管する支援事業所は市内に 4 か所しかなく、それぞれの事業所の業務

内容の詳細や特色、更には前年度の支援実績等、できうる限りの情報を随時更

新して提供できる体制を早急に整えていただくことを要望しておきます。 

更に、この問題を札幌市障がい者相談支援事業全体から考えてみると、市が

市民に提供している札幌市障がい者相談支援事業所ガイドブックに掲載されて

 (13) 就労支援事業所への指導方法 （保健福祉局） 

私の子は、就労支援相談を受けられる支援事業所に登録した。しかし、

登録した事業所から適切な支援を受けられないなど、その対応に強い不

満を感じたため、市に事業所への苦情を伝えた。 

市から事業所に対し、口頭では指導したとの報告を受けたが、市とし

てもきちんと調査を行うなどして実態を把握し、事業所に対しての苦情

が記録に残るよう、文書で指導すべきではないのか。 

また、複数ある支援事業所の特徴を区役所や障がい福祉課は全く把握

していなかった。しかし、それらの支援事業所は、市が発行している「札

幌市障がい者相談支援事業所ガイドブック」に掲載されているのだから、

職員はそれぞれの支援事業所の特徴を把握し、相談に訪れた市民にきち

んと説明できるようにすべきである。 
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いる上記事業所を含めた多くの事業所にはホームページが存在していません。

対面での相談だけではなく、こうしたインターネット上での業務内容の公開や

情報提供の推進も視野に入れた広報活動の充実を併せて検討されることを要望

しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 ①  当該事業所からの事前協議内容を確認するための打ち合わせを行い、苦

情への対応方法について、適正に取り扱うよう確認を行うとともに、その

記録内容を事前協議書に添付し、当該事業所とも共有することとしまし

た。 
②  障がい者就業・生活相談支援事業所の業務内容の詳細や特色、前年度の

支援実績等を随時更新し提供できる体制を整えることについて、市民にと

って有用な情報を提供できるよう各事業所の代表者と協議を行っていま

す。 
   また、インターネット上での業務内容の公開や情報提供の推進も視野に

入れた広報活動の充実についても、障がい者就業・生活相談支援事業所だ

けでなく、障がい者相談支援事業所についても検討する予定です。 

 
 
 
       写真⑨ Ⅱ　
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写真⑩ 

 

 

 

 

オンブズマンの判断 

 申立てにある「違法倉庫」の違法性について、オンブズマンの調査では農地法、農

業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）及び都市計画法に照らして

確認しましたが、各法令を所管する市の部局では、違法と認められる建築物に対して

は、是正の指導を行うとともに、農地法・農振法上の処分権限を有する北海道に対し

て報告するなどの対応をしており、今後、新たに違法と認められた建築物についても、

同様の対応を行っていくとのことでした。 

オンブズマンは、市が対応をしてきたということを否定するものではありませんが、た

とえば農地法に違反する農地転用に関しては、農業委員会の「平成 24 年度の目標及

びその達成に向けた活動の点検・評価」によると、平成 24 年 3 月現在の管内における

違反転用面積が 27 ヘクタールであったところ、同年度に違反転用された農地を減少

させる目標値 3 ヘクタールのうち、実際に減少させることができた実績値は 0.1 ヘクタ

ールとなっています。目標に対する達成状況は、3 パ

ーセントであり、目に見える成果が上がったとは言い

難い状況です。 

市には、今後も法違反状態の是正へ向け、権限の

範囲内で是正の指導を行うとともに、関連部局や北海

道と連携し、より実効性が上がる対応を検討すること

を要望します。 

市の改善等の状況 ※平成 25 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 違法倉庫による営農への影響 （農業委員会・都市局・経済局等）

私は農業を営んでいるが、市街化調整区域で業者に賃貸され農地を違法に

転用している倉庫や店からの臭いや排水、風評などの被害を受けている。ま

た、農地の境界ぎりぎりに建設されている違法倉庫からの落雪、ふきだまり、

日照不足などにより、営農に支障が生じている。 

非常に危機感を抱いており、札幌市としてどのような取り組みをするの

か、真剣に考えてほしい。 

① 市内全域の農地の利用状況の調査により、新たな違反転用がないことを確認

し、既に違反転用がなされているものは、周辺農地や環境に悪影響を及ぼす恐

れがあるものを優先するなど、状況を勘案しながら対応を進めております。また、

処分権限を有している北海道や市の関係部局と情報共有を徹底し、連携を図っ

て対応していきます。（農業委員会） 

② 農地の転用基準などについて、広報誌「農業委員会だより」に掲載すること

で、あらためて農業者に対し周知徹底を図ります。（農業委員会） 

③ 継続違反事案については、農業委員会とその経緯及び現状を共有し、今後も

連携しながら適宜、違反是正に向けることを再度、確認しました。（都市局） 
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オンブズマンの判断 

市によれば、区の担当職員は事業者番号の記載がない理由を確認しただけで、書

類の再提出を求めたものではないとのことですが、担当職員の説明が不十分であっ

た可能性も否定できません。事業者番号の記載がない場合は、ケアマネージャーが

その理由を知っているかをその場で確認するにとどめ、事業者への電話確認まで必

要がないと明確に説明した方がよかったと考えられます。 

 また、市は、見積書の「発生ごみ産廃処理」などの記載を削除させ、訂正させた

ことが不適切であったことを率直に認め、これを謝罪しています。担当職員が住宅

改修費としては認められないごみ処分費と誤解したということですが、かかる誤解

の理由が必ずしも明らかではなく、無用な訂正を求めたことは残念に思います。 

段差の表示については、メジャーを当てた写真のうち目盛が確認できないものに

ついて、段差の状況確認の参考のため、数値の記載を依頼したと市は説明しており、

これらの市の説明は合理性があり、この点に関する対応については問題があると認

めることはできません。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 4 月フォローアップ調査 

 

(15) 介護保険申請に係る異なる対応  （保健福祉局・区）        

介護保険の住宅改修の申請をしたところ、担当のケアマネージャーから、

区役所から申請書類にある「事業者番号」が記入漏れであると指摘されたと

の連絡が入った。 

しかし、以前、他の区役所で同様の申請を行った際、「事業者番号」の記入

は不要であったため、保健福祉局に問い合わせると、事業者番号は不要との

ことであった。 

さらに、提出した見積書には、産廃処理について、「処理」という名称は使

えないとの指摘を受けた。 

また、室内の段差解消の写真に関して、「センチ数を明記するように」と指

摘された。これまで、メジャーを当てて段差を写真で示すという認識で書類

を作成しており、この指摘も初めてだった。 

区や担当者によって、判断が異なるのは不公平であり、市として見解を統

一していただきたい。 

①  各区役所の担当者による住宅改修支給事務担当者会議において、質問が多く

間違いの生じやすい事案について検討し、統一した対応の徹底に努めておりま

す。（保健福祉局） 
②  あらためて事務処理内容を精査し、十分な理解の徹底に努めるとともに、勉

強会等の開催により関係職員間で情報を共有しております。 
申請窓口等の対応においては、申請者に対して正確で分かりやすく、具体的、

丁寧に説明するよう、ミーティング等で注意喚起しております。（区役所） 

Ⅱ　
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