
Ⅱ 実際の苦情申立て事例（平成 26 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事例の一部を紹介します。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は、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。 
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【参考】 苦情申立ての趣旨に沿った事例のうち、掲載していないもの 

・ ヘルパー調理中の咳 

・ サピカの経年劣化への対応 

・ 同居人の逮捕に係る保護課の対応 

・ 不適切な収入の見込み認定による返還金 

・ 交通費の支給に係るケースワーカーの発言 

・ 避難口下に置かれたゴミ箱 

・ 応募作品の選考基準 

・ 認定道路上に築かれたブロック塀に対する市の権限 

・ 市の業務を落札した会社に対する調査 

・ 歩道上に設置された看板に関する市の対応 

・ 児童相談所のケースワーカーの対応 

・ 返還金等に関する保護課の対応 

・ 不公平な小規模保育事業の選考基準 

・ 老人福祉センターの職員の対応 

・ 道路の穴で車を損傷したことに関する市の対応 

・ 障がい者相談支援事業所からの電話 

・ 市道上の迷惑駐車 

・ 産業廃棄事業窓口職員の対応 

・ ケースワーカーによる嫌がらせ 
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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（調査結果通知：平成 26 年 6 月） 

市では、枝・葉・草の収集の場合、透明又は半透明の袋に入れて排出するようお願

いしており、排出ルールに違反したごみが出された場合には、そのごみに違反シール

を貼り、ごみステーションに残置する扱いになっているということです。 

申立人が段ボール箱に入れて排出した樹木について、現場の作業員が樹木だけ

収集したことは、それが親切心からの対応であったとしても、結果として中途半端な対

応であり、違反シールを貼って残置するべきであったと思います。市はすでに、委託

収集業者に対し、排出ルールに反するごみは違反シールを貼って残置するよう指導

をしたということですので、今後、そうした取扱いが徹底されることを期待します。 

また、清掃事務所職員の説明内容の当否については、オンブズマンは、その場に

居合わせておらず、判断することはできませんが、申立人が合理的な説明を受けられ

なかったと感じられていることから、市には、市民からの問合せがあった場合、できる限

り理解が得られるよう、適切な対応を心がけることを望みます。 

なお、市によると、段ボールと枝・葉・草では、収集方法や収集後のリサイクル方法

に違いがあるということであり、申立人が主張されているような、特段の難しさはないと

いう状況にはないものと思われます。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

(1) 樹木の収集方法（環境局環境事業部） 

樹木を段ボール箱に入れてゴミ収集に出したところ、樹木は回収された

が、段ボール箱は回収されずに残された。他方、ビニール袋に入れた樹木

は、ビニール袋ごと回収された。 

ゴミの取扱いの違いに疑問があるため、清掃事務所に問い合わせたとこ

ろ、「中身が確認できないから、段ボール箱は回収しなかった。」という説

明を受けたが、中身を確認したからこそ、段ボール箱を残し樹木だけ回収

したのではないだろうか。 

段ボールは原料が樹木であり、処理にも特段の難しさはないと思われる

が、ビニールの場合には、別途処理しなければならないのではないか。段

ボール箱を回収しない清掃事務所の対応と、合理的な説明を受けられなか

ったことに不服がある。 

排出ルールに違反したごみの取扱いについて、改めて委託業者を含む収集担当

職員に対して指導を行い、周知徹底を図るとともに、市民に対しては、ごみ分けガイ

ドの改訂版を作成し、市内の全世帯に配布し、ごみの正しい分け方や出し方につい

て周知を図りました。また、出前講座等の機会を活用し、市民の理解が深まるよう努

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 26 年 6 月） 

市によると、本件は、①申立人の前の利用者が本件 CD を返却する際、解説書の有

無の確認が不十分であったこと、②解説書がない状況で貸し出す際、本件 CD ケース

本体に記載された情報（「解説書あり」）を書き換えずに行ったこと、③返却時に業務

端末に入力されている情報（「解説書なし」）を確認しなかったことの３点に起因してい

ると分析しています。いずれも初歩的ミスであり、申立人に対して大変なご迷惑をおか

けしたことを深く反省し、再発防止に努めるとしています。 

オンブズマンとしては、再発防止策に期待するとともに、職員に対する適切な事務

処理方法の徹底をお願いします。 

なお、市は、申立人からの書類等に基づき、申立人に対し弁償等の手続を行うとの

ことですので、早期に不利益を回復する機会を付与する努力が必要であったと思われ

ます。 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

(2) 解説書のないＣＤの返却（教育委員会中央図書館） 

私は地区図書館で CD を借り 2週間後返却に行ったが、CD の解説書が入

っていないから受け取れないと言われた。後日、返却請求のはがきが来た

ので、妻が改めて CD を返却に行ったが、前回と同様の対応だったことから、

息子がインターネットで同じ CD を取り寄せた。その後、図書館長から貸出

し当初から解説書が入っていなかった旨のメッセージが、留守番電話に残

されていた。 

数日後、取り寄せた CD が届いたので、解説書だけを抜き取り、図書館で

借りた CD のケースに解説書を入れて返却したが、このような図書館職員の

不適切な対応に納得がいかない。 

①ＣＤ返却手続の際は、解説書の有無を十分確認すること、②解説書がない場

合の貸出は、ケース本体への明記、業務端末へ経緯を入力すること、③返却時にケ

ース本体に何らかの不備内容が表示されている場合は、業務端末の情報を確認す

ることを職員全体に周知徹底しました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 6 月） 

オンブズマンとしても、申立人が不公平感を覚えるのは無理のないことであると考え

ます。他都市の敬老パス制度は、誕生日又は誕生月を基準として、その直前又は一

定期間前から利用可能というところが多く、交付方法をできるだけ細分化するのが望ま

しいことと考えます。市は、現行のシステム上限界があり、対応が困難な状況にあると

説明していますが、オンブズマンとして、その限界を厳密に理解し判断することは困難

です。そこで、交付事務の必要性の程度と事務遂行のコストとの比較考量の中で判断

していくこととします。市の説明によると、システムの老朽化に対応するため、現在新シ

ステムを構築中で、IC 化の検討も進めており、その中で敬老パスの交付の細分化も取

り組んでいくことを考えているとのことです。申立人の不公平感は解消すべきものであ

りますが、直ちに解消される必要性があるとまでは考えられず、その改変のための費

用や労力は相当程度に至ると推認されることなどから、現在進められている新システム

の構築の中で、不公平感が解消されるような制度改革がなされることを期待します。 

また、区役所職員の対応については、現行システム等の問題から即答はできない

が、意見は担当者会議で伝える旨回答したとのことです。職員の対応が具体的にどの

ようなものであったのかについて、厳密な事実認定をすることはできませんが、申立人

にとって職員の対応に不満が残ったことは間違いがないようですので、市には、より一

層丁寧な対応を心がけるように希望します。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

(3) 敬老パスの交付時期への不満  

（区保健福祉部、保健福祉局高齢保健福祉部） 

私の知人は、今年 9月に 70 歳の誕生日を迎えるが、2月に敬老パスのお

知らせ文と申請書が届き、4月からすでに交付を受け、使用している。私は

10 月が誕生月なので、敬老パスがもらえるのではないかと思い、区役所に

問い合わせたが、「誕生月が 9月までの人が 4月交付、10 月以降の人が 10

月交付とに分け交付している。そういうシステムだから仕方がない。」と言

われたが、その対応に納得ができないし、不公平だと思う。制度の見直し

を検討してほしい。 

敬老パスの IC カード移行（予定）に伴い、現行よりも交付を細分化できる

ようなシステム構築を検討しています。また、追加交付の回数や交付場所等に

ついても利便性向上のための検討をしています（保健福祉局高齢保健福祉部）。

本件については、システム等全市に関わる問題であることから、担当者会議

で問題提起を行いました。また、市民からの問合せに対して、わかりやすく丁

寧な回答を心がけるよう係内に周知しました（区保健福祉部）。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 7 月） 

市は、来庁当日、窓口が大変混雑し申立人に十分な時間をとった対応ができず、

申立人に不愉快な思いをさせ、大変申し訳なく思っているとのことです。 

これに対し、市は対応職員への注意喚起に加え、本件苦情を職員一個人の問題と

してではなく、組織全体の問題として受け止め、迅速に保護課の全ケースワーカーに

対する研修を実施する等の対応をとるとのことであり、市のこのような対応をオンブズマ

ンは評価します。 

各種制度の理解、接遇技術の向上、市民対応のレベルアップを図る研修を行った

としても、即座に目に見える成果が上がるわけではないかもしれませんが、市において

は、日常的に市民対応のあり方を徹底することと同時に、将来を見据えた、職員の育

成及び組織作りに、息の長い取組をしていくことが必要であると考えます。 

オンブズマンは、市がケースワーカーに対し、今後も継続的に多様な研修機会を提

供することを要望します。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(4) 保護課職員のぶっきらぼうな対応（区保健福祉部） 

前日に担当ケースワーカーに依頼しておいた保護受給証明書を受け取る

ため、区役所を訪問したが、担当ケースワーカーは不在であった。そのた

め、別の職員が対応したが、｢待ちますか？｣、｢何ですか？｣と、とても強

い口調で嫌な気持ちになった。受給証明書を頂きたい旨伝えたところ、｢何

に使うんですか？｣とぶっきらぼうに質問し、記入用の書類 2枚を投げ捨て

るように窓口に置いていった。さらに、出来上がった受給証明書について

も、片手で何も言わずに私に渡し、何も言わずに立ち去った。 

私は、今回の職員対応により、とても嫌な思い、辛い思いをした。弱者

の立場に立った対応をして頂けるよう改善・指導を求める。 

組織全体としての接遇研修、業務関連研修のほか、個別研修として係内での研

修等を実施するなど、接遇に限らず市職員としての知識・経験を深め、本件のような

事例が起きないよう、息の長い取組を行っているところです。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 8 月） 

オンブズマンが現地調査を行ったところ、本件道路は申立人の言うように変則的な

形状になっていることから、交差点の中心点が分かりにくいうえに、支柱が交差点近く

の道路上に設置されたことで、交差点エリアが窮屈になっており、右折車両の停止位

置によっては、対向車の直進車両の進行を妨げてしまいかねない状態になっているこ

とが分かりました。 

市によると、設置された当該支柱は、車両の安全な通行に支障があるとは考えてい

なかったとのことですが、本件申立てを受けて警察とも協議を行い、本件道路の交差

点上に車両の通行方法を示す白線を引き、本件交差点に進入する車両の安全をも確

保したいとのことです。また、交差点を通行する車両に対して、注意喚起の看板を設

置するとのことのです。オンブズマンは、市の速やかな対応を評価し、これにより本件

道路を通行する車両が、安全に安心して運転できるようになることを期待しています。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(5) 地下鉄駅工事に伴い発生した道路の危険な状況（交通局高速電車部） 

地下鉄駅で行われている工事のため、駅に隣接している道路の中央に柱

状のものが立っており、それが通行の妨げになっている。当該地は主要道

路に交差しているが、変則的な十字路になっており、直進車と右折車が危

険な状態になっている上、工事により柱状のものが突出することによって、

より危険な状態になっている。 

私がこの道を右折する際、直進する対向車が通れるだけのスペースが空

いていたにもかかわらず、対向車の運転手から怒鳴られるなどされたが、

このようなことがあってはならないと思う。本件工事は地下鉄を管理する

市にも責任があるのではないか。道路に右折用の白線を引き、車が通れる

ように誘導する必要があると思う。早急に対策をお願いしたい。 

車両の安全な通行が確保されるよう、早急に交差点内に白線を引き、注意喚起の

看板を設置いたしました。なお、工事終了後は、速やかに支柱、白線、注意喚起看

板等は撤去しております。 

写真７ 写真８ 

改善前の状況 改善後の状況 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 8 月） 

市によると、区役所の証明窓口の職員は、申立人の市民税の賦課情報がないこと

を確認したので、市税事務所に電話連絡をし、連絡を受けた市税事務所職員は、申

立人から稼働実績の有無、生活状況等を聞き取った結果、その場で証明書が交付で

きると判断したとのことです。このように、区役所及び市税事務所の職員は定められた

手順で聞き取りを行い、必要とする証明書を交付したとのことであり、この手順を踏ん

だこと自体には、市に問題は見当たらないということになります。 

しかし、証明書請求のために窓口を訪れる市民が、仮に、窓口でこの事務手順を口

頭で説明されたとしても、それを即座に理解することは難しいと思われます。更に、市

税事務所の職員が収入や生活状況等を電話で聞き取ることによって、住民税申告に

代えられることを理解していただくことは難しいと思われます。 

市は、通常の取扱いで証明書が発行できない場合の証明書交付までの流れにつ

いて、わかりやすく説明する文書等を作成し、請求者に丁寧に手順を説明して了解し

ていただいてから、市税事務所に取り次ぐといった工夫があってしかるべきではないか

と思われますので、検討をお願いしたいと思います。 

また、市は、現在使用している証明書の名称は変更しない方針とのことです。使用

目的によって証明を必要とすべき項目がどのようなものなのか、請求者にとっては判

断が難しい場合もあり、市税証明の名称を変更することによって、わかりやすいものに

なるとは必ずしも言えないと思います。そうであるならば、証明窓口において、請求者

がどの証明を必要とするかを、より親切丁寧に聞き取る必要があると考えます。請求者

に対して適切な証明書を交付するために、誠実な対応と丁寧でわかりやすい説明を

旨とする窓口サービスの更なる向上に期待します。 

 

(6) 市税証明書取得の際の無礼な質問 

（区市民部、財政局税政部（市税事務所）） 

非課税証明書を取得するため、区役所を訪れ、請求書を窓口に提出した

が、「今の状態では証明書を出すことはできない」と言われ、カウンター奥

の電話で市税事務所職員と話すよう言われた。すると、電話に出た市税事

務所職員に、現在の仕事、収入の有無など、証明書取得とは関係ない無礼

な質問をされた。証明書を取得するだけなのに、なぜそのようなことを質

問されなければならないのか、納得がいかない。また、札幌市では、「非課

税証明書」を取得するには、「課税証明請求書」を窓口に提出しなければな

らず、取得する側にとっては大変わかりにくい。「課税・非課税証明請求書」

とするなど、わかりやすい案内をすべきである。 
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市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

① 市民税の賦課情報がない場合の証明発行までの手続について、従来までの口

頭での説明に加え、手続の概要をまとめた文書を作成し、この文書を活用しなが

ら請求者に説明するよう、区役所の証明窓口担当に周知し、区役所では実際に

当該文書を活用しながら説明を行うようにしています(区市民部、財政局税政部

（市税事務所）)。 

② 区市税証明窓口担当から電話の取次ぎを受けた場合には、請求者に市税証明

の発行のため「収入状況等確認」が必要なことを伝えてから聞き取りを行うなどの

配慮ある対応をするよう、市民税課長・係長会議において改めて確認、周知しま

した(財政局税政部（市税事務所）)。 

写真 10 写真９ 

オンブズマンによる 
証明窓口の現地調査 

今回作成された 
手続の概要をまとめた文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 9 月） 

介護サービスの更新手続の申請があった場合は、介護保険法上、被保険者の主治

医に対し、疾病又は負傷の状況等について意見を求め、認定調査員による調査と主

治医の意見を認定審査会に通知し、審査及び判定を求めることになっています。主治

医の意見書の書式では、主治医が直接問診しなければ書けない事項も含まれていま

す。適正な介護サービスを受けるため、法に定める主治医の意見書作成のため受診

は必要であり、市の対応に問題はありません。 

市は、介護保険の更新手続の市民負担の軽減について、連絡があれば申請書を

郵送し、郵送による申請も受け付けているとのことです。しかし、市のホームページや

「介護保険更新手続きのご案内」を見ても、郵送による申請の受付については記載が

ありませんので、市のホームページに明記するなど、申請者等の負担を軽減するため

の工夫を検討し、周知するようお願いします。

(7) 要支援認定更新手続時の医師の意見書の要否（区保健福祉部）  

私の母は介護保険の要支援 1の認定を受けている。市から、介護保険被

保険者証の更新時期が近付いているので、区役所で更新手続を行うように

との手紙が届いたため、母とともに区役所を訪れた。対応した職員に、病

院に行ったかどうかを聞かれたため、今年は年末に診察を受けることにな

っている旨を伝えたが、医師の意見書がないと、更新手続はできないと言

われた。母は、外科的要因で要支援認定を受けており、身体の状態に変化

があるわけではないので、医師の意見書は必要ないのではないかと伝えた

が、職員からきちんとした説明はない。 

また、更新手続といっても、名前、住所等を記載するのみであったが、

そうであれば、調査員の自宅訪問の際や、訪問前の電話連絡の際に質問し

確認するなど、市民に負担をかけないようにすべきである。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

① 市民税の賦課情報がない場合の証明発行までの手続について、従来までの口

頭での説明に加え、手続の概要をまとめた文書を作成し、この文書を活用しなが

ら請求者に説明するよう、区役所の証明窓口担当に周知し、区役所では実際に

当該文書を活用しながら説明を行うようにしています(区市民部、財政局税政部

（市税事務所）)。 

② 区市税証明窓口担当から電話の取次ぎを受けた場合には、請求者に市税証明

の発行のため「収入状況等確認」が必要なことを伝えてから聞き取りを行うなどの

配慮ある対応をするよう、市民税課長・係長会議において改めて確認、周知しま

した(財政局税政部（市税事務所）)。 

写真 10 写真９ 

オンブズマンによる 
証明窓口の現地調査 

今回作成された 
手続の概要をまとめた文書 

                              

区役所で「市・道民税証明」を請求のお客様へ 

 
札幌市では、「市・道民税証明」などについては、市内５市税事務所の他、各区

役所にも市税証明窓口を設け証明書の交付を行っております。 

しかしながら、区役所では市税証明の請求をされても、以下の場合についてす

ぐに証明書を交付できないことがあります。 

 

・市民税の賦課情報がない場合 

 市民税の賦課事務は、市税事務所において行っているため、区役所市税証明窓

口においては、市民税の賦課資料がないこと及び担当職員がいないことから、前

年の収入状況を確認するため、お客様ご自身が市税事務所市民税課担当職員と電

話でお話ししていただく必要があります。 

 

① 区役所市税証明窓口担当から市税事務所市民税課担当に電話してお客様に

取り次ぎます。 

② 市税事務所市民税課担当が、ご本人の「氏名」「生年月日」「前年の収入状況」

さらに「生活状況」等を確認させていただきます。 

③ 市税事務所市民税課担当が「ア 住民税申告が必要のため、その場で証明を

交付できない。」「イ ②の電話確認での申告をもって、その場で証明を交付

できる。」のいずれかを判断します。 

④ アの場合 ⇒ 市税事務所へ出向いて住民税申告が必要です。 

イの場合 ⇒ その場で証明を交付いたします。 

  

 
 

お問合せ先 

1 月１日にお住まいの区 担当市税事務所 電話番号 

中央区 中央市税事務所 市民税課 211-3914 

北区・東区 北部市税事務所 市民税課 207-3914 

白石区・厚別区 東部市税事務所 市民税課  802-3914 

豊平区・清田区・南区 南部市税事務所 市民税課 824-3914 

西区・手稲区 西部市税事務所 市民税課 618-3914 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 9 月） 

介護サービスの更新手続の申請があった場合は、介護保険法上、被保険者の主治

医に対し、疾病又は負傷の状況等について意見を求め、認定調査員による調査と主

治医の意見を認定審査会に通知し、審査及び判定を求めることになっています。主治

医の意見書の書式では、主治医が直接問診しなければ書けない事項も含まれていま

す。適正な介護サービスを受けるため、法に定める主治医の意見書作成のため受診

は必要であり、市の対応に問題はありません。 

市は、介護保険の更新手続の市民負担の軽減について、連絡があれば申請書を

郵送し、郵送による申請も受け付けているとのことです。しかし、市のホームページや

「介護保険更新手続きのご案内」を見ても、郵送による申請の受付については記載が

ありませんので、市のホームページに明記するなど、申請者等の負担を軽減するため

の工夫を検討し、周知するようお願いします。

(7) 要支援認定更新手続時の医師の意見書の要否（区保健福祉部）  

私の母は介護保険の要支援 1の認定を受けている。市から、介護保険被

保険者証の更新時期が近付いているので、区役所で更新手続を行うように

との手紙が届いたため、母とともに区役所を訪れた。対応した職員に、病

院に行ったかどうかを聞かれたため、今年は年末に診察を受けることにな

っている旨を伝えたが、医師の意見書がないと、更新手続はできないと言

われた。母は、外科的要因で要支援認定を受けており、身体の状態に変化

があるわけではないので、医師の意見書は必要ないのではないかと伝えた

が、職員からきちんとした説明はない。 

また、更新手続といっても、名前、住所等を記載するのみであったが、

そうであれば、調査員の自宅訪問の際や、訪問前の電話連絡の際に質問し

確認するなど、市民に負担をかけないようにすべきである。 
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あなたは、現在介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定を受けていますが、認定の有効

期間(被保険者証の二頁に記載されています)は までです。

認定の有効期間経過後も要介護・要支援状態にあると予想され、介護保険からのサービスを

引き続き利用される場合又は今後利用される予定がある場合は、認定の有効期間内に介護保険

被保険者証を添付のうえ、更新の申請手続きをされますようご案内いたします。

　 現在サービスを利用されていない、または利用の予定がない方は、更新申請は不要です。

なお、この案内書は      年     月     日 時点で作成していますので、既に更新の申請

手続きをされている場合は、行き違いですのでご了承ください。

※窓口に持参する書類

介護保険被保険者証、医療保険被保険者証の写し（６５歳未満の方のみ）

・申請時に「主治医」について記入します。かかりつけの病院（病院名、担当医師、所在地）

　を確認してきてください。

※申請はご本人のほか、ご家族、居宅介護支援事業所なども代わって行うことができます。

    また、郵送での申請も可能です。申請書の様式は札幌市公式ホームページより印刷できるほか、

　　ご要望があれば郵送いたしますので、下記連絡先までお申し付けください。

担当者 〇〇　〇〇

TEL 011-　　　-2400

連絡先：

（区役所の所在地）

〇〇区役所 保健福祉課

介護保険　要介護認定・要支援認定更新手続きのご案内

     年     月     日

被保険者番号

被保険者氏名

（氏名）

（住所） 事 務 連 絡
平 成 年 ( 年 ) 月

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月、平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護認定の更新手続については、市のホームページに郵送での申請が可能で

あることを明示しました。また、更新時期が近付いてきた方に送付する案内文につい

て、平成 27 年 4 月送付分から一部文面を修正し、郵送申請も可能であることを明記

しました。 

今回新たに 

追加された文章 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月、平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護認定の更新手続については、市のホームページに郵送での申請が可能で

あることを明示しました。また、更新時期が近付いてきた方に送付する案内文につい

て、平成 27 年 4 月送付分から一部文面を修正し、郵送申請も可能であることを明記

しました。 

今回新たに 

追加された文章 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 9 月） 

市は、本件申出が夜間であり、複数の部署・職員を経たことにより、所管課からの連

絡を待つとする申立人の意向がはっきりと伝わらず、申立人に直接連絡することを要し

ないという誤解を生じたことに原因があると考えており、申立人に不快感を与えてしま

ったことをお詫びしています。市においては、市民から要望等があった場合には、対

応状況の連絡が必要か否かを正確に確認し、適切に対応されるよう希望いたします。 

市は、申出の翌日には現地確認を行い、事実確認及び対応のために申立人の居

宅での実地調査が必要であるとの結論に至ったとのことです。その時点では申立人の

住所確認ができていなかったとのことですが、後日、申立人の協力を得て、現状を確

認したので、具体的対策を検討したいとのことです。市には、夜間照明が周辺住民の

生活環境に迷惑とならないよう可能な限り配慮し、申立人への速やかかつ適切な対応

を要望します。また、公園の改修工事にあたり、夜間照明に関する近隣への配慮に十

分努めたいと考えているとのことですので、市の適切な対応を期待したいと思います。 

 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

(8) 野球場の夜間照明の光 

（区土木部、環境局みどりの推進部）  

公園の野球場の夜間照明と思われる光が、マンション上階の私の住居に

直接差し込んでくる。夜間照明が点ると、車のヘッドライトのハイビーム

で正面から照らされているような状況であり、その方向に顔を向けると目

の眩みや頭痛を感じ、大変迷惑している。 

 市に対応を申し入れたが、数日経っているにもかかわらず、何の連絡も

なく、本日も夜間照明が点灯している。照明器の向きを微調整したり、公

園の改修工事が進められていることから最新の技術を導入した照明を採用

したりするなど、近隣に迷惑をかけない設備にしていただきたい。 

① 申立人宅で実地調査を行い、夜間照明器具の角度調整を行いましたが、視認

状況は改善されなかったため、照明灯１基を消灯しました。その結果、視認状況

は改善され、野球場利用上も問題はありませんでした（区土木部、環境局みどり

の推進部）。 

② 同公園の再整備工事が予定されているため、今回の検証結果を基に、照明灯

の配置等について検討する予定です（環境局みどりの推進部）。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 9 月） 

市は、5・6 月分の給付券で日常生活用の装具の納品を受けた後は、必要に応じて

再申請することになることから、改めて手続が必要になることを通知する案内は行って

いないということです。また、初回申請時には、次年度以降、毎年 6 月に１年分の申請

を行う必要があるので、手続を忘れずに行うよう口頭で説明しているということです。 

オンブズマンは、申請の際、市が翌年度以降の申請手続の説明を行ったか否かに

ついて、判断することはできませんが、現時点においては、過去に遡って 7 月分の給

付をすることについての必要性は失われており、改めて12 ヵ月分の支給券を給付する

必要性は乏しいと考えます。 

しかし、手術を受け、新たに装具を使用する方にとっては、それまでとは生活環境

が激変することになり、市が口頭説明を行ったとしても記憶に残らないことも十分起こり

得ます。この点を申出人の不注意とするのは、いささか酷なように思われます。今後、

市においては、これまで口頭で説明を行ってきた内容について、説明文書を交付する

等の方法により、申請者が事後的に説明内容を確認できるよう、検討をお願いします。 

不服申立てについては、障害者総合支援法では、本件事業を含む地域生活支援

事業の給付は、行政庁の「処分」ではないことから、不服申立て自体が想定されてい

ない、という見方が成立する一方で、行政庁の「処分」以外の給付が「処分」に基づい

て行われることを否定する趣旨ではない、という見方も成立するように思われます。し

たがって、審査請求の対象となっていない給付についても、「処分」に基づいて行われ

(9) 申請月以前分の給付券の不交付 

 （区保健福祉部、保健福祉局障がい保健福祉部） 

私は昨年手術を受け、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事

業の対象となり、装具給付券の支給（9 割補助）を受けている。今年 8

月、区役所に対し、平成 26 年度（平成 26 年 7 月～平成 27 年 6 月）の給

付券支給を申請したが、前月の 7月分の支給は認められなかった。 

 しかし、給付券の支給の開始を受けた時点において、給付継続の手続

が必要であることについて何ら知らされておらず、給付継続手続の時期

の案内もなかった。また、申請月分以降が給付対象となることも知らさ

れていなかった。さらに、市の決定に対し不服申立てをしたいと担当者

に伝えたところ、この事業は、審査請求の対象にならないという説明を

受けた。 

市は給付継続手続の当事者への告知（周知）を怠り、結果として、当

事者に不利益をもたらす決定を行ったと考えられることから、決定を撤

回し、12 ヵ月分の支給券を給付し、以後、申請手続の事前告知（周知）

を図るとともに、インターネットでの申請ができるようにする等の改善

を図って欲しい。 
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る限り、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象となると考えられます。他の政令

市においては、日常生活用具給付事業の「決定通知書」等に、不服申立てや取消訴

訟について教示する記述があります。日常生活用具給付事業に係る給付決定の処分

性の有無は、最終的には司法の判断に委ねられるべきと考えますが、他の自治体で

は、不服申立てを制度化しているところもあり、市においては、現在の給付等の決定に

処分性を認めない運用のあり方について、再検討することが望ましいと考えます。 

なお、申請手続の周知等について、市は、ホームページにおける更新手続の周知

や、申請書のダウンロードについて、改善方法を検討していきたいということですが、こ

のほかにも、『障がいのある方のための福祉ガイド』における記載のあり方等、検討の

余地があると考えます。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

・本市の公式ホームページの「補装具・生活用具等の提供」において注意書きを追

加しました。その他の利用者への説明、制度の周知に関しては、様々な意見を参考

にしながら、今後も検討していきたいと思います。 

・本件事業の法的性質は、贈与や負担付贈与に該当するものであり、「処分」等を対

象とする行政不服審査法の不服申立ての対象にはならないと考えています。また、

不服申立ての制度化は、他の同種の事業にも影響が及ぶことから、本件事業のみ

での制度化は困難であると考えています（以上、保健福祉局障がい保健福祉部）。 

・新規申請時は、窓口において必ず制度の説明を丁寧に行い、翌年度も必要な方

は、毎年 6 月中に申請書と見積書を提出して手続をとるよう周知を徹底しています

（区保健福祉部）。 
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写真 15 

 

 

 

 

オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 9 月） 

市によれば、刈り取った草、木の枝、落葉などの堆積物は、これまでゴミとして廃棄

してきたが、化学農薬の使用を極力抑制し、園内植物のリサイクルの観点から、これら

の堆積物の堆肥化やチップ化に取り組み、その一環として公園内の樹林地に、これら

の堆積物を敷きならして腐植層を形成し、樹木の育成を保ってきたとのことです。しか

し、供給過剰の状態となったまま、樹林地に堆積する状況になったとのことです。今後

は、余剰分の堆積物について、収容能力を備え、受け入れ可能な他の公園へ搬出す

ることとして、9 月上旬にこの堆積物を他の公園へ運搬、撤去したとのことです。 

オンブズマンが現地調査を行ったところ、木の枝や落葉の堆積物が山になっている

状況ではなく、樹林地に敷きならしてあり、特に異臭がしているということもありません

でした。公園内には、樹林地の地面に園内で集めた枝や葉を敷きならした理由につ

いて説明する看板が樹木に取り付けられていましたが、これだけでは、不十分のように

思いました。公園の案内パンフレットなどに掲載し

て、広く園内植物のリサイクル化に取り組んでいる

旨を周知し、市民の理解を求めても良かったので

はないかと思います。また、この堆積物のリサイク

ル化が間に合わず山積みになるとしたら、公園と

しての美観を損ねるであろうことは容易に想像で

きます。このたび余剰分を収容できる他の公園に

堆積物を運搬、撤去したことは適切な措置であっ

たと考えます。 

市の改善等の状況 ※平成 26 年 11 月、平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

(10) 不適切な公園の管理（環境局みどりの推進部） 

私は都心にあるこの公園を利用しているが、公園内に剪定した木の枝、落

葉、池のヘドロなどが野ざらしにされ、悪臭を放っている場所がある。これ

まで市に対し状況の改善を申し入れているが、何の説明もなく、対応もなさ

れていない。8 月中旬にも善処を申し入れたが、何ら対応されず、無視され

ている。同公園は多くの人々が訪れる公園であり、このような美観を損ねる

状況は札幌市のイメージダウンにつながるので、改善してほしい。 

公園で発生した落葉等は、堆積ピットに 
収容するとともに、清掃の頻度を増やし、 
景観の改善に努めています。また、樹林地下 
の雑草防止のため、落葉等の敷き均しをする 
際に、みどりのリサイクル活動であることを 
看板及びホームページを活用し、市民に周知 
しています。本件公園で使用するもの以外の 
落葉等は、他の公園に搬出し、無駄なストッ 
クは行わないようにしています。 

オンブズマンによる現地調査 

写真 16 

みどりのリサイクル活動の紹介 
（札幌市役所ホームページ） 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 10 月） 

プレートの街路樹への掲出が当該条例に違反することは、申立人の指摘するとおり

です。市は、法令違反の認識がなかったところ、申立人の指摘を受け、認識を正しくし

たとのことです。市は、今後、法令解釈の誤りにより、違反行為を助長することのないよ

うに注意するとともに、そのための体制整備を徹底するようにお願いします。 

また、同じく法令違反であっても、諸般の事情を考慮すると、違法性の程度は相当

の幅を持つものと理解できます。当該条例は、はり札等の街路樹への掲出は、良好な

景観の形成及び風致の維持の視点から全面的に禁止したものと解されますが、本件

プレート掲出が美観風致を害する程度は極めて低いように思われます。当該イベント

は、地域の文化活動を豊かにし、地域住民の連帯感の醸成などの正当な目的を有し、

本件プレート掲出には、目的において正当性があり、その結果においても否定的な評

価をすることは難しいように思います。これらの事情を総合すると、その違法性の程度

は相当低いものと考えることができます。更に、違法性は相対的に理解されるべきもの

であり、本件プレート掲出が違法であるからといって、対象事業に対する補助金の支

出や道路占用許可の無効が当然に肯定されるわけではありません。また、これに関わ

った職員に懲戒処分を相当とする違法性があるということもできません。各法領域の法

的効果との関係で、違法性を判断してゆくことになると思われます。 

以上のとおり、本件プレート掲出の違法性の程度は相当低いものと考えられること

及び違法性は相対的に理解されるべきであるということからすると、補助金返還、道路

占用許可取消し、関係職員の懲戒処分等は要しないとする市の説明は合理的で、オ

ンブズマンとしても理解し、支持できるものと考えます。 

(11) 法令違反のイベントに対する補助金の支出 

（区市民部、土木部、建設局総務部、総務局職員部） 

絵画を入れたプレートを街路樹に掲出するイベントが開催されたが、街

路樹は、札幌市屋外広告物条例によって、広告物掲出の禁止物件となって

いるため、このような行為は法令違反である。それにもかかわらず、まち

づくりセンター所長は、当該イベントの主催団体に代わって、補助金申請

書を作成し、違法な補助金申請を区長に対し行った。申請を受けた区長は、

申請事項が法令等に違反するか否か調査を行わず補助金交付を決定した。

また、区土木部は、まちづくりセンター所長から提出された道路占用許可

申請書について、プレートの掲出が当該条例に違反しているという認識を

有せず、道路占用許可を行った。以上により、道路景観が著しく阻害され、

長期間に渡って著しい不快感を与えられた。本件の道路占用許可の取消

し、当該イベントの主催団体からの補助金返還、今後当該イベントを行わ

ないこと、関係職員の処分等を求める。 
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市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

・懲戒処分は実施していませんが、区長から関係職員に注意を行っています（総務

局職員部）。 

・屋外広告物の掲出が適正に行われるよう、定期的に関係法令の勉強会を実施す

ること、課内において道路占用担当者、屋外広告物担当者間の情報共有を心が

け、申請の審査をより慎重に行い、適切な業務を執行するよう、会議にて各区に依

頼しました（建設局総務部）。 

・助成金申請にあたっては、法令違反がないかより慎重に確認を行い、また、助成

金の交付にあたっても、申請内容に法令違反がないか、慎重に審査を行うこととしま

した（区市民部）。 

・本件調査を受け、直ちに関係職員を対象とした勉強会を実施し、その後も定期的

に勉強会を実施しています。占用許可申請の法令審査等は、複数の職員で行う体

制に改めました（区土木部）。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 10 月） 

市は、誤った事務処理があった上に、申立人への対応について不適切な点があっ

たことを率直に認め、申立人に対し謝罪の意を示しています。正しい事務処理を行うこ

と、また、市民に対し、親切丁寧な対応を心がけることは当然のことですが、これが徹

底されておらず、申立てに至ったことを、オンブズマンとして極めて遺憾に思います。 

市は、今後このようなことがないよう、①職員への指導を徹底し、窓口サービスの向

上、職員の資質向上に努め、②情報共有の強化、窓口職員全員のスムーズな対応、

③助成券等交付時の交付履歴の慎重な確認と受付など、複数回の点検の徹底、④よ

り一層親切丁寧な窓口対応を心がけるとともに、正確な事務処理を行うことで不適切

な窓口対応の根絶を目指す、の 4 点を徹底していくとしています。 

オンブズマンとしては、これらの再発防止策を立てている市の姿勢を評価するととも

に、研修等を通じて、これらの方策が確実に実行されることを期待します。市は、申立

人に直接謝罪したいとの意向を示していますが、連絡がとれない状況であるとのことで

すので、申立人においては、市への連絡を検討されてはいかがかと思います。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

(12) 福祉燃料助成券の返還に係る市の対応（区保健福祉部） 

私の母は身体障害者手帳で福祉燃料助成券（A助成券）を申請し、交付

されたが、後日、区役所から、既に精神障害者保健福祉手帳で福祉燃料助

成券を受け取っているので、A助成券は使用せずに返還するように、との

文書が届いた。文書が届いた時には既に A 助成券を数枚使用していたた

め、区の担当職員に連絡したところ、区のミスなので、使っていない分だ

けでも返還してほしいと言われた。その後、身体障害者手帳を持って区に

行ったところ、対応した職員に、使った分だけ現金で返していただくこと

になるといきなり怒りながら言われた。 

私は以前の職員とのやり取りを説明したところ、いつ使ったのか、日付

を調べさせていただきます、と最後まで一貫してこちらが悪いように言わ

れ、謝罪の言葉は一言もなかった。 

この件について、謝罪を求めるとともに、職員に対し二度とこのような

ことが起こらないよう、改善策を考え、実行してもらいたい。 

本件の内容を課内職員に周知し、改めて注意喚起を行うとともに、本件で対

応した職員にも重ねて指導を行いました。複数の職員が対応すると予想される

場合は、台帳・端末による情報共有を一層強化し、職員全員がスムーズに対応

できるよう改善しました。また、助成券の交付の際には、手帳の交付履歴を慎

重に確認して受け付け、交付の際に再度確認する等、複数回の点検を徹底して

います。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 10 月） 

市は、本件図書の寄贈を受けて、寄贈資料受理台帳に記載し、「処理待ち分」とし

て段ボール箱に一時保管したものの、長期間にわたって未処理のまま放置する結果と

なったことを認め、大変申し訳なく思っているとのことです。 

本件苦情申立てをきっかけとして、寄贈処理待ちであった書籍の受入処理を行った

とのことですが、対応として後手を踏んだとの印象は否めません。 

中央図書館のリニューアルオープンにより、寄贈図書の処理をする時間が少なく、

処理が遅れていたとの事情があったにせよ、申立人をはじめとして、図書を寄贈され

た市民の善意を踏みにじるかのような市の対応を残念に思います。今後は同様の処

理の遅滞が生じないようにすることを望みます。 

 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(13) 寄贈図書の受入処理の遅れ 

（教育委員会中央図書館） 

書籍を寄付するため中央図書館を訪問し、カウンターの担当者に手渡し

た。その後 4ヵ月が経過しているが、現在もコンピュータ上、中央図書館に

所蔵していることの確認ができず、放置されている。こんなことならば、書

籍代、交通費等を費やして書籍を寄付することはなかった。当該書籍は現在

20 件の予約が入っているので、直ちに市民が閲覧できるようにしていただ

きたい。 

受入処理について、本件寄贈図書の登録を直ちに行うとともに、処理待ち本

（段ボール 30 箱、約 1500 冊）を集中的に処理した結果、半月ほどで処理待ち

本はなくなりました。 

今後、図書の寄贈があった場合には、図書を事務室に搬入し、寄贈処理台帳

に記載することで、他の職員も寄贈本の量を測ることができるようにしまし

た。 

また、処理待ち本の段ボールを置くスペースを限定し、処理待ち本の量を限

定するとともに、他の職員も処理状況を把握できるようにすることにより、長

期間処理が滞ることのないようにしました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 11 月） 

市によると、市民の声を聞く課が交通局への連絡を失念したことを認め、申立人の

声が直接交通局に伝わらなかったことを謝罪しています。オンブズマンは、市営交通

の運賃改定という市民生活を直撃する問題に関しては、市民への周知徹底は最優先

されるべきであり、申立人からの指摘が交通局に伝わらず、速やかな改善につながら

なかったことを残念に思います。本件を機に「市政相談処理票」の担当部局への送付

漏れを防ぐためのチェック体制を定めたとのことですので、今後はこうした重要事項の

伝達において、引き続き細心の注意を払うよう要望しておきます。 

交通局は、申立人からの申出後、速やかに実地確認やリーフレットの補充指示等、

必要な措置を講じているとのことです。しかし、券売機付近の限られたスペースの中で、

需要の多いＳＡＰＩＣＡのパンフレット等との兼ね合いから、リーフレットが時に見えづら

い位置に置かれる可能性もあるという事情を十分申立人にお伝えし、理解を得るに至

らなかったことを残念に思います。 

また、市によると、様々な手段を講じて、地下鉄運賃値上げの周知を図ってきたと理

解でき、運賃改定リーフレット10万部を市関連施設に配置したとのことです。主に紙媒

体から情報を得る傾向のある高齢者の利用者に対しては、広報さっぽろ 9 月号におい

て、運賃改定コールセンターの開設のお知らせを掲載するなどの配慮がなされたこと

もうかがえます。ただし、市民生活に多大な影響を与える公共交通の運賃改定につい

ては、より紙面を割いて掲載すべきでなかったかという印象を持ちました。 

市においては、今後ますます多様化する市民ニーズに対応すべく、様々な手法に

より利用者への適切な情報の伝達や周知が図られることを期待します。 

(14) 地下鉄料金リーフレットの配置場所 

（市長政策室広報部、交通局事業管理部） 

平成 26 年 10 月から実施される地下鉄料金改定の案内リーフレットが、

利用客に見づらい場所に配置されていたので、市民の声を聞く課に電話で

その旨申し出た。しかし、後日地下鉄駅で確認したが、配置場所は変わっ

ていなかった。その後、交通局に電話や訪問により苦情を申し立てたが、

改善されなかった。さらに、札幌市交通事業振興公社にも苦情を申し立て

たが、交通局から指示が出ていないとの回答だった。 

交通局には、高齢者やアナログ世代に配慮したわかりやすい地下鉄料金

改定の案内をしてほしかった。利用客の目線に立った改善をお願いする。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 12 月） 

申立人から相談があった際、当時のケースワーカーは、ご親族の年齢や病名から、

一時的な需要による使用であると考え、支給要件である常時失禁状態に該当しないと

判断したとのことですが、市としても、相談を受けた際に十分に聴取を行うべきであっ

たと反省しています。その後、再度相談があった際にも同様の説明に留まったことは

残念であり、今後、研修等の機会を通じてこのようなことが起こらないように心がけてい

ただきたいと思います。 

しかし、申立人が求めているオムツ代の補償については、あくまで臨時の需要が発

生した時点での一時扶助という性格のものであり、ご親族が亡くなった現在はそのよう

な生活実態が終了していることから、過去のオムツ代を補償することはできないとする

市の見解は、法に則った適切なものであると考えます。 

 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(15) オムツ代の支給に関する職員対応 

（区保健福祉部） 

私の親族が入院し、オムツが必要となったため、当時のケースワーカー

に対し、申請したら支給してもらえるのか聞いたところ、一時的な使用に

ついては支給できないと言われた。しかし、現在のケースワーカーに再度

相談したところ、医師の診断書があれば支給可能であると言われた。本来

はオムツ代を支給してもらえたのに、当時のケースワーカーが適当に対応

したせいで、自分でオムツ代を出さざるを得なかった。オムツ代の補償を

求める。 

ご親族のオムツ代に関する相談があった時点で、その使用実態や今後の使用

見込みについて十分に聴き取りを行うべきであり、この部分について説明が至

らなかったとして、申立人に謝罪しました。あわせて、今後は十分な説明に努

め、信頼回復に努めたい旨を伝えました。 
本件の申立てについて、職員間で情報共有し、受給者からの相談、申請には

丁寧に事情を聴取し、十分な説明に努め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 26 年 12 月） 

市によると、本件について、特別障害者手当が収入認定されているにもかかわらず、

重度障害者加算が認定されていないことに気が付いたということです。この種の事務

的ミスについては、これまでにもオンブズマンに苦情申立てがなされており、市は再発

防止を図っていきたいとしていましたが、同様の間違いが繰り返されることに不信の念

を抱かざるを得ません。 

また、本件について、市が、厚生労働省の見解に基づき、2 ヵ月分を遡って支給し

たことは理解できますが、市の明白な事務的ミスによって、最低生活費を下回る生活

を強いてきたことは事実であり、それで生活できたのだから 2 ヵ月分の支給で足りると

するのは、市民感覚からは到底理解できないことです。市は、前例も参考としつつ、本

件の経緯を整理した上で、関係機関と協議し、支給の可否を検討する必要があるとし

ていますが、本件は申立人に過失がなく、保護開始時に特別障害者手当受給に係る

挙証書類も提出されており、遡及支給に係る期間が時効（5年）の期間よりも短い点等

を考慮すると、加算分全額を遡及して支給すべきと考えます。 

保護決定通知書の記載内容の改善については、事務的ミスの早期発見の観点から、

保護費の支給額の内訳が分かるように改善する必要があると考えます。市においては、

電算システムの改善や職員研修の徹底等により、事務的ミスが早期に根絶されるよう

強く希望します。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(16) 重度障害者加算の認定漏れ（区保健福祉部） 

私は平成 25 年から生活保護を受給している。平成 26 年 10 月に重度障害

者加算を遡及して認定する旨の通知が届いたので、ケースワーカに説明を

求めたところ、保護費を計算した際、重度障害者加算が付いていないこと

が判明したため、急遽加算をしたが、遡って支給できる限界が 2 ヵ月前ま

でであるため、9 月分まで遡って支給決定したとのことであった。私はそ

れ以前の分についても遡って支給してほしいと伝えたが、法令上できない

とのことであった。私は保護申請時に特別障害者手当を受給していること

を伝え、身体障害者手帳のコピーも提出しているのだから、市のミスで支

払われなかった加算額全額の支給を求める。また、保護決定通知書には加

算額を含めた内訳の記載がないため、記載内容の改善を求める。 

支給漏れの再発防止に向け、新規開始のケースを点検することにより、加算

の計上等の誤りの防止を図っています。また、年度末に行う全ケースの個別検

討時に、改めて加算の計上に留意するよう、部内に周知徹底を図りました。 
本件については、本庁及び厚生労働省と協議の上、支給事由が発生した時点

まで遡及して認定し、加算分全額を支給する旨決定しました。なお、保護決定

通知書の記載内容の改善については、本庁に対して報告を行いました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 12 月） 

オンブズマンが現地調査を行ったところ、注意喚起の看板の下に犬のものと思われ

る糞があるのを見つけました。公園内にも芝生や草むらに隠れて糞がある可能性は十

分に窺われました。市によると、畜犬取締条例やたばこの吸い殻及び空き缶等の散乱

の防止等に関する条例で定める罰則を適用する対応は現実的に非常に困難であり、

また、公園内に犬の立入りを禁止又は制限する条例がないことから、現状では法的に

は申立人の主張する方法を採用することは難しいとのことです。市は、引き続き看板に

よる注意喚起、清掃の徹底、町内会等への啓発活動、職員や委託業者によるパトロー

ル等を通じて、飼い主へのマナー指導を行っていきたいとのことです。 

オンブズマンが保健福祉局動物管理センターから、犬の適正飼育に関する普及啓

発等の状況について聞き取りしたところ、飼い主に対して適正な飼い方等について指

導を行うとともに、市内全域のパトロールを実施しているとのことです。特に公園や河

川敷等における放し飼いや糞の苦情等に対しては、関係機関と協力して現地指導を

行い、警告書の交付等を行うとともに、注意を促すリーフレットや不衛生・放し飼い注

意のプレートの配布を行っているとのことでした。土木センターにおいては、動物管理

センターと連携し、公園利用者にリーフレットを配布する等の対策、例えば、伊丹市の

犬の糞放置対策である「イエローカード作戦」など、他の自治体における効果的な対

策を参考にした検討をお願いします。 

なお、中央分離帯の街路樹に設置した看板は、札幌市屋外広告物条例違反の疑

いがあるので、別の方法を検討するなど、速やかに対処してください。  

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(17) 公園と自宅前道路における犬の糞尿対策（区土木部） 

自宅前道路が、付近の公園を散歩に訪れる犬の飼い主の通り道となって

おり、そこに犬が糞尿をするので困っている。市は、当面の対策として、

啓発看板を街路樹に取り付け、そのうち別の対策も検討することとなった。

しかし、今年になり市に問い合わせると、これ以上のことはできないとの

回答だった。公園を訪れ、糞尿をさせる飼い主がいる限り、道路の糞尿問

題は解決しない。公園内への犬の立入禁止や、公園に入るならばオムツを

履かせるなどの規則を作り、道路に糞尿をさせないようにするとともに、

公園をきれいに使えるようにしてほしい。 

引き続き看板による注意喚起、清掃の徹底、町内会等への啓発活動やパトロ

ールを通じて、飼い主へのマナー指導を行うほか、動物管理センターと連携し、

公園利用者に対してリーフレットを配布することを検討しています。 
街路樹に設置した看板は撤去することとし、自立式看板等の適切な方法によ

り設置をする予定です。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 26 年 12 月） 

申立人に対して使用目的を果たすことができない住民票を発行したことについて、

市は、申立人が戸籍全部事項証明書を呈示したにもかかわらず、職員が申出の内容

を的確に理解できず、確認が不十分であったとして、申立人に謝罪しています。あわ

せて、職員に対し再発防止に向けた指導を行っています。今後、今回と同様の事態が

生じないように、継続的に再発防止の措置を継続することを求めます。 

また、その後申立人から電話での問合せがあった際、対応した職員は、支援措置の

対象者である同居人の住民票（婚姻に伴う記載がされる前のもの）を発行したのは誤り

であったとして、申立人に謝罪しています。しかし、今回同居人の住民票を発行した手

続は適切であったということです。そのため、職員が謝罪したことは誤りであったという

ことになりますが、その結果、申立人は、支援措置が適切に運営されているか不安を

抱くことになったものと思われます。市においては、市民に対して正確な認識に基づい

た説明がなされるように、職員に対する指導を今一度徹底していただきたいと思いま

す。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(18) 住民票発行時における職員対応（市民まちづくり局地域振興部） 

本籍地（札幌市外）において、同居している女性との婚姻届を提出した。

後日、大通証明サービスコーナーにおいて、使用目的を妻の運転免許証等

の記載事項変更として、住民票を請求した。その際、支援措置（住民票等

の発行制限）を受けていることを伝え、婚姻の記載がされている戸籍全部

事項証明書（本籍地発行）を手渡した。しかし、交付された住民票には妻

の旧姓、旧住所、旧続柄（同居人）が記載されており、使用目的を果たす

ことができなかった。また、支援措置を受けている場合には、同居人の分

の住民票の交付は受けられないと聞いていたが、今回発行された住民票に

は「同居人」の記載がされていた。支援措置を受けている者に対する住民

票発行手続は、もっと慎重になされるべきではないか。 

本件の概要を職員に配布し、受付・審査における間違いの部分をクローズア

ップし、慎重な対応を行うよう周知徹底を図りました。特に、請求者が何を求

めているのか、利用目的等を的確に把握するよう指導しました。また、ＤＶ・

ストーカー等被害者の支援措置マニュアルの概要版を全職員に配布し、支援措

置の意義、証明発行時における確認事項の徹底等、厳格に運用するよう指導し

ました。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 27 年 1 月） 

市によると、申立人から通院移送費に関する相談を受け、ケースワーカーが通院移

送費（タクシー及び公共交通機関）の支給要件や申請手続について説明を行い、そ

の後、通院移送費（公共交通機関）の申請に基づき、医師の意見を聴取する等の手

続を経て、支給決定を行ったとのことです。したがって、通院移送費の支給申請につ

いて、市は、申立人に必要な助言を行ってきたとしています。 

オンブズマンがケース記録を確認したところ、申立人は高齢のため足腰が弱く、室

内を杖をついてようやく歩いている状態であることや、複数の病院へ通院し、足が悪い

ために通院には全てタクシーを利用していることを、ケースワーカーが家庭訪問等によ

り把握していたことがわかります。 

にもかかわらず、申立人がなぜ公共交通機関の通院移送費を申請したのかという

疑問が生じますが、高齢で申請書の書き方に不安があると思われる申立人が、よくわ

からないまま公共交通機関の通院移送費を申請した可能性も考えられます。ケースワ

ーカーは、このことに疑問を持ち、申立人に真意を確認すべきだったのではないでし

ょうか。 

市は、本件申立てを受け、申立人に通院移送費（タクシー）の支給希望を確認し、

支給手続を進めているとのことです。市には、被保護者の立場を尊重すべき生活保護

のケースワークの基本に今一度立ち返り、一層親切丁寧な対応を心がけるようお願い

します。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(19) 通院移送費（タクシー）の支給等に関する保護課職員の対応 

（区保健福祉部） 

私は生活保護を受けているが、様々な病気を抱えている上、足が不自由な

ため、杖がなければ一人では歩けない。病院に行くにはタクシーを使う必要

があるが、市からはバス代しか支給してもらえない。周りには、きちんと歩

けるにも関わらず、タクシー代を支給してもらっている人がいるのに、一人

で歩けない私にタクシー代を支給してくれないのはおかしいのではないか。

申立てを機に、申立人の通院移送費（タクシー）の支給申請の意思が確認で

きたため、申立人に申請書の記入方法を教示し、申立人から提出を受けました。

また、通院先の病院や実施機関医からも、給付を要するとの意見がありました。

申立人には、領収書の提出等の必要な手続を説明し、現在に至るまで通院移送

費（タクシー）の支給が行われています。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 27 年 1 月） 

今回の濁水事故は、緊急貯水槽の新設工事に伴って生じたものですが、市は本件

事故の発生を重く受け止め、再発防止に努めるとのことです。市民への安全で安定し

た良質な水の供給は、水道行政の重要な使命であることから、再発防止のための業

務改善に一層心掛けてください。 

また、市は、事前に濁水発生が予想される場合には、ビラの各戸配布、報道機関へ

の通知、ホームページへの掲載により広報活動に努めているとのことです。他方、本

件のような予想外の濁水事故が発生した場合、市民への健康被害を防止することが

第一であり、例えば、公用車で拡声器を用いて広報する等、迅速に広報活動を行う必

要がありますが、現状において、その体制が十分にできているとは言えないように思い

ます。市は、本件のような場合、関係部署との情報共有を図り、適切に広報活動できる

体制を確保したいとのことですので、早急に対応していただきたいと思います。 

さらに、市は、濁水解消までの間、給水車の派遣や給水袋による水道水の配付によ

る応急給水活動を行っているとのことですが、本件については、濁水処理作業を優先

したため、応急給水活動に遅れが生じたとのことです。今後、市は、関係部署との連

絡体制を強化し、応急給水活動体制を確保した上で作業を実施することとし、迅速に

対応できる体制づくりに努めるとのことです。市には、迅速な体制整備をお願いしたい

と思います。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(20) 濁水事故に関する市民への迅速な情報提供（水道局給水部） 

夕飯の支度のため水道の蛇口をあけたところ、薄く白く濁った水が出て

きた。マンションの水道設備老朽化が原因と考え、仕方なく夕飯に使用し

た。その後札幌市ホームページを確認したところ、水道の濁水情報があっ

た。それによると、建設中の緊急貯水槽の工事の影響により、濁水があっ

たとのことだった。水道局から濁水についての迅速なアナウンスがなかっ

たため、私は飲用に適さない水を飲用してしまった。 

市には、濁水事故の再発防止のためしっかりとした措置を講じていただ

きたい。また、濁水の発生を確認した場合には、直ちに市の公用車等によ

り飲用を控える旨の注意を呼びかけていただくとともに、濁水解消まで、

飲用水等の供給をしていただきたい。 

このたび改訂した「水道管等維持管理指針」に、緊急貯水槽の充水・洗管作

業時における注意点を記載するなど、維持管理部門と連携し、濁水事故の再発

防止に努めています。 
また、新聞・ラジオ・テレビ、広報紙・チラシ類、広報車の利用、ホームペ

ージ等を用いて、迅速な情報提供を行います。濁水が発生した場合は、速やか

に応急給水活動の体制をとり、給水車の派遣や非常用給水袋の提供等、適切に

対応します。これらの活動について、マニュアル化していましたが、現場の状

況の早期かつ的確な把握の重要性を改めて確認し、遅滞なく適切な対応がとれ

るよう、連絡体制の一層の強化を図ります。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 27 年 1 月） 

市によると、ごみ収集の所定開始時刻の 8 時 30 分から直ちに業務に従事するため

には、収集作業の開始場所付近で待機する必要があり、積雪期には、所定開始時刻

の約 30 分前から待機することもあるとのことです。待機場所については、通行人等に

危険を及ぼさないよう、また、交通の妨げにならないよう特に注意する旨、業務委託の

仕様書に記載があり、特に冬期間は、通勤・通学時間や除雪作業との兼ね合いもあり、

待機場所を確保することに困難が伴うことは理解できるところです。 

本件申立てを受けて、市は、当該受託業者に対する指導が必要と判断し、聞き取り

調査を実施した上で、業務にあたり周辺住民等に迷惑がかからないように十分注意す

るよう口頭指導し、すでに改善が図られたとのことです。また、他の業者に対しても、収

集車の待機場所は駐停車禁止とされていない場所とすることや、住民・ビルメンテナン

ス等の迷惑とならないよう、口頭指導及び周知を徹底するとのことです。オンブズマン

としては、このような市の迅速な対応を評価します。 

他方、コンビニの駐車スペースでの待機については、当該店舗の営業の妨げとなる

ため、そのような場所での待機を指導することはできないとのことです。食品を扱うよう

な店舗において、数十分もの間、ごみ収集車が駐車スペースを占有することは、営業

活動の妨げとなるとして苦情になることも十分に考えられることから、市の回答には合

理性があるものと考えます。 

今後も、ごみ収集作業が市民生活に支障をきたすことなく速やかに遂行されるよう、

市が適宜、事業者に対する調査指導を行うことをお願いしておきます。 

(21) ごみ収集車の路上駐車 

（環境局環境事業部） 

市のごみ収集の受託業者が、当社が運営協力しているビル付近の路上で

作業開始まで駐車しているため、除雪や荷物の搬出入に支障が生じている。

ビルの清掃担当者がその旨を乗務員に伝えたところ、「8 時半から業務開

始なんです」という、よくわからない返答をして、収集車を少し前に移動

したが、かえって大渋滞を引き起こす結果となった。乗務員はビルの隣の

コンビニで買い物し、車内で休憩しているようなので、コンビニに駐車す

ることはできないのだろうか。現在のこのような状況を改善してほしい。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 27 年 3 月） 

担当課において賦課決定（変更）するための入力票を受け取った日から賦課（減

額）決定がなされるまで約 3 ヵ月かかっていますが、これは、市によれば、平成 23 年度

以前の賦課（減額）決定については、職員が手計算で事務処理を行わなければなら

ず、また、平成 26 年度の当初課税の業務繁忙期と重なったことによるとのことです。オ

ンブズマンとしては、3 ヵ月という期間は長過ぎ、遅延していると評価されてもやむを得

ないという印象を持ちました。 

また、還付が遅延した点は、通知が未発送のままだったということであり、合理的な

理由は全く認められません。特に、申立人の要求に対し、職員が通知の送付を約し、

還付口座を聴取しながら、通知の送付が放置されていたことは、弁解の余地がないと

言わざるを得ません。 

市は、事務処理の遅延が把握できていなかった理由として、担当者が決められたチ

ェックリストを作成しておらず、また、決められたキャビネットに未処理の課税資料等を

保管せず、事務の進行管理から漏れていたこと等を挙げています。 

市は、今後、係長が各担当者の事務の進捗状況を確認し、月 1 回課長まで報告す

ること、課税資料等を担当者個人の机に保管しないよう徹底し、月 1 回机周りやキャビ

ネットの相互チェックを行うとの再発防止策を示しています。平成 26 年 10 月から運用

しているシステムでは、各担当者の事務処理状況を確認できるとのことですので、実効

性も認められることから、本件のような事態が再び起こることのないよう、対策の確実な

実行を期待します。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(22) 住民税の還付に関する市税事務所の対応（財政局税政部（市税事務所））

私は以前札幌市に居住していた。最寄りの税務署に過年分の確定申告書を

提出し、所得税が還付された。しかし、札幌市からは住民税の還付通知等が

届かなかったため、市税事務所に問い合わせたところ、確認し還付するとの

回答を得た。その後も一向に通知は届かず、市税事務所の職員に通知の再発

送を依頼し、還付口座を伝えた。しかし、本日現在、通知も届かず、還付も

されていない。速やかなる通知の送付、還付を求める。 

還付金が発生すると見込まれる方のリストを使用し、係長がこれを確認する

ほか、還付金振込口座の照会から 2ヵ月以上回答のない方については、一覧表

を作成して、再照会等の実施状況を把握し、毎月課長に報告することにより、

全体で進捗管理を行うこととしました。 

また、課税資料等を机の中に保管することのないよう徹底し、係長により月

1回の机周りチェック、課税資料等の保管キャビネットのチェックを行い、処

理漏れがないよう確認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 27 年 3 月） 

市によると、「お知らせ」のアドバイスの内容は、生活習慣病の三大リスク（血糖、血

圧、脂質）のうち、基準範囲を超えた項目の組み合わせにより定まるシステムを採用し

ており、基準範囲を超えた度合いによるものではないとのことです。しかし、生活習慣

の見直しや必要に応じた保健指導の利用が求められる「保健指導判定値」と、治療を

必要とする可能性のある「受診勧奨判定値」以上を同一に取り扱った上でアドバイスの

内容が決定されるというのには、疑問が生じます。 

本件において、申立人のＬＤＬコレステロールは「保健指導判定値」の範囲内である

にもかかわらず、「受診勧奨判定値」以上である奥様と同じ内容のアドバイスであること

に申立人が疑問を抱くのも理解できます。アドバイスの決定方法がいささか大雑把で

はないかと考えます。 

また、申立人へのアドバイスは「中性脂肪・ＬＤＬコレステロールが基準値より高い状

態、またはＨＤＬコレステロールが基準値より低い状態」と記載されており、「高い」と

「低い」が混在しています。よりわかりやすい表現に改めるなど工夫の余地があるように

思います。 

市は、わかりやすい「お知らせ」の作成に努めるとのことですので、アドバイスの内容

を含め、「お知らせ」のあり方について検討を進めるよう期待します。 

市の改善等の状況 ※平成 27 年 4 月フォローアップ調査 

 

 

 

 

 

(23) とくとく健診「これまでの健診結果と受診のお知らせ」 

（保健福祉局保険医療部） 

市から、とくとく健診「これまでの健診結果と受診のお知らせ」が送付さ

れてきた。しかし、受診結果に基づくアドバイスの内容が、病院の検査結果

と大きく異なっていた。検査結果によれば、いずれも基準範囲内であるにも

かかわらず、高いとか低いとか記されており、検査結果が違う妻と全く同じ

文章だった。担当課にこのことを尋ねるも、説明は要領を得なかった。予算

の無駄遣いともとれる今回のお知らせに強い憤りを感じる。 

「お知らせ」による受診勧奨を平成 27 年度において実施するかどうかは未

定ですが、実施する場合においては、「アドバイス」の表記について、各検査

項目の判定結果を「高低」だけでなく、よりわかりやすい表現に改め、当該「お

知らせ」が、健診結果の通知ではなく、継続的な受診を勧めるものであること

をより具体的に明記する等の改善を検討しています。 
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オンブズマンの判断（調査結果通知：平成 27 年 4 月） 

市によると、「身分証明書」を自宅住所以外へ送付することはできないという職員の

説明は誤りであり、そのことが判明した後、申立人に連絡して、申立人が希望されてい

た勤務先への送付をしたとのことです。 

職員は、郵送による「身分証明書」の請求について、説明を誤ったわけですが、この

ような誤りは他の職員にも起こり得るものであるという印象を抱きました。 

このような誤りが生じないようにするためには、職員が適切な業務知識を有している

ことが求められますが、市は今後、証明の種類による送付先の可否を一覧にし、担当

職員が確認しやすいようにしたり、担当係長による課内研修を実施し、正しい業務知

識の定着を図っていきたいということです。 

当該研修が、職員への業務知識の定着を進め、同種の誤りの再発を防止するととも

に、職員の適切かつ迅速な業務遂行に役立つものとなることを期待しています。 

(24) 郵送で請求した身分証明書の送付先 

（区市民部） 

本籍地である札幌市に対し、郵送による「身分証明書」の交付申請を行

った。その際、勤務先に送付してもらえるよう、本人確認書類に加えて、

勤務先の従業員証明書の写しも添付し、所定の返信用封筒とあわせて郵送

した。 

しかし、職員から電話があり、「自宅以外への返送はできない」と勤務先

への送付を断られてしまった。 

他の自治体においては、合理的な理由を付して請求した場合は、例外な

く発行されていることからすると、今回の札幌市の対応は、行政サービス

としていかがなものかと思われる。 
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