Ⅱ 苦情申立て事例（要約）
（平成 2７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。
※掲載されている市の機構は平成 27 年度のものです。
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苦情申立ての趣旨に沿っ

１

福祉分野
(1) 新制度移行に伴う平成 27 年 4 月からの保育料
（子ども未来局子育て支援部、区保健福祉部）

私の子は、認可保育所を利用している。平成 26 年度の保育料は、平成 25 年にお
ける一時所得の額を反映した金額となったが、一時所得がなくなった平成 26 年の
所得では負担しきれない金額であったことから、区役所に相談したところ、減免措
置の適用対象とならず、また、職員から、
「1 年間、我慢してください。
」と言われ
たこともあり、やむを得ず、貯金を取り崩して保育料を支払った。平成 27 年 4 月
からは保育料は安くなると思っていたが、前年度とほぼ同額の金額であった。区役

平成 26 年度において、負担能力を上回るような保育料を支払ってきたにもかか
わらず、その負担がさらに、平成 27 年 9 月まで続くということに納得がいかない。
保育料を減免する等、その金額を負担できるようにしてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 5 月）
平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が実施されたことに伴い、保育料決定
の時期が従前の 4 月から 9 月に変更され、9 月までは、平成 26 年度の保育料の額が、
ほぼそのまま継続することになりましたが、市は、市町村民税や国保料なども、前年の
収入に対して翌年に賦課する仕組みとなっており、制度上問題があるとは考えていな
いと説明しています。
オンブズマンは、申立人世帯において、平成 26 年度における保育料額と申立人世
帯における負担能力に差が生じることは、制度上、やむを得ないと考えますが、保育
料の決定時期が変更された結果、賦課された金額と実質的負担能力の差がある状態
が引き続き継続するような場合についてまで、上記のような市の説明による正当化は
できないと考えます。
そのため、オンブズマンは市に対し、平成 27 年 9 月以降の保育料の額を算定する
際には、世帯の所得が減少したことに伴い平成 27 年度の保育料が平成 26 年度から
変動することになる世帯に対する負担緩和措置を設ける等、何らかの対応が可能であ
るかについて、検討することを要請いたします。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月、平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経過措置で階層が変わらないことにより保
育料の支払いが困難な世帯に対し、一定の条件を満たした場合、減免する措置を
講じることとしました（子ども未来局子育て支援部、区保健福祉部）。
・申立人に対し、減免措置の説明及び申請の案内文を発送しました（区保健福祉
部）。
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置の適用対象にならないとのことであった。

Ⅱ

所によると、平成 27 年 9 月までは平成 26 年度の保育料が継続すること及び減免措

(2) こころのセンター職員の対応への不満（保健福祉局障がい保健福祉部）
私は、約 3 年前に医療過誤に遭う等のことをきっかけとして、医師との信頼関係が
築けず、思い詰めることを繰り返し、以前から札幌こころのセンターに相談していた。
今回も、センターの職員に話を聞いてもらおうと思い、訪問したが、担当の A 職員は、
私がセンターに相談するようになった経緯について前任者から引き継ぎを受けている
にもかかわらず、私の苦悩に配慮することなく、
「病院の対応に不満があるならば、病
院の医師に相談してはどうですか。
」と、医師への相談を薦めてくる。このような対応
には疑問を抱かざるを得ず、非常に不満である。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 6 月）
センターで行う相談は、相談者と担当者が協力して課題の整理を行い、達成可能な
解決へ向け共に考え、さらに新たな課題に気づき、行動できるように促し、支援するよ
うに努めるということを方針とし、医療を受診中の相談者の場合には、主治医の治療方
針に沿って対応することを原則としているということですが、申立人がセンターを訪問し
た目的と上記のようなセンターにおける相談の方針や原則とが適合していないことが、
A 職員の対応に関する不満の原因となったものと思われます。
申立人が求めていたことは、「誰かに話を聞いてもらう。」ことであり、これに対し、A
職員はセンターの前記方針と原則に従い、申立人が行うべき具体的な行動について
提案を行ったと考えられ、結果として、申立人にとっては、冷たく対応されたという印象
を受けたのではないか、と考えられます。
以上のことから、オンブズマンは、専門機関としてのセンターには、今回の申立人と
の面接相談が本来的役割から外れるものだとしても、その周辺に位置する相談として、
これについても、できる限りの対応がなされることが期待されていると思われます。
その観点からすると、A 職員には、申立人の相談について、より親切で丁寧な対応
が必要であったようにも思われます。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

・相談の目的が本来的役割から外れたものであった場合、又は予約なしに来所した
場合においても、できる限りの対応を丁寧に実施するよう努めています。
・多岐にわたる複雑、困難な相談事例への対応力向上のため、専門的な研修に積
極的に参加し、相談技術の研鑽に努めています。
・今後も本人からの希望があれば、相談の原則と方針を踏まえた援助可能な手段に
のっとって、相談を受けたいと考えています。
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(3) 収入認定における心身障害者扶養共済年金の誤った取扱い
（区保健福祉部、保健福祉局総務部）
私は生活保護を受給している。担当ケースワーカーから、
「心身障害者扶養共済
年金の取扱いについて」という文書が送られてきたが、共済年金は、時効で支払
えないということなのか、その文書の内容がよくわからないので、わかるように
説明してほしい。
さらに、保護決定通知書を見るだけでは、最低生活費や、収入として控除され
る金額の計算方法がよくわからないので、わかるように説明してほしい。

市の改善等の状況

※平成 27 年 8 月フォローアップ調査

・厚生労働省に対し遡及支給の適否照会をした結果、保護の変更決定の特例的扱
いとして、平成 24 年 11 月分から平成 26 年 12 月分保護費において誤って収入認
定された年金相当額を遡及支給することを認めるとの教示を得たため、この全額を
一時扶助として支給決定しました（区保健福祉部）。
・全区の保護課に対し、収入認定の取扱いについて遺漏なきよう注意喚起をしまし
た。また、扶養共済年金の取扱いについて確認し、留意するよう指示しました。業務
の内部点検等を指示し、各種加算及び収入認定の根拠の確認を組織的に実施す
ることを検討することとしました（保健福祉局総務部）。
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市によると、申立人が受給していた心身障害者扶養共済年金（以下、「扶養共済年
金」という。）について、市は、収入認定を行っていましたが、収入認定から除外すると
いう厚生労働省の通知があることが判明したため、誤って収入認定された 28 か月分に
ついては、厚生労働省の「最低生活費の遡及変更は 2 か月程度（発見月及びその前
月分まで）と考えるべきであろう」との技術的助言に従って、2 か月分を支給したとのこ
とです。
扶養共済年金が収入認定から除外されることになった経緯は、これを収入認定した
処分の適法性が争われた訴訟について、平成 15 年、行政側の最高裁への上告が受
理されなかったことから控訴審判決が確定し、それを受けて、厚生労働省から方針が
示されたためです。この控訴審判決で判示されているように、扶養共済年金は、被保
護者の生活扶助費というよりは、福祉増進、自立助長のための費用であり、それを誤
って収入認定しておきながら、2 か月分しか返還しないのは理解に苦しむところであり、
市民感覚からすると、とても容認できません。
オンブズマンは、誤って収入認定した 28 か月分のうち返還されていない 26 か月分
の支給を検討するよう市に強く要望したいと思います。
なお、実施機関においては、保護費の計算等の事務の際、より緊張感を持って対
応するとともに、保護決定通知書の改善を含め、効果的な再発防止策を具体的に検
討して実行に移すよう、改めて要望します。【趣旨沿い】
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オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 7 月）

(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付に係る誠意のない対応（区保健福祉部）
子どもが大学に進学予定のため、入学前に、母子父子寡婦福祉資金貸付制度に
ついて保健センターに聞きに行ったところ、合格後、4 月に在学証明書をもらっ
たら、それを提出して手続きするように言われた。合格後 1 週間以内に入学金と
授業料を支払わなければ入学手続きができないため、とりあえず借金をして支払
い、4 月に貸付申請をしようとしたが、担当職員に「支払い済みの前期分の授業
料については貸付できない。」と言われた。その代わりに 4 年生になれば、その
分追加融資すると約束されたので、4 年生まで待って手続に行ったが、その職員
は退職しており、引継ぎもなく、そもそも遡って貸付することはできないという
話であった。市の誠意のない対応には納得がいかず、貸付をしてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 9 月）
母子父子寡婦福祉資金貸付制度の取扱要領では、授業料分の修学資金貸付にお
ける添付書類について、「在学証明書（入学前に申請する場合は、合格証明又は入
学許可書の写しとし、入学後、在学証明書を提出）」となっているが、実務の取扱いで
は、在学証明書が出てから申請を受け付けているとのことです。また、市では、明文の
規定はないものの、既に支払済みのものについては貸付けを受けられないことになっ
ているため、4 月に在学証明書が出る前に支払をした授業料については貸付けを受
けられないことになります。
オンブズマンは、取扱要領に定めるとおりの運用をし、仮に貸付後に、在学してい
ない等の事情が判明した場合には、貸付決定の取消しを行うことの方が、制度の目的
に合致するものと考えます。
市は、支払済みのものについては貸付できないが、それによって、将来の資金計画
にしわ寄せが来るようであれば、4 年生の時に貸付額の増額申請ができる旨を説明し
たとのことですが、申立人は、4 年生になったら 1 年生の前期分授業料を貸付してもら
えるものと捉えていたようです。しかし、自己資金が不足している場合には特別分限度
額での増額申請を行うことが可能であることは、4 年生時に限られているものではなく、
職員の説明が不十分であった可能性が非常に高いように思われます。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月、平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・申請者に対し正確な説明を行うために、必要書類等の重要事項を載せた文書を
作成し、交付したうえで案内することとしました。
・修学資金の貸付にあたって、前期授業料に関して事前相談を受けているものに対
し、合格発表前に事前審査を行い、合格発表後に合格通知をもって本申請ができ
るように取扱いを整理しました。また、支払い済みの経費は貸付の対象外とすること
について、「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」に「支払い済
みの経費についての取扱い」の項を設け明記しました。
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(5) 福祉割引ウィズユーカードの払戻しの遅延
（保健福祉局障がい保健福祉部、交通局事業管理部）

平成 27 年 4 月、利用廃止に伴う払戻しのために「福祉割引ウィズユーカード
（子ども用）
」5 枚を区役所に提出したところ、2 か月程度の時間を要する、と
いう説明を受けた。しかし、その時期を経過しても連絡がなかったため、7 月初
旬、市役所に問い合わせた。「8 月までには」という回答を受け、待っていたが
連絡はなく、改めて問い合わせたところ、
「交通局から通知が来ないが、判読不
明なカードがあり苦慮している。もう少し待ってほしい。
」ということだった。
しかし、11 月に至るまで、何らの回答がない。きちんとした連絡がなされない
渡さないことも問題である。

市によると、申立人に対する払戻しは、11 月中旬に手続を完了したということですが、
これだけの時間を要したのは、想定していた枚数を上回る枚数の処理が必要となった
ためということです。このような状況が判明した時点において、交通局本局に設置して
いる読み取り機を 1 台から増設する等の方法により、処理の迅速化が図られるべきで
あったように思われます。
また、申請当初から、払戻しには数か月かかる場合もあるという説明をしていれば、
申立人の受け止め方は、また違ったものになっていたかもしれません。市においては、
今後、払戻し手続に時間がかかる場合には、その旨を請求された方にお知らせすると
いうことですが、当初からそのような対応が求められていたように思われます。
払戻し請求時における請求書の写しの交付については、本件カードのような金銭的
価値のあるものを市が受領した場合、それを証する文書を交付することは、原則として
必要なことであると考えます。この点、市では、コピーの交付の徹底を図り、申立人の
要望を今後の業務に反映させるということですので、速やかな対応をお願いいたしま
す。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・払戻しは、窓口での受付後遅くとも 4 か月以内に実施しているところです。また、何
らかの事情で時間がかかる場合には、その旨を請求者にお知らせすることとしてい
ます（現在のところ、すべて 4 か月以内に払戻しを完了）。
・払戻し請求時には請求書のコピーをお渡ししています（以上、保健福祉局障がい
保健福祉部）。
・払戻しの各工程の再精査を行い、一層の分担・効率化により処理の迅速化を図っ
た結果、処理期間を３分の１以下に圧縮しました（交通局事業管理部）。
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オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 12 月）
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ことは問題である。また、払戻し請求の際、要求しなければ請求書のコピーも

(6) 国保料還付に係る職員の高圧的な対応（区保健福祉部、区市民部）
国民健康保険を脱退したので、保険料について、具体的な金額とその理由の説
明文書を送付してほしいと区役所に要望した。後日、7,000 円ほど還付になると
連絡を受けたので、還付の申込書を送ったが、区役所からの文書には 30 円と記載
されていた。また、説明文書は送られてこないままであった。そこで日曜日に区
役所に連絡をしたが、電話に出た職員（日直員）は、冷たい対応であった。謝罪
を求めたが、心がこもっておらず、極めて不快である。案内を誤ったことの謝罪
とその理由、説明文書が送られて来なかったことの説明、さらに、区役所が土日
にも対応できる態勢を整備することを求める。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 12 月）
職員がどのような説明を行ったか、詳細を認定することはできませんが、申立人から
提供されたメモ書きの画像をみますと、少なくとも還付金額が 7,000 円くらいになると誤
解するような内容のものであった可能性があると認めることができます。今後は、市民に
対する説明内容が正確であるとともに、容易に理解できるものとするよう、万全を期すた
めの努力を怠らぬことを求めます。
市が送付した文書には、年度途中で国保の被保険者資格を取得・喪失した場合に
おける一般的な計算方法や、具体的な還付金額についての記載がなかったことから、
申立人としては、説明文書ではないと受け止められたものと思われます。
今後、市民から保険料額の問合せがあった場合、一般的な保険料額の決定方法の
問合せなのか、年度途中で加入・脱退する場合における具体的な保険料の取扱いなの
か等、その求める内容に応じた、適切な対応を心がけることを望みます。
また、区保険年金課ではすでに、閉庁時刻以降にも納付相談を受け付ける日を設け
る等の対応を行っていますが、人員や経費等を考慮しながら、できる範囲で、市民の利
便性を高めるための対応をとられることをお願いします。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・係会議等で市民応対について確認するとともに、接遇に関する苦情を防止してい
く旨、職員間で共通認識を持ちました。また、市民への説明については、確認を怠
ることなく、曖昧・思い込みの説明をしないこと、正確な情報をわかりやすく伝えること
を確認しました（区保健福祉部）。
・日直員全員に苦情内容について周知し、市民応対について指導を行うとともに、
苦情のあった日直員には懇切丁寧な対応を徹底するよう個別に指導しました（区市
民部）。
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(7) 児童手当の返還を求める市の判断（区保健福祉部）
私あてに区保健福祉課から、同課で作成した児童手当の消滅届と、受給資格が
遡ってなくなるので、受給した手当の返還を求める通知が送られてきた。同課は、
私に対しては詳細な調査を実施の上、私ではなく、元妻が子を監護していると判
断する一方で、元妻へは何の調査もせず、児童扶養手当を支給している。そこで、
同課に対し、具体的な調査内容と何の法律に基づき児童手当の返還を求める判断
を行ったのか、回答を求めたところ、その回答は、施行規則に定めがあるという
ことで法律的判断を避けており、調査については詳細な記録はない、というもの
であった。このような調査体制や手続について、非常に不信感を抱いている。
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市によると、申立人の実際の居所は住民登録の場所とは異なり、児童手当の支給
要件である「子と生計を同じくする」とは認められず、仮に生計を同じくするとしても、児
童手当法は、受給要件を満たす複数の者のうち 1 名が児童と同居している場合には、
その者を受給資格者とみなすと規定していることから、子と同居する元妻に受給資格
が認められるということです。市が現時点においてこのように判断することは、オンブズ
マンはやむを得ないことであると考えます。
しかし、平成 25 年 3 月に、区保健福祉課職員が元妻宅を訪問し、申立人が同居し
ていない事実を確認しておりますが、これは、元妻の児童扶養手当の受給資格認定
のための手続であり、申立人の児童手当受給資格を認定するための手続ではありま
せん。そのため、この手続を根拠として、遡及的に申立人の児童手当受給資格が認め
られないとすることは、区保健福祉課が平成 25 年と 26 年に申立人から提出された現
況届に基づき、申立人に対する児童手当の支給継続を認定していることを考慮すると、
疑問を抱かざるを得ません。
また、市によると、申立人から児童手当の返還を受けたとしても、元妻に対し児童手
当の遡及支給はないということですが、同課では申立人と元妻が世帯分離した平成 24
年 8 月、元妻から児童手当の申請がなされた際、申立人が児童手当の受給要件を満
たしていると判断し、元妻に対し「申請は却下される。」という説明を行っています。こう
した経緯からすると、オンブズマンは、申立人に児童手当の返還を求めることは、法の
目的に悖るおそれがあり、適切ではないと考えます。
申立人と市との間で見解が対立している現状では、消滅届の提出がなされることは、
困難であるように思われます。また、申立人に対し児童手当の返還を求めることは適
切ではないと考えますが、返還が必須とするのであれば、消滅届の提出を待つのでは
なく、申立人の児童手当の受給資格の認定処分を取り消し、不服申立てを可能とする
等の対応も、一つの選択肢であるように思われます。
児童手当と児童扶養手当の受給者が異なっていたことは、本来ありえないことであり、
区保健福祉課では、平成 27 年度の児童扶養手当の受給資格の認定の際、児童扶養
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オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 1 月）

手当と児童手当の受給者が異なっていないかの点検を行ったということです。
今後、同種の誤りが生じることがないように、他区の保健福祉課に対しても情報を提
供し、注意を喚起することが必要であると考えます。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・申立人からの資格消滅届の提出を待たずに、受給資格は職権で別居日をもって
遡及消滅とするが、返還金については請求しないこととし、申立人に通知しました。
また、元妻に対して支給差し止めしていた児童扶養手当についても差し止めを解除
し、平成 28 年 3 月に全額を支払いました。
・各区係長会議において一連の経過報告を行い、情報共有と注意喚起を行う予定
です。

(8) 劣悪なグループホームの環境（区保健福祉部）
区保護課等の世話により、区内のグループホームに入所したが、1 階にある居
室は、暖房を使っても室温が上がらず、一日中服を着込み、ストーブの前に座っ
ていなければならない。また、2 階の入居者が夜中に騒ぎを起こすこともあり、
先日は、友人宅に滞在せざるを得なかった。このような劣悪な環境について、保
護課に対し窮状を訴えたが、現在に至るまで色よい返事がもらえていない。高齢
で身体に障がいのある私は、冬の寒さには身体的に厳しい状況にあるため、高齢
者賃貸住宅などの食事サービス付きの施設へ転居できるようにしてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 1 月）
調査の結果、申立人は本件グループホームから別の施設への転居が決定している
ことが判明いたしました。また、そこに至る過程において、区保護課では、申立人のシ
ョートステイの利用可能性や救護施設の入所可能性を探っています。オンブズマンと
しては、区保護課においては、申立人の要望を把握して以後、できる限りの対応を行
ってきたものと考えます。今後、申立人の暮らしが安定したものとなるように、市には、
申立人に対する適切な支援や助言が行われることを期待しています。【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

申立人は平成 28 年 1 月に高齢者・障がい者向け住宅に転居しましたが、生活環
境は良好で、満足しているとのことです。転居により通院先への移送手段を失ったた
め、申立人が途切れなく必要な医療を受けられるよう通院移送費を認定していま
す。
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(9) 保護変更決定通知書の変更のお知らせ
（区保健福祉部、保健福祉局総務部）

私は生活保護を受けているが、保護課から、
「平成 27 年 4 月から以下のように
保護変更決定通知書が変わります。
」と書かれた文書が送られてきた。この中の「あ
なたに実際に支払う扶助費」という欄に 50,000 円と書かれていたので、これが支
払われるものだと思っていたが、そうではなかったため、担当ケースワーカーに
説明を求めた。この文書は生活保護受給者全員に送っているものだと説明された
が、金額が例であることは一切書かれていないため、実際に支給されるものとの
誤解を与える可能性が非常に高い。また、受給者の中には、最低生活費全額の人

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 7 月）
本件文書を見ると、金額が例であることはどこにも書かれていませんが、本件文書と
ともに送付された保護決定（変更）通知書と内容を比べてみると、名宛人、区保健福祉
部長名及び公印、日付、文書番号、この処分に係る審査請求及び取消訴訟に関する
事項の教示文の記載がありません。そのほか、本件文書の上部には、大きな文字で
「お知らせ」、「平成 27 年 4 月から以下のように保護変更決定通知書が変わります。」と
記載されており、記載されている「あなたの世帯の最低生活費」等の欄に書かれている
内容からすると、オンブズマンとしても、本件文書が保護変更決定通知書の様式変更
をお知らせするための文書であると認識することは困難なことではないように思います。
市は、周知文について、誤解を与えないよう、表現等に十分に注意を払うとの意向を
示していますので、表現の工夫に一層努めていただきたいと思います。
また、それぞれの受給者に合わせた文書を送付すべきとの主張については、生活
保護を受給されている方は年々増え続けている状況であり、本件のようなお知らせ文
についてまで、それぞれの世帯に合わせた文書を作成するとすれば、本来行うべき業
務に支障を生じるおそれも否定できません。市が、周知する内容が一律のものについ
て、個別に送付する文書を変える必要はないとの見解を示していることについて、問
題があると言うことはできません。【不備なし】
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れに合わせた文書を送付すべきだ。
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もいれば、一部を受給している人など、様々な立場の人がいるのだから、それぞ

(10) 納得がいかない保護費の振込金融機関
（区保健福祉部、保健福祉局総務部）

札幌市に転入したところ、区保護課から、生活保護費の入金先をゆうちょ銀行
の口座から変更するよう求められた。そこで、最寄りの銀行支店に口座を開設し
たところ、私が口座を開設した支店は振込の対象外であるという説明を受けた。
また、ゆうちょ銀行は、そもそも対象外ということであった。
このことに納得がいかず、担当者に理由を確認したが、「札幌市の都合です。」
と答えるのみで、十分納得のできるような説明を受けられなかった。私は、ゆう
ちょ銀行は全国に支店が存在しており、利用者にとって便利であると考えており、
生活保護費の入金先として指定できるようにしてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）
市によると、ゆうちょ銀行は「振込の取消」ができないことから、振込先として指定して
いないということです。「振込の取消」ができないとすると、保護費が過支給となる場合
があり、その場合には、いったん支給された保護費から過支給分を返金していただく
不利益が生じるということです。このような事情を考慮すると、現在、市において、ゆう
ちょ銀行に保護費の振込ができないとする取扱いは、一定の合理性があると考えま
す。
しかし、ゆうちょ銀行へ保護費の振込ができない理由について、申立人に十分な説
明が行われなかったことが、今回の苦情申立てにつながったものと思われます。今後
は、同様の問合せに対し適切な説明が行えるように、職員に対する周知をお願いいた
します。
また、申立人が口座を開設した銀行の支店は、保護費の振込先として市による指定
がされていませんでした。申立人が区役所に来庁された際、担当者は保護費の振込
が可能な金融機関の一覧表を渡して説明していますが、今後、職員には上記のような
食い違いが生じることのないような説明を心がけていただきたいと思います。
保護費の振込可能な金融機関の本支店が増えることが、利便性を高めることは疑
いを入れません。市としても、保護費の口座振込のあり方について検討の必要性があ
ると考えているということですので、オンブズマンは、市に対し、被保護者の方の利便
性に配慮しながらの前向きな検討をお願いしたいと思います。【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月、平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・保護課職員に対し、保護費の振込可能金融機関が限定されている理由及び新規
に口座を開設する者に対する説明を丁寧に行うよう周知しました（区保健福祉部）。
・ゆうちょ銀行と協議を行った結果、振込の取消は困難との結論でした。その他の金
融機関については、取扱店が拡大されることとなりました。今後は、やむを得ない場
合には非取扱店への振込も認める方向で調整中です（保健福祉局総務部）。
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(11) 要介護認定の変更による不利益（区保健福祉部）
私の母は要介護 2 の認定を受け、介護老人保健施設に入所していたが、介護認定
の更新に伴う認定調査が行われた結果、要支援 2 と認定された。それに伴い、老健
を退去し、民間の施設に入居することになった。しかし、母によると、調査の際、
立ったり歩いたりすることも求められなかったとのことであるし、また、これまで
の調査の際は私が立ち会っていたにもかかわらず、今回は、突然、調査員が老健に
やって来て、私が不在の状態で調査が行われたことから、適正な調査が行われたの
かについて疑問を感じた。そのため、北海道介護保険審査会に審査請求を行い、そ
の結果、以前と同じ要介護 2 と認定された。

から、市に対し、今後、認定調査において、今回のような間違いが起きないよう、
適正な調査を求めるとともに、今回の間違いの原因を調べてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）
市によると、1 回目の認定調査において、実際に行っていない行為については、介
護者への確認により、適切に把握しているものと考えていると説明しています。オンブ
ズマンは、認定調査票を確認しましたが、介護者から聞き取った内容について記載さ
れていることから、実際に行っていない行為についても、聞き取りにより、適切に把握し
ているものと考えます。
また、1 回目と 2 回目の一次判定において、お母様の要介護認定等基準時間に差
が出たことについて、市は、介護の手間は、対象者の介護環境や外出頻度等の影響
を受けることから、対象者の置かれている状況により変化する可能性があり、本件にお
いて、このような違いが生じることは不自然なことではなく、認定調査は適正に行われ
たものと考えていると説明しています。
オンブズマンは調査項目の詳細を確認しましたが、それを見る限り、入所している施
設の介護体制（人員や設備等）の違いによって、多少、差が出ることも考えられるところ
であり、調査は適正に行われたとの市の見解に問題があるということはできません。
認定調査時における同席について、市は、申請書に「調査時同席の有無」の欄が
あり、提出時に、同席を希望するかどうかを確認しており、本件においても、申請を行
った老健に確認したところ、同席者はいないとのことであったと説明しています。オンブ
ズマンは申請書を確認しましたが、「同席しない」に丸印がついており、市が、申立人
の同席を求めなかったことについて、問題があるということはできません。今後、このよ
うなことを事前に防ぐためにも、ご本人やご家族以外の方が代行して申請された場合
には、認定調査時のご家族の同席希望の有無を、ご本人あるいはご家族に確認した
かどうか、申請者に対しきちんと確認することを徹底していただきたいと思います。
【不備なし】
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間の施設に入所しているが、そこは、老健と比べて経済的負担が重い。以上のこと

Ⅱ

そこで、元々入所していた老健に戻りたいと思ったが、空きがなく、そのまま民

(12) 障がい者交通費助成カード交付方法の不公平
（保健福祉局障がい保健福祉部）

区役所で初めて障がい者交通費助成カードの交換を行ったが、現行の制度で
は、年間上限額の 48,000 円を利用できない不公平、不平等がある。現在の制度
では、同一年度に最大 4 回、1 回の交付額は 12,000 円とされており、交付を受け
たカードは、残額の有無にかかわらず、持参したカードと同じ枚数の新しいカー
ドを交付する扱いとされている。また、交換時に 12,000 円よりも少ない交付を
受けた場合、その回の上限額に満たない未交付分について、次回以降に繰り越し
て交付を受けることはできないとされている。すべての人にカード 48 枚（48,000
円）が平等に交付されるように、4 回という交付回数の上限を撤廃することを要
望するが、もしそれができないならば、交換時に持参したカードと同枚数のカー
ドを交付するのではなく、上限の 12 枚のカードを交付できるようにして欲しい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 9 月）
市によると、助成カードの紛失リスクの軽減、不正利用の防止などが、交付回数及
び交付枚数に上限を設けた理由であるということです。また、前回の交付枚数よりも多
い枚数の交付を求める場合や、やむを得ない事情があって使用済みの助成カードを
持参できない場合には、同一年度内 1 回に限り、申立てによる救済を図っているという
ことです。オンブズマンとしては、交付回数や交付枚数に上限を付すことには、もっと
もな理由があり、交付時に同枚数の使用済みのカードと交換するという取扱いについ
ても、一定の救済措置が設けられており、適切なものであると考えます。
また、対象となる方全員一律に同枚数の助成カードを交付することは、実際のカー
ドの利用が確認できず、他者への売却等の不正利用を誘発するなど、オンブズマンと
しては、適切でないと考えます。
なお、平成 29 年 4 月以降、助成カードの IC カード化が図られ、カードへのチャージ
回数には制限を設けず、金額についても、年間の助成額の範囲内において、カード
にチャージできる金額の範囲内であれば、制限を設けない方針であるということです。
市には、現在、助成カードを利用されている方の利便性が高まるように、円滑に IC
カード化が実現されることを期待しています。【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・助成カードについては、平成 29 年 4 月からの IC カード化を進めているところです
が、チャージ回数には制限を設けず、金額についても、助成額の範囲内であれば
制限を設けない予定です。
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(13) ケースワーカーの不当な生活指導（区保健福祉部）
私は疾病により、ご飯が炊けない状態になったため、レトルトごはんを主食にし
ていた。しかし、私の自宅で保護課の担当ケースワーカー（以下、
「担当 CW」とい
う。
）から、
「高いからたくさんご飯を炊いて、小分けにして冷凍したら安く食べら
れますよ。」と言われた結果、
「ご飯は高い」という気分になり、現在まで食べてい
ない。そこで、翌月に市民の声を聞く課にこの内容を伝えたところ、すぐに謝罪の
連絡が来たが、私の状況は変わらない。レトルトごはんは高いのであろうか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）

平成 28 年 3 月、2 年前に亡くなった父あてに高齢者おむつサービス事業の決定通
知書が区役所から郵送された。市は、すでに除票になっていることを把握していたの
に、きちんと確認せず、機械的に決定通知書を送るのはいかがなものか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 4 月）
市によると、誤発送の要因は、お父様が亡くなられた時点でサービスの廃止決定の
処理がなされていなかったこと、また、平成 28 年 2 月末からの新システム導入にあたり、
対象者の死亡についての確認を怠ったことなどであるとのことです。申立人の心情を察
するなら、今回の誤配送は、市において重く受け止め、反省するとともに、再発の防止
を的確に務めることが基本となります。オンブズマンとしては市の真摯な反省を受け止
め、改善努力が重ねられることを期待したいと思います。さらに、新システムによって、死
亡者の表示の仕方が他のリスト掲載者と比較して日付を注意しないと分かりにくいものと
なっており、プログラムの改善によって、職員の見落とし防止が容易になると考えられま
すので、これについては本庁と連携を図ることが期待されます。【趣旨沿い】
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(14) 故人あての決定通知書の送付（区保健福祉部）

Ⅱ

市によると、担当 CW の発言は、レトルトご飯を食べてはならないという趣旨ではなく、
また、あくまで保護の支給開始前の実態調査時における「助言」であり、生活保護法第
27 条の「指導」とは異なり、従う義務が生じるものでもない、ということです。 オンブズマ
ンは、担当 CW が申立人の経済事情を考慮して、食費の負担が大きくなることを懸念し
たこと自体は、保護を担当する職員として、当然、憂慮すべき事柄であったと考えます。
しかし、この実態調査時に、申立人の食生活のあり方に立ち入る発言を行ったことは、
結果として、いささか性急であったように思われます。むしろ、優先すべきは、申立人の
保護の要否を判定する前提として、申立人の生活実態を把握することであり、保護開始
後において初めて、申立人の生活に関する助言や指導等を実施するとともに、それら
が申立人に聞き入れられるような関係を形成するための対応が、求められていたように
思われます。【趣旨沿い】

(15) 子育てサポートセンターの心無い対応（子ども未来局子育て支援部）
ファミリーサポートを利用するため、さっぽろ子育てサポートセンターに電話し
た。担当者は、初めは普通に対応していたが、提供会員とのマッチングの話になっ
た途端、捲し立てるような口調で、サービス提供の都合がつかなくなった場合のこ
とを強調し、他に子どもを預けることができないか何度も繰り返し確認された。依
頼の内容は、職場で休みが取れないので、子どもが楽しみにしている習い事の送迎
をしてほしいというものであったが、これは市外での活動が含まれることから、援
助の対象とならないとのことであった。そのこと自体は納得しているが、センター
の対応は、困っている人に対して心無いものであり、深く傷ついた。
センターの担当者には、利用者の気持ちが理解できる方を起用していただきたい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 2 月）
子育てをする中でどうしても人の手を借りたいという場合にセンターへの依頼がなさ
れると思いますが、提供会員、依頼会員を含めたネットワークの中でこそ、最も適切な
運営が可能となります。
オンブズマンは、電話対応について、その場に居合わせておらず、その当否につい
て判断することはできませんが、センターとしては、申立人の思いを真摯に受け取め、
今後は、こうした事態が生じることがないようにできる限り依頼会員により添った対応を
心がけるということです。また、市としても、今後、依頼会員が求める内容等を早い段階
で的確に捉え、援助ができない場合でも他の方法等をアドバイスするなど、適切な対
応ができるよう、センターと協議していくということです。オンブズマンは、子育てしやす
い社会をいかに作っていくかを考えて、適切な対応がなされることを期待しています。
【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

センターでは、職員の接遇態度を常に意識し、依頼会員が求めている内容を的
確にとらえ、可能な限り相談内容に応じるよう努力をしており、援助ができない場合
でも他の方法等をアドバイスするなど、依頼会員に寄り添いながら相談に応じてい
ます。今後も職員間で相談内容の共有を図り、会議で接遇態度について定期的に
検討等を行うことで意識向上に努め、業務を推進していきたいと考えています。
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２

観光・文化・教育分野
(1) 体育振興会の不適切な運営
（観光文化局スポーツ部、区市民部、教育委員会学校教育部）

私はスポーツ少年団の運営をしている。小学校の学校開放を利用したいと考え、
管理運営を担当している体育振興会に問合せをしたが、新たな加入は困難であると
のことであった。その後、改めて加入を求め、ようやく加入が認められたが、認め
られるまで 10 か月もかかったのは納得がいかない。また、振興会の規約内容は、
「す
でに利用している団体の利用が優先される。
」という、極めて排他的な条項を含んで
おり、公的施設の利用のあり方として望ましくない。

員の対応にも問題がある。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 7 月）
加入承認に 10 か月を要したことは、やや遅きに失したように思われます。市
においては今後、施設利用の公平性確保の観点から、各体育振興会に対し、そ
の自主性を阻害しない範囲において、適切な運営を要請することが期待されて
いると考えます。また、ひとたび加入が承認されて以降は、加盟団体は本件振
興会の内部での議論を通じ、民主的にルールを形成していくのが原則であると
考えます。
市が、まちづくりセンター所長の懇親会参加は、市民の意見が反映された市
政の運営のための「本来業務」であると解することについて、問題があるとは
言えません。また、校長及び教頭は、懇親会参加費を実質的に負担しており、
「接
待」を受けた事実はないと考えます。
今後、
「地域に開かれた学校」の実現のために、校長等と地域住民との交流も
重要になってくるものと思われますが、そのような交流の際に留意すべき事項
をできる限り明示する等、学校と地域との間で適切な関係を形成し、相互の交
流を妨げないためにはどうすべきか、検討する必要があるように思われます。
【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

・学校開放の自主管理団体に対して、契約事項を順守した運営を徹底するよう求め
ていきます（観光文化局スポーツ部）。
・コンプライアンス推進委員会を設置しており、引き続き、業務の適正な執行や不祥
事防止のための取組を行っていきます（区市民部）。
・公正な職務の執行に対する市民の誤解を招くことがないよう、各学校長へ通知す
るとともに、各学校へ注意喚起を行います（教育委員会学校教育部）。
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席していたが、このような「接待」は不適切であり、それを受け入れている上記職

Ⅱ

さらに、総会終了後の宴会に小学校の校長、教頭やまちづくりセンター所長が出

(2) 区体育館の不誠実な対応

（観光文化局スポーツ部）

区体育館の体操の一般開放時の A 指導員は、体育館内に台車を放置するなど
仕事をせずに遊んでばかりいる。私は、何年にもわたり、さっぽろ健康スポー
ツ財団（以下、「財団」という。）に強く要請してきたが、一向に改善されなか
った。
A 指導員と体育館館長と私の 3 人での話合いの際、録音しなければ話を聞かな
いと言うので、やむを得ず録音に応じた。その後、録音したテープの管理体制
を確認したく「管理規定を見せてほしい」と電話をしたが、
「適切に管理してい
る」と言われた。ちなみに録音テープは入口横の棚に無造作に置かれている。
区体育館及び財団は、利用者が最低限のことを要求しても言い訳ばかりで、
誠実な対応をお願いしたい。また、録音する際は、使用目的、管理体制をきち
んと説明してから行ってほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 9 月）
財団は、指定管理者として区体育館の管理運営を行っています。
財団は、申立人の要求に対して、台車問題などについては改善を図っていま
すが、実現までにかなりの時間と手間がかかっているように思いますので、市
においては、利用者の苦情、特に安全にかかわる件について迅速に対応できる
よう、本件を機に財団に対して指導をお願いしたいと思います。財団において
は、改めて利用者の苦情を真摯に受けとめ、速やかで丁寧な説明、改善等の対
応が望まれます。
財団では、
「個人情報の保護に関する細則」を定めており、個人情報の取扱い
についてはプライバシーポリシーによって明らかにされております。なお、録
音の利用目的については事後的に通知、公表すればよいとされており、録音デ
ータについては、個人情報の取扱いにおいては公文書とみなされることとなり
ますが、財団では金庫に保管しており、管理について不備はないと考えます。
録音に関する申立人の疑義について、現行の規定等を踏まえて、区体育館では
丁寧に対応していただきたいと思います。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

指定管理者に対し、苦情等調査結果を踏まえ、業務改善を図るとともに具体的な
改善内容を報告するよう指導したところ、指定管理者から、「指導員への指導につい
て、指導員要領に基づき注意事項等を徹底する」、 「安全確保に関わる苦情・要望
については、最優先で対応する」、「相手の立場を考えて丁寧な対応を行う」、「各施
設での内部研修では、事例を挙げて指導する」、「職員間、他施設との情報共有を
図り、同様の苦情の防止を図る」等の業務改善を実施していくとの回答を受けまし
た。
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(3) マレーグマの死亡に関する動物園の対応（環境局円山動物園）
円山動物園で、マレーグマが恐ろしい唸り声を上げ、激しく争う姿を目撃した
が、飼育員は何らの措置を講じていなかった。恐ろしい思いと悲しい気持ちにな
ったが、翌日、襲われたマレーグマが死亡したことを知り、ショックを受けた。
その後、マレーグマが暮らしていた展示室に花を供えたが、勝手に動物園センタ
ーの方に移動され、つらい思いをした。
マレーグマ（ウッチー）が死亡したことについて、担当者や獣医、管理職の責
任の所在を明らかにするとともに、弔花の取扱いや園長による見解の表明等その
後の円山動物園の対応にも不満があるので、説明を求めたい。

Ⅱ

円山動物園では、ウッチーの死亡を受けて訃報の掲示や献花台の設置を行ってい
ます。また、インターネット公式サイトには、動物園長の見解とウッチーの死亡原因と経
緯についての説明のほか、市民から寄せられた意見・質問に対する回答が掲載され
ています。献花台については、展示施設が混雑することが予想されたので、動物園セ
ンターに移動したということであり、やむを得ない対応であると考えます。
オンブズマンは、公にされている動画を見ましたが、動物園における動物の展示に
はふさわしくない状態にあったのではないかとの印象を抱きました。円山動物園にお
ける動物の飼養、保管及び展示の適否については、動物の愛護及び管理に関する法
律に基づき札幌市動物管理センターが立ち入り検査を行い、円山動物園から同セン
ターに対し、事故報告書が提出されています。これまでの円山動物園の対応に問題
があった場合には、今後同センターから、同法第 23 条に基づく勧告・命令等の措置が
取られることになります。
オンブズマンとしては、円山動物園には、同センターによる措置に従うことを求める
とともに、同センターによる措置の対象外の事項についても、動物園に来られる市民
の目線を尊重して、独自に適切な対策を講じることを望みます。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

市動物管理センターからの勧告に対し、平成 27 年 9 月 30 日に改善結果報告を
行いました（法の基準に適合した適正な飼育実施体制の構築、計画及びマニュアル
の整備、職員教育の強化、施設の総点検及び改善措置の実施）。また、外部アドバ
イザーからの助言などをもとに、獣医師組織の強化、人材確保・育成、開園時間や
休園日のあり方について、市民動物園会議で議論をいただきながら、引き続き検討
を進め、年内に提言をいただき、可能なものから実施する予定です。
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オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）

(4) 区体育館における受動喫煙の被害
（観光文化局スポーツ部、保健福祉局保健所）

区体育館の喫煙所が、休憩室内にある子どもの遊び場に隣接しているため、受
動喫煙(特に子ども)の被害が生じ、改善を求めた。しかし、①完全禁煙ではなく
分煙は市からの指導、②予算的にも場所的にも現在の位置以外には作れない③利
用者で喫煙したい側の利益もある、という説明がスポーツ部及びさっぽろ健康ス
ポーツ財団からあったので、あきらめていたが、その後、館内掲示の「利用者の
声」で受動喫煙防止に対する要望が出ていたため、再度、スポーツ部に電話で完
全禁煙の要望をしたところ、上記理由が繰り返された。受動喫煙が合理的範囲で
ほぼ完全に排除されるまでは完全禁煙にすべきではないか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 10 月）
札幌市受動喫煙防止対策ガイドライン（第二版）では、受動喫煙防止対策の基準と
して、最も適切な方法を「全面禁煙」とし、次善の方法を「完全分煙」と明記しています。
区体育館の喫煙室は室外にたばこの煙が漏れないように構造上の工夫はされていま
すが、喫煙室の混雑状況や扉の開閉等により煙やにおいがロビーに流れ出すことも
認められ、このような事実を区体育館の管理者も認めています。ガイドラインにおける
完全分煙の要件②（喫煙室から非喫煙場所にたばこの煙やにおいが漏れないように
すること）を満たしているという評価は困難であるように思われます。
また、喫煙室がキッズスペースに隣接するという配置状況が適切でないのは明らか
であり、この配置状況を解消する方向での早急な対策をお願いしたいと思います。
健康増進法第 25 条においては、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。
平成 22 年の厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」は、受動喫
煙による健康への悪影響について、「科学的に明らかとなっている」と明言しています。
また、公共的な空間において、原則として全面禁煙であるべきだと明言し、例外として、
全面禁煙が極めて困難な場合等においては、効果的な分煙も認めています。ただし、
その場合にも、将来的には全面禁煙を目指すことを求めるとしています。
このようなことから、喫煙者の権利・利益を持ち出して全面禁煙を否定し、受動喫煙
を完全に防止することは困難である完全分煙を選択するのは、不合理であると思われ
ます。しかも、全面禁煙の例外である「全面禁煙が極めて困難な場合」に区体育館が
該当すると認めるべき事情も想定することは困難です。
平成 17 年に発効し、日本も締約国である「たばこの規制に関する世界保健機関枠
組条約」（以下「条約」という。）においても受動喫煙の害について科学的に証明されて
いることが確認され、条約ガイドラインにおいて、締約国に対し受動喫煙防止策として、
屋内の公共の場ではすべて禁煙とすることを求めています。局長通知は、このように
条約により締約国である日本に課せられた義務に基づき発せられていることの重みを
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※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・平成 27 年 12 月 1 日（一部施設は 11 月 24 日）から、体育館・温水プール等につ
いて建物内全面禁煙とし、指定管理者であるさっぽろ健康スポーツ財団へ通知する
とともに、ホームページなどで利用者への周知を図りました。財団においても、施設
内にポスターを掲示するなど、利用者への周知徹底を図りました（観光文化局スポ
ーツ部）。
・スポーツ部所管の屋内型体育施設を禁煙施設とすることについて、随時情報交換
と情報共有を図り、禁煙施設への移行を指示しました。また、受動喫煙防止の普及
啓発のため、平成 28 年 3 月に、ポスターとリーフレットを作成し、市所管施設や関係
企業にて掲示及び配架を依頼しました（保健福祉局保健所）。

オンブズマンによる体育館の現地調査

―29―

苦情申立て事例

市の改善等の状況

Ⅱ

再確認すべきです。したがって、健康増進法第 25 条は、努力義務であるから、受動喫
煙防止のために必要な措置を講じないでよいという解釈は成立せず、受動喫煙による
健康被害に関する科学的知見や喫煙及び受動喫煙をめぐる時代状況の変化等を踏
まえた適切な措置が義務付けられていると考えられます。
札幌市体育施設条例によると、市は市民の心身の健全なる発達を図るため、すな
わち市民の健康増進を一つの目的として区体育館を設置していると解されます。この
ような体育施設において、受動喫煙を完全には防止しえない状態を肯定し、さらには、
喫煙所を設けることにより喫煙を推奨しているとも受け取られかねない状況を作出する
ことには違和感を禁じ得ません。
以上のことから、オンブズマンとしては、市の体育施設については、次善策とされて
いる完全分煙ではなく、受動喫煙防止策として最も適切である全面禁煙を早急に実現
すべきであると考え、少なくとも近い将来に全面禁煙が実現できるように段階的な方策
を進めるべきと考えます。 【趣旨沿い】

(5) 札幌ドームの対応への不満（観光文化局スポーツ部）
札幌ドーム券売場横の貼紙に、ファイターズ戦以外のイベント開催日のシー
ト貼付可能時間は 19 時から 23 時となる旨の記載があるのを確認した。後日、
コンサドーレ戦後、19 時からシート貼付を行おうと 17 時頃から東ゲートに並ん
でいたが、19 時からと、21 時からと主張する人との間で押し問答が始まった。
警備スタッフは見つからず、札幌ドームの電話受付は終了し、結局、21 時まで
待たされた。
これについて、札幌ドームに問い合わせたところ、21 時からが正しく、貼紙
の中の表現に紛らわしい点があった旨の回答があった。しかし、貼紙の記載の
表現は明らかな間違いであり、納得がいかない。また、前日シート貼りの際に
は、制服の警備員を最低限シート貼付可能時刻までは配備し、混乱が起きない
よう、正しい情報の事前告知を周知徹底していただきたい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 10 月）
ファイターズ戦では、ドームを利用する㈱日本ハムファイターズ（以下「球団」という）
が、ドーム指定管理者である㈱札幌ドームとも調整のうえで、シート貼付のルールを決
定しているとのことで、本件申立てのあった日については、ファイターズ戦以外というこ
とで、21 時から 23 時までがシート貼付可能時間となっていたとのことです。
市の説明によれば、㈱札幌ドームは、球団からの説明に基づき、「紛らわしい点があ
った」と回答しましたが、オンブズマンの調査を受けて行った再調査の結果、貼紙の表
記自体に明らかな誤りがあったことが判明したとのことです。
この点について、市は、㈱札幌ドームによる球団への事実確認が十分でなかったこ
とを認め、改善を求めており、これは適切な対応であると思います。
また、市によれば、警備員の配置等を決めるのは、イベント主催者である球団の責任
によるものであり、制服の警備員の配置についての意見は、㈱札幌ドームを通じて、球
団に報告するとのことです。このことについても納得できる対応であると考えます。【趣
旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・㈱札幌ドームに対して、問合せに正しく適切な案内ができるよう徹底しました。
・球団に対して、誤った貼紙が掲示されることのないよう㈱札幌ドームを通じて要請
しました。
・制服の警備員の配置及び正しい情報の事前告知の周知徹底に係る申立人のご
意見については、㈱札幌ドームを通じて球団に報告しました。
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(6) 区体育館の卓球台の使用（観光文化局スポーツ部）
区体育館では、一般開放日において、来館順に卓球台を使用することができ、
使用を開始して 15 分経ったら、次の順番待ちの人と交代するなどのルールが決
められている。しかし、コーチ料を取って指導するという、いわば営業行為をす
る人がいることにより、荷物で場所取りをするなど卓球台を占領するといった状
況が生じ、一般利用者は困っていた。館長に申し出たが、状況は改善されなかっ
た。
その後、市から館長に指導がなされ、しばらくは状況が改善されていたが、ま
た、以前のような状況に戻ってしまっている。一般開放日に営利目的で利用する
なものか。

市の施設である区体育館において、利用者が指定管理者の承認なく営業行為をす
ることは許されないことです。市としては、今後も営業行為と認められる行為の禁止に
関する適切な対応について、指定管理者を指導していきたいとの意向を示しています。
ただし、実際の活動形態が営業行為にあたるかの調査は現実には難しい面がありま
すので、卓球台の利用者、とりわけ、サークルなど団体の利用者に対し、体育館に公
の施設として求められる公益性・公平性について理解を深めていただく工夫として、意
見交換会などの開催は有効かとも思われます。
また、卓球台の利用状況の改善については、現在、荷物を置き卓球台を確保する
行為は減少していますが、そのような行為を確認した場合には厳重に注意していると
のことです。オンブズマンが現地調査したところ、順番待ちをする場所ごとに貼り紙をし、
一般開放時のルールの徹底について対応していることが窺えました。さらに、卓球台
の利用者が多い時には、卓球台の増設や交代の放送を流すのみならず、現場で職員
から利用者にお願いをしているとのことです。
体育館において、不公平感のない利用の実現のために工夫をしていると認められ
ますが、より一層の改善方策についての検討を継続するようお願いします。【不備な
し】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

指定管理者に対し、一層の業務改善に向けた取組の継続や利用者への注意事
項の周知徹底を図るよう指導しました。指定管理者は卓球利用者との意見交換を重
ねるとともに、ルールの周知徹底を図った結果、営業行為と疑われるような行為及び
卓球台の占有について、改善が見られました。
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のは問題であり、そのことによって一般利用者の使用が制限される現状はいかが

(7) スキー場の営業時間（観光文化局スポーツ部）
私は数年間、フッズスキー場のシーズン券を購入してきた。スキー場を経営す
るさっぽろ健康スポーツ財団が長年にわたり、営業時間を 12 月 15 日頃から 3 月
31 日の 9 時から 21 時と表示しておきながら、春分の日以降は 16 時で営業を終わ
っていた。以前は、雪不足との説明だったが、昨年度は雪が十分あるのに春分の
日以降 16 時までの営業となる旨告げられた。他のスキー場は春分の日以降も営業
しており、フッズスキー場だけがなぜ営業時間を短縮したのか尋ねると、当初か
ら春分の日以降の営業時間は 16 時までで経営計画を立てていたとの説明を受け
た。私は数年間、当初から営業する意図のない時間の料金をだまし取られ続けた
ことになる。財団に対し、料金と利息を返金するよう要求したが、何の反応もな
い。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）
市は、財団が代表団体となっているコンソーシアムにフッズスキー場を管理させてい
ます。管理運営業務仕様書を見ると、業務を行うに当たり、利用者等の安全確保を第
一に優先する旨の記載があります。
市は、当初から経営計画を立てていたものではなく、ナイター営業の継続の是非は、
パトロール隊などによる専門的な安全管理の経験から、春分の日の約 2 週間前から、
ゲレンデの雪の状況や週間天気予報等を見究めた上で、春分の日を一つの目安とし
て判断しており、その結果、ナイター最終日については、年度ごとに異なり、春分の日
以降、営業している年度もあるとのことです。フッズスキー場の山頂付近には岩場があ
るほか、風向き等によっては斜面に雪が貼りつきにくい状況などがあるうえ、日中と比
べ、ナイターでは、利用者の視認性が悪化し、危険度が増すこと、特に昨年度は積雪
量や気温状況から日中の営業も例年と比較して難しい状況であったため、利用者の
安全の確保を考えてナイター営業の中止を判断したとのことです。
オンブズマンは、これらの市の説明に合理性があり、スキー場利用者の安全確保を
第一に優先した管理運営に問題はないと考えます。
また、シーズン券等の金額については、札幌市体育施設条例によって決まっていま
す。スキーのような冬の屋外スポーツ施設においては、ゲレンデコンディション、積雪
状況、天候などにより営業期間や営業時間の変更が生じるものであり、本件シーズン
券の裏面には、そのようなことも考慮して払い戻しは行わない旨を記載しています。ま
た、多くの利用者はその旨を了承したうえで券を購入していると思われます。したがっ
て、返金には応じられないとする市の対応に不備はないと考えます。【不備なし】
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(8)動物園への入園時刻に関する対応（環境局円山動物園）
円山動物園を訪れた際、開園時刻である午前 9 時を過ぎても入場できなかったこ
とについて説明を求めたところ、シャッターが開き始めるのが開園時間である旨の
説明であり、その対応により精神的被害を受けたので、これを回復してほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 4 月）

苦情申立て事例
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円山動物園では、実際には、9 時には全開の状況になるように 8 時 59 分を目
途にシャッターを上昇させていたとのことですが、説明の際には、遅くとも 9
時には開け始め、全開となる時刻は 9 時を過ぎていた可能性があるという認識
で対応したため、たとえ 9 時を過ぎてしまっても、シャッターが全開になるま
では安全確保のため待ってほしいと理解を求めた点で行き違いが生じ、申立人
の心情を傷つける結果となってしまったように思います。
本件を機に、動物園では、定刻に入園していただけるよう電波時計を設置し
たとのことです。
オンブズマンは、動物園が市民の皆様からの声を真摯に受け止め、より利用
しやすい施設になることを望んでいます。【不備なし】

３

土木・建築分野
(1) 違法な交通安全看板の設置（区土木部）
歩道に設置されている交通安全看板Ａと看板Ｂは、道路景観を著しく妨げてお
り、精神的苦痛を受けている。この看板は札幌市道路占用許可基準に合致してお
らず、道路法や札幌市屋外広告物条例に違反しているのでただちに除却を求める。
また、看板が設置されている市道は、区によって頻繁に道路パトロールが行わ
れているにも関わらずこのような違法看板が設置されており、適正な管理が行わ
れていない。この原因と改善を求める。
市は、停止線を引く、ミラーや標識を設置するなど、看板Ａ、Ｂに代わる交通
安全に効果的な措置を講ずるべきではないか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 5 月）
看板Ａは町内会が設置、看板Ｂは設置から十数年経過しており、その設置の
経緯はわからないとのことですが、いずれも道路占用許可申請及び屋外広告物
許可申請がないまま設置されているとのことで、市の許可を受けていない不法占用状
態にあります。また、街路樹の防護さくに設置されている看板については、屋外広告
物条例に違反していますので、速やかに必要な対応をされるようお願いします。
市は、道路パトロールにおいて、本件看板が通行者に対する安全面や道路設備の
維持管理上問題はなかったため報告に至らなかったとしていますが、道路パトロール
の実施内容として、立看板等の監視・除却について規定するのは、不法に掲出されて
いる看板等が不法であるが故に、倒壊等道路交通の安全等を脅かす恐れがあると考
えられるからであり、通常の道路パトロールにおいて、不法に掲出されている看板等の
監視は欠かせないものと思います。したがって、今後は、この点を踏まえたパトロール
の実施にも努めていただきたいと考えます。
本件交差点付近は交通事故多発地帯であり、看板を撤去した場合、市においては
看板に代わる効果的な交通安全対策を講じる必要性は高いと思われますので、町内
会の相談に積極的に応じて然るべき対応をお願いします。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月、平成 28 年 4 月フォローアップ調査

平成 27 年 7 月に違法な交通安全看板を撤去
しました。また、撤去した看板に代わる新しい看
板を設置する予定です。

撤去された看板
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(2) 都市計画道路に関する誤った説明
（都市局建築指導部、市民まちづくり局総合交通計画部）

不動産売買のため、道路確認担当課へ道路の調査に行ったところ、調査対象道路
は国道なので、開発局で確認をお願いしたいとのことであった。開発局で事業計画
やセットバックなどの制限はかかっていないとの回答を得たことから、当該道路に
面する土地を当社が仲介して売買した。しかし、実際には都市計画があり、セット
バックする必要があったため、建物の建築確認申請が差し戻され、計画変更や再申
請の必要が生じた。買主は、当社に対し損害賠償請求を行うとのことであった。
道路確認担当課に再確認に行ったが、当該道路について計画なし、セットバック

道路確認担当課や開発局に当該計画の情報の伝達や適切な情報管理がなされてい
なかったのではないか。このことについて、道路確認担当課に回答を求めたが、い
い加減な回答であった。このような市の対応は改善されるべきであるし、当社が被
った損害の弁償を求めたいと考えている。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 12 月）
道路確認担当課では、当該道路が都市計画道路であることが表示されている
「道路確認システム」により、相談対象の土地の位置を相談者と共に確認しな
がら説明するなど、当該土地が面する道路が都市計画道路であることを当然に
認識していると認められます。したがって、当該計画の情報の伝達や、適切な
管理がなされていなかったのではないかとの申立人の主張は、当該道路が都市
計画道路であるということに関しては、当てはまらないように思われます。
結局、当該道路は、都市計画道路ですが、事業の実施計画はないことは客観
的事実と認められ、本件の背景には、
「都市計画」と「事業の実施計画」という
二つのことの混同があったように思われます。
市は、計画、セットバックがないとの説明はしていないとのことで、申立人の
主張と市の説明は食い違っており、その場に居合わせなかったオンブズマンに
は判断できません。また、申立人は、いい加減な回答であった、と主張してい
ますが、市は、
「対応した職員が誤っていたのなら謝罪する」ことを伝え、同時
に、「『都市計画』と『事業の実施計画』とは別の事柄であって複雑に思うかも
しれない」旨の説明を行ったとのことです。
この点についても、申立人の主張と市の説明は食い違っており、オンブズマ
ンには判断できません。しかし、申立人において道路確認担当課から的確な回
答がなかったと感じたことは間違いのないことのようです。市においては、道
路の調査に訪れた市民等に誤解を与えないような説明を、念のためお願いして
おきたいと思います。【不備なし】
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なしとの回答であったので、交通計画課へ行ったところ、昭和 49 年の「都市計画

(3) 指定管理者・除排雪業者への指導
（区土木部、市長政策室改革推進部、建設局土木部雪対策室）

私は、市からの委託業務である除排雪や公園の管理業務に携わっていたが、限
度を超えた長時間労働や、事業計画書とかけ離れた運営をしていることによって、
退職した。また、労働に見合う手当ももらえず、労働基準監督署に訴えたが、多
くは未払いのままである。市は、指定管理者に対し、事業計画書に沿った形で管
理運営を行っているのか、委託業者は十分な人員や安全管理体制を取った上で作
業を行っているのか、チェックにもっと目を光らせるべきであるが、現在の状況
では、業者への管理体制が緩いように感じる。市が、今後も安定的な市民サービ
スを適正な価格で提供していくためにも、また、私と同じような悩みを抱える人
を減らすためにも、市の一層の努力が必要であると考え苦情を申し立てる。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 10 月）
市は、地方自治法や要綱の規定に基づき、当該業者に対して、定例の業務・財務
検査を行っています。オンブズマンは、市から、関係書類の提出を受けるとともに、業
務・財務検査の検査項目を確認しましたが、市は、要綱に基づき、適切に指定管理者
の業務の執行状況の把握等に努めており、このような市の対応に問題があるということ
はできません。
本来、労使間の問題は、当事者間で解決すべき問題であるものの、市は、申立人
からの申出を受け、業者等から聞き取りを行って状況の把握に努め、タイムレコーダー
等による出退勤時間の管理を提案しています。
指定管理者は、公の施設の管理を行うものですが、使用者と労働者との間に問題
が起きることにより、公の施設の管理が満足に行われなくなる恐れや、市民への悪影
響の可能性も十分考えられます。そのような観点からすると、本件における市の対応
は、適切であったと考えます。
また、熟練した能力を持つ作業員の確保は、安定的な除排雪体制を維持するため
に必要なものであり、申立人が、長時間労働や安全管理が徹底されないことによって
熟練作業員が少なくなり、その結果、安定した質の高い市民サービスの提供が難しく
なると心配されていることは、オンブズマンとしても十分に理解できるところです。
市では、札幌市委託業務契約約款（道路維持除雪業務）において、委託者に対し、
労働関係法令の遵守を求め、業務計画書の記載内容が法令等に違反していないか
どうかを確認しており、安全管理については、適宜パトロールを実施し確認していると
のことです。オンブズマンとしては、このような対応に問題があるということはできません。
また、労務管理については、会社自身が責任を持って行うべきものであり、このような
市の見解は合理的で納得できるものであると考えます。【不備なし】
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(4) 特定空家等の指定に関する不明瞭な経緯（都市局建築指導部等）
借りている土地の上に父名義の家屋が建っている。建築指導部 A 氏から私あて
に、当該家屋が、空家等対策の推進に関する特別措置法に定める「特定空家等」
に該当するとの通知が届いたが、この文書の法的な意味がわからないので説明し
てほしい。
私としては「特定空家等」に該当するとは考えていないので、認定の根拠を説
明してほしい。また、地主は、通知が届く前から、特定空家等に認定されたこと
を知っていたが、それはどうしてなのか。
市からの通知には当該家屋の写真が添付されていたが、誰が撮影したものなの

市では、認定基準を定め、これに従って特定空家等に該当すると判断したとのこと
です。認定は専門的な知識に基づくものであり、その適否を正確に判断することはで
きませんが、一部の認定基準項目への該当性については、疑問もあり得る印象を抱き
ました。
市によれば、本件文書の送付は法に基づく「助言又は指導」の一環で、いわゆる行
政指導であり行政処分ではないので、不服申立ての対象にはならないということです。
この説明自体は、納得できるものであると思います。なお、本件文書の記載内容だけ
で特定空家等に該当する理由や必要な対応が理解できるかは疑問ですが、本件文
書の交付は行政指導として行われていることと、文書の末尾に「まずは当方までご相
談いただければ幸いです」との記載があることから、この記載内容で問題があるとまで
言うことはできません。
特定空家等に認定した旨を地主が知っている理由に関し、市は、特定空家等の措
置の対象者は、「特定空家等の所有者等」であり、敷地の所有者を含むことから、地主
に対しても口頭及び文書で助言・指導をしたものであると説明しています。確かにこの
説明は形式論理としては理解できますが、借地上の建物の所有者は、当該建物及び
その敷地たる借地についても占有管理しているのですから、まずは建物所有者に法
に基づく措置をし、建物所有者が不明である場合や連絡が取れない場合などに、土
地所有者に接触し、必要に応じて法に基づく措置をするというのが自然な対応なので
はないかと感じました。土地所有者に対する文書は、本件文書とは宛名が異なるだけ
で、その他の記載内容は同一であり、この時点で、このような文書を土地所有者に交
付する必要性は認められないと思います。
写真は、現地確認を行った市の職員が撮影したもので、その根拠について、市は、
①法により、職員に立入調査権限が認められていることと、②土地所有者に通知して
いることを挙げています。①については、調査の手段としての写真撮影は、法の趣旨
からして是認できるものと考えます。②については、法では通知の対象を「当該空家等
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か。市は私の許可なく敷地に入り、撮影することができるのだろうか。

の所有者等」としており、特に限定していない以上は、対象者すべてに通知を要すると
するのが自然な解釈です。実際に国土交通省及び総務省は、土地所有者と建物所
有者が異なるときは、その両者に通知を要するという解釈を採用しています。以上によ
り、建物所有者である申立人にも通知する必要があったのではないかと考えます。
ただ、本件文書だけで特定空家等に該当する理由と必要とされる対応が具体的に
理解できるかについて疑問もあることは前述したとおりですので、申立人において市に
対してさらなる説明を求めることを検討されてはいかがでしょうか。また市においては、
そのような相談があった場合には、十分な対応をしていただきたいと思います。
【趣旨沿い】

(5) 道路の段差による車の被害（区土木部）
私が借りている駐車場の出入口の勾配がきつく、出入口付近の歩道と車道の間の
縁石がへこんで段差ができているため、駐車場から車道に出たところで、道路にフ
ロントバンパーがぶつかり、塗膜が剥がれてしまった。土木センターに連絡をし、
補償を求めた。現地確認の際、私が過去に何回も出入口でフロントバンパーを擦っ
たことを説明すると、職員は、それについては事故証明が出せない、私の車のよう
に変形タイヤを使用している場合には補償ができないとも言われた。
また、職員から、
「私も変形タイヤの車に乗っており、バンパーを擦ることがある
が、それは仕方がない。
」などと言われた。現在、当該縁石は、フロントバンパーを
擦らないように補修されているが、道路の管理がずさんであったにもかかわらず、
補償しないとする土木センターの対応に納得がいかない。

オンブズマンの判断

(調査結果通知：平成 27 年 7 月）

市によれば、申立人は本件事故から長時間経過した後、市に申出を行っており、事
故発生日時が曖昧で、警察の事故証明書も取得できない状況にあり、また、現地確認
においても、状況に応じた速度で運転していたならば、バンパーを擦ることはないこと
と、歩道の摺付勾配が市の基準内であったことが確認されたとのことです。このような
経緯からすると、オンブズマンも、本件事故と出入口の段差及び勾配との間に因果関
係を認めるのは困難であり、市の道路管理の瑕疵による補償をすべきであると認める
ことはできないものであると考えます。
職員の発言について、担当職員が、例えば車高が低く、ホイールベースが長い車
や車高の極端に低い外車については、本件と同様な苦情を受けたことはないとお伝
えしたことについては、道路交通法第 70 条に規定されている安全運転義務（道路、交
通及び当該車輌等の状況に応じ運転する義務）があることを伝えるものであったようで
す。しかし、申立人が職員の発言に不快感を覚えたのは間違いがないことのようです
ので、今後は誤解を与えることなく、市には丁寧な説明をお願いしたいと思います。
【不備なし】
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(6) 自転車対策に対する不満
（建設局総務部、市民まちづくり局地域振興部、市民まちづくり局総合交通計画部）

午後 8 時頃、歩道を歩行中、背後から自転車に衝突された。翌日、市役所に
行き、今後このようなことが発生しないように相談をしてきたが明確な回答が
ない。
市には次のような自転車対策について、具体的な回答をしてほしい。⑴一般
的な放置自転車について、また、歩道幅を狭めるような放置自転車についてど
のような対策を取っているのか。⑵自転車専用道路の設置などの対策はどのよ
うに進んでいるのか。⑶経済的に困窮していて、医療機関で診断書を取る余裕

務づけるなどをお願いしたい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 7 月）
市は、放置自転車対策として歩道の車道側に駐輪スペースを設置し、2ｍの幅
員を確保するとともに、自転車誘導整理員を配備して安全な通行幅を確保する
よう努めているとのことですが、自転車利用者に対するルール遵守やマナー啓
発活動にもっと力を入れるとともに、誘導整理員がいなくても歩道の安全な通
行幅が確保できるよう検討をお願いしたいと思います。
自転車専用道路について、市は、
「札幌市自転車利用総合計画」に基づき、自
転車走行空間を明確にして、歩行者・自転車が安全に道路を利用できる環境の
構築を図る施策を進めています。同計画に基づいた自転車の走行環境整備の早
期実現を期待しています。
自転車事故の相談体制については、市民の声を聞く課に交通事故相談所が設
置されており、交通事故一般について相談に応じています。今後、自転車事故
専門の相談部門を設けることも考えられるように思います。
自転車保険の普及については、ホームページや冊子等で周知を図っていると
のことです。自転車による死亡事故で高額の賠償金の支払いを命じる判決が出
されるなど、被害者のみならず加害者にも大きなダメージを与える可能性があ
ることから、市は、さらなる取組について検討してください。【趣旨沿い】
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のない人が、自転車事故の被害にあった際、市においては、被害者への救済の

市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

・将来的には駅周辺の駐輪場を整備し、歩道の駐輪スペースを廃止することで、よ
り安全な通行幅の確保を目指しています。
・歩行者、自転車が多い都心部において自転車通行空間を整備していきたいと考
えており、平成 27 年度は自転車通行位置を明確にする路面標示を設置し、自転
車の車道通行促進効果等を検証する社会実験を実施しました（以上、建設局総務
部）。
・4 月から 11 月までの毎月第 1 及び第 3 金曜日に、自転車利用者に対するルー
ル・マナーの街頭指導や啓発活動を行っています。また、平成 27 年 9 月 1 日から
10 月 31 日まで、「さっぽろ自転車押し歩きキャンペーン」を行いました（キャンペー
ンは平成 28 年度以降も継続予定）。
・啓発冊子やホームページ等により、自転車保険への加入を呼びかけており、今後
も様々な機会を通じて加入の必要性や事故の危険性について周知していきたいと
考えています（以上、市民まちづくり局地域振興部）。

(7) 市の除雪方法の問題点（区土木部）
除雪センター職員に対し、新雪除雪により寄せられた雪を片づけるように申し
出たものの、職員はそれに応じなかった。このような対応はいかがなものか。ま
た、個人が家の前を除雪した後、その場所に固く重い雪を置いていくという市の
除雪方法そのものに問題がある。例えば、地域の空き地等を利用し、雪寄せした
雪を排雪するという方法など何らかの工夫の余地があるのではないか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 2 月）
オンブズマンは、申立人の自宅だけ特例的に市が除雪をすることは、公共事
業の公平性の観点から困難で、除雪センター職員の対応に問題はないと考えて
いるという市の説明は合理性があり、職員の対応に不備はないと考えます。
また、新雪除雪は、道路上に降り積もった雪を道路脇にかき分ける除雪、す
なわち「かき分け方式」によって行われており、その際、市民の皆様には玄関
前などに残った間口の雪の処理をお願いしているとのことです。作業は約
5,400km について朝の通勤、通学時間帯までに完了することを基本としており、
オンブズマンとしても、限られた予算・機材・人材の中で行うことができる除
雪体制という観点から市の説明は合理的であると考えます。【不備なし】
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(8)不公平な道路除雪（区土木部、建設局土木部雪対策室）
夜間に自宅前の道路が除雪されたものの、自宅は除雪経路の起点に近く、除雪作業
がなされた後に朝まで降雪が継続した場合、その雪が残ってしまい通行に支障が生ず
ることがある。複数の除雪ルートを設定する等、除雪の公平化を図ってほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 3 月）

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・平成 28 年度の請負業者には、本件申立てを考慮した施工計画の策定を指示する
こととしています。なお、この施工計画策定の参考とするため、平成 27 年度除雪業
務の請負業者に、現在の施工体制での除雪順序変更について検討を行わせてい
ます（区土木部）。
・「冬みち地域連携事業」のほか、キャラクター「ゆきだるマン」を用いて雪対策の課
題や取組をわかりやすく啓発する「札幌ゆきだるマンプロジェクト」や、毎年 12 月の
広報さっぽろに綴じ込む「冬のくらしガイド」で除雪センターの連絡先を掲載するほ
か、市と地域の取組や冬のルール等の紹介を行っています。さらに、ホームページ
等で、生活道路の新雪除雪の出動状況をお知らせしています。今後も、除雪に関
する市民の理解を深める取組を実施していきます（建設局土木部雪対策室）。
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市によると、除雪作業は朝の通勤・通学時までに終了する必要があるほか、
除雪作業の質を確保し、除雪作業をする場所にもれが生じないようにするなら
ば、頻繁に作業経路を変更するのは困難であるということです。除雪作業が人
材、機材及び予算の制約があるなかで実施されることからすると、やむを得な
いものであるように思われますが、そのことは、除雪のやり方が現状のままで
よいということを意味するものではなく、常にできる範囲での改善が求められ
ていることは言うまでもありません。
ひと冬のうちに除雪の作業経路の変更を行うことが困難であるとしても、一
年、あるいは複数年を単位として除雪を行う地区や経路の順をローテーション
で回すこと等、申立人の改善要望の趣旨に沿った対応の可否について、いま一
度検討して頂くことをお願いしたいと思います。
また、市では、
「冬みち地域連携事業」として、地域と行政が連携し、地域の
課題解決に向けて、その実情に沿った各種の取組を展開していることがホーム
ページで紹介されています。オンブズマンは、市のこのような事業の目的と内
容は評価に値するものであると考えます。市には、市民の意向を適切に把握す
るとともに、除雪に関する市民の理解を深めることができるような事業につい
て、継続的に検討し、実施していくことをお願いしたいと思います。
【不備なし】

４

環境分野
(1) ごみステーションまでのごみの運搬
（環境局環境事業部、経済局雇用推進部）

住宅を売ることになり、大量のごみが発生し、その量は、市の指定のごみ袋(40ℓ)
で 60 袋程になった。私は病気で 10 ㎏以上の重い物を持つことができないので、
自宅からごみステーションまでごみを運んでもらえないか、シルバー人材センタ
ーに頼んだが、市の規則で、ごみの運搬には人を派遣できないことになっている
とのことであった。
これから、高齢社会で老人が多くなり、ごみステーションまでは運べないケー
スが多くなる。センターでごみ捨てに人を派遣できるようにするなど市に対策を
お願いしたい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 8 月）
センターが依頼を断ったのは、
「ごみステーションまでのごみ運搬作業は廃棄
物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の許可を要する収集・運
搬に該当するため、許可なく行うことはできない」とする、平成 22 年の環境局
への問合せに対する回答に基づくもので、これまでごみステーションまでのご
み出し作業は基本的には受注できないとする対応をしてきました。
しかしながら、本件苦情申立てを受けて、センターを担当する経済局が、改
めて環境局に問い合わせたところ、ごみステーションへの通常のごみ出しは、
一般的には、許可を要する収集・運搬に該当するものではないと考えるが、実
際にセンターが許可なく受注できる業務かどうかは個別具体的に判断されると
のことでした。
この回答はセンターが平成 22 年に受けた回答とは正反対のものですが、その
原因や責任を明らかにすることはあまり生産的とはいえません。むしろ、今後、
利用者の利便性の向上とセンターの業績拡大のため、法令等に抵触することが
ないのであれば、できるだけ受注する方向で検討する方が、申立人の言う高齢
社会への対策にもかなうように思います。
なお、これほどの大量のごみについては、一時多量ごみ（家庭から出る引越
しごみなど、400ℓを超えるような一時的に出る多量ごみ）として一度に処理す
る場合は、自分で処理施設に運ぶか、市の許可する公社に依頼するようお願い
します。
【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 27 年 10 月フォローアップ調査

環境局からの回答に基づき、ごみ出しの受注について、センターの職群班長会
議で了承を得たことから、受注可能な業務については平成 28 年 1 月からごみ出しを
受注することとしました（経済局雇用推進部）。
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(2) ごみステーション設置の要望に対する不誠実な対応
（環境局環境事業部）

自宅近くのマンションの住民のごみ捨てマナーが悪いため、地域住民は迷惑し
ている。町内会長や私は、2～3 年前から環境局に対し何度もマンション専用ごみ
ステーションの設置をお願いしているが、一向に動きがない。先日、環境局に確
認したところ、マンションからごみステーションの設置に係る費用の助成を受け
るための申請があり、その決定に時間がかかるので、もう少し時間がほしいとの
説明を受けたが、そんなに時間がかかるものなのか。対応の経緯や改善状況につ
いて市に問い合わせても、きちんとした説明をしないなど、不誠実かつ怠慢な対

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 6 月）
オンブズマンとしては、何度も強く言わなければ市は動いてくれないのか、という市
に対する不信感を抱かざるを得ない申立人の気持ちも理解できるところです。市にお
いては、様々な事情によって、市民からの申出に迅速に対応できないこともあろうかと
思いますが、そういった場合であっても、対応の途中経過等について丁寧に説明し、
市民に不信の念を抱かせないような対応をお願いしたいと思います。
本件では、申立人の連絡先を聴取しておらず、地元の町内会長に説明をしたという
ことですが、申立人が直接説明を聞きたいということであれば、市に連絡されることを
お勧めします。
なお、市によると、本件申立てがあったあと、マンションの管理会社から清掃事務所
に専用ごみステーションに関する申請書が提出され、その交付決定がなされており、
設置に向けて着実に話が進んでおりますので、申立人におかれましては、もう少々お
待ちいただけますようお願いいたします。
今後、本件のように、市に何かの対応を求めるといった申出があった場合には、そ
の申出人が途中経過等の説明を希望するかどうかを確認し、説明を希望された場合
には連絡先を聴取するなど、適切な対応に努めてください。【趣旨沿い】
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もに、対応の途中経過や状況について、きちんと説明するよう求める。

Ⅱ

応を繰り返しており、不信感を覚えている。本件について、早急に対応するとと

５

税・財産分野
(1) 市税事務所職員の高圧的な対応
（財政局税政部（市税事務所）
、財政局税政部）
市税の催告書が届いたので、市税事務所に電話で相談をしようとしたところ、
応対した職員は、「今期中に払えばいいと思っているなら、給与差押えの手続を
踏みます。」と言い、私が何を言っても聞く耳を持たず、他の職員に代わってほ
しいと言ったが断られた。
私が、税金については夫が仕切っていることを伝えると、「都合の悪いことは
主人が仕切ってますと言うな。給与差押えの手続は踏む。」と電話を切られた。
その後、もう一度電話をして、他の担当者と、支払いについての約束をしたが、
最初の職員の高圧的な対応に憤りでいっぱいである。
市民の声を聞く課にも電話したところ、納税指導課に電話をつながれ、「事実
関係を確認し、指導する。
」と言われたが、本当に指導されているのだろうか。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 11 月）
市の説明によると、納期内納付の原則を説明し、納税者本人でなければ今後の納
付計画を示すことができないというのであれば、このまま納税者本人から連絡や納付
がない場合、法に基づき差押えをせざるを得ないと説明したとのことです。
この点に関し、申立人の主張と市の説明が食い違っており、その場に居合わせなか
ったオンブズマンには判断できませんが、申立人が再度電話し、別の職員が対応した
結果、納付期限の約束をし、約束した分を、同日中に納税していることを考えると、職
員の対応には、何らかの工夫の余地はあったのではないかという印象を覚えました。
市民の相談の電話に対し、市民の納得がいかない状況下で、市側から電話を切る
という行動は極力避けるべきであるとオンブズマンは考えます。市税事務所としても、
相談を続けても解決が望めないと見込まれるときは、相談者に後日の再相談を提案す
るなど可能な限り相談者の理解を得てから相談を終えるように努めるよう指導するとの
ことですので、今後はそのような対応に努めていただきたいと思います。
なお、市の説明によると、納税指導課は、このような市税事務所職員の接遇の苦情
については、該当部署に取り次ぐ対応を行うに過ぎないとのことですが、札幌市事務
分掌規則によれば、納税指導課の事務分掌として「市税の滞納整理事務の企画、調
整及び指導に関すること。」が挙示されており、個別の苦情等に関する情報を集約し
その共有化を図るなど、滞納整理事務の適正化のために生かす方策を企画し実施す
ることは、納税指導課の事務であると解されます。 【趣旨沿い】
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市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・相談者の理解を得られるような親切丁寧な相談対応に努めることや、可能な限り相
談者の理解を得てから相談を終えることを指導しました。今後も接遇研修を実施し、
指導いたします（財政局税政部（市税事務所））。
・苦情等の事案については、全市税事務所への報告や問題点の検証を行い、職員
への周知や指導に生かしてきたところです。今後も滞納整理事務の適正化に向け、
情報共有や共通認識の形成に努めていく方針です（財政局税政部）。

(2) 預金の差押えに対する不信感（財政局税政部（市税事務所））

Ⅱ

市税事務所から差押調書が送られてきた。それによると、固定資産税を徴収す

苦情申立て事例

るため、預金の差押えを行ったとのことであったが、私は、この日正午過ぎに郵
便局で納税を行っている。この差押えが通常の業務として行われたものなのか、
何か特別の事情があり執行されたのかを調査していただきたい。また、過納とな
った税金の還付の連絡は一切受けていない。本件差押えが何か特別の事情があっ
て執行されたものであれば、差押え自体を取り消していただきたい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 6 月）
市によると、郵便局で納付をした日から、市で収納が確認されるまで、一週間ほどの
日数を要するとのことでした。よって、差押えの時点で、申立人が市税を納付したこと
を市税事務所が確認するのは困難であったとのことですが、このことについては、オン
ブズマンも同様に考えます。また、市税事務所では、本件について、国税徴収法、地
方税法及び札幌市税条例の規定に基づき、通常の業務として差押えを行ったところ
であり、特別の事情は存在せず、差押えを取り消すべき理由はないと考えるとのことで
す。市税事務所は、申立人に対し督促状等を送付し、電話連絡により折衝を試みるな
どした上で、差押えを執行しており、税負担の公平性を確保する観点から、本件差押
えを執行したことについて、何らかの特別の事情が存在したとは認められません。なお、
本件は重複納付が確認されており、今後は過誤納金として、還付されるとのことです。
本件の場合、申立人に自主納付の意思があったことが認められることから、事前に
連絡を市税事務所にしていれば、本件差押えや重複納付は避けることができたと考え
られます。市税事務所では、夜間相談日を設けているとのことですので、今後、何らか
の事情により納付が遅れた際には、市税事務所にご連絡、ご相談されることをおすす
めします。【不備なし】
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６

その他の分野
(1) 公衆衛生医の募集に関する不適切な対応（保健福祉局保健所）
市のホームページに掲載されていた公衆衛生医の募集について保健所に電話
したが、その時不在であった担当の医務官から話をしたいので、再度連絡をして
ほしいと言われた。なお、私は、若手（年度末に初期臨床研修終了予定）である
ことを告げている。その後、3 回連絡したが、いずれも不在であり、その都度連
絡してほしいと言われ、やっと電話がつながった時に、担当医務官から「既に内
定している者がおり、若い医師の募集はしていない。」と言われた。最初の電話
で、その旨の回答があればそれで終わる話であり、また、業務内容の説明をして
ほしいわけでもない。何故このようなことになったのかを調査をしてほしい。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 1 月）
市によると、公衆衛生医の募集については、業務の専門性が高いことから、医師職
である担当医務官が一人で担当していますが、他の役職を兼務している等から多忙を
極めており、保健所の事務室内で対応可能な時間は限定されてしまうようです。
医師職の業務内容に関する説明については、医師職が対応するのが適切であると
思われますが、採用そのものについては、担当医務官が一人で担当する現行のやり
方を見直し、市の組織として対応するよう検討をお願いします。
次に、市ホームページには、応募資格の欄には採用予定のある職位についての記
載がありません。これについて、市は、採用予定は状況に応じて変化し、お問合せが
あった時に説明しているとしていますが、事前の問合せの必要性について記載されて
おらず、条件を満たしていれば、誰でも応募できるかのように捉えることができます。
オンブズマンは、詳細をホームページに掲載するのが難しいのであれば、事前に問
い合わせていただきたい旨を掲載すべきであると思います。
また、市は、担当者が不在で再度電話していただく場合には、問い合わせた方が確
実に担当者と連絡が取れるよう、担当者が在席している時間帯を示すなど、行き届い
た配慮がなされることを望みます。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

ホームページの応募方法の箇所に、事前の問合せが必要であること及び E メー
ルでの連絡等も可能であることを明記し、よりわかりやすく応募希望者への周知がで
きるよう改善しました。
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(2) 区民センター等の盲導鈴の運用（区市民部、区保健福祉部）
区民センターと接続した建物に住んでいるが、センター正面入口に設置されて
いる視覚障がい者のための盲導鈴が毎日、開館している時間に合わせて鳴り響
き、自宅まで音が届いている。近くの区役所や保健センターからも同様である。
繁華街と住宅街とでは、使うべき音も自ずと違ってくるはずだ。
市は、時間帯毎の視覚障がい者の利用状況等を把握したうえで盲導鈴を導入し
たのか。利用者が見込まれる場合に限定するなど使用時間帯を見直すべきであ
る。また、近隣住宅への配慮、歩行者にのみ適切に聞こえるよう、音量や音質、
指向性を改善するべきである。さらに、情報通信技術等も活用しながら、盲導鈴

市が、視覚障がい者の方が区民センターにいつ来庁されるかについては予測が難
しく、開館している時間帯に盲導鈴を稼働させざるを得ないことについては、オンブズ
マンは、問題があるということはできません。ただし、閉庁している時間帯に盲導鈴を
稼働させることは、視覚障がい者を閉鎖した入口に誘導する恐れがあることから、注意
深く対応していただきたいと思います。
市は、すぐ近くに住宅があることを踏まえ、適切な音量などについて、今後検討して
いきたいとの意向を示しています。視覚障がい者に対する音による情報提供のあり方
については、国土交通省の「視覚・聴覚障害者の安全性・利便性に関する調査研究
報告書」や、厚生労働省及び NPO 法人プロジェクトゆうあいの「視覚障がい者の歩行
移動を支援するための音声案内システムの現状及び今後のあり方に関する調査報告
書」を見ますと、調査研究がかなり進んでいるようです。オンブズマンも、視覚障がい者
に対する音による情報提供のあり方について検討することは非常に重要であると考え
ます。また、本件施設のみならず、他の市の施設にも類似の音環境問題が想定される
ことから、市全体で情報共有を行っていただくことを希望します。【趣旨沿い】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

３施設すべてにおいて、閉庁日及び閉庁している時間帯に盲導鈴が鳴らないよ
う、改めてタイマーの調整等を行いました。また、適切な音量、音質及び指向性等の
改善については、今後も検討していきます。

区民センター正面入口の盲導鈴
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オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 4 月）
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だけに頼らない社会参画支援について検討していくべきである。

(3) 町内会による公園管理費の不明瞭な使途（区土木部、区市民部）
町内会が市から請け負っている公園管理業務の委託料（公園管理費）が、役員
しか参加できない親睦会や祝賀会に使われている。そして、町内会の収支決算書
には、役員親睦会の収入・支出に関する記載がないことについて、土木センター
やまちづくりセンター所長に話したが、納得のいく回答はない。公園管理費は市
民が納めた税金であり、そのお金が一部の人間の親睦会に使われていいはずはな
く、まちづくりセンターの存在目的にも疑問を感じざるを得ない。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 11 月）
町内会は、住民が自主的に組織し、活動している組織であることからすると、
町内会の運営については、市が指導すべきことではなく、町内会費や委託料等
の収入を、町内会がどのように使うのかについても同様であると考えます。
市が、町内会への加入を促進し、更に、町内会加入促進条例制定の必要性を
検討している立場であること、そして、まちづくりセンターの存在目的等を考
えると、町内会の健全な運営について、市はもっと関心を寄せるべきであり、
町内会内部の問題について、町内会から相談があった場合には、両者の間の話
合いの場を設定するなど、解決に向け、できるだけの協力はすべきと考えます。
市においては、町内会の自主性、自立性に留意するとともに、更に一歩踏み
込んだ町内会との関わりを期待したいと思います。【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・委託料の使途については、町内会で話し合って解決してほしい旨を役員に説明し
ました。また、役員から申立人に直接説明し、理解を得ました。
・町内会等と委託契約を締結する際には、市民の理解を得られるよう努めていきま
す（以上、区土木部）。
・町内会長等に対し、土木部、まちづくりセンター所長同席のもと、改めて申立人の
意見とその内容について説明しました。町内会の自主性・自立性を尊重しつつ、状
況に応じ問題解決に向けてできるだけの協力をするよう努めていきたいと考えてい
ます（区市民部）。
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(4) 請求書に関する問合せへの不親切な対応
（教育委員会生涯学習部、会計室）

請求書の用紙について教育委員会に電話で問い合わせたが、
「市のホームページ
でダウンロードできます。
」というだけの返答であった。私は、自分が持っている
請求書様式がそれと異なっているので、同じように使用できるか等を教えてもら
いたかったのだが、職員の返答は「検索したらすぐに出てきます。
」など答えにな
っておらず、その不親切な対応には納得がいかない。電話を代わった係長も私の
苦情をあまり真剣に捉えていないようであり、問題である。また、ホームページ
の記載が不親切であるので、市民にとってわかりやすいものとすべきである。

Ⅱ

市によると、申立人が持っていたのは旧様式の請求書であり、対応した職員は、そ
れに思いが及ばず、曖昧な回答となってしまったとのことですが、まずはどのような様
式の請求書をお持ちなのかを聞き取り、周りの職員に確認して回答すべきでした。こ
の点、市は、不明な点があった場合には、関係要領を調べる、他の職員や上司に聞く
などしていくとのことです。また、係長の対応についても、本件申立てを真摯に受け止
め、今後はより丁寧な対応を取るよう心がけるとのことです。
ホームページの記載については、本件申立てを受け、市は、「キーワード検索」を経
由する場合の検索結果に詳細な説明を追加するとともに、請求書様式ダウンロード画
面中の説明欄「添付書類」及び「注意事項」に、請求書の要件等の具体的説明を追加
したとのことであり、オンブズマンは、このような市の迅速な対応を評価したいと思いま
す。【趣旨沿い】
改善後のホームページ

今回説明が
追加された部分
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苦情申立て事例

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 4 月）

(5) 区役所駐車場警備員の対応（区市民部）
様々な用事で区役所に車で行くが、駐車場の警備員の対応が悪い。車いすの出
し入れを依頼した際には、仕事ではないと言われ、車いすを車に乗せるために車
を動かした際も、別の車に対する適切な指導がなかった。さらに、乱雑に利用さ
れている駐輪場によって、車いすの通行に支障が出るため、警備員に自転車の移
動を頼んだところ、同様の態度であった。このような対応は、配慮を欠き、問題
である。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 12 月）
駐車場における安全確保という警備員の本来の使命を考えると、オンブズマ
ンとしては、駐車場利用者から何らかのお手伝いの依頼があった場合には、区
役所職員に対応の引継ぎを依頼し、警備員には本来の業務に集中していただく
ことを原則とする方がよいのではないかと考えます。なお、対応できない理由
については、安全管理に支障のない範囲で分かりやすく端的に、丁寧な口調で
説明する努力をしていただきたいと思います。例外的に警備員自身がお手伝い
をするのは、本来の業務に支障のない範囲で行うにとどめるようにしていただ
きたいと思います。また、市には、駐輪場において車いす利用者等が区役所等
への出入りに支障をきたさないよう、常に動線の確保に努めるとともに、自転
車利用者に対し、決められた場所にきちんと駐輪するよう啓発を行うなどの対
策を検討していただきたいと思います。【不備なし】
市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

・持ち場を離れることなく短時間で対応できる場合を除き、速やかに区役所に連絡
し、区職員に対応を引き継ぐよう警備員及び業務受託業者と申し合わせるとともに、
引き継ぐ場合は、その内容を速やかにかつ丁寧に利用者へ説明するよう指導しまし
た。
・駐輪場利用に関する注意看板（既設）に加え、駐輪場周辺に駐輪マナーに関する
掲示物を掲出しました。また、来館者から乱雑な駐輪に関する連絡があった場合な
どには、速やかに区職員が出向き、自転車を移動させ、動線を確保しています。

―50―

(6) マイナンバーカードの転居先への送付（区市民部）
私は、平成 28 年 3 月に道外へ転出することになった。前年の秋にマイナンバー
カードを申請したが、その後の通知がなかったので、転出届の手続の時、区役所
で確認すると、
「カードがまだ区役所に届いていない。転出先の役所で再度申請の
手続をして下さい。
」と言われた。なぜ、出来上がったカードを新住所へ転送して
もらえないのか。手続に時間がかかっていることは仕方がないと思うが、再申請
にこちらが負担する費用などを考えると納得できない。

市の改善等の状況

※平成 28 年 4 月フォローアップ調査

以前から、転出届の際に、カードの申請をしているかを確認し、申請している場合
には、カードが区役所に届いていないかどうかを確認しておりましたが、今後は、こ
れに加えて、まだ届いていない場合であっても、転出予定日までの間、カードの到
着状況を把握することに努め、申出人のカードが届いたことが判明した場合には、
本人に連絡し、交付するよう改善しました。
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マイナンバー法により、カードの申請や交付は、住民基本台帳に記録されている者
が対象となるとされており、申請時に区の住民基本台帳に記録があっても交付時にそ
れがない場合には、カードの交付手続を行うことはできないということになります。
市の対応は総務省通知に従ったものであったとは認められますが、申立人のように
昨秋に申請して今年の 3 月時点でまだ交付を受けていないうちに転出することになっ
た場合に、再申請の不便を申請者に強いることが不合理であることは、申立人の主張
するとおりであると考えられます。転出予定日まで 10 日ほどの余裕があったとのことで
すので、カードの状況を確認し、間に合えば交付できるように対応することとし、その旨
を申立人に伝えることが、当初の対応としても望ましいことであったように思われます。
なお、申立人の来庁後、総務省の通知により、特例措置として、転入地において申
請継続の申出を行うことにより、当初の申請の際に提出された写真を使用してカードを
発行することが可能になったとのことですので、一応の評価はできると思います。
ただし、通知では、「転入前に転出地市区町村において個人番号カードを交付する
ことが可能であれば交付することが適当であるが、それが困難であれば当該住民に係
る交付取りやめ処理を行う」こととしています。したがって、可能であれば転出前に交
付するということが望ましいことを踏まえて、転出予定日までにどのような対応が可能で
あるかについて、さらに検討をお願いしたいと思います。【趣旨沿い】

Ⅱ

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 28 年 4 月）

(7) 消防団長選出に関する不十分な対応（消防局消防署）
消防団長の推薦を巡って混乱が生じたが、消防署は全く動いてくれず、このよう
な対応には納得がいかない。この混乱のために退団者が続出し、災害が発生した場
合に人手不足になる可能性が高いので、一刻も早い消防団の正常化を求める。

オンブズマンの判断 （調査結果通知：平成 27 年 12 月）
消防団は、消防組織法に基づく市町村の独立した消防機関であり、消防団と
消防署との間に法律上の上下関係はないことから、消防団内部の問題について、
消防署が指示する立場にはないとする市の見解には問題はありません。
しかしながら、消防署と消防団は、効果的な活動のためにお互いの協力は欠
かせない関係にあり、そこで、消防署は、消防団の運営が適切に行われるよう
助言や協力をしているのが現状のように思います。
消防署は、消防団の混乱に対して必要な助言等を行うなど収拾を図る努力を
行ってきたことが伺えますし、また、市は、分団の団員数が少なくなったこと
に対し、隣接する分団からの応援体制を構築したとのことであり、オンブズマ
ンとしても、このような市の対応は適切なものであったと考えます。
市から消防団の運営に関し協力や助言がなされ、消防団のなかで必要な意思
疎通が図られることにより、消防団の適正な運営が図られることを願っており
ます。【不備なし】
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