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１ 調布市オンブズマン制度とは 

 

 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し，

市政の改善に関する提言等を行うことにより，市民の権利及び利益を擁護す

るとともに，市政に対する市民の理解と信頼を高め，開かれた市政の一層の

推進に資することを目的としています。 

 

２ オンブズマンの体制 

 

(1) オンブズマン 

オンブズマンは，条例の規定に基づき，人格が高潔で行政に関し優れた

識見を有する者のうちから，３人が委嘱されます。 

  オンブズマンの任期は３年で，１回に限り再任することができます。 

 

(2) オンブズマンの事務 

  市民部市民相談課がオンブズマンの庶務を担当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

Ⅰ オンブズマン制度の概要 

氏 名 相澤 愛（あいざわ あい） 

職 歴 弁護士 

任 期 平成 26 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

氏 名 若林 祥文（わかばやし あきふみ） 

職 歴 一級建築士 

任 期 平成 26 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

氏 名 中村 次良（なかむら つぐよし） 

職 歴 元東京都総務局法務部長 

任 期 平成 26 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

調布市オンブズマン 
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３ オンブズマンの職務 

 

(1) 市民から市政に関する苦情の申立てを受け付け，必要があると認める事

案について調査します。 

 

(2) 調査の結果をもとに，オンブズマンの判断を示します。 

その結果，必要なときには，市の機関に対し意見を述べ，若しくは是正

等の措置を講ずるよう勧告し，又は制度の改善に関する提言を行います。 

 

(3) 市報やホームページ等を通じて，オンブズマンの活動内容を公表します。 

 

４ 苦情申立て 

 

(1) 苦情申立てのできる方 

調布市の業務及び業務に関する職員の行為について利害関係を有してい

る方であれば，市民の方はもちろん，市外在住・外国人・法人その他団体

の方でも申し立てることができます。 

 

(2) 苦情申立ての手続き 

  ア 苦情申立書の提出 

苦情申立てに関する必要な事項が記載されているものであれば，苦情

申立書以外の書面でも受け付けます。 

イ オンブズマンとの面談 

苦情申立書の受付後，オンブズマンとの面談日を決めます。 

受付が相談日当日であれば，そのまま面談することも可能です。 

 

(3) 苦情の調査 

    オンブズマンは，苦情の内容を審査し，市の関係部署を調査します。 

    調査は，関係部署の職員のヒアリング，関係資料や現場の確認等の方法

により行います。 

 

(4) 調査結果の通知 

    オンブズマンは，調査の結果を申立人に文書でお伝えします。 
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５ 苦情申立てのながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 公表 

苦情申立人（相談者） 

調布市の業務等について利害関係を有していれば，

どなたでも申立て出来ます。 

 

・ 活動状況報告書 

・ ホームページ 

・ 市報 

 

文書を送付します 文書を送付します 

（必要に応じて） 

 

 

○ オンブズマン相談日 

  オンブズマンが直接苦情又は相談内容をお聴きし，苦情申立てについての手続き

等を説明します。 

日 時 毎週水曜日 午後１時から午後５時まで（第５水曜日・祝日を除く） 

場 所 オンブズマン相談室（市役所２階） 

 

○ オンブズマン相談日以外 

  市民相談課職員が対応し，オンブズマンに引き継ぎます。 

日 時 月曜日から金曜日 午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

場 所 市民相談課（市役所２階） 

※ 苦情申立書は郵送でも提出することができます。 

④ 調査結果の通知 

 

⑦ 是正措置結果の通知 

⑤ 制度改善の提言 

 勧告又は意見 

⑥ 是正措置等の報告 

オンブズマン 

調布市 

① 苦情申立書の提出・相談 

 

② 調査 

 

③ 回答 

 

苦情申立て・相談等の受付手続き 

職員のヒアリング，現地確認など 
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１ オンブズマン相談室の利用状況 

 

平成27年４月から平成28年３月までに受け付けた苦情・相談・問い合わせの合計

件数は41件でした。 

前年度と比べ，苦情申立て件数が減少していますが，これは苦情申立ての手続き

に至らず，相談の段階で解決が図られた事案が多かったことによるものです。 

内訳は表１・２のとおりです。 

   

（表１）受付方法別 

 

    前年度と同様，来訪や電話による受付となっています。 

 

受付方法 合計 
内訳 

苦情申立て 相談 問い合わせ 

来訪 19(19) ３(８) ６(４) 10(７) 

電話 18(18) ０(０) ０(０) 18(18) 

ＦＡＸ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

郵送 ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

メール ４(０) ０(０) ０(０) ４(０) 

合計 41(37) ３(８) ６(４) 32(25) 

 

 

 

 

（表２）分野別 

 

福祉・健康分野に関する事案が多く，次いで都市整備，子育て等の順とな

りました。 

 

 内容 
合計 

内訳 

分野  苦情申立て 相談 問い合わせ 

福祉・健康 15(７) ０(１) １(２) 14(４) 

子育て ４(２) １(０) １(０) ２(２) 

都市整備 10(８) ０(４) ３(０) ７(４) 

環境・ごみ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

生活・文化 １(０) ０(０) ０(０) １(０) 

スポーツ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

教育 ２(５) ２(１) ０(０) ０(４) 

税金・保険・住民票等 ２(３) ０(１) ０(１) ２(１) 

オンブズマン制度 ６(２) ０(０) ０(０) ６(２) 

その他 １(10) ０(１) １(１) ０(８) 

合計 41(37) ３(８) ６(４) 32(25) 

Ⅱ 活動状況 

※ 件数は平成 27年度中に受付けした件数（前年度からの継続事案を含まず） 

また，カッコ内は平成 26年度の件数。 

 

※ 件数は平成 27年度中に受付けした件数（前年度からの継続事案を含まず） 

また，カッコ内は平成 26年度の件数。 
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２ 苦情申立ての処理状況 

 

平成27年度にオンブズマンが受け付けた苦情申立ては３件でした（表１）。 

また，前年度から継続していた１件について，苦情申立人に結果を通知しました。。 

苦情申立ての一覧及び概要については，第３章「苦情申立て・相談への対応」（13

頁～）に掲載しています。 

 

（表３）苦情申立人性別 

 

   平成27年度における苦情申立ては，女性のみでした。 

    

合計 
内訳 

男性 女性 

３(８) ０(７) ３(１) 

 

 

 

 

（表４）苦情申立ての処理状況 

 

    調査の結果，市の業務等に改善の余地があると認められ，所管課に対して意

見発出されたものが１件ありました。 

   （14頁以降の「苦情申立て・相談事案の概要」をご参照ください。） 

 

区分 件数 

１ 調査を終了したもの １件 

 (1) 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 

  制度改善の提言をしたもの ０件 

  是正の勧告をしたもの ０件 

  意見表明したもの １件 

 (2) 市に不備がなかったもの ０件 

２ 調査しなかったもの ０件 

 (1) 所掌事項外のもの ０件 

 (2) 苦情の事実発生から１年以上経過したもの ０件 

 (3) 申立人自身の利害関係を有していないもの ０件 

 (4) 取り下げのあったもの ０件 

 (5) その他 ０件 

３ 調査開始後に中止したもの ０件 

 (1) 所掌事項外のもの ０件 

 (2) 苦情の事実発生から１年以上経過したもの ０件 

 (3) 申立人自身の利害関係を有していないもの ０件 

 (4) その他 ０件 

４ 次年度へ継続したもの ３件 

合計（１～４） ４件 

※ 件数は平成 27年度中に受付けした件数（前年度からの継続事案を含まず） 

また，カッコ内は平成 26年度の件数。 
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３ 相談の受付状況 

 

平成27年度の相談件数は６件でした。 

これらは，期間の経過等の理由により苦情申立てとして受け付けることが

出来なかったものです。それぞれ，相談内容をお聴きし，所管課に対し相談

者への丁寧で分かりやすい説明を要請しました。その結果，所管課において

相談者に対する丁寧な説明が実施されるなどの改善が図られ，相談者の理解

を得ることができました。 

なお，相談の一覧及び概要については，第３章「苦情申立て・相談への対

応」（13頁～）に記載しています｡ 

 

（表５）相談者性別 

 

    男女比では，女性が多くなっています。 

 

合計 
内訳 

男性 女性 

６(４) ２(２) ４(２) 

※（）内は平成 26 年度の件数。 

 

 

４ 問い合わせの受付状況 

 

「問い合わせ」については，福祉・健康，都市整備やオンブズマン制度に

関するものなど32件ありました。 

 

（表６）問い合わせ者別 

 

男女比では，男性が多くなっています。 

また，他自治体など公的機関からの問い合わせもありました。 

 

合計 

内訳 

男女別 団体 

男性 女性 公機関 民間 

32(25) 18(９) ９(14) ４(２) １(０) 

   ※（）内は平成 26 年度の件数。 
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５ 苦情申立て・相談以外の活動 

 

  苦情申立て処理・相談対応以外の活動は，次のとおりです。 

   

時期 活動内容 

５月 ・平成26年度調布市オンブズマン運営状況報告書を作成 

 

６月 

 

・第１回調布市オンブズマン会議を開催 

・市報ちょうふ（20日号）に報告書及び制度のPR記事を掲載 

・報告書をホームページに登載 

 

９月 ・第２回調布市オンブズマン会議を開催 

・市報ちょうふ（５日号）に制度のＰＲ記事を掲載 

 

11月 ・第17回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会へ出席 

（出席者：相澤オンブズマン） 

 

平成28年 

１月 

・市職員と意見交換会（福祉健康部） 

・第３回調布市オンブズマン会議を開催 

 

３月 ・第４回調布市オンブズマン会議を開催 

・国際フォーラム「行政苦情救済＆オンブズマン」に出席 
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６ 制度の周知・広報 

 

オンブズマン相談室を活用していただくため，オンブズマンの制度や活動

について，次のとおり市民の皆様に周知を行いました。 

 

ア 「市報ちょうふ」による広報 

    平成27年度は，４月20日号，６月20日号及び９月５日号において，相

談日や苦情申立ての受付方法等を掲載しました。 

 

  イ 市ホームページによる広報 

    調布市のホームページに，制度の案内を掲載しており，常時閲覧でき

ます。 

    苦情申立書のダウンロードも可能です。 

 

    ★（トップページ）市政情報 → （広聴）行政オンブズマン 

 

  ウ 制度案内パンフレットの配布 

    市民相談課の窓口にて，苦情申立書の様式とともにお渡ししています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

 

全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会は，国・地方を通ずるオンブズマン等

の機関が，相互の意見・情報の交換・連携を図ることにより，苦情救済制度の充実・

発展に資することを目的として，総務省が設置・主催する会議です。 

現在，全国33団体（１道３県25市及び４特別区）によって構成されています。 

 

（表） 

【会議の様子】 

連絡会は，年に１度開催されており，構成団体の概況の

報告や，構成団体から提案された事例について各団体の意

見発表等の情報交換を行っています。 

平成 27年度（第 17回）は平成 27年 11月 19日（木）に，

総務省で開催され，相澤オンブズマンが出席しました。 

（裏） 
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Ｑ１ 調査を実施する過程において，所管部署の職員から事情聴取する場合，どの職層の職員の

出席を依頼しているか。 

Ａ  苦情原因の解明にあたっては，事実関係や事務内容の精査が必要不可欠となることから，

それらについて最も理解が深いであろう所管課長や事務担当者の出席を依頼しています。 

Ｑ２ 苦情申立てを受けた事例について，該当する部署以外においても同じような苦情を受ける

ことがないよう，事案収束後，出来るだけ時間を置かず情報共有することが望ましいが，情

報共有）をどのように行っているか。 

Ａ  リアルタイムでの情報提供（共有）は行っておらず，年度明けに作成する活動状況報告書

を全庁配付することによって情報共有しています。 

Ｑ３ 市が直接的な処分権限を有していないケースや，苦情の原因となった事実から相当期間が

経過しているケースなど，苦情調査に馴染まない事案について，どのように対応しているか。 

Ａ  オンブズマンとして取り扱えない事案であることを説明したうえで，相談者の理解が得ら

れるよう，可能な限り所管部署から当該苦情に関する情報提供を受け，オンブズマンが整理

した内容を伝えています。 

Ｑ４ 運営状況報告書に掲載する案件をどのような基準で選択し，どのような形式（全文，要約）

で公表されているのか。 

Ａ  オンブズマン制度の一層の周知を図る中で，様々な事例を紹介することにより，市民が制

度を利用するきっかけに繋がるものと考え，苦情申立人が特定されないよう，ある程度具体

性を省きつつ，要約する形で全件を掲載しています。 

Ｑ５ いじめ防止対策推進法に基づいて設置されるいじめ問題再調査委員会が調査を行った事案

について，同一事案について苦情申立てがなされた場合，どのように取り扱われているか。 

Ａ  法令等により特定の機関が処理することとされている事案について，オンブズマンが同時

に審理し又は結論付けることは，本来予定されている手続きに混乱を招くことが想定しうる

ことから，裁判や不服申立て等により係争中の事案と同様に取り扱う必要があると考えます。 

Ｑ６ 精神疾患等により，苦情内容が二転三転して趣旨がはっきりしない等，調査・評価が困難

な事例について，どのように対応しているか。 

Ａ  申立人の言い分を傾聴しつつ，調査にあっては通常の手続きと同様に行い，結果の通知に

ついてもオンブズマンとして伝えるべきことは伝えております。 

Ｑ７ １件の苦情申立ての中に，市側に不備が認められた部分と，そうでない部分がある場合， 

集計上どのように取り扱っているか。 

Ａ  複数の趣旨が入っている苦情申立てについて，一部でも市側に意見や提言・勧告を発出す

べき要素があれば，「苦情申立ての趣旨に沿ったもの」として計上しています。 

Ｑ８ 苦情申立てされた事案が，監査や不服申立ての対象となっていることが疑われる場合，ど

のような手段によって，それを確認しているのか。 

Ａ  苦情申立ての段階で苦情申立人本人に対して他制度の手続き状況を確認しています。 

 

第 17回 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の事例と発表内容（要約） 
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８ オンブズマン会議 

 

平成27年度は，４回のオンブズマン会議を開催しました。 

会議では，各オンブズマンが担当した事例や全国行政苦情救済・オンブズマン制度

連絡会の内容の共有，オンブズマン制度の在り方などについての意見交換のほか，新

たに苦情申立てや相談事例などを踏まえ，市との意見交換を実施しました。 

 

(1) 苦情申立てや相談事例の共有 

   苦情申立てや相談に対する公平・公正な対応を確保するため，各オンブズマンが

担当した事例を共有するとともに，制度運用の改善点などについて話し合いました。 

 

(2) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の報告・協議 

   同連絡会会議の内容及び事例に対する質疑応答などの報告をもとに話し合い，調

布市オンブズマンの対応，考え方などについて確認し，今後の制度運用への参考と

しました。 

 

(3) オンブズマン制度運用に関する検討 

   オンブズマン制度や同制度の運用に関する事項について検討を行い，制度の充実

に向けた対策などを整理しました。 

 

ア 制度の周知 

     オンブズマン制度について，より多くの市民に知っていただく必要があります。

このため，市報・ホームページ・活動状況報告書により，今後も積極的な発信に

努めるよう，事務局に要請しました。 

  イ 対応力の充実 

    市政及び市政を取り巻く状況変化を踏まえ，市民からの申立てや相談に対する

適切な対応を確保していくため，オンブズマンに関わる情報収集や事例の検討な

ど研さんを積み重ねていきたいと考えています。 

  ウ 会議の開催 

    重要事項を協議するために，必要に応じてオンブズマン会議を開催しています

が，各オンブズマンの担当事案の状況，調査の方向性などのほか，制度運用に資

するテーマについて，幅広く意見交換をしていく必要があります。 

 

(4) 所管部署との意見交換 

   

 

 

 

 

 

 （右）オンブズマン（手前から若林，

中村，相澤）（左）市職員 

市の施策や課題についての状況を把握するため，

所管部署との意見交換を実施しました。 

所管部署（福祉健康部）からは管理職が出席し，

事務事業の現状及び課題，市民の理解を得るための

取組や考え方などについて意見交換しました。 
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平成27年度中に受け付けし，調査が終了した苦情申立て・相談事案は次のとおりです。 

   

１ 苦情申立て・相談事案の一覧 

 

(1) 年度内に調査等が完了したもの ７件（苦情申立て １件／相談 ６件） 

 

○ 福祉・健康 

 

    No.１ 親族に対する保護措置について（相談） 

  

  ○ 子育て 

    

   No.２ 保育園の保育体制について（相談） 

 

○ 都市整備 

 

No.３ 京王線国領駅前の横断歩道の移設について（相談） 

       

No.４ 京王線国領駅前の横断歩道の設置経過について（相談） 

  

No.５ 売却した市有地の買戻し等について（申立て）※平成26年度受付分 

 

    No.６ 近隣宅の段差解消工事について（相談）  

 

  ○ その他 

 

    No.７ 市政に係る諸問題の解決について（相談）  

 

(2) 調査等を継続したもの ３件 （苦情申立て ３件） 

 

○ 子育て 

 

  No.８ 保育園入園申請について（申立て） 

 

  ○ 教育 

  

    No.９ 就学判定について（申立て） 

  

 No.10 就学猶予に係る職員の説明について（申立て）

Ⅲ 苦情申立て・相談への対応 

14頁 

 

 

 

15頁 

 

 

 

16頁 

 

17頁 

 

18頁 

 

20頁 

 

 

 

21頁 

 

 

 

 

 

23頁 

 

 

 

24頁 

 

24頁 
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２ 苦情申立て・相談事案の概要 

 

  平成27年度中に受け付けた苦情申立て・相談事案の概要は次のとおりです。 

  なお，個人情報保護の観点から，記載にあたっては事例として紹介できる範囲として

います。 

 

No.１ 親族に対する保護措置について（相談） 

【相談の概要】 

要介護度の高い母親が，ある日突然，市に保護された。所管部署に行ったが，納得の

いく説明がなく，母のことが大変心配だった。 

 

 

【受付】 

 

平成27年 ９月 ・来室。 

本事案は，オンブズマン条例第10条第１項第４号（調査すること

が適当でないと認めるとき）に該当するものと判断し，苦情申立て

として取り扱わず，相談として受け付けました。 

        

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 10月 ・所管課長（高齢者支援室高齢福祉担当）に面談をして，母親の状

況，それまでの市等との対応状況などについて説明を求めました。 

  ・以降，平成27年11月，12月，平成28年１月，２月及び３月にかけ

て相談者と面談し，必要に応じて，所管課長に話を伺いました 

 

【相談結果の概要】 

 

本件は，当事者及び関係者に係る情報の秘匿度合いが高く，相談者への説明にも慎重

さを心掛けて対応しました。 

相談者から，母親と一緒に普段通りの生活していたことの状況やその後の状況変化へ

の思いなど，様々な場面についての市役所の対応へ疑問などの問い合わせでした。それ

らについて担当部署の対応がどうであったか，相談者及び担当部署の双方から事情を伺

いながら，整理した内容を相談者にお伝えしました。 
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No.２ 保育園の保育体制について（相談） 

【相談の概要】 

  保育園での保育をお願いしている曜日・時間帯以外に，どのような場合に子どもを預

かってくれるのか基準が不明確である。園側は「なるべく家で保育してください。」と

いう対応なので，親としては預けにくいし，園に直接意見を言うと子どもに不利益があ

るようで聞くに聞けない。例えば，自分が病気の場合，必要な用事がある場合，園の行

事がある場合なども子どもを預けてよいのか，明確にしてもらいたい。 

 

【受付】 

 

平成27年 ７月 ・来室。 

相談者と面談しました。相談者は保育園に相談の内容が伝わるこ

とで相談者が特定され子どもに不利益が及ぶことを懸念されてい

たので，匿名での相談として対処いたしました。 

        

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 ７月 所管課（子ども政策課）と面談。相談者の相談内容を伝えると共に，

調布市の保育園の運用を確認しました。 

  相談者と面談し，上記運用についてお伝えするとともに，相談者が

特定されない方法で，所管課から保育園に対して上記運用を周知・

徹底してもらうよう対処してもらいたい旨の意向を確認しました。 

  所管課と面談し，相談者が特定されない方法により上記運用を周

知・徹底するよう具体的な方法を検討するよう依頼しました。 

 ９月 所管課と面談。９月に園で配布されるお便りの中で，上記運用を明

確に記載することで，保護者が気兼ねなく保育を依頼できるように

対処したことを確認しました。 

 

【相談結果の概要】 

 

相談者は，どのような場合に保育園が子どもを預かってくれるのか明確な基準がなく，

保育園からも「できるだけ家で保育してください」と言われているとして，保育園に子

どもを預けることに関して萎縮され，保育園に預けに行くこと自体が精神的に負担にな

っている様子でした。働く保護者にとって保育園は第二の家庭であり，子どもを安心し

て預けることができることは大前提ですので，オンブズマンとしても早急に対応する必

要があると判断しました。 

所管課に対して，保護者が心配しているケースも保育が可能であるという点を確認し

相談者に伝えるとともに，保護者が負担感なく安心して預けられるように，保育園にお

いて周知・徹底する方法を検討するよう依頼し，保育園での次号のお便りに「保護者の

方が用事のある時や体調が悪い時でも，お子さんをお預かりしています。園の行事があ

る場合は，保護者の方がお休みの場合でも，参加してもらっています。気兼ねなく相談

して下さい。」というメッセージを掲載することとしました。 

本ケースは，所管課の迅速かつ真摯な対応により，保育園の利用者の不安を可及的早

期に軽減することができた事例の１つであると考えます。 
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No.３ 京王線国領駅前の横断歩道の移設について（相談） 

【相談の概要】 

京王線国領駅広場の整備に伴い，市道にある横断歩道及び信号機(以下「本件横断歩

道等」という。)が廃止される予定となっているが，本件横断歩道等が廃止されると，

京王線国領駅方向へのアクセスが不便になるので，これを廃止しないことを求める。 

 

 

【受付】 

 

平成27年 ４月 ・来室。 

本件の相談者は，オンブズマン条例９条第１項にいう「利害関係

を有する者」に該当しないものと判断し，苦情申立てとして取り扱

わず，相談として受付けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 ４月 ・所管課長（街づくり事業課）と面談し，本件に係る関係法令等の

規定や事実確認しました。 

・相談者と面談し，所管課の考え等を伝えるとともに，関係法令等

のコピーを渡しました。 

 ５月 ・相談者と面談し，前回と同様の説明をし，相談を終了する旨を伝

えました。 

 

【相談結果の概要】 

 

所管課長と面談し，所管課の考えを確認しました。所管課の考えは，横断歩道及び信

号機の設置・廃止等は，そもそも警察の所管に属するものであるが，市としても，京王

線国領駅広場の整備後の本件横断歩道等を含む市道における交通状況等を見て，必要に

応じて警察と協議していくというものでした。 

また，警察庁が定めた横断歩道及び信号機の設置等の基準をみると，本件横断歩道等

の廃止は，同基準の原則に照らし，問題がないことが判明しました。 

そこで，相談者には，所管課の上記考えや上記基準に適合していることを伝えるとと

もに，参考として，同基準を定めた根拠規定のコピーを渡しました。 
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No.４ 京王線国領駅前の横断歩道の設置経過について（相談） 

【相談の概要】 

京王線国領駅前の道路に，10年前に設置された横断歩道の経緯を知りたいので，当時

の担当者に会いたい。 

 

 

【受付】 

 

平成27年 10月 ・来室。 

オンブズマン条例第10条第１項第２号（苦情に係る事実があった

日から１年を経過）に該当したため，本件は苦情申立てとして取り

扱わず，相談として話を伺いました 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 10月 ・相談者と面談しました。 

 

 

【相談結果の概要】 

 

一般的な工事の進め方についてお話をしました。このような交通安全対策に関わる工

事は市役所としては重要な内容であり，市役所としての意思決定のもとに，予算も付け

られ，実施され，現在にいたっていることを意見交換しました。 

相談者と意見交換をしたことにより，この点については御了承いただきました。 
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No.５ 売却した市有地の買戻し等について（申立て） 

【苦情申立ての概要】 

市道の車両通行時に通行人及びに地域住民が通路として利用していた市道（以下「本

件道路」という。）に接する市有地を地域住民の意向も聴かずに売却したことにより，結

果的に道幅が狭くなり，通行人及び地域住民の危険度が増したので，次のことを求める。 

１ 通行人及び地域住民の安全を図るため，市が売却した市有地の一部（以下「本件 土

地１」といいます。）を買戻し，本件道路 として拡幅すること。 

２ 通行人及び地域住民の安全を図るため，本件土地１に隣接する市有地（以下「本件

土地２」という。）を本件道路として拡幅し，保全（歩道・排水等の設置）すること。 

３ 通行人及び地域住民の安全を図るため，本件土地２及び上記市道に接する市有地（以

下「本件土地３」という。）の適切な場所にそれぞれカーブミラーを設置すること。 

 

【受付】 

平成26年 12月 ・苦情申立書の提出を受けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

平成26年 12月 苦情申立人の代理人と面談し，申立内容について聴取りをしました。 

  苦情申立人の代理人に対し，苦情申立て内容に訂正を依頼しました。 

平成27年 １月 ・苦情申立書の再提出を受けました。 

  ・現地を視察しました。  

  ・苦情等を調査する旨の文書を所管課（道路管理課）へ送付しました。 

 ２月 ・苦情申立人の代理人に対し，苦情申立書の内容に不明な点があったた

め，その点について回答文書の提出を依頼しました。 

  ・苦情申立人の代理人から，不明な点に対する回答書の提出がありまし

た。 

 ３月 ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

  ・所管部長から，市庁舎内で行われた苦情申立人の代理人を含めた地域

住民との話合いの状況について説明を受けました。 

 ４月 ・所管部長から，本件土地１の買戻しが困難である旨を苦情申立人の代

理人に伝えた旨の報告を受けました。 

 ５月 ・所管課が地域住民に約束した本件土地１，本件土地２及び本件土地３

に隣接する本件道路の安全対策等については，所管課は着実に実施し

ていくということを報告を受けました。 

 ６月 ・所管課から，上記安全対策等の進捗状況の報告を受けました。 

・苦情申立人の代理人に面談を依頼しました。 

 ８月 ・所管課から，上記安全対策等の進捗状況の報告を受けました。 

 10月 ・苦情申立人の代理人から，オンブズマンとの面談の希望がありました。 

 11月 

 

・所管課から，上記安全対策等の進捗状況の報告を受けました。同日，

苦情申立人の代理人及び地域住民と面談し，上記安全対策等の進捗状況

等について意見などを聴きました。 

・所管課に対し，追加調査を実施する旨の文書を送付しました。 

 12月 ・所管課から，追加調査への文書回答を受けました。 

平成28年 ２月 ・所管課から，上記安全対策等の進捗状況の報告を受けました。 

・苦情申立てに係る調査結果通知書及び苦情申立てに係る意見書を苦情

申立人及び所管課へそれぞれ送付及び通知しました。 
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【調査結果の概要】 

 

平成27年2月，苦情申立人及び所管課に対し，苦情申立てに係る調査結果通知書及び苦

情申立てに係る意見書をそれぞれ送付及び通知しました。その概要は，次のとおりです。 

 

１ 苦情申立て１について 

本件土地１の売却相当額と同土地の所有者からの買戻し価額に著しいかい離があっ

たこと，新たな土地利用が形成された同土地を現状回復した場合の社会的・経済的損失

が大きいことから，買戻しに応じられないとの所管課の回答はやむを得ません。 

２ 苦情申立て２について 

(1) 苦情申立て２のうち，既に車止めの移設・歩道部舗装の工事を実施した部分につい

ては，今後も申立ての趣旨に沿って着実に進めてください。 

(2) 苦情申立て２のうち，本件土地２の一部における車止めとポール等の移設について

は，同土地に隣接している地権者の理解が得られていない状況等のもとでは，上記移

設に応じられないとの所管課の回答はやむを得ません。 

３ 苦情申立て３について 

(1) 苦情申立て３のうち，本件土地２の適切な場所にカーブミラーを設置することにつ

いては，既に設置済みです。 

(2) 苦情申立て３のうち，本件土地３の適当な場所にカーブミラーを設置することにつ

いては，同土地に隣接している地権者の理解が得られていない状況等のもとでは，上

記設置に応ずることができないとの所管課の回答はやむを得ません。 

４ 所管部長及び所管課長に対する意見 

(1) 本件土地１の売却については，同土地の取得の経緯，同土地の売却前後における本

件道路の安全性の状況，同土地の売却についての地域住民への説明手順等からみて，

社会通念に照らし妥当性を欠いていたといわざるを得ません。したがって，今後は，

この点を踏まえ，同種の事案については，十分留意して対応する必要があります。 

(2) 現在，所管課では，本件土地１に隣接する本件道路，本件土地２及び本件土地３付

近一帯の安全施策等を実施中です。 

しかし，本件苦情申立てから１年以上経過しましたが，上記安全施策等は，未実施

のものがみられ，また，本件土地２の一部における車止めとポール等の移設及び本件

土地３の適当な場所にカーブミラーを設置することについては，現時点では，直ちに

実施することができない状況にあります。 

そこで，所管課としては，改めて，本件土地１の売却により失われた地域の安全及

び地域住民の信頼を回復するという観点に立つとともに，その一方で，直ちに実施す

ることができない上記２つの事項があることを踏まえ，現在推進しようとしている上

記安全対策等を最終的目的と位置付けるとともに，上記２つの事項を一時棚上げした

形での当面の暫定的な修正安全対策案を創意・工夫して策定し，そのうち可能なもの

からスピードアップを図りながら地域住民に目に見えるような形で実施するなど，最

善で効果的な打開策を策定し実施していく必要があります。 
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No.６ 近隣宅の段差解消工事について（相談） 

【相談の概要】  

30年以上前に調布市が実施した道路工事により，相談者の近隣のＡ氏の民有地 

（以下「本件民有地」という。）と市道の間に段差が生じたとして，上記道路工事後か

ら本件民有地の入口に面する市道部分にブロック（以下「本件ブロック」という。）が

設置される状態が継続していた。先般，調布市が，本件ブロックを撤去するのみならず，

段差解消工事として本件民有地内に階段を設置する工事（以下「本件工事」という。）

を行った。 

相談者は，本件ブロックはＡ氏側が設置したものであるのに，(1)なぜ調布市は当時

の経過も確認せず市税で本件工事を行ったのか納得がいかない，また，(2)Ａ氏の敷地

は隅切りをしていないので隅切りをさせるよう確約をさせてほしい，等を要望した。 

 

 

【受付】 

 

平成28年 ２月 ・来室。 

相談者と面談しました。本件相談内容は，主に市税の使い方に主

眼がありましたので，オンズブマンの扱う苦情としては受理できな

いことをお伝えし，相談として受け付けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成28年 ２月 所管課（道路管理課，建築指導課）に相談者の相談内容を伝えると

ともに本件工事の経緯等について確認しました。 

 ３月 相談者と面談。所管課から確認した当時の経緯や市の考え方につい

てお伝えしました。 

 

【調査結果の概要】 

 

(1)に関する所管課の考えは，30年以上前の道路工事の記録は既になく，なぜブロッ

クが設置されていたかについて詳細は不明であるが，市道上に長期間設置してあったブ

ロックを撤去することは調布市の道路管理責任として行うべきであり，民有地内の段差

解消工事については，Ａ氏側と複数回折衝したものの，結果的に調布市側が物件補償と

して段差解消工事を行う必要があったというものでした。 

(2)に関する所管課の考えは，Ａ氏の建物建築は昭和50年代のことであり，当時は東

京都が建築確認申請の対応をしていたこと，年数が相当経過しており今更指導は難しい

こと等から，今後，新たに建築確認申請された際に指導をしていくというものでした。 

オンブズマンは，上記の所管課の考え方を相談者に説明しました。相談者からは，せ

めて，Ａ氏に対して，近隣の住民が迷惑を被っている旨を調布市から何らかの形で伝え

てもらいたいとう要望が出されましたが，本ケースにおいては，調布市としては，近隣

の住民のご意向をＡ氏にお伝えする立場にはない旨をお伝えしました。 
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No.７ 市政に係る諸問題の解決について(相談) 

【相談の概要】  

市政における次の諸問題について改善を図ること求める。 

１ 道路について 

  (1) 国道20号線の歩道が狭く，樹木が伸び，樹木の根が張り出し凸凹になっている

ので，改善を図ること。また，不要の歩道橋を撤去すること。 

  (2) 道路の白線が不連続，不統一であるところがあるので，改善を図ること。 

２ 市民の目線による市政運営について 

   行政が上から一方的に治めるという市政運営がなされている感じがするので，市

民の目線に立った運営を行うこと。 

３ 自治会について 

   市内には，自治会がない地域もあり，また，あっても機能が十分でないところも

あるので，市として自治会の評価基準を策定し，それに基づいて自治会の統合も含

めて必要な指導を行い，併せて自治会に対する補助金のあり方を検討すること。 

４ 災害・非常時等について 

(1) 野川の管理主体や連絡先等が分からないので，市民に分かるようにすること。 

(2) 水害時の避難所として東京都から指定されている第七中学校が，市の洪水ハザ

ードマップに記載されていないので，市でも水害時の避難所として指定すること。 

(3) 手動井戸を身近なところに掘ってほしい。その井戸の設置に当たっては，災害

時における野川の汚染がないよう配慮すること。 

(4) 耐震対策・空き家対策がまったく進展していないと思われるので，具体的に進

展を図ること。また，市の現地診断・調査も行われていないようなので，それも

行うこと。 

 

【受付】 

 

平成27年 ９月 ・来室。 

相談者と面談し，相談を受けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成28年 10月 相談内容が多岐にわたり，それぞれ所管課が異なり，しかも複数の

課で共管するものがありましたが，各課に対して，回答することを

依頼しました。 

・所管課から，上記文書回答を受けました。 

 12月 ・相談者と面談し，所管課からの回答内容を口頭で伝えました。 

 

【調査結果の概要】 

 

１ 相談者に口頭で伝えた所管課の回答内容は，次のとおりです。 

(1) 相談１(1)について 

国道20号線については，関東整備局相武国道事務所が管理しているものなので，

指摘の点は，同事務所へ要望していきます。 

(2) 相談１(2)について 

道路の外側線は，市の所管です。市では，パトロール等を実施し，緊急を要する

場合は，すぐに補修を行い，その他については，計画的に補修を行っていきます。 
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(3) 相談２について 

市では，日ごろから「市長へのはがき」をはじめ，窓口，電子メール等により，

市民の意見等を常に受付けています。市民からいただいた意見については，関係各

課において真摯に対応し，市政に対する理解，促進を図るとともに施策の立案や業

務の改善に活かしております。 

(4) 相談３について 

自治会は，任意団体(自治組織)で，その来歴・構成人数・構成員の価値観・会の

活動内容も多様です。しかも，地方行政の末端事務を担うものでもありませんし，

市との間で上下関係も存在しません。したがって，ご指摘するような形で指導等を

行うことは難しいと考えております。しかし，市と自治会とは，協働して「まちづ

くり」を進めていくものであり，その意味で自治会は重要な位置を占めています。

そのため，必要な支援については，その時々の社会情勢等を踏まえながら，検討し

ていく必要があると考えています。 

(5) 相談４(1)について 

    野川の管理の主体や連絡先等は，東京都北多摩南部建設事務所になります。 

なお，洪水ハザードマップには，主な連絡先として，上記事務所が記載されてい

ましたが，同事務所が河川の管理者であることが分かるような記載となっていませ

んでしたので，今後修正することを検討いたします。 

(6) 相談４(2)について 

第七中学校は，地震対策のための避難所として指定されていますが，水害時の 

浸水想定区域となっているので，水害時の避難所として指定されていません。した

がって，洪水ハザードマップにも避難所として記載されていません。 

(7) 相談４(3)について 

相談者の質問は，飲用水の確保という観点からの質問と思われます。この点につ

いては，市の地域防災計画で定めています。これによれば，都水道局と連携して的

確かつ迅速に応急措置することになっています。 

なお，手動井戸については，「生活用水」用として各小中学校に整備し，また，

今後，環境問題，地盤沈下問題等も十分考慮しながら，民間井戸についても整備す

ることを検討しています。野川における汚染については，あくまでも生活用水用と

しての機能と考えているので，パイプに侵入した水を排水することで，利用が可能

と考えております。 

  (8) 相談４(4)について 

    まず，耐震対策です。木造住宅耐震アドバイザー派遣制度を平成26年９月から実

施しています。平成27年度は派遣申込み件数が大幅に伸びています。また，木造住

宅耐震化啓発ダイレクトメール制度を実施しています。平成27年度は調布市内の一

定の地域の木造所有者宛に送付しています。平成28年度以降も計画的に実施してい

きます。その他，耐震診断等への補助事業，出前講座等を実施しています。 

    次に，空き家対策です。空き家については，苦情等があった場合は，その内容に

応じて関係各課で対応しています。また，現在，空き家実態調査を実施中です(平

成27年11月末まで)が，今後は，その結果を踏まえて対策を検討していくことにな

ります。 

 

２ 平成27年12月，相談者に対し，上記１の内容を口頭で説明しました。このことに対

し，相談者は，自分が提示した諸問題について各課が真摯又は地道に取り組んでいる

ことを改めて知り，一定の評価をしてくれました。 
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No.８ 保育園入園申請について（申立て） 

【苦情申立ての概要】 

子ども政策課の職員の説明不足により，苦情申立人の子供の保育園への４月入園に係

る申込み（以下「本件申込み」という。）ができなかった。このことに関し，市又は子

ども政策課に対して，次の事項について実施することを求める。 

１ 苦情申立人の子供の保育園入園を実施すること。 

２ 上記入園ができなかったことによる苦情申立人の給与減収分を補てんすること。 

３ 上記説明不足があったこと，そのため上記申込みができなかったこと及びそのため

保育園に入園されていないことにについて謝罪すること。 

 

【受付】 

 

平成27年 ７月 ・来室 

苦情申立書の提出を受けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 ８月 ・苦情申立人と面談し，内容を確認しました。 

同日，所管課長（子ども政策課）と面談し，苦情申立人の苦情の申

立ての内容を説明するとともに，苦情等の調査を実施することを伝え

ました。 

・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

・所管課の上記調査の必要のため，苦情申立人に対し，仮に苦情申立

人が本件申込みを行ったとした場合の希望保育園について問合せを

しました。同日，苦情申立人から得られた上記希望保育園について，

所管課へ伝えました。 

・所管課から，上記調査への文書回答を受けました。 

・所管課長に対し，現時点でのオンブズマンの心証を伝えるとともに，

苦情申立人と直接会って，誠意もって話合いをし，本件に関する問題

解決を図るよう助言しました。 

 ９月 所管課長に対し，再度上記と同様のことを助言しました。 

 11月 所管課長から，苦情申立人宅での苦情申立人及びその配偶者との面談

内容について報告を受けました。 

 12月 ・所管課長から，苦情申立人及び配偶者が一緒に来庁し，事業所内保

育所入所が確保されたので，所管課が勧めていた認証保育所の入所を

辞退する等の話合いをした旨の報告を受けました。 

同日，苦情申立人に対し，本件苦情申立てについて，申立ての方針

等を尋ねるとともに申立ての具体的な内容を確認しました。 

・所管課長に対し，本件苦情等の追加調査をする旨の文書を送付しま

した。 

平成28年 ３月 ・所管課から追加調査への文書回答を受けました。 

 ４月 ・所管課長に対し，上記回答内容について補充を依頼しました。 

 

【調査結果の概要】 

所管課からの補充文書の提出を待って，本件苦情申立てに係る調査結果通知書の作成

する予定です。 
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No.９ 就学判定について（申立て） 

【苦情申立ての概要】 

海外在住の子の就学判定に関する手続について以下の問題点があったので苦情を申し

立てる。 

１ 就学判定における体験会の運営の方法等に問題があった。 

２ 上記体験会の様子を保護者に伝える際，教育相談所長に問題となる発言があった。 

３ 調布市就学等検討委員会における検討結果を伝える文書に虚偽の記載があった。 

 

 

【受付】 

 

平成28年 ３月 ・来室 

苦情申立書の提出を受けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成28年 ３月 ・苦情申立人と面談のうえ，内容を確認しました。 

  ・苦情等を調査する旨の文書を所管課（教育相談所）へ送付しました。 

 

【調査結果の概要】 

 

現在，調査継続中です。 

 

No.10 就学猶予に係る職員の説明について（申立て） 

【苦情申立ての概要】 

海外在住の子の就学に関して問い合わせた際，誤った情報を提供された。結果的に，

子の就学にかかる選択肢を狭められたこととなり非常に残念なため，苦情を申し立てる。 

 

 

【受付】 

 

平成28年 ３月 ・来室 

苦情申立書の提出を受けました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成27年 ３月 ・苦情申立人と面談のうえ，内容を確認しました。 

  ・苦情等を調査する旨の文書を所管課（学務課）へ送付しました。 

 

【調査結果の概要】 

 

 現在，調査継続中です。 
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Ⅳ オンブズマンあいさつ ～ 一年を振り返って ～ 
 

 

調布市オンブズマン 中村 次良 

 

まず，私の反省すべき点から申し上げます。 

それは，苦情申立ての処理に時間がかかりすぎたことです。ある事案では，

苦情申立てから調査結果通知まで，１年３か月かかりました。また，別の事案

では，苦情申立てから10か月を過ぎようとしています。確かに，事案の性質等

によっては，調査結果通知まで時間を要するものがあります。また，オンブズ

マンは，市民と行政との調整的な役割を担っております。この役割を重視し過

ぎると，事案の処理が遅くなってしまうことがあります。事案の処理の迅速性

とこの調整的役割とのバランスが難しいのです。しかし，事案の性質等や上記

調整的な役割を考慮したとしても，上記の２事案については，迅速性に問題が

あったと感じています。 

行政の取組みにも反省すべき点がみられました。その一つとして，仕事の処

理の迅速性に問題があったことを挙げることができます。具体的には，オンブ

ズマンからの調査依頼に対する回答に数か月を要するものがありました。回答

内容から判断して，そんなに時間がかかるものではありませんでした。 

また，所管課の住民に対する説明や地域の環境への影響を及ぼす取組みにつ

いて，きめ細かな配慮や思いやり等を欠くものがありました。ちょっとした配

慮や思いやり等があれば，問題にならなかった事案と思われます。さらに，問

題解決のための事前調査等にもう少し注意をはらった方がよい事案もありまし

た。これを行っていれば，もう少しスムーズに問題の解決を図ることができた

と思っています。 

しかし，これらの事例をもって，市政全体を評価することはできないと思っ

ております。なぜなら，苦情の申立ては，もともと市政に関して不満があるた

め提起されるものだからです。 

道路や災害・非常時等を含む市政における諸問題に関する相談事案では，各

課がこれらの諸問題について真摯に又は地道に取り組んでいるものがありまし

た。相談者は，これらの取組みを改めて知り，一定の評価してくれました。こ

れらにより，市政に対する市民の理解と信頼が高まったと考えています。 

オンブズマン制度は，事案を処理するに当たって，「公平かつ中立」な立場に

立つこと，「簡易迅速」に処理すること，「市民の権利及び利益」を擁護するこ

と，「市政に対する市民の理解と信頼」を高めること，「開かれた市政の一層の

推進」を図ること等が大きな支柱となっています（調布市オンブズマン条例第

１条)。 

私は，今一度，これらの意義等を再吟味し，これらの視点に立って，事案の

処理に努めてまいります。特に，冒頭で述べました迅速性については，十分留

意して取組む所存です。 
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調布市オンブズマン 相澤 愛 

 

調布市は誰のために行政サービスを提供しているのでしょうか？その答えが 

「調布市民のため」であることについては誰も異論をはさまないでしょう。 

それでは，ここでいう「調布市民」とは，「調布市民全体」なのでしょうか，「個々

の市民」なのでしょうか？その答えは具体的な事案によっても変わってきます。 

「調布市民全体」の場合もあれば，「個々の市民」の場合もあります。「調布市民全

体」と「個々の市民」の双方である場合もありますし，事案によってはそのバラン

スも変わってくることもあります。オンズブマンとして様々な案件に接する中で，

この点について悩み考え抜くことが多々あります。 

調布市は調布市全体の利益を考え，また，市民相互間の公平性も考えて行政サー

ビスを提供しなければなりませんので，「調布市民全体」を念頭において行政サー

ビスを遂行することが求められます。したがって，明らかに「調布市民全体」の利

益を優先すべき事案においては，相談者の希望とは異なる対応をとらなければなら

ない場合もあります。あるいは，近年増加傾向にある家族間や地域間のトラブルや

紛争といった側面がある事案に関しても，調布市がどちらか一方に偏った対応をす

ることはできないということになります。 

このように「調布市民全体」を念頭におき対処すべき事案もありますが，そうで

ない事案，すなわち「個々の市民」の状況こそが重要となる事案もあります。行政

サービスの最終的な受け手は「個々の市民」です。したがって，ひとりでも多くの

市民に納得してもらうための行政サービスを提供することを最終目標とすべきで

しょう。 

オンブズマンとして関わる案件においては，もう少し職員が「個々の市民」のお

かれた状況を具体的にイメージして対応していれば苦情には至らなかっただろう，

という印象をもつことが少なくありません。職員の方々には，「調布市民全体」の

みならず，「個々の市民」の具体的な状況をイメージし，ニーズを的確に理解して

業務を遂行すること，そして，万が一，後日，市民からなぜそのようなことをした

のか？と問われた際には，適切な説明ができるという自負をもって業務を遂行して

もらいたいと思います。 

市民のニーズが複雑かつ多様化する中，このような対応を常に心がけることは至

難であることは承知しています。万が一，市民が調布市や職員に対して苦情を抱く

に至った場合は，オンブズマンとしても，その苦情の原因を解きほぐしながら，市

民の行政に対する信頼関係が回復するお手伝いができるよう，今後も取り組んでい

きたいと思います。 
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調布市オンブズマン 若林 祥文 

 

３人のオンブズマンはそれぞれ個別に相談に応じています。各々のオンブ

ズマンがどんな事案を担当しているのか，課題はどうなのかという認識は，

事務局のきめ細かな報告や配慮によって，説明を受けているので円滑にでき

ていると思っています。節目節目には会議を開催し，それぞれの案件につい

ての振り返りをして，自省の材料にしています。また，担当部局との話し合

いも設けて，組織が直面する課題などについての意見交換は調布市役所の様

子を知るに大変役に立っています。 

 さて，それぞれの案件は市民と市役所の窓口でのなんらかのトラブルに基

づくことが出発点です。そのトラブルから何を共通の課題とするのか，一般

的な傾向を抽出するのは難しいのですが，行政窓口での対応が複雑さを増し

ている実態が背景にあるように思えます。結果的にオンブズマンを訪れる市

民は切羽詰まった気持ちで各窓口の交渉後に来られます。おそらく各窓口で

は，相談者の複雑な要因や思いを一つずつ解きほごしながら相談の形にする

ことから始まったのでしょう。訪れた相談者が何を聞きたいのか，同じ言葉

でもニュアンスの受け止め方などは市民の気持ちのあり方が異なります。年

ごとに厚さを増すマニュアル対応ではかえって問題を見えなくしてしまう

ことになるかもしれません。行政職員個々の対応能力もさることながら，組

織としての対応力も試されると思います。 

 また，一方で相談者自身も複雑さを増す要因を背負っているようにも感じ

ます。家族の問題が形を変えて行政の窓口で顕れたり，地域社会での付き合

いの行き違いが増幅されて，相談に凝縮してくるような事案があります。 

したがって，オンブズマンへの相談，苦情申し立てはあって当たり前であ

り，私たちも相談の敷居が低くなるように，事務局とともに心がけていると

ころです。 

いずれにしろ，それぞれの相談，苦情申し立ては困難な事情でなされるの

であり，それらを解きほぐす活動を通じて，行政対応の向上に多少でも寄与

できればという気持ちで，取り組んでいます。 
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○ 調布市オンブズマン条例 

 

平成13年12月19日条例第33号 

 

 （設置） 

第１条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し，市政の

改善に関する提言等を行うことにより，市民の権利及び利益を擁護するとともに，市政

に対する市民の理解と信頼を高め，開かれた市政の一層の推進に資するため，調布市オ

ンブズマン（以下「オンブズマン」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 オンブズマンの所掌する事項は，市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業

務に関する職員の行為とする。ただし，次の各号に掲げる事項を除く。 

 (１) 判決，裁決等により確定した権利関係に関する事項 

 (２) 現に判決，裁決等を求め係争中の事項 

 (３) 議会に関する事項 

 (４) 職員の勤務条件，身分等に関する事項 

 (５) オンブズマンの行為に関する事項 

 （職務） 

第３条 オンブズマンの職務は，次の各号に掲げるところによる。 

 (１) 市政に関する苦情の申立てを受け付け，これを調査し，迅速に処理すること。 

 (２) 前号の処理に関連し，必要があると認める事案について，調査すること。 

 (３) 申立てに係る苦情又は前号に規定する事案（以下「苦情等」という。）につい 

て，市の機関に対し意見を述べ，若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し，又は制

度の改善に関する提言を行うこと。 

 (４) 勧告，提言等の内容を公表すること。 

 （オンブズマンの責務） 

第４条 オンブズマンは，市民の権利及び利益を擁護するため，公平かつ適切にその職務

を遂行しなければならない。 

２ オンブズマンは，その職務の遂行に当たっては，市の機関との連携を図り，相互の職

務の円滑な遂行に努めなければならない。 

３ オンブズマンは，その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

４ オンブズマンは，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もま

た同様とする。 

（市の機関の責務） 

第５条 市の機関は，オンブズマンの職務の遂行に関し，その独立性を尊重するとともに，

積極的な協力に努めなければならない。 

２ 市の機関は，第３条第３号の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは，

これを尊重し，誠実かつ適切に対応しなければならない。 
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 （組織等） 

第６条 オンブズマンの定数は３人とし，そのうち１人を代表オンブズマンとする。 

２ オンブズマンは，人格が高潔で，地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから， 

市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は，３年とする。ただし，１期に限り再任を妨げない。 

４ オンブズマンは，非常勤とする。 

 （兼職の禁止） 

第７条 オンブズマンは，衆議院議員，参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若

しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。 

２ オンブズマンは，市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることが

できない。 

 （解職） 

第８条 市長は，オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又

は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合

は，解職することができる。 

 （苦情の申立て） 

第９条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利

害関係を有する者は，オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。 

２ 前項の規定による苦情の申立ての手続は，書面により行うものとする。ただし，オン

ブズマンがやむを得ないと認めるときは，この限りでない。 

３ 苦情の申立ては，代理人により行うことができる。 

 （調査対象外事項等） 

第10条 オンブズマンは，苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は，

当該苦情を調査しない。 

 (１) 第２条ただし書の規定に該当するとき。 

 (２) 苦情の内容が，当該苦情に係る事実のあった日から１年を経過しているとき。た

だし，正当な理由があると認めるときは，この限りでない。 

 (３) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか，調査することが適当でないと認めるとき。 

２ オンブズマンは，前項の規定により苦情を調査しない場合は，その旨を理由を付して

苦情を申し立てた者（以下「苦情申立人」という。）に速やかに通知しなければならない。 

 （調査の通知等） 

第11条 オンブズマンは，苦情等を調査する場合は，関係する市の機関に対し，その旨を

通知するものとする。 

２ オンブズマンは，苦情等の調査を開始した後においても，その必要がないと認めると

きは，調査を中止することができる。 

３ オンブズマンは，申立てに係る苦情の調査を中止したときは，その旨を理由を付して

苦情申立人及び第１項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければな

らない。 

４ オンブズマンは，第３条第２号に規定する事案の調査を中止したときは，その旨を理

由を付して第１項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。 
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（調査の方法） 

第12条 オンブズマンは，苦情等の調査のため必要があると認めるときは，関係する市の

機関に対し説明を求め，その保有する関係文書等を閲覧し，若しくはその提出を要求し，

又は実地に調査することができる。 

２ オンブズマンは，苦情等の調査のため必要があると認めるときは，関係人又は関係機

関に対し質問し，事情を聴取し，又は実地に調査することについて協力を求めることが 

できる。 

 （苦情申立人への通知） 

第13条 オンブズマンは，申立てに係る苦情の調査の結果について，苦情申立人に速やか

に通知しなければならない。 

 （勧告，提言等） 

第14条 オンブズマンは，苦情等の調査の結果，必要があると認めるときは，関係する市

の機関に対し意見を述べ，又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ オンブズマンは，苦情等の調査の結果，その原因が制度そのものに起因すると認める

ときは，関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。 

 （報告等） 

第15条 オンブズマンは，前条の規定により意見を述べ，若しくは勧告し，又は提言を行

ったときは，関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。 

２ 前項の規定により報告を求められた市の機関は，当該報告を求められた日から60日以

内に，オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし，是

正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは，理由を付してその旨をオ

ンブズマンに報告しなければならない。 

３ オンブズマンは，申立てに係る苦情について前条の規定により意見を述べ，若しくは

勧告し，若しくは提言を行ったとき，又は前項の規定による報告があったときは，その

旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。 

 （公表） 

第16条 オンブズマンは，第14条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第２項

の規定による報告の内容を公表するものとする。 

２ オンブズマンは，前項の規定により公表を行うときは，個人情報等の保護について最

大限の配慮をしなければならない。 

 （運営状況の報告等） 

第17条 オンブズマンは，毎年，この条例の運営状況について，市長に報告するとともに，

これを公表するものとする。 

 （委任） 

第18条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

 

   附 則 

１ この条例は，平成14年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において，この条例の規定による手

続に相当する手続により受けた苦情の申立て（施行日において現に処理が終了していな

いものに限る。）は，この条例の規定による苦情の申立てとみなす。  
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○調布市オンブズマン条例施行規則 

 

平成14年３月29日規則第21号 

改正 平成15年３月31日規則第27号 

平成19年３月30日規則第15号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，調布市オンブズマン条例（平成13年調布市条例第33号。以下「条例」と

いう。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （代表オンブズマン） 

第２条 条例第６条第１項に規定する代表オンブズマンは，オンブズマンの互選により定める。 

２ 代表オンブズマンは，オンブズマンに関する事務を総理する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるときは，他のオンブズマンがその職務を代理する。 

 （オンブズマン会議） 

第３条 オンブズマンの職務執行に関する重要な事項を協議するため，オンブズマン会議（以

下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は，必要に応じて代表オンブズマンが招集し，その議長となる。 

３ 会議に付することができる事項は，次の各号に掲げるところによる。 

 (１) オンブズマンの職務執行の一般方針に関する事項 

 (２) 条例第14条に規定する市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言に関する事項 

 (３) 条例第16条第１項に規定する公表及び条例第17条に規定する運営状況の報告等に関

する事項 

 (４) 前３号に掲げるもののほか，オンブズマンの職務執行に関する重要な事項 

４ 前３項に規定するもののほか，会議について必要な事項は，代表オンブズマンが他のオン

ブズマンに諮って定める。 

 （特別な利害関係にある企業等） 

第４条 条例第７条第２項に規定する市と特別な利害関係にある企業その他の団体は，主とし

て市の機関に対し請負をするものをいう。 

 （申立ての手続等） 

第５条 条例第９条第２項本文に規定する苦情の申立ては，苦情申立書（第１号様式）により

行うものとする。 

 （正当な理由） 

第６条 条例第10条第１項第２号ただし書に規定する正当な理由とは，次の各号に掲げるとこ

ろによる。 

 (１) 苦情に係る事実が極めて秘密のうちに行われ，１年を経過した後初めて明らかにされ

たとき。 

 (２) 天災地変等による交通の途絶により申立期間を徒過したとき。 

 (３) 苦情に係る事実が継続しているとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか，オンブズマンが正当な理由があると認めるとき。  

 （苦情について調査しない旨の通知） 

第７条 条例第10条第２項に規定する苦情申立人への通知は，苦情について調査しない旨の通

知書（第２号様式）により行うものとする。 

 （調査の実施又は中止に関する通知） 

第８条 条例第11条第１項に規定する市の機関に対する通知は，苦情等調査実施通知書（第３

号様式）により行うものとする。 
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２ 条例第11条第３項又は第４項に規定する苦情申立人又は市の機関に対する通知は，苦情等

調査中止通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 （調査結果の通知） 

第９条 条例第13条に規定する苦情申立人への通知は，苦情申立てに係る調査結果通知書（第

５号様式）により行うものとする。 

 （勧告，提言等） 

第10条 条例第14条に規定する市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言は，苦情等に係る

是正等の措置勧告（提言）書（第６号様式）により行うものとする。 

 （報告等） 

第11条 条例第15条第２項に規定するオンブズマンに対する報告は，苦情等に係る是正等の措

置結果報告書（第７号様式）により行うものとする。 

２ 条例第15条第３項に規定する苦情申立人への通知は，苦情申立てに係る措置結果通知書

（第８号様式）により行うものとする。 

 （公表） 

第12条 条例第16条第１項及び第17条に規定する公表は，調布市報への登載その他の方法によ

り行うものとする。 

 （運営状況の報告） 

第13条 条例第17条に規定する報告は，年度ごとに，次の各号に掲げる事項について行うもの

とする。 

 (１) 苦情申立件数 

 (２) 調査件数 

 (３) 市の機関に対する意見若しくは勧告又は提言の要旨 

 (４) 市の機関からの是正等の措置結果報告の要旨 

 (５) 前各号に掲げるもののほか，条例の運営状況に関すること。 

 （庶務） 

第14条 オンブズマンの庶務は，市民部市民相談課において処理する。 

 （委任） 

第15条 この規則の施行について必要な事項は，市長が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，平成14年４月１日から施行する。 

 （調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則（昭和40年調布市規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

  （次のよう略） 

 （調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則の廃止） 

３ 調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則（平成12年調布市規則第12号）は，廃止する。 

 （調布市福祉オンブズマンの設置に関する規則の廃止に伴う経過措置） 

４ この規則の施行の日前において，この規則による廃止前の調布市福祉オンブズマンの設置

に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は，この規則の規定によりなされた手

続その他の行為とみなす。 

附 則（平成15年３月31日規則第27号） 

 この規則は，平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第15号） 

 この規則は，平成19年４月１日から施行する。 
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これまでのオンブズマン制度の実績 

 

調布市オンブズマンは，平成12年に調布市福祉オンブズマン制度として設立され，

保健・福祉サービスに関する苦情処理を始めました。 

その後，平成14年から，現行の調布市オンブズマン制度へと移行し，保健福祉サー

ビスに関する苦情に加え，市政全般の苦情に対応する行政オンブズマンとなりました。 

発足以来，様々な苦情や相談などを受け付け，調査・調整を進める中で，市民の方

の不満や行政との行き違いを解消してまいりました。 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

○ 苦情申立て等で取扱われた事例 

福祉・健康  生活保護，障害者の福祉政策 

子育て    保育園の設置，運営内容 

都市整備   道路整備事業，地区計画の内容 

環境・ごみ  清掃事業者の対応，補助金申請 

生活文化   文化会館等の施設管理 

スポーツ   体育施設の管理 

教育     放課後子供教室 

税･住民票等  転入出手続きにおける職員の説明不足 

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ制度 手続きに関する質問 

その他    施設名称の由来 

各分野の苦情申立て・相談等の割合と事例（直近５カ年分） 
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