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Ⅰ‐１ 制度概要 

１ 調布市オンブズマン制度とは 

調布市オンブズマン制度は，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 調布市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。 

(2) 任期 

   任期は３年で，１回に限り再任することができます。 

(3) オンブズマンの庶務 

   オンブズマンの庶務は，市民部市民相談課の職員が担当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市のオンブズマン（平成 28 年度） 

        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 

 

 

        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 
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３ 調布市オンブズマンの職務 

(1) 市民から市政に関する苦情（以下，「苦情申立て」）を受け，調査します。 

(2) 調査の結果に基づき，オンブズマンとしての判断を行い，市民に結果を

お伝えします。 

   また，必要に応じて，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います。 

(3) 市報や活動状況報告書（本書）等を通じて，調査結果やオンブズマンの

活動内容を公表します。 

なお，調査結果の公表に際しては，市民や関係者の個人情報には十分に

配慮します。 

 

４ 苦情申立てできる方 

  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。 

 

５ オンブズマンが取り扱う苦情の範囲 

  苦情の原因となった事実のあった日から１年以内の苦情を対象とします。 

  ただし，次のような事案については，取り扱うことは出来ません。 

  ・ 判決，裁決等により確定した権利関係に関する事項 

  ・ 現に判決，裁決等を求め係争中の事項 

  ・ 議会に関する事項 

  ・ 職員の勤務条件，身分等に関する事項 

  ・ オンブズマンの行為に関する事項 

 

６ オンブズマン相談日 

  オンブズマンが直接苦情や相談をお聴きするとともに， 

苦情申立て等の手続きを御案内します。 

  日 時 第１～第４水曜日 

      午後１時から午後５時まで（祝日を除く） 

  場 所 オンブズマン相談室（市役所２階） 

 ※ 相談日以外については，市民相談課職員が対応し， 

  制度の案内や相談日の調整を行います。 【オンブズマン相談室】 
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Ⅰ‐２ 制度の利用方法 

１ 苦情申立方法 

  苦情申立ては，原則として苦情申立書を提出いただいた後，オンブズマン

と面談します。また，申立ての趣旨が整理されていない場合は，面談を優先

することがあります。お気軽に御利用ください。 

  苦情申立書の提出方法としては，直接持参いただき,オンブズマン又は市民

相談課職員にお渡しいただくほか，郵送，ＦＡＸ，Ｅメールにて受け付けて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 手続きの流れ 

(1) 苦情申立書を提出した後，オンブズマンが面談により，苦情内容をお聴

きし，調査等の手続きを開始します 

(2) 苦情申立書と面談の内容を基に，オンブズマンが整理した内容により，

調査を実施します。調査は，関係部署の職員からの聴き取り，関係書類や

記録の確認，現地調査などの方法によります。 

(3) 調査の結果は，文書で苦情申立人と市の関係部署に通知します。 

   また，市の機関への意見・勧告等を行った場合は，必要に応じて市の対

応結果をお伝えします。 

§ 苦情申立書の様式 

   市民相談課窓口で配布しているほか，市役所ホームページからダウンロード

できます（巻末資料にも掲載しています）。また，次の項目について記載がな

されている場合は，苦情申立書以外の書面でも受け付けできます。 

 

 （記載事項） 

  ① 氏名 ② 住所 ③ 連絡先 

  ④ 苦情の原因となった事実のあった日 

  ⑤ 苦情申立ての趣旨 ⑥ 苦情申立ての理由 

  ⑦ 他の制度（裁判や行政不服審査法に基づく 

審査請求等）の利用の有無 

  ⑧ オンブズマンの調査実施にあたり，実施機関 

（苦情の関係部署）が保有する自身の情報を 

利用することへの同意 

 
【苦情申立書】→ 
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手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

苦情申立書を提出（持参，郵送，ＦＡＸ，Ｅメール） 

 

  

   

 

 

苦情申立人 市（担当部署） 

結果通知書 

意見表明・勧告等の判断の場合は，その 

対応をオンブズマンに報告します。 

 
苦情申立て（または相談） 

担当部署の職員へのヒアリングや現地調査などに 

より，事実関係を調査・整理します。 

※ 調査が出来ない場合はその理由を通知します。 

調査によって得られた情報とオンブズマンの知見

に基づき，苦情の趣旨に対する判断を行います。 

オンブズマンとの面談の中で，苦情申立ての

具体的な内容をお話しください。 

 

 

個人情報に配慮のうえ，活動状況報告書や

市報により公表します。 

結果通知書 

オンブズマンと面談 

調査の実施 

オンブズマンの判断 

調査結果の通知 

申立ての趣旨が整理されていない場合は，面談を優先する

ことがあります。 

意見表明・勧告等に対する市の

対応状況をお伝えします。 

オンブズマン 

公表 

相談の場合は，オンブズ

マンが調査などを行った

内容をお伝えします。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ オンブズマンの活動状況  

Ⅱ‐１ 苦情申立てへの対応 

１ 利用状況 

２ 苦情申立ての対応状況 

３ 相談の対応状況 

４ 問い合わせの対応状況 

Ⅱ‐２ 苦情申立て以外に係る活動 

１ 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

２ オンブズマン会議 

３ 制度の周知・広報 



10 

Ⅱ‐１ 苦情申立てへの対応 

 

１ 利用状況 

平成28年４月から平成29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27件でした。 

前年度と同様，相談により進展が見られた事案が大半でした。 

   

 

（表１）受付方法別 

    前年度と同様，来訪や電話による受付が主体となっています。 

 

 合計 苦情申立て 相談 問い合わせ 

来訪 ８(19) １(３) ４(６) ３(10) 

電話 16(18) ０(０) ０(０) 16(18) 

ＦＡＸ １(０) ０(０) ０(０) １(０) 

郵送 ２(０) ０(０) ０(０) ２(０) 

メール ０(４) ０(０) ０(０) ０(４) 

合計 27(41) １(３) ４(６) 22(32) 

 

 

 

 

（表２）分野別 

都市整備分野に関する事案が多く見受けられました。 

 

 合計 苦情申立て 相談 問い合わせ 

福祉・健康 ５(15) ０(０) ０(１) ５(14) 

子育て １(４) ０(１) ０(１) １(２) 

都市整備 ６(10) ０(０) ４(３) ２(７) 

環境・ごみ １(０) ０(０) ０(０) １(０) 

生活・文化 ０(１) ０(０) ０(０) ０(１) 

スポーツ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

教育 ２(２) ０(２) ０(０) ２(０) 

税金・保険・住民票等 １(２) ０(０) ０(０) １(２) 

オンブズマン制度 ５(６) ０(０) ０(０) ５(６) 

その他 ６(１) １(０) ０(１) ５(０) 

合計 27(41) １(３) ４(６) 22(32) 

 

 

※ 件数は平成 28 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 27 年度の件数。 

 

※ 件数は平成 28 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 27 年度の件数。 
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２ 苦情申立ての対応状況 

  平成28年度にオンブズマンが受付けし，苦情申立人に結果を通知した事案

は１件でした。 

また，前年度から調査を継続していた３件の事案について，苦情申立人に

結果を通知しました。 

事案の一覧及び各事案の概要については，「Ⅲ 苦情申立て・相談への対応」

（18頁～）に掲載しています。 

 

（表３）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，所管部署に

対して勧告をしたものが１件，意見表明したものが１件ありました。 

   （各事案の詳細については，19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 ４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 １件 

  意見表明したもの １件 

 (2) 市に不備がなかったもの ２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 ０件 

合計（１～４） ４件 
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３ 相談の対応状況 

  相談は，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，所管部署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，所管部署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。 

  平成28年度の相談件数は４件でした。 

  なお，相談の一覧及び概要については，「Ⅲ 苦情申立て・相談への対応」（18

頁～）に記載しています｡ 

 

 

 

４ 問い合わせの対応状況 

  問い合わせは，主にオンブズマン制度（制度趣旨や手続方法など）に関する質問

へ回答したものです。 

  市民の方をはじめ，民間事業者の方からの問い合わせもありました。 

  平成28年度の「問い合わせ」は，22件でした。 

 

合計 

内訳 

個人 
団体 

公機関 民間 

22(32) 21(27) ０(４) １(１) 
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Ⅱ‐２ 苦情申立て以外に係る活動 

 

苦情申立て処理・相談対応以外の活動は，次のとおりです。 

平成28年５月 ・平成27年度調布市オンブズマン活動状況報告書を作成 

・市報ちょうふ（５日号）に制度のＰＲ記事 

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）に活動状況報告書及び制度のＰＲ記事 

・活動状況報告書をホームページに掲載 

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（20日号）に制度のＰＲ記事を掲載 

10月 ・第３回調布市オンブズマン会議を開催 

11月 ・第４回調布市オンブズマン会議を開催 

・第18回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

（出席者：中村オンブズマン） 

12月 ・第５回調布市オンブズマン会議を開催 

平成29年２月 ・第６回調布市オンブズマン会議を開催 

３月 ・第７回調布市オンブズマン会議を開催 

 

１ 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会 

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・主催する会議であり，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。 

連絡会は，年に１度開催されており，構成団体の概況報告や，構成団体から提案

される検討事例について各団体が意見発表するなどの情報交換を行っています。 

平成28年度（第18回）は平成28年11月18日（金）に，総務省で開催され，中村オ

ンブズマンが出席しました。 

【会議の様子】 
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２ オンブズマン会議 

オンブズマン会議は，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，各オンブズマンの認識の共有を図ることを目的として適宜開催しています。 

平成28年度は７回のオンブズマン会議を開催し，次のことについての意見交換・

協議を行いました。  

・ 各オンブズマンが担当した事例の情報共有 

・ 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に向けた意見交換 

・ 制度運用の改善に向けた検証 

(1) 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に向けた意見交換 

   同連絡会会議で取り上げられる検討事例について，調布市オンブズマンとして

の対応や考え方などについて確認し，制度連絡会において報告するとともに，今

後の制度運用への参考としました。 

   平成28年度の検討事例（２議題）に対する調布市オンブズマンの見解要旨は，

次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調布市オンブズマン） 

意見表明・勧告等が尊重されるよう，所管部署との面談等を行う中

で，オンブズマンの考えが伝わるよう努めます。 

（調布市オンブズマン） 

調布市オンブズマンは地方自治法第 138 条の４で規定する附属機関

として設置されていることから，条例で規定することが妥当であると

考えております。 

議題１ オンブズマンが意見表明・勧告等をした事案について，市が改善等を実施し

ない場合，オンブズマンとしてどのような対応を取るか。 

 

議題２ オンブズマンの設置基準を条例により規定する理由等はあるか。 
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(2) オンブズマン制度の運用に関する検討結果 

   今回，実際に苦情申立てのあった事案（後述の「苦情申立ての事例」（Ｐ24））を

契機に，現在の制度運用の検証を行い，課題と今後の取組方針を次のように整理し

ました。 

 

１ 迅速な調査の実施 

 

   苦情申立人の置かれた状況を踏まえ，調査を効率的に行い，調査期間の短縮化に

努める必要があります。 

 

 

 

   過去の事例において要した処理日数を踏まえ，事案の処理目安（３箇月）を設け

ます。 

        

   事実関係の確認が困難などの理由により，調査に時間を要する場合には申立人に

丁寧な説明を行います。 

 

 

２ 申立人に寄り添った対応 

 

   調査の実施や結果通知など，各段階において，苦情申立人の心情に配慮した対応

に努める必要があります。 

 

 

 

   調査の過程においても，先行きの見えない不安を少しでも和らげるために，進捗

状況の報告や申立人との対話の機会を積極的に作っていきます。 

 

   複雑化・多様化する様々な相談に対応するため，オンブズマンにおいても研鑚を

重ね，苦情の解決に向けた見立てを的確に行い，より良い解決方法の探求に努め

てまいります。 

 

 

 

今後の取組 

今後の取組 

 

 

オンブズマン制度は，その判断に法的拘束力がなく，様々な事案を取り扱う中で， 

オンブズマンとしてどのように対応すべきか，制度の趣旨を改めて確認し，今後も 

市と検討しながら進めてまいります。 

より良いオンブズマン制度を目指し，制度運用の改善に努めて参ります。 

検証のまとめ 



16 

３ 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。 

(1) 「市報ちょうふ」による広報 

    平成28年度は，５月５日号，６月２０日号及び９月２０日号において，オン

ブズマンの活動状況や相談日・苦情申立ての受付方法等を掲載しました。 

(2) 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できます。 

    ★（トップページ）市政情報 → （広聴）行政オンブズマン 

(3) 制度案内パンフレットの配布 

   市民相談課の窓口にて配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 活動状況報告書（本書）の配架・配布 

   図書館や公文書資料室（市役所４階）において閲覧できるほか，市民相談課 

（市役所２階）の窓口にて配布しています。 

 

（表面） （裏面） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 苦情申立ての事例  

Ⅲ‐１ 苦情申立て・相談事案の一覧 

 

Ⅲ‐２ 苦情申立て・相談事案の内容 
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Ⅲ‐１ 苦情申立て・相談事案の一覧 

 

 

 年度内に調査等が完了したもの ５件（苦情申立て １件 ／ 相談 ４件） 

 

平成28年度中に受付けし，調査が終了した苦情申立て・相談事案は次のとおりです 

 

   ○ 都市整備分野 

 

    No.１ 駐輪違反による撤去手続きについて（相談）        Ｐ19 

 

    No.２ 市道（原山通り）の歩道の植栽について（相談）      Ｐ20 

 

    No.３ 審議会における所管課長の対応について（相談）      Ｐ21 

 

    No.４ 調布駅南口広場の既存樹木の伐採計画について（相談）   Ｐ21 

 

   ○ その他 

 

    No.５  防災備蓄倉庫の設置について（苦情申立て）       Ｐ22 

 

 

 

 

 前年度より調査を引継ぎ，完了したもの ３件（苦情申立て ３件） 

 

平成27年度中に受付けし，調査が終了した苦情申立て・相談事案は次のとおりです 

 

   ○ 子育て分野 

    

    No.６ 保育園入園手続きについて（苦情申立て）         Ｐ24 

 

   ○ 教育分野 

 

    No.７ 就学判定に係る手続きについて（苦情申立て）       Ｐ26 

 

    No.８ 就学猶予に係る手続きについて（苦情申立て）       Ｐ27 
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Ⅲ‐２ 苦情申立て・相談事案の内容 

 

  平成28年度中に受付けた苦情申立て・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要

約しています。 

 

No.１ 駐輪違反による撤去手続きについて（相談）       【 交通対策課 】 

 

 

 

 

 

１ 所管課からの聴き取り内容 

(1) 上記１について 

   「駐輪禁止」の張紙が風で飛ばないように処置しました。 

(2) 上記２について 

   徴収金は，自転車の移送のための手数料で，調布市の歳入となります。 

(3) 上記３について 

   可能な限り，事前に，集合住宅のオーナー等に対し個別に説明を行って周知徹底を図

ります。また，相談者の要望に応えるべく調布市の広報等の活用を図ります。 

 

２ オンブズマンの対応 

  相談者に対し，上記の所管課の回答を伝えました。 

  相談者は，上記(1)について，現在も「駐輪禁止」の張紙がはずれている場合があると

言っていましたが，上記回答に概ね理解を示されました。 

 

 

国領駅近くのビル前の仮置きガードレール内の都道に停めて置いた自転車（但し，自

己所有ではない）が駐輪禁止違反を理由に，市民サービス公社により撤去されました。

このことに関し，次のことを改善してください。 

 

１ 当該ビル周辺には，「駐輪禁止」の張紙の掲示がありませんでした。今後は，この

ようなことのないように徹底してください。 

２ 市民サービス公社での上記自転車の引取りの際，同公社から 2,500円を徴収されま

した。この徴収金の性質は過料でしょうか。また，調布市の歳入になるのでしょうか。 

３ 上記のような事態が起こらないようにするため，所管課は事前に上記都道に隣接す

る集合住宅のオーナー等に対し，駐輪禁止について周知徹底を図ってください。 

オンブズマンの判断・対応 
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No.２ 市道（原山通り）の歩道の植栽について（相談）     【 道路管理課 】 

 

 

 

 

１ 所管課からの聴き取り内容 

上記１については，11か所の高木植栽桝のうち，３か所で植樹案を考えています。 

その理由としては，他の７か所は，近隣住民の一部から，スーパー等への出入りする車

両が多く，高木を植樹すると安全性に問題があるとの意見を考慮したためです。 

また，上記以外の場所で安全性に問題がない２か所に植樹を考えています。 

上記２については，相談者の要求どおりに実施します。 

 

２ オンブズマンの対応 

相談者と面談し，所管課の上記回答を伝えました。相談者は，上記２については，了解

しましたが，上記１については，了解しませんでした。その上で相談者に対し，お互いに

譲歩し一致点をさがしてもらいたいと助言しました。 

  その後，相談者から，上記１について新たな提案が示されました。その案の内容は，上

記11か所の高木植栽桝のうち，２か所を減らすことを了解し，その２か所のうち１か所の

位置を変更するというものでした（他の９か所については譲歩出来ない）。 

この提案を受け，所管課と面談し，相談者の提案を説明し，検討を依頼したところ，所

管課からは，高木の植樹に反対する近隣住民の一部から安全性に問題があるとの意見が示

されたため，難しいとの回答があったことから，相談者に対し，その旨を伝えました。同

時に，相談者と市の双方の主張が膠着状態にある現状では，オンブズマンの相談手続きの

中での解決は難しく，当面の措置として，双方が合意している３か所の植樹を実施し，残

りの７か所は，今後も粘り強く交渉していく，又は，他の解決方法を検討するなどした方

がよいのではないかと助言しました。相談者からは，所管課長と話し合いをしたい旨と併

せて，その際の立会い求められたことから，双方の話合いの状況を見届ける程度という条

件つきで引受けました。その後，上記話合いの日程を相談者に尋ねたところ，日程調整が

難航しているとのこと，今後は相談者が直接所管課長と会って中身を詰めていきたいこと，

これをもって本件相談を終了してもらってよいとの話がありました。 

オンブズマンとしては，今後，状況の変化等があって再度相談の必要があれば相談する

ことができる旨を伝え，本件相談を終了しました。 

オンブズマンの判断・対応 

 

１ 市道（原山通り）の歩道部分に調布市が既に設置している11か所の高木植栽桝に未

だに植樹が行われていません。その理由は，近隣住民の一部の反対によるものにすぎ

ず，その反対理由も希薄であるので，速やかに植樹を実施してください。 

２ 上記歩道部分にある桜木の伐採は，その桜木の周囲の郵便ポスト，電柱等の移設工

事と同時期に行ってください。また，上記桜木の伐採の代替的な措置として，調布市

が提案している市有地に神代桜を植樹してください。 
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No.３ 審議会における所管課長の行動について（相談）      【 都市計画課 】 

 

 

 

 

事実関係が不明なため断定はできませんが，相談者の指摘するような事実があったとする

ならば，所管課長の言動は疑問であり，相談者のとった行動は不当ではありません。 

相談者からは，その場で回答を求められたため，上記旨をお話ししたところ，回答に納得

され退室されました。 

 

 

No.４ 調布駅南口広場の既存樹木の伐採計画について（相談） 【 街づくり事業課 】 

 

 

 

 

１ 所管課からの聴き取り内容 

主な内容は，計画の変更の内容と理由，そして，現在，地元自治会や議会への説明をし

ており，近々市民向けの説明会を開催する予定とのことでした。 

 

２ オンブズマンの対応 

オンブズマンとしては，工事の進捗に伴う事情の変更は起こりうるので，市民に対して

は丁寧な情報提供や説明をしていただくようにお願いをしました。 

また，相談者には市民の関心を高めることや市民に樹木の大切さを伝える取り組みをし

たらどうか，説明会には多くの市民に参加してもらうことが重要だとお話しました。 

※ その後，市民説明会が開催されました。 

 

オンブズマンの判断・対応 

 

 

市で開催された審議会の終了後，同審議会委員に対し廊下で質問や話合い等を行って

いたところ，所管課長がその場に来て「…については，自分を通して話しをするように

してください。」と割って入ってたきたので，所管課長に対し，何の権限に基づいてそ

のようなことを言うのかと抗議したところ，何らの回答もせずに立ち去った。以上の事

実関係において，所管課長の言動や私のとった行動の適否について見解を聞きたい。 

 

駅前広場の整備に伴って，既存樹木の伐採や保全について以前担当課長から説明を受

けましたが，現在聞いているところではより多くの樹木が伐採されるようです。 

前の説明では，市は，樹木医の診断で 38本が健全で移植をする計画を出していたに

もかかわらず，費用が掛かるので伐採するとしているため，伐採の中止を求めます。 

市は，周囲の自治会と話し合った結果，理解を得られたという駅前広場は，多くの市

民にとって重要な場であるので，高木の緑の確保は必要です。 

また，こうした情報は駅を利用する多くの市民に知らせることが必要です。 

オンブズマンの判断・対応 
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No.５ 防災備蓄倉庫の設置について（苦情申立て）     【 総合防災安全課 】 

 

 

 

 

 

１ まず，日照阻害の検討の前提は次のとおりです。 

(1) 申立人らは，調布駅付近連続立体交差事業（以下，「立体交差事業」）の地下化工事が

始まった約10年前，鉄道事業者の当時の用地事務所の責任者から，「蓋のところ（本件

倉庫建築敷地）は建物が建たない」との説明を受けました。 

   この説明内容は，申立人らにとって重要な意味を有するものであること，鉄道事業者

という社会的責任のある企業の従業員が外部に対する発言であること等を併せ考えれ

ば，誠意と責任をもって履行しなければならないという道義的な約束であるということ

ができます。 

(2) 立体交差事業は，事業主体である東京都，地元市である調布市，鉄道事業者が共同で

事業を行う仕組みです。そして，立体交差事業は，その仕組みの内容から判断すると，

民法の組合（民法667条以下）又はそれに準ずる仕組みであるということができます。

民法の組合は，団体であり，組合の業務執行者が事業の遂行上負担した債務は，組合員

全員に合有的に帰属するとともに，各組合員は個人的責任を負担すると解されています。 

（日照阻害についての検討） 

  本件倉庫の敷地は，申立人ら居住地より約50cm高い位置にあり，したがって，その分だ

け，日照阻害の影響が出てきますが，所管課の回答を見ると，上記の前提事実はまったく

考慮されていません。鉄道事業者の責任者が約束したことについては，上記団体の約束と

なり，その一員である調布市が当該約束をまったく考慮しないでそれに反する行為をする

ことは，道義的責任を負うものといわなければなりません。調布市は，上記約束を考慮せ

ず，本件倉庫の建築工事を行っており，妥当性を欠くものといわざるを得ません。 

  しかし，本件倉庫が建築基準法等の法規に違反しているとの事実を認定することができ

ず，本件倉庫自体による日照阻害は違法とまではいえません。 

  また，申立人らの要望を受け，本件倉庫の位置を東側に50cmずらしたことを併せ考えれ

ば，申立人らの日照阻害をもたらす本件倉庫の建築が違法なものと評価するのは，難しい

ということができます。 

 

 

 

オンブズマンの判断・対応 

 

 

調布市は，現在，自宅に隣接する鉄道敷地跡地上に，防災備蓄倉庫（以下，「本件倉

庫」といいます）の建築工事を行っています。本件倉庫は，その用途と比べ，形状が大

きく，自宅に接近しすぎているため，日照が阻害され，圧迫感があります。 

また，このことについて，所管課長に対し話合いの申入れをしていますが，それに応

じることなく建築工事を始めたことから，次のことを求めます。 

 

１ 日照の確保と圧迫感の排除のため，倉庫の高さと通路の位置を変更してください。 

２ 上記１のための話合いの機会を持ってください。 

３ 建築工事については，話合いによる合意ができるまでは，一時中断してください。 
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２ 本件倉庫の建築における申立人への説明・対応の有無について 

(1) 本件倉庫の建築についての話合い 

   本件倉庫建築の意思決定時期（平成28年９月）から，近隣住民への本件倉庫建築工事

の案内書の配布等（平成28年12月）を速やかに行えば，申立人らと十分話し合える時間

があったはずであり，所管課の回答においても配布の遅れを認め，申立人にお詫びした

ことが記載されていることから，この点において過失があるといわざるを得ません。 

(2) 本件倉庫の高さ及び通路の位置についての必要性・合理性の説明・対応 

   本件倉庫の高さ及び通路の位置のいずれについても，現状の必要性・合理性が明らか

でなく，その点において，本件倉庫の建築計画は，妥当とはいえません。 

   また，交渉の過程において，所管課の回答をみても，申立人らに対して，それらを踏

まえて誠実な説明・対応したとの事実を認めることはできません。 

(3) 日照に対する説明・対応 

   前記の特殊事情（建物が建たないという鉄道事業者関係者の過去の約束）がまったく

考慮されておらず，その限りにおいて，本件倉庫の建築計画は，妥当とはいえません。

そして，所管課長らが申立人らに対して，それらを踏まえた誠実な説明・対応したとの

事実を認めることはできません。以上によれば，本件倉庫の建築計画は，本件倉庫が公

共性を有し，社会的に有用性があることを考慮しても，誠実な説明・対応をしたとの事

実を認めることはできず，妥当性を欠くものといわざるを得ません。 

以上のことから，市は申立人と話し合いを行う必要があります。 

 

３ 高さ及び通路の変更及び工事の中断について 

  本件倉庫の高さ及び通路の位置の変更は，いってみれば本件倉庫の建築工事の竣工前に

おいては，本件倉庫の一定の範囲以内の建築工事をしてはならないという同工事の差止め

を求めるものであり，竣工後においては，本件倉庫の一定の範囲以内の除去を求めるもの

です。また，同工事の中断は，一時的であるにせよ同工事の差止めを求めるものです。工

事の差止めは，様々な要素を考慮して判断されます。 

  一般に，加害建物が建築基準法等に法規に適合している場合であって，当該建物が公共

施設であり，社会的に有用性のあるものであり，かつ，同建物の建築自体によって違法と

評価すべき日照阻害が生ずるとまでは認められないときは，差止め等の法的義務があるも

のとはいうことができないものと解されます。 

  これを本件倉庫についてみると，防災備蓄倉庫という公共性・社会的有用性を有してい

ること，本件倉庫自体による日照阻害は違法とまではいえないこと，申立人らの要望を受

け本件倉庫の位置を東側に50ｃｍずらしたことを併せ考えれば，本件倉庫の建築が違法な

ものと評価するのは難しく，差止め等の法的義務があるということはできません。 

 

 

 

 

以上を総括し，オンブズマンとしては，早急に，申立人と話合いを行う必要があることを，

市に対して意見表明し，その結果について回答を求めました。 

（所管課の回答は平成29年度に繰り越し。） 

オンブズマンの意見表明 
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No.６ 保育園入園手続きについて（苦情申立て）  【 保育課（旧･子ども政策課） 】 

 

 

 

 

１ 平成27年４月の本件申込みについては，調布市の保育園に入園するためには，保育の利

用申込書の提出が前提となっていますが，本件では，申立人から平成27年４月入園の上記

申込書が提出されていなかったため，上記入園ができないこと自体は，やむを得ないもの

と考えました。平成27年10月の保育園入園の当否については，調布市保育所保育の実施に

関する事務取扱規程別表第３項の表第８項（以下，「本件第８項」という。）の「実施指数・

類型番号とも同位の場合は，所得の状況，児童の状況，保護者の勤務状況等を考慮して総

合的に判断する。」の規定に基づき判断されますが，所管課が同規定の一つの考慮要素に

係る事実のみで判断したことが判明しました。 

  しかし，オンブズマンとしては法的1に確定したことについて，それを取り消すような

意見や勧告等をすることはできず，やむを得ないものと考えました。 

 

２ 平成27年４月の本件申込みの資格者は，同年２月３日までに出産した者でした。申立人

の出産予定日は平成27年２月24日でしたが，出産日は同年２月１日と早まりました。 

  したがって，申立人は申込資格者に該当したため，所管課に対し，申立人が平成27年４

月の本件申込みを行った場合，保育園に入園できたかどうかについて，シミュレーション

を依頼し，所管課からの回答は，すべての希望園に入園ができたとのことでした。 

（申立人がその長男に係る平成27年４月入園の申込みをしなかった理由について） 

  申立人は，平成26年11月中旬，同人の夫が所管課窓口に平成27年４月の本件申込みに係

る必要書類（「平成27年度保育園入園案内」等）をもらいに行った際の，同課の職員の説

明不足によるものと主張しました。所管課からの回答には，このことに関する申立人の夫

の供述があり，所管課の職員から「出産が予定日より３週間近く早まること(４月入園の

要件を満たすこと)は考え難い」と受け取れるような説明ないし指導があったとして，申

立人の主張を裏付ける内容が記載されていました。供述は，具体的で，特に信用性を欠く

要素も見られず，また，他に同説明ないし指導の存在を覆すに足りる資料もないことから，

上記説明ないし指導の存在を認定せざるを得ませんでした。「平成27年度保育園入園案内」

を見ても，「平成27年２月３日までの出産の方」とは記載されておらず，「平成27年２月３

日までの出産予定の方」との記載になっており，平成27年４月の本件申込みを断念させる

という重大な結果を生じさせたことになりました。 

                             
1不承認決定のような行政処分は，行政不服審査法に基づく異議申立てをせず一定期間を経過すると，住民

の側からその効力を争えなくなり，行政処分によって形成された法的な関係は確定することになります。 

オンブズマンの判断・対応 

 

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。）ができませんでした。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ます。 

 

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。 
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（本件申込みをしなかったことと給与が減収となったことの因果関係について） 

  申立人が平成27年４月の本件申込みを行った場合，すべての希望園に入園ができたとの

ことでした。その際入園となっていれば，申立人は，勤務先での休職をする必要がなかっ

た訳ですが，入園できず休職を余儀なくされ，勤務先での給与が減収しました。 

  一般に，市の職員が市の事務を執行するに当たり過失により住民の利益等を失わせた場

合には，市はそれを補てんする必要があります。本件では所管課職員の申立人の夫に対す

る説明ないし指導により，本件申込みを断念し，最終的には申立人の勤務先での給与が減

収となったことが認められました。したがって，申立人の勤務先での給与の減収分を補て

んする必要があると考えました。 

 

３ 上記（2）で認定したことに照らし，謝罪する必要があるものと考えました。 

 

 

 

 

次のとおり，勧告及び意見をするとともに，是正等の措置について報告を求めました。 

(1) 勧告 

ア 平成27年４月入園に関し，「出産が予定日より３週間近く早まること（４月入園

の要件を満たすこと）は考え難い」と受け取れるような説明ないし指導が認められ，

このことが平成27年４月入園の申込みを断念させるという重大な結果を生じさせ

たことになりました。したがって，今後，この原因を究明し，同じ過ちを犯さない

よう，対策を講ずる必要があります。 

市からの報告 

説明の際，傾聴と分かりやすい説明に努め，御理解いただけたかの再確認を徹底

します。また，入園案内と職員用マニュアルの見直し，職員への徹底を行いました。 

イ 申立人の長男に係る平成27年10月の不承認決定において著しく妥当性を欠く点

等が認められました。したがって，今後は，これらのことを轍とし，改めて本件表

第８項記載条項の解釈について効果的な研修等を行う必要があります。 

市からの報告 

事務会議等において職員の解釈に違いがないか，表現や表記に誤解が生じないか，

規程に直しの余地がないかを確認しました。 

ウ 申立人の勤務先での給与減収の期間，減収の額等を調査し，補てんしてください。 

市からの報告 

本件についての調査を重ねましたが，公金を支出すべきであるとの具体的かつ明

確な事実認定には至らず，申立人の要望に沿った対応は困難でした。 

エ 申立人に対し，上記各事項について謝罪してください 

市からの報告 

申立人に対して，所管部長等から本件に関する謝罪を行いました。 

(2) 意見 

   オンブズマンからの調査に対する所管課の回答について，回答内容等から判断して，

数か月も時間がかかるものではないにもかかわらず，数か月を要するものがありました。

したがって，この原因を究明し，対策を講ずる必要があります。 

   市からの報告 市民への説明責任の観点から大変反省すべきことであり，今後，調査

の回答について速やかに対応を行っていきます。 

オンブズマンの勧告・意見 
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No.７ 就学判定に係る手続きについて（苦情申立て）      【 教育相談所 】 

 

 

 

 

 

１ 本件は事前の在籍園観察が不可能であったことから就学体験会においてより慎重に

観察ができるよう通常よりも人数を多く配置するとともに，本件児童が日本語の指示が

わからない場合に備えて英語の通訳も配置しました。就学体験会当日は観察する人数が

多いことで本件児童にプレッシャーを与えないように配慮する等しました。その上で，

本件においては，海外で通っていた教育機関から丁寧な資料の提出があったこと，上記

のとおり通常以上に丁寧に観察を行った就学体験会の観察結果をもって，複数の部会員

において慎重に審議が行われた結果，特別支援学校への就学が適切である旨の結論に至

ったことが確認されました。したがって，本件において就学体験会の運営の仕方に問題

があったとは認められませんでした。 

 

２ 就学判定の結果を保護者に伝えるに際しては、当然ながら保護者の気持ちを尊重しな

がら丁寧な説明を行うことが求められます。判定の結果が保護者の希望と異なる場合や

保護者がその結果を受け入れがたいとしているケースにおいては、ことさらに慎重かつ

丁寧に説明を尽くすべきです。本件においても教育相談所長がなんとかして保護者に対

して本件児童の状態を理解してもらうべく説明を尽くそうと対応していたことは十分

に伺われますが、他方で、本件児童の状態を説明するために就学体験会に参加していた

他の児童の状態と比較することはすべきではなかったといえ、その点について教育相談

所長の説明には問題があったと認められました。 

 

３ 申立人が指摘する教育相談所作成の文書に虚偽があったとする箇所について検討を

いたしましたが，全体の文脈をふまえて読むならば，本件児童の日本語のコミュニケー

ションの力を向上させるためには，本件児童の力に応じた形で特別支援学校の指導の中

での取り組みが必要であるという趣旨であると解することができることから，ことさら

に虚偽の表現であるとは認められませんでした。 

 

なお，上記２については，今後，就学判定の結果の説明をする際には，対象となる児童

や保護者の心情に配慮して，なお一層慎重かつ丁寧に説明するよう心がけていただくこと

を教育相談所長に要望しました。 

オンブズマンの判断・対応 

 

 

１ 海外在住の児童（以下「本件児童」という。）が就学判定を受ける際の就学体験会

の運営の仕方が問題であったこと。 

２ 就学判定の結果を保護者に伝える際の教育相談所長の説明に問題があったこと。 

３ 教育相談所作成の文書に虚偽があったこと。 

以上を理由として苦情を申し立てます。 
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No.８ 就学猶予に係る手続きについて（苦情申立て）        【 学務課 】 

 

 

 

 

 

１ まず，申立人が主張する平成26年12月末において申立人と所管課の間でどのようなや

りとりがあったかについては記録上確認することができないので，この時点において所

管課が誤った情報を提供したかどうかについて判断はできませんでした。 

 

２ 次に，平成28年１月のやりとりについては，確かに対応した職員の発言部分には曖昧

ととれる部分も散見され，申立人の問いかけとかみあっていない部分があると認められ

ますが，本件やりとりの記録のみからは申立人が主張するように同担当者やひいては所

管課全体が就学猶予に関する取り扱いについて不知であったとは認めることはできま

せんでした。 

 

 なお，オンブズマンとしては上記のとおり判断したところですが，市民の個々の事情に

より一層寄り添った対応を目指すべことや，今まで以上に丁寧かつタイムリーに情報共有

をしながら市民のニーズにより的確かつ迅速に対応していくことを所管課長に対して要

望しました。 

 

 

 

 

オンブズマンの判断・対応 

 

 

所管課から海外在住の児童（以下「本件児童」という。）の就学に関して間違った 

情報を提供されました。具体的には，次のとおりです。 

 

１ 本件児童の就学を１年遅らせたい旨（海外で幼稚園を４年間，日本の小学校を２年

生から入学）を伝えたところ，就学猶予の条件にはあたらないため無理であると平成

26年12月末にはっきり伝えられたということ。 

２ その後，海外在住の場合，日本の条件はあてはまらず就学を遅らせることがわかっ

たが，平成28年１月に学務課にその旨伝えた時も，所管課は事実を把握していなかっ

たということ。 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 任期を振り返って  
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３年間の任期を振り返って 

 

 

私どもは，平成２６年４月にオンブズマンの任を受け，平成２９年３月まで

の３年間を務めてまいりました。この３年間，様々な分野における苦情や相談

を受け，市民生活の多岐にわたり市政が関連していることを深く知りました。 

オンブズマンに寄せられた苦情や相談を振り返ると，職員の方が，「個々の市

民」の置かれた状況をもう少しイメージして丁寧に対応していれば苦情には繋

らなかったであろう案件が散見されました。社会情勢の変化に伴い複雑化が進

む法令や制度を順守しながら，業務に取り組まれる苦労は察するに余り有ると

ころです。しかしながら，その範疇の中でも，市民の心情や置かれている状況

に寄り添った丁寧な対応を取ることにより，多くの苦情は乗り越えられたであ

ろうと思います。この点については，オンブズマンとしても，粛々と調査を進

めるのではなく，不安や混乱を抱えながら来室された市民を安心させられるよ

う，申立人の心情や置かれている立場を汲み取りながら，調査に臨む必要があ

ると思います。 

その上で，オンブズマン制度について申し上げますと，本制度は，裁判手続

きのように，いずれかの主張の正否を決定付ける制度ではないため，制度を利

用された方にとっては必ずしも御納得いただける結果ばかりではなかったと思

います。しかしながら，オンブズマン制度は，市民と行政の双方が良好な関係

を再構築するきっかけ作りに長けた制度であると思います。すなわち，両者が

オンブズマン制度という同じステージに立ち，オンブズマンがそれぞれの主張

を整理し，双方に分かりやすく伝えることで，行き違いや誤解によってこじれ

た関係性を解すことも，制度の役割の一つではないかと考えるのです。その為

にも，オンブズマンとしては，申立人にしっかり寄り添うとともに，市が執り

行う各種業務の趣旨についての理解の向上が肝要であると感じます。 

条例にも謳われているとおり，市民の権利と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を常に念頭に置きながら，今後，より良い

制度運営がなされることを願い，３年間の締め括りの御挨拶とさせていただき

ます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 集   

資料１ 調布市オンブズマン条例 

資料２ 調布市オンブズマン条例施行規則 

資料３ これまでのオンブズマン制度の実績 
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資料１ 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「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

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。 

 （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，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。  



35 

資料２ 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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資料３ 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。 

 

● 各分野の苦情申立て・相談等の割合（直近５カ年度） 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
● 苦情申立て等で取扱われた事例（直近５カ年度） 

福祉・健康  生活保護，障害者の福祉政策 

子育て    入園手続き，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     就学手続き，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    防災倉庫の建築，施設名称の由来 
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