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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） 

・ 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。 

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 

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２６年４月から平成２７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３７件でした。 

前年度と比べ，苦情申立て件数が増加していますが，これは平成２５年度が苦情

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(21) ８(０) ４(14) ７(７) 

電話 18(16) ０(０) ０(２) 18(14) 

ＦＡＸ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

郵送 ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

メール ０(５) ０(０) ０(０) ０(５) 

合計 37(42) ８(０) ４(16) 25(26) 

 

 

（表２）分野別 

 

都市整備分野に関する事案が多く，次いで福祉・健康，教育，税金・保険・

住民票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 ７(４) １(０) ２(３) ４(１) 

子育て ２(６) ０(０) ０(４) ２(２) 

都市整備 ８(10) ４(０) ０(４) ４(６) 

環境・ごみ ０(６) ０(０) ０(２) ０(４) 

生活・文化 ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

スポーツ ０(０) ０(０) ０(０) ０(０) 

教育 ５(０) １(０) ０(０) ４(０) 

税金・保険・住民票等 ３(２) １(０) １(２) １(０) 

オンブズマン制度 ２(９) ０(０) ０(０) ２(９) 

その他 10(５) １(０) １(１) ８(４) 

合計 37(42) ８(０) ４(16) 25(26) 

Ⅱ 活動状況 

※（）内は平成２５年度の件数。 

※（）内は平成２５年度の件数。 
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２ 苦情申立ての処理状況 

 

平成２６年度にオンブズマンが受け付けた苦情申立ては８件でした（表１）。 

その内，７件は苦情調査及び結果通知が完了しており，１件は引き続き調査を継

続しています。 

なお，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 

 

   男女比では，約９割が男性となっています。 

    

合計 
内訳 

男性 女性 

８(０) ７(０) １(０) 

※（）内は平成２５年度の件数。 

 

（表４）苦情申立ての処理状況 

 

    調査の結果，市の業務等に問題があると認められた事案はありませんでした。 

ただし，所管課に対して，今後の取組において苦情申立人や市民に，より

丁寧で分かりやすい説明を求める要望を申し入れた事案が４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 ７件 

 (1) 苦情申立ての趣旨に沿ったもの ０件 

  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 ０件 

 (2) 市に不備がなかったもの ７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 １件 

合計（１～４） ８件 
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３ 相談の受付状況 

 

平成２６年度の相談件数は４件でした（表１）。 

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 

 

    男女比は同じです。 

 

合計 
内訳 

男性 女性 

４(16) ２(８) ２(８) 

※（）内は平成２５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・健康やオンブズマン制度に関するもの

など２５件ありました。 

 

（表６）問い合わせ者別 

 

男女比では，女性が多くなっています。 

また，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 

25(26) ９(９) 14(14) ２(３) ０(０) 

   ※（）内は平成２５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 

平成26年４月 ・オンブズマン３名が市長から委嘱を受ける 

・市報ちょうふ（２０日号）に委嘱及び制度ＰＲ記事を掲載 

 

６月 第１回調布市オンブズマン会議を開催 

 

７月 ・平成２５年度調布市オンブズマン運営状況報告書を作成 

・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 

 

11月 市報ちょうふ（５日号）に制度のＰＲ記事を掲載 

 

12月 第１６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：若林オンブズマン） 

 

平成27年１月 ・市職員と意見交換会（都市整備部） 

・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 
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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２６年度は，４月２０日号，７月２０日号及び１１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２６年度（第 16回）は平成２６年１２月３日（水）

に，総務省で開催され，若林オンブズマンが出席しました。 

（裏） 
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第 16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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の条例上，申立てへの対応以外に，市の業務に関し，調査・意見表明，提言及び改善勧告

を行うことはできないと解しますので，取下げがあった場合，調査は中止します。 

① 苦情申立てをしましたが，諸事情により取下げました。オンブズマンは，市側の対応に

指摘すべき事項があるということでしたが，その場合，調査は継続されるのでしょうか。 

 

外郭団体等の性格や本市との関係性にもよりますが，外郭団体等に対する苦情申立てが直ちに

オンブズマンの所掌事項になるとは考えておりません。当該外郭団体等が，条例に定める「市の

機関の業務の執行」を行っていると評価できる場合は，①「業務の執行に関する事項」及び②「業

務に関する職員の行為」に限り，オンブズマンの所掌事項に該当すると考えます。 

② 苦情申立ては市の機関や，その職員の行為が対象となるとされていますが，市が財政的に

支援を行っている外郭団体についての苦情申立てはできないのでしょうか。 

 

苦情申立てに関するオンズブマンの行為に対し苦情申立てがあった場合は，条例において「オ

ンズブマンの行為に関する事項」に該当する事案であり，受理できないものと考えます。 

また，同一の事案について調査結果が出ている場合の再度の苦情申立てについては，同一紛争

の蒸し返しを禁止するという法理に反することになりますので，受理できないものと考えます。 

もっとも，当初の苦情の申立の趣旨の変更といえるような内容の場合は，受理の要否について

慎重に検討することになると考えます。 

 

申立人等の行為の原因，性質，態様，結果等の各事実を勘案し，調布市庁舎管理規則等に基づ

き，当該行為をやめるよう警告し，若しくは命じ，庁舎外への即時退去を命じ，又は警察へ通報

を行う等の各対応をすることになります。 

なお，苦情等の調査を開始した後において，その必要がないと認めるときは調査を中止します。 

④ 調査の過程で，申立人や申立人の関係者から，自己に有利な結論を得るためにオンブズマン

に対して強要，脅迫するような行為があった場合は，調査は継続されるのでしょうか。 

 

苦情処理の対象事項は，法律や条例等に基づく処分に限定せず，市が作成した報告書の内容の

訂正，職員の誤った助言・指導の是正等，事実上の行為や取扱いなども対象としていることから，

「事実上の利益」をも含めて，広く柔軟に解釈しています。 

また，調布市オンブズマン条例第９条第１項の解釈については，公の利益に該当する場合であ

っても，申立人が「利害関係を有する者」に該当するときは苦情申立てはできると解します。 

上記「利害関係」の有無を判断するに当たっては，申立人が市の措置や取扱い等によって影響を

受けることになる利益の内容・性質（生命・身体の安全，健康，財産，景観，風俗環境，静穏な

環境，嫌悪感・不快感等）及び態様・程度を勘案することになります。 

⑤ 苦情申立てをするためには，市の業務について利害関係を有していることを求めていますが，

利害関係の有無はどのように判断されているのでしょうか。 

③ 苦情申立てによりオンブズマンに判断してもらいましたが，内容に不服があります。 

オンブズマンの判断に対して苦情申立てすることはできるのでしょうか。 
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８ オンブズマン会議 

 

平成２６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 

   

 

 

 

 

 

 

 

（左）オンブズマン（手前から若林，

中村，相澤）（右）市職員 

平成２６年度から，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

施することとしました。 

所管部署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。 



13 

 

 

 

平成２６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 １１件（苦情申立て ７件／相談 ４件） 

 

○ 福祉・健康 

 

No.1 医療券発行事務に係る職員の対応等について（申立て） 

No.2 生活保護受給打ち切りに係る職員の対応等について（相談） 

  No.3 ゆうあい福祉公社のヘルパー派遣について（相談） 

 

○ 都市整備 

 

No.4 調布市景観計画に掲載されたイメージ図の修正について（申立て） 

No.5 地区計画策定に係る街づくり懇談会の議事録の修正について（申立て） 

No.6 用地買取に伴う共有塀の補償及び手続きについて（申立て） 

 

○ 教育 

 

No.7 放課後事業の委託化に係る所管課の説明について（申立て） 

   

○ 税金・保険・住民票等 

 

No.8 個人情報の取扱い及びその対応について（申立て） 

No.9 転入手続きにおける市職員の対応について（相談） 

 

○ その他  

 

No.10 市郵送物の宛名における個人情報の取扱いについて（申立て） 

No.11 市が行う表彰の該当要件について（相談） 

 

 

(2) 調査等を継続したもの １件（苦情申立て １件） 

 

○ 都市整備 

 

No.12 売却した市有地の買戻し等について（申立て）

Ⅲ 苦情申立て・相談への対応 

14頁 

15頁 

16頁 

 

 

 

17頁 

19頁 

20頁 

 

 

 

22頁 

 

 

 

24頁 

26頁 

 

 

 

27頁 

28頁 

 

 

 

 

 

 

29頁 
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２ 苦情申立て・相談事案の概要 

 

  平成２６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，記載に当たっては事例として紹介できる範囲とし

ています。 

 

 

No.1 医療券発行事務に係る職員の対応等について 

【苦情申立ての概要】 

市所管課の職員の医療券発行要件に関する知識不足により苦情申立人に対する医療

券の発行が遅れたので，今後，このようなことがないよう指導を徹底することを求める。 

また，苦情申立人に対する医療券発行事務を遂行する際における市所管課の職員の対

応がぞんざいであったので，今後，このようなことがないよう改善することを求める。 

 

【受付】 

 

平成26年 ７月 ・面談を行い，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 ７月 ・所管課長と面談し，苦情等の調査を実施すること等を説明しま

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。 

 ９月 ・所管課から調査への文書回答を受けました。  

  ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付しました。 

 

【調査結果の概要】 

 

所管課長と面談し，上記苦情申立てに係る内容に記載されている各事実があったか

どうかについて確認したところ，所管課長は上記各事実があったことを概ね認めたの

で，それらについて改善するよう指導しました。 

その後，所管課長から，平成２６年９月，上記各事実があったことをそれぞれ認め，

それらについて改善した旨の文書回答があったので，苦情申立人に対し平成２６年９

月，その旨を記載した「苦情申立てに係る調査結果通知書」を送付しました。 
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No.2 生活保護受給打ち切りに係る職員の対応等について 

【相談の概要】 

平成１８年から２１年にかけて生活保護受給を受けていたが，当時の担当職員の対応

が高圧的で面談するのも苦痛になった。 

また，平成２１年頃，不正受給だとして支給が打ち切られ，さらに過去の支給額の返

還を求められた。不正受給の事実はないと伝えても聞いてもらえなかった。しばらく生

活保護を受けずに自活していたが，再び体調不良になり生活保護の受給を検討したい。 

しかし，また返還を求められるのではないかと心配であるし，そもそも担当窓口にも

相談にいく気持ちになれない。 

 

【受付】 

 

平成26年 ５月 ・来室。 

本件は，条例第１０条１項(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の取

扱いは出来ませんでしたが，相談として話をお聴きしました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成26年 ５月 ・所管課管理職と面談し，事実確認を依頼しました。 

 ７月 ・相談者及び所管課長と面談しました。 

 ９月 ・相談者と面談しました。  

 

【相談結果の概要】 

 

本来であれば相談者が改めて所管課に相談に赴き手続をとることが望ましい事案で

すが，現状では相談者は所管課に対する信頼を失い相談もできないという状況でした

ので，オンブズマンが相談者と所管課との仲立ちができないかと考えました。 

オンブズマンは所管課の管理職と面談し，相談者の訴えた事実確認を依頼するとと

もに相談者の置かれている客観的な状況をお伝えしました。 

所管課において検討してもらった結果，不正受給の点に拘ることなく改めて生活保

護手続きをとることが可能であると確認ができたことから，オンブズマンは，所管課

に対して，信頼を失っている相談者に対してより丁寧に対応するよう依頼するともに，

再度相談者と面談し，所管課のとりうる対応を伝え，安心して生活福祉課窓口に相談

するよう提案しました。 

その後，相談者は所管課において生活保護の受給手続を進めることができました。
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No.3 ゆうあい福祉公社のヘルパー派遣について 

【相談の概要】 

ゆうあい福祉公社（以下，公社という）に，家の中の片付けヘルパーを頼んでいたが，

最近ヘルパーを派遣してくれなくなったことから理由を確認すると，当初は派遣する人

を探しているとのことだったが，その後，派遣しないことになっていると言われた。 

この点について問い質すと一転し「来月から２回，２人ずつ送る」ということになった。

このような対応に不安と不満の感を募らせることになり，相談した。 

 

【受付】 

 

平成26年 11月 ・面談を行い，苦情申立ての書類を渡しました。 

その後，苦情申立書の提出及び本人からの連絡はありませんで

した。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成26年 11月 ・所管課長と面談し，具体的な状況の確認を依頼しました 

 12月 ・所管課長から回答を受けました。 

  ・所管課長と面談し，所管課の対応状況を確認しました。  

 

【相談結果の概要】 

 

本件相談の背景事情を所管課長に聞き，次のことを確認しました。 

① 公社のサービスは市民の互助の考え方で成り立っていますが，相談者は企業が行

っている派遣業務と同じものと理解しています。 

② 公社が来月にサービスを再開するという判断の根拠や，かつてのサービスができ

なくなった理由を知りたいということですが，相談者のところに派遣できるヘルパ

ーの意向やヘルパーの熟練度を判断したためです。 

その後，福祉公社が相談者と連絡を取り，派遣の再開をすることになりました。 

また，初回の相談以降，相談者からオンブズマンに対して連絡はありませんが，所

管課には今後の推移を見守っていくことをお願いしました。 
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No.4 調布市景観計画に掲載されたイメージ図の修正について 

【苦情申立ての概要】 

 申立人は，調布市景観計画，第６章国分寺崖線景観形成重点地区の建築物の景観形成

基準の高さ・規模に関する条文とイメージ図が違っていることを指摘し，イメージ図の

修正を申し立てた。  

 

【受付】 

 

平成26年 ５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 ５月 ・苦情申立人と面談し，申立内容について聴き取りました。 

  ・所管課担当者と面談し，事実確認を依頼しました。 

  ・苦情申立人と面談し，申立内容について再確認しました。  

 ６月 ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 ８月 ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付するとともに，

景観計画に係る事務への要望（文書）を所管課へ伝えました。 

 

【調査結果の概要】 

 

調布市は，平成25年６月に景観行政団体になり景観行政事務を東京都から移行し，

景観法に基づく景観計画を平成26年２月に定めました。 

申立人が指摘する条文は，調布市景観計画第６章「６‐４ 国分寺崖線景観形成重

点地区の景観形成」の「景観形成基準」にあります。その記述は，「高さは，崖線の緑

や周辺建築物群のスカイラインとの調和を図り，著しく突出した高さの建築物は避け

る。特に，崖線の樹木に隣接する敷地では崖線の低地部から見たときに，崖線の台地

部の樹木の最高高さを超えないように工夫する。」です。それを説明する計画書に掲載

されているイメージ図では，「崖線の台地部の樹木の最高高さを超えない」の説明文に

なっています。つまり，「低地部から見たときに」の部分が削除されています。 

申立人は，条文とイメージ図には「明らかに異なる解釈となる」ことを指摘します。 

なお，調布市が景観行政団体になる以前に施行されていた東京都景観計画には，こ

の国分寺崖線景観基本軸の景観形成基準イメージ図で「低地部から見たときに，に崖

線の台地部の崖線の台地部の樹木の最高高さを超えないように工夫」とあり，低地部

からの矢印が描かれています。そこで，これらの表現がない調布市のイメージ図は「間

違いである」と指摘しました。 

条文とイメージ図について検討してみましたが，食い違う基準を示しているとは言

えません。イメージ図は，低地部からの視点で，樹木の連続性も表現し，突出する建

物がないように描き，条文を正しく表現していると考えます。したがって，修正する

ことは必要ないと判断します。より丁寧に「低地部から見た」の文言を書いてあれば，
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望ましいとは言えますが，不正確ではありません。こうした場合，解釈に疑問があれ

ば，ただちに問い合わせることが必要ですが，そうした対応はしているとのことです。

なお，他の景観行政団体では条文だけのところもあります。 

また，市が景観行政団体になり，新たに景観計画を策定する過程など景観計画の基

準の決定に至る経緯の説明を受けました。２度のパブリックコメントの実施状況，「ち

ょうふ景観だより」の発行などにより市民へ新たな施策への理解や市民意見の聴取に

丁寧に努めていました。また，実務に関わる「調布景観計画 景観形成基準の解説」

や「調布市景観計画 届け出の手引き」を整備しています。「調布景観計画景観形成基

準の解説」では，条文の内容を詳しく説明しています。 

それでは市民への説明が十分であるかと言えば，まだ工夫の余地はあると思います。

たとえば，情報の提供や景観形成基準の運用にあたり市民の理解を一層努めることな

どです。良い景観は市民，企業と行政などが一緒に作り上げていくのであり，そのた

めの運用や制度等の見直しは絶えず行っていくことが必要です。 

上記の点について，景観行政事務を担当する所管課長に対して，市民に対してこれ

からも景観計画の理解を図り，運用に当たり市民への関心を高める工夫を望む旨の要

望を伝えました。 
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No.5 地区計画策定に係る街づくり懇談会の議事録の修正について 

【苦情申立ての概要】 

地区計画策定に係る街づくり懇談会（以下「本件懇談会」という。）の議事録につい

て，誤りがあるので，修正を求める。 

 

【受付】 

 

平成26年 ５月 ・本件懇談会の議事録の作成を求める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 ５月 ・苦情申立人と面談し，苦情申立ての内容を確認・整理する中で，

苦情申立人が求めている議事録は，既に作成済であることが判

明しました。苦情申立人は，この作成済の議事録の内容に誤り

があるとして不満をもっていました。そこで，苦情申立人に対

し，苦情申立ての内容を訂正するよう指導し，本件懇談会の議

事録の修正を求める訂正苦情申立書の提出を受けました。 

  ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

 ６月 ・苦情申立人に対し，現在，苦情等の調査中であることや調査の

進行予定等について説明をしました。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

  ・苦情申立人と面談し，調査の結果について口頭で説明しました。 

 ７月 ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付しました。 

 

【調査結果の概要】 

 

１ 本件懇談会の議事録は，本件懇談会における質疑・応答等(不規則発言等を含みま

す。)の音声をそのまま出力したものではなく，それを事項別に分けて整理・要約す

るという記載方法をとっています。 

一般に，会議の議事録の記載方法には，このような方法はよく見られることであ

り，このこと自体は妥当性を欠くものとはいえません。 

本件懇談会の議事録の内容と所管課から提出された本件懇談会における質疑応答

等の音声をそのまま出力した文書等の内容を点検・検討したところ，修正しなけれ

ばならないような誤りは認めることはできませんでした。 

所管課から提出された本件懇談会における質疑応答等の音声をそのまま出力した

文書の一部には，本件懇談会に出席した市民同士の質疑・応答等もありましたが，

本件懇談会の議事録には記載されていません。このことについては，所管課では，

本件懇談会の目的・趣旨から判断して記載しなかったということであり，そのこと

自体は妥当性を欠くものとはいえません。 

２ 苦情申立人に対し，上記１の内容を口頭で説明し，また，「苦情申立てに係る調査

結果通知書」により，その旨を記載した文書を送付しました。 
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No.6 用地買取に伴う共有塀の補償及び手続きについて 

【苦情申立ての概要】  

市が自宅の隣接地の一部を道路拡張用地として買収したが，隣接地主と共有している

塀が隣地境界線上にある。その塀の撤去について市から交渉を受けたが，次の３点につ

いて説明が不十分であり納得がいかないため，十分な説明を求める。 

① 塀の共有についての法的な見解を明らかにすること  

② 塀は存置の可否を明らかにすること  

③ 塀の撤去にかかる補償手続きの説明を行うこと 

 

【受付】 

 

平成26年 ５月 ・苦情申立人と面談のうえ，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 ５月 ・所管課長と面談し，具体的な状況の確認を依頼しました。 

 ６月 ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

 ８月 ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 ９月 ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付するとともに，

今後の対応についての要望（文書）を所管課へ伝えました。 

 

【調査結果の概要】 

 

公共事業に協力していただく市民が抱く被害者的な感情を出来る限り小さくし，で

きれば対象となった市民が今後の生活に向けて前向きの対応をしていただける公共事

業が望ましいと考えます。 

①「塀の共有についての法的な見解」についてですが，塀が土地に付属しているの

か，それとも土地と塀は別々に捉えて別の所有関係なのかの２つの考え方があります

が，それぞれが行った弁護士相談によるとその見解は分かれています。市の買収した

際の契約書には塀についての言及はなく，市は共有部分の塀については土地所有者が

引き続き所有していると認識しています。今後，塀の撤去の段階で，共有者の同意を

得て共有の解消ができる手はずになっています。オンブズマンは法律の解釈はせず，

必要があるのなら，それぞれが裁判によって判断を求めることになります。 

②「塀は存置できないのか」についてですが，道路地内に民間の所有する塀が残る

ことは，複雑な権利関係を放置しておくことになり，万が一，事故の生じた際などを

考えると，道路の管理上好ましくありません。 

③「塀の撤去にかかる補償手続き」についてですが，平成２１年の道路境界査定か

ら買収交渉が着手され，平成２５年に本格的に交渉をしてきたが，申立人の状況や意

向を的確に把握し，わかりやすい説明がなされていたとは言えません。事業担当者も
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替わり，説明内容もそれぞれニュアンスが異なるなどして，不信感が募ったと思われ

ます。そして，塀の買収と撤去に関する補償にあたり，申立人が知り合いの建設業者

に相談したところ，塀の再建工事金額に相当の開きがあったことなどが決定的な不信

を生じさせることになりました。 

市は申立人の立場を考えた検討や安心できる手続きの進め方をする必要があったと

考えます。今後の塀の撤去についても補償以外にも申立人が選択できる方法があるこ

とを提示するなど，市民が能動的に意思を表わし，生活再建を円滑にできる機会をつ

くるべきと考えます。 

また，補償による塀の撤去や再建工事についても習熟した建設業者を複数リストア

ップし，選んでいただき，その上で補償金額が食い違う場合には，なぜそうなるのか

といった交渉を行うことが望ましいと考えます。 

この件については，今後においては，市は申立人の立場を考慮する丁寧な説明と検

討をすべきであると考えます。 

以上の点について，所管課長に対して，より丁寧な対応を望む旨の要望を伝えまし

た。 
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No.7 放課後事業の委託化に係る所管課の説明について 

【苦情申立ての概要】 

ユーフォー（放課後子供教室事業）の運営業務委託化にあたり，所管課長がユーフォ

ーの嘱託員に対して現行の任用体制をそのまま移行すると受け取れる旨の説明をした

が，嘱託員に対して「現在のまま働けるのではないか」という期待を持たせるような発

言は避けるべきであった。 

また，委託化の結果，複数の事業者が異なる条件で募集したことから嘱託員の応募に

偏りが生じ，複数の嘱託員が不採用になる結果に至り，嘱託員は困惑し現場も混乱した。 

さらに，所管課長は，嘱託員の事業者らにおける採用または不採用について把握して

おらず無責任であり，また，不採用による職員の大幅な入れ替わりが来年度のユーフォ

ー運営等に支障をきたす可能性があり，いちばん大切に考えなくてはならない子どもた

ちを少なからず戸惑わせてしまう恐れがある。 

 

【受付】 

 

平成27年 １月 ・苦情申立人と面談，苦情申立てに向けた相談を受けました。 

所管課長と面談し，当該事業の委託化や背景事情についての確

認を依頼しました。 

  ・苦情申立人と面談，苦情申立ての内容を整理しました。 

 ２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27年 ２月 ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 ３月 ・苦情申立人と面談のうえ調査の結果（文書）を渡すとともに，

所管課長と面談のうえ，今後の対応に係る要望（文書）を伝え

ました。 

 

【調査結果の概要】 

 

民間委託化による場合，当然に嘱託員と市との任用は終了することになり，もし継

続して働くことを希望しても民間委託化後は事業者との雇用契約になります。 

市は，平成２５〜２６年における４回の説明会や研修会において民間委託に関して

説明をする機会を設け，課長は上記の点について説明をしていたことが認められます。 

このとき課長は，嘱託員が平成２７年度以降も事業者のもとでユーフォーに従事す

ることにより事業の継続性が確保され安定した運営が期待できるので事業者に対して

既存の職員の雇用について配慮するようお願いをしていくという趣旨の説明も行って
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いますが，課長が委託化後も継続して働けると確約したかのような発言があったとま

では確認できませんでした。 

委託化の結果，事業者らがそれぞれの経営判断において異なる雇用条件を提示する

ことはやむを得ないことですし，条件のよい事業者に嘱託員の応募が集中することも

十分ありえます。そしてその結果，事業者から不採用となる嘱託員が生じること自体

は避けられないことだと考えられます。申立人と同意見の嘱託員が複数名いたことを

考慮しても，その他の嘱託員からは，ユーフォーの運営状況に関して混乱している旨

の報告等はなく，また，利用者である市民からの苦情等も特に確認されておりません。 

市は事業者らに対するプロポーザルの結果通知に嘱託員が継続して従事できるよう

配慮する旨の意見を付し，また，事業者らに働きかけて説明会を複数回設定して嘱託

員の事業者に対する応募活動がスムーズに進むような環境を設定し，さらに，事業者

らの判断事項であるべき雇用条件についても嘱託員の経験等を配慮する旨を申し入れ

る等しており，これらの経緯に鑑みれば，市としては委託化後の嘱託員の雇用にむけ

て相当程度の努力をしていたと考えられます。そして結果的に約７割５分の嘱託員が

事業者らにおいて雇用されたとのことですから，事業の継続性という点については一

定の成果を出したことが認められます。嘱託員の採否について市は直接知り得る立場

にはありませんので，採否について把握していなかったとしても無責任であるとはい

えないでしょう。 

以上のとおり，オンブズマンとしては申立人の苦情の申立については認めることが

できないと判断しましたが，これまでユーフォーの発展に寄与した嘱託員に対して，

本申立てをするまでの心情を抱くに至らしめたことは誠に残念なことであると考えま

す。したがって，オンブズマンは，所管課に対し今後の市政運営において同様の状況

が生ずる場合には，十分に考慮して対応されること留意する必要がある旨を伝えまし

た。 
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No.8 個人情報の取扱い及びその対応について 

【苦情申立ての概要】 

１ 苦情申立人の健康保険税納付方法が特別徴収から普通徴収へ変更となり，調布市か

ら国民健康保険税納税通知書が送付され，すでに口座登録のある方については口座振

替になる旨が通知された。口座振替は申立人の意向を無視しており，上記納税通知書

に申立人の振替口座の情報（銀行・支店名，口座番号）が記載されていることは，個

人情報の無断使用であり調布市個人情報保護条例の趣旨に反する。 

２ 苦情申立人が，上記１記載の不服内容を所管課に対して伝えたところ，所管課から，

「口座振替による納付を希望されない場合は，係まで御連絡ください。」という一文

が追加された通知が送付された。異なった文書を送付することは市民を差別し，また

事務の煩雑さを招き税金の無駄遣いである。 

 

【受付】 

 

平成26年 10月 ・苦情申立人と面談，苦情申立てに向けた相談を受けました。 

 同日，所管課長と面談し，事実確認を依頼しました。 

  ・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 10月 ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 11月 ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付するとともに，

今後の事務手続きに係る要望（文書）を所管課へ伝えました。 

  

【調査結果の概要】 

 

１ 徴収方法は，地方税法及び調布市国民健康保険税賦課徴収条例等の規定に基づき

決定されます。口座振替による取り扱いについては調布市市税磁気テープ交換用口

座振替事務取扱要綱において手続等が定められています。 

口座振替を利用する場合は，納税義務者から金融機関への申込が必要とされてい

ます。金融機関に対し口座振替の申し込みを行うと，当該金融機関が承認を行い，

市において口座登録がなされることになります。したがって，いったん口座振替を

申し込んだ後は当該市民が口座振替の解約を申し出ない限り当該口座振替契約は存

続することになります。 

以上からすれば，市は諸規定に基づき徴収手続を踏んでおり口座振替の方法によ

ること自体は特段問題となる点はないと考えられます。苦情申立人が口座振替を望

まないのであれば当該金融機関宛に口座振替の解約の手続をして，納税方法の変更

の手続をとる必要があります。 

  また，市個人情報保護条例第１０条３項には「実施機関は，保有の必要がなくな

った個人情報については，速やかに消去し，またはこれを記録した公文書を廃棄し
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なければならない。ただし，歴史的資料として保有されるものについては，この限

りではない。」と規定されています。また，市「個人情報保護事務の手引」において

「保有の必要がなくなった」とは，「保存期間が定められている文書等に記録された

個人情報についてはその保存期間が終了した場合，また保存期間が定められていな

い文書等に記録された個人情報については今後事務の用に供する必要がなくなった

場合をいう」と解されています。 

振替口座の情報は，市民に関する課税及び収納情報として一体的に管理され，課

税の過年度遡及の更正による過誤納還付金に対応する必要があることから特に保存

期間は定められておりません。そして，健康保険税の納付方法は，一定の要件を満

たす場合は特別徴収ではなく普通徴収を利用することもできるとされ，また，毎年

度の審査により納付方法が変更しうることが予定されています。したがって，少な

くとも口座振替契約が存続している市民に関する振替口座の情報は今後事務の用に

供する必要があるといえ，保有の必要がなくなった個人情報には該当しないと解さ

れます。したがって，調布市の取扱いについて上記条例の趣旨に反する点は認めら

れないと考えます。多摩地区２６市の取扱いも同様であるところからしても市の上

記条例の解釈及び取扱いに特段の問題があるとは考えられません。 

 

２ 健康保険税納付方法に関する市からの送付物は対象者の属性に応じて統一されて

おり，案内文書の送付において市民を差別化している点は認められず，また，事務

の煩雑化を招いている点も特に認められませんでした。 

 

３ 以上から，オンブズマンとしては，苦情申立ては認められないと考えます。 

もっとも，苦情申立人の指摘を受け一文を追加した通知を差し替え版として申立

人に対して送付した点については苦情申立人の不信感を招いた面は否定できないと

考えます。したがって，オンブズマンは，所管課に対し，市民からの意見や指摘等

に対する市の対応について市民の理解を得られるようさらに努力するとともに，市

としての対応を変更する場合には，その変更の経緯及び理由等について担当部署内

で共有できるよう一層の留意をする必要があると考え，その旨を所管課に対して要

望しました。 
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No.9 転入手続きにおける市職員の対応について 

【相談の概要】 

義兄の世帯に転入手続を取ったが，その際の係員の指示が不適切で，自分が世帯主と

なってしまった。その結果，国民健康保険税が発生したが，未納となったため差押通知

が出され，毎年この時期に市から通知が来るようになった。市のミスだから自分は払う

必要は無いと考え差押さえをなくすよう市に何回か話に来ているが，いつも解決できず

終わっている。 

また，所管課の対応時間がかかり過ぎるので，「上部機関を教えてくれ」と申し入れ

たところ，オンブズマンを紹介されたので相談した。 

 

【受付】 

   

平成26年 ７月 ・来室。 

本件は，条例第１０条１項(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扱

うことは出来ませんでしたが，相談として話を伺いました。 

 

【オンブズマンの対応】 

 

平成26年 ７月 ・所管課担当者から事情を確認しました。 

 

【相談結果の概要】 

 

納税処分の適否について，市長名の処分に対する異議申立てをする場合の相手は市の

みであり，オンブズマンが判断できる立場にはないことを説明しました。 

相談者は，オンブズマンが上部機関として全てを解決してくれる機関だと認識してい

たため，オンブズマンが最終解決できる立場にないことを知り，オンブズマンを紹介さ

れたこと自体に納得いかない様子でした。 

なお，念のために所管課と面談し当時の事実関係を確認しましたが，時間が経過して

いることもあり，手続きにおける経緯や事実関係は確認できませんでした。 
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No.10 市郵送物の宛名における個人情報の取扱いについて 

【苦情申立ての概要】 

調布市が市民へ送付する郵便物の宛て名として，住所（郵便番号，町名，番地）及び

氏名（フルネーム）を漢字表記することは，個人情報の利用として不適切であり，住所

については郵便番号及び番地のみ，氏名については名字のみをカタカナ表記にすれば足

りる。 

 

【受付】 

 

平成26年 ７月 ・苦情申立人と面談のうえ，苦情申立書の提出を受けました。 

所管課長と面談し，事実確認を依頼しました。 

       

【オンブズマンの対応】 

 

平成26年 ７月 ・苦情等を調査する旨の文書を所管課へ送付しました。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 ９月 ・苦情の調査の結果（文書）を苦情申立人へ送付しました。 

       

【調査の結果】 

 

日本郵便が規定している内国郵便約款第１１条は，「あて名は，これを郵便物の表面

に詳細かつ明確に記載」すると規定しており，市の上記取扱いは同規定に沿ったもの

だと考えられます。また，市の上記取扱いは，近隣自治体は勿論，一般の事業所から

送付される郵送物の宛名の表記方法と同様の内容であり，市の宛名の表記のみが特段

異なるものでもありません。 

仮に，宛名の氏名を名字のみのカタカナ表記にする場合，例えば集合住宅等で同姓

の者が居住している場合に正しく送付されない可能性があり，また，同一世帯であっ

ても誰に送付したかが不明となり，本人に届かない場合や本人以外が開封する場合も

生じ，様々な事情を抱えた世帯が増加する昨今においては徒に混乱を助長しかねない

といえます。 

以上から，オンブズマンとしては市が市民に送付する郵便物の宛名の表記方法に不

適切な点は認められず，苦情申立てについては認めることができないと判断しました。 
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No.11 市が行う表彰の該当要件について 

【相談の概要】 

 相談者が所属する団体の一員に対して市から表彰がなされたが，当該被表彰者には団

体の一員として相応しくない行為が認められたので，今後はそのような行為を行う者を

表彰しないよう改善することを求める。 

 

【受付】 

  

平成27年 ２月 ・相談者と面談し，相談を受けました。 

相談の内容から判断して，相談者はオンブズマン条例第９条に

いう利害関係人といえず，このことから苦情申立てとして受け

ることはできないため，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 ２月 ・所管課長と面談し，相談内容を伝えるとともに被表彰者の選定

理由，表彰事務の流れ，所管課の今後の対応等について聴きま

した。 

 ３月 ・相談者と面談し，所管課長から聴いた上記内容について伝えま

した。 

 

【相談結果の概要】 

 

１ 表彰所管課長に対し，被表彰者の選定理由，表彰事務の流れ，上記相談の内容に

係る事実の把握，今後表彰所管課がとりうる対応策について聴きました。 

  これに対する表彰所管課長の回答（口頭）は，次のとおりです。 

(1) 当該被表彰者の選定理由は，市表彰条例第２条第１号アの「市の公益の増進に

ついて，その業績が顕著なもの」に該当したことによるものです。 

(2) 表彰事務の流れとしては，対象団体の自治を尊重し，事前に対象団体に対し，

対象団体所管課を通じて，被表彰候補者を推薦するよう依頼しています。その依

頼を受けた対象団体においては，対象団体所管課を通じて，対象団体長名で被表

彰候補者を推薦する仕組みとなっています。 

(3) 上記相談の内容に係る事実については，対象団体内部の出来事であり，被表彰

者の選定前に，その内容の有無，対象団体の一員として相応しくない行為があっ

た場合のその行為態様，程度，頻度等を把握するのは，事柄の性質上，限界があ

ります。 

(4) そこで，表彰所管課としては，今後の対応策として，相談者の相談内容も一理

があり，その一方で，対象団体の自治を十分尊重する必要があり，かつ，上記(3)

の限界があることを踏まえ，対象団体に対し，被表彰候補者の推薦に当たっては，

対象団体内部において十分審議して決定するよう，対象団体所管課を通じて文書

で通知することとします。 

２ 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，

表彰所管課が自分の相談を真摯に取り上げてくれたことに感謝し，その取組みを高

く評価しました。 
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No.12 売却した市有地の買戻し等について 

【苦情申立ての概要】 

市道の車両通行時に通行人及び地域住民が通路として利用していた市道に接する市有

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を買戻し，市道として

拡幅すること。 

２ 通行人及び地域住民の安全を図るため，上記１記載の市有地に隣接する市有地を市

道として拡幅し，歩道・排水等を設けること。 

３ 通行人及び地域住民の安全を図るため，上記２記載の市有地などの適当な場所にそ

れぞれ安全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き取りをし

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お願いし

ました。 

 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。 

  ・所管課から調査への文書回答を受けました。 

 ３月 ・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。 

 

【調査結果の概要】 

 

  現在，双方の話し合いの進捗状況の把握を含め，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 

 

平成２６年４月に調布市オンブズマンを拝命いたしました中村次良でございま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

オンブズマンに就任してから早いもので１年が過ぎました。実際に取扱った事案

は多くはありませんが，感じたことを率直に申し上げます。 

ある事務の改善の相談に対し，市の所管課が様々な制約がある中で所管課として

行い得る代替改善策を示したものがありました。相談者は，市の所管課が自分の相

談を真面目に取り上げてくれたことを感謝し，その取組みを高く評価していました。

この事案では，市の所管課の真摯な取組みが市政に対する市民の理解と信頼を高め

たということができたと思っています。 

しかし，このような事案ばかりではありません。行政サービスの提供要件に関す

る担当職員の知識不足と行政サービスの提供に至るまでの間の窓口対応の悪さに

ついて改善を求める事案がありました。この事案では，申立ての内容が１００％認

められましたが，所管課には，今後職員に対する担当業務の研修や接遇等の指導を

徹底する必要があると感じました。 

また，申立てに係る対象文書と市の所管課が所持する文書とを一致させるのに苦

労した事案がありました。この事案においては，申立ての前から当該対象文書につ

いて，双方の主張がかみ合っていませんでした。双方とも文書の中身よりも文書の

名称等にこだわった結果によるものです。所管課には，もう少し行政のプロとして

申立人と真摯に向き合い，申立人が求めているものは何かについて的確に把握する

配慮が必要であると感じました。 

いうまでもなく，オンブズマンの設置目的は，「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」(調布市オンブズマン条例１条)ことに

あります。 

私は，上記目的を達成するため，実際に取扱った上記の経験のみならずこれまで

培った知識や経験を活かし，市民のニーズや社会情勢等の変化を踏まえつつ，市民

の目線，地域主権，公正かつ中立の視点に立って，申立人の説明を丁寧に聴き，そ

れに対する所管課の考え方等を聴いて問題を整理し，市民の生活や市政に与える影

響の有無・程度を考慮しながら，問題の解決を図っていく所存です。 

また，問題の解決に当たっては，問題解決の緊急の必要性等について配慮すると

ともに，申立人にも，所管課にも理解が得られる結論となるよう心掛けていきたい

と考えています。
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「一年を振り返って」 

 

調布市オンブズマン 相澤 愛 

 

市民の皆様は，日頃受けている行政サービスに対して，満足されている点もあれ

ば，納得のいかない点，疑問に思われる点などもあることでしょう。市政とは，市

民にとって地域での生活そのものに関わる行政サービスですから，不満や疑問点を

持ちながら日々暮らすことは，市民・行政双方にとって大変に不幸なことであると

言わざるを得ません。不満や疑問点が「苦情」とまでいえる思いになったとき，こ

の「苦情」を解決する機関の一つとしてオンブズマン制度が設けられております。 

この重要なオンブズマン制度を担うオンブズマンとして，平成２６年４月にオン

ブズマンに着任し，早いもので１年間が経過いたしました。この間にも何件かの苦

情相談及び苦情申立てに対処いたしましたが，いずれの件も，市民の皆様がオンブ

ズマンに相談にいらっしゃるまでずいぶんと思い悩まれていることが伝わるもの

で，改めてオンブズマンの職責の重さを感じるとともに，オンブズマンとしていか

に解決すべきであるかという点について度々考えさせられました。 

調布市オンブズマン条例第１条には「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し，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を置く」と規定されています。私は

オンブズマンの最も重要な点は「公正かつ中立」ということだと考えております。

「公正かつ中立」ということは，第三者としての立場から，市民の話をよく伺う中

で苦情の内容を精査し，事実関係を調査して問題点を明らかにして最終的にオンブ

ズマンの意見を出すということです。そして，オンブズマンの意見に関して，市民

からも行政からも納得していただくことが，双方の信頼関係の回復にもつながる途

だと考えております。 

私は日頃は弁護士として，様々な状況のクライアントの方々から持ち込まれる法

律問題の解決にあたっております。法律問題は，最終的には裁判所において，権利

があるか，義務があるか，という観点から物事を突き詰めて判断することが多いの

ですが，物事の本質的な解決はそれだけではなく，やはり双方の納得がなければ得

られないということを日々実感しております。 

オンブズマン制度においても，まさに市民と行政の双方が納得できるような解決

をこれからも目指し，調布市条例に定めるオンブズマンの役割を果たすべく引き続

き全力を尽くしたいと考えております。 
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「一年を振り返って」 

市民と市行政のさらなる信頼関係構築を目指して 

 

調布市オンブズマン 若林 祥文 

 

オンブズマンという市民救済制度を聞いたことはありましたが，決して私にとって

身近なものではありませんでした。 

調布市条例第１条にその仕事の目的が書かれています。オンブズマンは「市民の市

政に関する苦情を公正かつ中立的な立場」でお聞きし，「市民の権利と利益を擁護す

る」「・・・市政に対する市民の理解と信頼を高め・・・」ることが高らかに書かれ

てあります。 

この１年の活動のなかで相談によっては，こうしたオンブズマンの立ち位置を時おり，

確かめることが必要でした。 

長く自治体にいた私にとって，市民と市役所間の紛争調停手続きの一つであるオン

ブズマン制度はほとんど接することがなく，私の関心分野である住まい・まちづくり

分野においては，その必要性は認識されてはいますが，未発達の仕組みであると思っ

ていました。 

市民がまちづくりに参加することは当たり前のことですが，参加の程度が課題にな

っています。法制度を市民から見ると，基礎自治体に権限が委譲されることが原則で

すが，依然として国と自治体の関係は複雑な構造を保っています。自治体でほとんど

の事務が完結することはなく，都や国，他の機関が大きく関与してきています。法制

度の適用についても，市役所に権限がある分野は限られています。行政担当者は複雑

な法制度や財政の仕組みを理解しながら，市民に的確な説明や働きかけをしていかな

ければなりません。市民目線に立つチャレンジ精神が必要です。 

不安や悩みを抱えた市民が担当部署に出かける，あるいは役所にほとんど接するこ

とのなかった市民がかなり濃厚なやり取りを役所の担当部署とする。その新たな関係

構築がマイナスの方に向かった時に，市民はオンブズマンを訪れるのではと思います。 

まだ，オンブズマンの相談等は数事例しか担当していませんが，実に奥行きのある

制度であると思います。抽象的な言い方しかできませんが，個人の思いを行政に伝え

ることは大事なことです。単なる苦情と捉えるのではなく，よりよい次の段階に向か

うためのステップだと考えたいです。担当部署との話し合いや資料提供を通じて，個

別の事例から市役所が抱えているであろう課題を抽出すること，改善に向けての提言

をすることなどはその都度深く考える必要があります。 

昨年暮れに，オンブズマン制度を採用している自治体の全国会議に参加してみまし

たが，各地での制度は決して一様ではなく，変化に富んでいます。それぞれの御発表

をお聞きしている中で，制度だけではなく，オンブズマンという人のあり方も重要だ

と感じました。 

幸い，前任の方々が分かりやすい当制度のあり方について御検討していただいてい

ますので，引き続き，市民と市役所がよりよい関係構築を目指す制度のあり方につい

て多くの市民の方々に知っていただけるよう，２人のオンブズマンの方々や事務局と

一緒に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。  



38 

○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。 



39 

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総合オンブズマンとなりました。 

発足以来，563件の苦情や相談等を受け付け，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     児童放課後事業 

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） 

福祉・健康 

39 件(21％) 

子育て 

18 件(10％) 

都市整備 

37 件(20％) 

環境・ごみ 11 件(6％) 生活・文化 5 件(3％) 

スポーツ 2 件(1％) 

教育 11 件(6％) 

税金･保険･住民票等  

15 件(8％) 

オンブズマン制度 

20 件(11％) 

その他 

25 件(14％) 
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