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保健福祉オンブズパーソン（オンブズパーソン事務局） 

●オンブズパーソン（面接相談、調査内容の審理、意見書・勧告書） 

●オンブズパーソン事務局（苦情受付、調査等オンブズパーソン支援）

１ 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業の概要 

（１）事業の目的 

市が実施し又は所管する保健福祉サービスに関する利用者及び利用希望者（以下、

利用者等）からの苦情を、中立かつ公正な第三者の機関を通して簡易かつ迅速に処

理することにより、利用者等の権利及び利益を保護し、保健福祉サービスの質の確

保を図るとともに、公正で信頼される保健福祉行政を推進するため、平成２０年

１１月から保健福祉オンブズパーソン事業を導入しました。

（２）事業の位置付け 

行政の苦情処理については、広聴制度や行政不服申立制度などがありますが、本

事業は、こうした既存の苦情処理制度を補完する事業と位置付けています。

保健福祉サービスの利用者等は一般的に発言力が弱く、自らの権利を行使できな

いことがあります。そこでこうした苦情について、公平・中立な第三者の意見を取

り入れ、簡易迅速に苦情を処理する仕組みを導入することにより、その権利・利益

の保護を図ります。

（３）事業実施の効果 

保健福祉オンブズパーソン事業の導入により、次のような効果が得られます。

① 既存制度では対応できなかった苦情の相談窓口設置による利用者の満足度向上

② 個別の苦情を解決することで、同種の事務処理が改善されるなど保健福祉サー

ビスの質の向上

③ より良いサービスを提供するという職員の意識改革や緊張維持による事務・接

遇の改善

保健福祉オンブズパーソン事業のイメージ図 

市 民（保健福祉サービス利用者等） 

苦情申立 

▼調査実施 

▼意見書の送付 

▼是正勧告(必要に応じ) 

▼調査依頼  

▼意見書の送付 

▼是正勧告(必要に応じ) 

市（所管課）

▼調査実施 ▼（必要に応じ）行政指導 

市（サービス提供課） 福祉サービス事業者 

調査・審理結果の通知 

（意見書・勧告等）
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（４）苦情申立と対応の流れ 

  ア 苦情等の相談 

保健福祉オンブズパーソン事務局（市役所９階保健福祉局総務課内 ℡093

-582-2077（以下、事務局））にて、電話や来所等で苦情等の相談を受け付けま

す。 

    その際、事務局職員が内容を伺い、説明や助言などを行います。また苦情等の 

内容から、より適切な相談窓口等がある場合、そちらのご案内もします。 

    保健福祉オンブズパーソンとの面談を希望する場合や、苦情内容から保健福祉 

オンブズパーソンとの面談が必要と思われる場合には、保健福祉オンブズパーソ 

ンとの面談を予約し、後日面談していただきます。 

イ 面談 

面談予約日に事務局に来所していただきます。 

  相談は無料ですが、あらかじめ保健福祉オンブズパーソンの指名はできません。 

相談時間はおおむね１時間程度を予定しておりますが、相談内容によっては１ 

時間を超えることもあります。 

  面談では、苦情申立書や事前に提出された書類をもとに保健福祉オンブズパー 

 ソンに直接苦情をお話しいただきます。その面談で保健福祉オンブズパーソンが 

 苦情申立人の主訴（どのようにしてほしいのか等）を確認し、助言等を行います。 

ウ 調査 

  保健福祉オンブズパーソンは、面談で確認された訴えについて事実関係などの 

調査が必要と判断した場合、その苦情の対象である市の機関（事業実施課）や、

苦情の対象が民間の福祉サービス事業者であれば、その事業者を所管する市の担

当課を通じての調査を事務局に求めます。 

エ 意見書の通知（調査結果及び保健福祉オンブズパーソンの意見） 

  保健福祉オンブズパーソンは、事務局の調査結果を確認した後、その問題点・

解決策等を検討し、意見書を作成します。作成された意見書は、苦情申立人及び

市の関係機関へ送付されます。 

  苦情申立書の受付から４５日程度で、意見書を通知します。 

オ 勧告の実施 

  苦情申立てについて必要があると認める場合は、上記意見書とは別に、市に是 

正するよう勧告書を送付し、一定期間後に市の対応状況を確認します。 

  また、勧告内容及び市の対応状況も苦情申立人へお知らせします。 

■保健福祉オンブズパーソン事務局相談受付時間

  月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く。） ８：３０～１７：１５
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（５）苦情等の受付状況（平成２９年４月から平成３０年３月まで） 

ア 相談受付件数と内訳 

    平成２９年度に受け付けた相談は１７２件。その内訳は、生活保護に関するも

のが最も多く１０５件、ついでその他１８件、高齢福祉１６件の順でした。 

    また、そのうち苦情については、生活保護に関する６０件が最も多く、次いで

介護保険１０件、健康保険・医療、その他７件の順となりました。 

 （単位：件）

分 野 
 事 務 局 

受付相談数 苦 情 個別相談 情報収集 その他 

介 護 保 険 １３ １0    ０    ２    １ 

高 齢 福 祉 １６    3   １０    ２    １ 

障 害 福 祉  ９    4    ５    ０    ０ 

児 童 福 祉     ０    ０    ０    ０    ０ 

生 活 保 護 10５ 6０ ４３    １    １ 

健康保険・医療 10    7    ０  ３    ０ 

 健康保険  ４ ３ ０ １ ０ 

医療･衛生       ６ ４      0  ２ ０ 

そ の 他 1８    ７    ７    ３    １ 

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ制度  1    １    0    ０    ０ 

合  計 172 9２ 6５ １１    ４ 

イ 苦情の内訳 

上記、相談受付のうち、苦情に関する分野別の内訳は下表のとおりで、全体

９２件のうち、市職員の対応に関するものが５９件、制度に関するものが２０件、

福祉サービス事業者の対応が８件、市職員の説明不足が５件でした。

分野別の内訳では、最も苦情が多い生活保護に対する６０件のうち、市職員の

対応に関するものが４４件、制度に関するものが１１件、市職員の説明不足に関

するものが５件、続く介護保険に対する苦情１０件のうち市職員の対応に関する

ものが４件、事業者の対応に関するものが３件、制度に関するものが３件でした。

分 野 
苦情 
件数 

苦 情 内 容・件 数 

介 護 保 険 １０ 市職員対応  ４ 事業者対応  ３ 制度    ３ 

高 齢 福 祉 ３ 市職員対応  １ 事業者対応     ２    －  

障 害 福 祉 ４ 市職員対応  ２ 事業者対応  ２    －  

生 活 保 護 ６０ 市職員対応 ４４ 市説明不足     ５ 制度   １１ 

健康保険･医療 ７ 市職員対応     ３ 事業者対応  １ 制度    ３ 

そ の 他 ７ 市職員対応  ４ 制度  ３    －  

ｵﾝﾌﾞｽﾞﾊﾟｰｿﾝ制度 １ 市職員対応  １     －     －  

合  計 ９２ 
市職員対応 ５９ 事業者対応     ８ 制 度   ２０ 

市説明不足     ５ － － 
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ウ 申立て状況

保健福祉オンブズパーソン事務局における苦情等受付件数１７２件のうち、苦

情申立がなされたのは４件でした。

この４件の内訳は、オンブズパーソンとの面談を行い、調査・審理後に意見書

が出されたものが３件、調査しない旨の通知書が出されたものが１件でした。

なお、勧告書が出されたものはありませんでした。

エ 相談受付状況 

    相談の受付状況は、電話によるものが１３７件、来所によるものが３５件でし

た。 

なお、郵送、ファクシミリによる受付はありませんでした。 

（６）周知活動 

   保健福祉オンブズパーソン事業は平成２０年１１月に開始され、平成２９年度は 

１０年度目となりました。本事業を更に利用しやすくするため、広く市民に周知す

ることが重要であると考えています。 

  それを踏まえ、平成２９年度は次のとおり周知活動を実施しました。 

  ア パンフレットの更新・配布 

事業の概要などを分かりやすく説明したパンフレットによる広報・周知を行い

ました。また、平成２９年度より「生活保護のしおり」に本事業について掲載し

ました。 

イ ホームページの公開 

    事業の開始当初より、事業の目的、利用方法や事業実施要綱を紹介したホーム

ページを公開しています。なお、平成２９年度にはホームページへ１，１４９件

のアクセスがありました。 

ウ 運営状況報告書の公表 

  事業の透明性確保、また、広報活動の一環として、平成２８年度の運 

営状況報告書を平成２９年７月に公表しました。 

 運営状況報告書は、保健福祉オンブズパーソン事務局で閲覧できるほか、市の 

ホームページでも公開しています。 
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２ 苦情申立て事案の概要 

(１)調査・審理を実施、意見書が出されたもの 

事例１：ケースワーカーの対応に関する苦情<生活保護> 

苦情申立の対象機関  【区役所保護課】 

■申立ての趣旨 

１ 身体及び精神に障害を有する者への増収指導は、その基準及び根拠となる法令等を

示した上で、各人の障害等に配慮した適切な増収指導が行なわれるように、是正して

欲しい。

２ 精神に障害を有する申立人が、居宅に関する精神的な苦痛を訴え転居を希望した

が、担当ケースワーカーは法的根拠を示すことなく不当に拒否した。ついては、精神

障害者への配慮から、当該引越しを認めて欲しい。

３ 担当ケースワーカーが同伴した職員の特定と同伴した理由と根拠を明らかにして

欲しい。

４ 各ケースワーカーが、生活保護受給者に対して通帳記帳を指導する場合には、その

頻度、及び法的根拠を明らかにして欲しい。

５ 各ケースワーカーが、生活保護受給者に対して行う、口頭での指導全般について、

当該指導に保護受給者は従う義務があるのか否かを明らかにして欲しい。

■調査結果の趣旨(区役所保護課の回答) 

１ 申立人への増収指導について 

（１）福祉事務所における増収指導の方針と内容 

「増収指導」は、平成２９年３月１５日、担当ケースワーカーが申立人の自宅を訪問

した際、申立人に対して行われた。申立人が交通事故にあう前に行っていた転職活動を

始められないかと、担当ケースワーカーが申立人に聞く形で行われた。

 福祉事務所は、増収指導を行うにあたって、申立人の病状等を確認するため、平成

２９年１月１０日、申立人が通院している整形外科に対し、病状及び稼働能力調査を行

った。調査の結果、主治医の意見として「重い荷物を持つ仕事はできない。ホワイトカ

ラーの仕事ができるなら問題ないが、経験がないのなら仕方ない。座位を保つ仕事は可

能だが、立ちっぱなしで行う作業や筋疲労を伴うものはよくない。」との意見であった。

その後、福祉事務所の嘱託医と協議し、稼動能力については、「軽就労可能」と判断し

た。

この調査結果に基づき、担当ケースワーカーは、現在の就労収入（１万円～２万円）

から増収を図るよう指導するため、３月１５日に「転職活動の再開」の話を申立人に行

った。

その後、申立人から福祉事務所に対し、４月分の「求職活動状況報告書」が５月１５

日に提出され、５月分の「求職活動報告書」が６月１５日に提出された。
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（２）申立人の病状 

申立人は腰痛等の疾病があり、保護受給後は、整形外科を月１回程度受診している。

また、平成２９年３月８日からは、心療内科を受診し、自律神経失調症（心身症）の

治療を受けている。

疾病による稼動能力について、腰痛等は、整形外科に病状を確認した結果、「軽就労

可能」と判断した。また、精神科については、平成２８年３月２３日に実施した病状調

査で、「短時間、負担の軽い仕事がよい」との主治医意見があった。

２ 申立人の転居対応について 

担当ケースワーカーが、平成２７年１０月２日に申立人の自宅を訪問した際に、申立

人から「午前中建物の影で部屋が暗い。」との話があったと認識している。その後、何

度か転居希望の申し出があったが、日中の日当たりも極端に悪いわけではなく、転居に

必要な敷金等を認定できる事由に該当するものがないと判断したため、「転居は難しい」

との判断を伝えていた。

３ 同行した保護課職員について 

平成２９年５月１６日に訪問した際、担当ケースワーカーと同行した職員は、福祉事

務所の職員であった。その職員は近隣の地区を担当することとなったため、同行訪問し

た。なお、福祉事務所では、ケースワーカーの同行訪問は、通常の訪問活動ではよく実

施されている。

担当ケースワーカーは、当日、申立人にケースワーカーが同行していることを説明し、

了解を得たと認識していた。

４ 申立人への通帳記帳指導について 

平成２９年５月１６日に申立人の自宅を訪問した際、担当ケースワーカーが「生活保

護のしおり」や「不正受給防止のパンフレット」を交付し、「資産申告書」等の提出を

求めた。

「資産申告書」は、「生活保護法による保護の実施要領について」一部改正通知（平

成２７年３月３１日付厚生労働省社会援護局長）に基づき、年に１回提出するよう被保

護者に指導している。申告項目には預貯金があり、申告内容を確認するため、申立人に

通帳の提示をお願いした。

申立人の資産申告書の内容（預貯金）は、通帳が２通であり、残額は０円の申告であ

った。そこで、担当ケースワーカーから、通常は、通帳提示により内容を確認させても

らっていることを説明した。

５ 申立人への口頭指導について 

ケースワーカーが行う指導は、生活保護法第２７条第１項に基づき、被保護者の生活

の維持、向上その他保護の目的達成のために行われるもので、被保護者の自宅を訪問し

た際や、被保護者が福祉事務所に来所した際に、申立人に対して行った増収指導なども

口頭指導となっている。
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■オンブズパーソン意見の趣旨 

１ 申立人への増収指導について 

 生活保護法第４条第１項では、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することを要件とし

て行われる。」とされている。被保護者への増収指導については、同法に基づき、被保

護者がその能力に応じて働くことを保護の要件としていることから行われる。

また、同法第２７条第１項には、「保護の実施機関は、生活の維持、向上その他保護

の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。」とされており、さらに、同法

第６２条第１項には、「被保護者は、保護の実施機関（福祉事務所）が法第２７条の規

定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければな

らない。」とされている。

以上のように、増収指導は生活保護法の規定に基づき行われるが、一方で、病気のた

めに働くことができない被保護者については、病状調査及び当該調査結果に基づく嘱託

医との協議により、稼動能力の判定（就労の可否やその程度等）が行われている。

 平成２９年３月１５日に実施した申立人に対する増収指導は、申立人が通院している

整形外科、精神科に対する病状調査に基づき、嘱託医との協議を行った結果、増収に努

めるよう指導したものであることがわかった。

 その後、申立人から、腰や首等にかなり強い痛みがあり、普段の生活も苦痛を伴った

ものとの申告があった。

 これは、担当ケースワーカーも認識していたが、今後、担当ケースワーカー等は、病

状の訴えがあった場合には、医師の意見も踏まえながら、病状をよく理解し、申立人に

寄り添った形での増収指導を行っていただきたいと考える。

 就労指導については、申立人と担当ケースワーカー双方が心を一つにしてこそ、申立

人の自立支援に向けての改善につながると考える。十分なコミュニケーションを図り、

双方が信頼関係を構築していくことが大切である。

２ 申立人の転居対応について 

 転居には敷金等の転居費用が必要である。被保護者が転居を希望する場合には、厚生

労働省が定めた生活保護法の実施要領に基づき、「転居に際し敷金等を必要とする場合」

（局長通知第７の４の のカ）に該当するかについて、福祉事務所が判断することとな

っている。

申立人は病気療養上著しく環境条件が悪いとの理由で転居を希望しており、実施要領

にある転居に際し敷金等を必要とする場合（11、病気療養上著しく環境条件が悪いと認
められる場合）に該当すれば、転居が認められることとなっている。そのため、担当ケ

ースワーカーが申立人の自宅を訪問して確認しているが、現在の住居が「日常生活に支

障がない程度の明かりはある」と判断し、申立人の転居希望を認めなかったことが分か

った。

しかしながら、申立人は現在の住居について、精神的な苦痛を訴えていることから、

今後については、主治医の意見等も仰ぎながら、丁寧な対応を行っていくことが望まし

いと考える。
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３ 同行した保護課職員について 

 平成２９年５月１６日に担当ケースワーカーと同行した職員は、近隣の地区を担当す

る福祉事務所のケースワーカーであることが分かる。

 調査によれば、申立人にもその旨説明し、同席の了解を得たとのことであった。

福祉事務所では、近隣の地区を担当するケースワーカーなどが、同行訪問することは

通常行っていることで、同行した職員もケースワーカーとして、申立人の個人情報等の

守秘義務はある。

しかしながら、結果として申立人が十分理解してなかったことから、今後は同行訪問

する際には、ケースワーカーが氏名を名乗ることや同行の目的を説明するなど、相手方

に十分配慮したきめ細かな対応を行うことが、申立人の不安を解消するためには望まし

いと考える。

４ 申立人への通帳記帳指導について 

 生活保護は、生活保護法第４条第１項により、「生活に困窮する者が、その利用し得

る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」

を要件として行われる。

 そのため、保護の実施要領には、要保護者から資産に関する申告を書面で行わせるこ

ととなっており、その際、申告内容を証する資料がある場合には、提出を求めることと

されている。

 申立人に対して、「資産申告書」の提出指導を行うことは、平成２７年３月３１日付

厚生労働省社会・援護局長の通知に基づき、年に１回福祉事務所が行っているものであ

るが、通帳の提示までは、被保護者の意に反して、強制し得るものではない。

協力が得られない場合や申告内容に疑義がある場合には、生活保護法第２９条に基づ

き調査を実施するが、まずは、制度の趣旨をよく説明し理解を得るなどお互いの信頼関

係を構築したうえで、資産申告書の内容確認のための通帳の提示に協力を頂くことが適

切ではないかと考える。

５ 申立人への口頭指導について 

 ケースワーカーが行う指導については、生活保護法第２７条第１項に基づき、保護の

目的達成のために行なわれるものとされている。

 毎年、被保護世帯に配布されている「生活保護のしおり」の５ページにも「福祉事務

所は、必要な助言・指導や指示をすることがあり、指導や指示は必ず守ってください。」

と記載されている。

 これは、生活保護を適正に受給していただくために生活保護法に定められたものであ

り、同法第６２条第１項には、これを担保するために、「同法第２７条の規定により、

必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない」とされている。

 一方で、申立人は、ご自身の心身の状態を理解してほしいという願望が強いため、担

当ケースワーカーは、申立人の置かれた状況に配慮しながら、懇切丁寧な指導を行って

いくことが望ましいと考える。

〈まとめ〉 

 申立人は、心身の状態が思わしくないことも一つの原因として、地区担当ケースワー
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カーとの意思の疎通がうまくいかず、このことが、今回の苦情申立ての原因のひとつと

考えられる。

福祉事務所の指導は、生活保護法に基づき適切に実施されているとは思うが、今後は、

申立人に対して指導する際には、その目的や生活保護法の基本的な考え方などを丁寧に

説明し、申立人の理解を得るように努めることが望ましいと考える。

また、生活保護法第９条には、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その

個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」とさ

れている。

申立人の訴えである就労指導や転居に必要な敷金等の認定などには、申立人の心身の

状況が深く関わっていることから、担当ケースワーカーは、申立人の話を傾聴し、主治

医や嘱託医などの専門家の意見を十分に踏まえて、申立人の理解が得られるように指導

することが必要であると考える。

また、申立人は、福祉事務所が体調面の課題を正しく理解していただけないことから、

時に激しく感情をあらわにすることもあるとのことである。申立人も医療機関への受診

時には、病状等を詳しく主治医に説明し、関係者が申立人の状況を正しく理解できるよ

う努めていただくとともに、専門家の意見にも耳を傾け、病状の改善に努めることも必

要と考える。

 また、担当ケースワーカーは、申立人の病状の把握や苦痛の緩和等に配慮するため、

区役所保健福祉課の精神保健福祉相談担当等関係機関との連携も密にしていただきた

いと考える。

 最後に、オンブズパーソンとして、今後、申立人が身体や精神の健康を回復・維持し、

自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送れるように

なるように祈っている。
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 事例２：ケースワーカーの対応に関する苦情＜生活保護＞ 

苦情申立の対象機関  【区役所保護課】

■申立ての趣旨 

１ 私が担当ケースワーカーに対して、包丁を向けたとする内容を取り消して欲し

い。

２ 私への「入院または実家に引っ越し」の指導について、法的根拠を示すとともに、

弁明の機会を与えて欲しい。

３ 私は男性恐怖症であるため、男性の職員（ケースワーカー）が訪問する際は、事

前連絡をするとともに、実母等の近親者が同席できる等配慮をするようにして欲し

い。

４ 担当する職員（ケースワーカー）を、女性の職員（ケースワーカー）にして欲し

い。

■オンブズパーソン意見の趣旨 

 １ 平成２９年５月８日訪問時の入室をめぐる配慮不足について 

５月８日の訪問は、火災保険料の支払いのための一時扶助申請書を記入してもらうこ

とを目的としたもので、このことについては申立人・担当ケースワーカー共了解してい

た。

今回の申立ては、訪問当日に母親の同席のないまま担当ケースワーカーが申立人宅に

上がり込んできたことに端を発している。

この点につき、当オンブズパーソンは申立人から、

① 担当ケースワーカーから次の所用があるため３分の訪問で済む旨を聞いていたの

で、玄関先での対応で済むと考え、体調が悪い中母親の同席を求めずに待ってい

たこと、

② 先般からの不審者問題もあり不安感が極度に高まっていたこと、

③ そのため担当ケースワーカーが訪問してくること自体は認識していたものの、担

当ケースワーカーの訪問時の声が聞こえず、不安感から包丁を持ったまま玄関の

方向へ向かった際、担当ケースワーカーが台所のところに上がってきていて驚い

たこと、

④ 閉所が苦手であることを知っていながら担当ケースワーカーがしきりに「ドアを

閉めようか？」と聞く意図が分からないこと、などについて話を聞いた。

他方、これらの点に関する福祉事務所からの回答は、以下の通りである。

まず、①については、以前の訪問時（平成２８年３月）には、母親の同席のないまま

申立人宅に上がり収入申告書の記入をしたことから、書類を書く際には申立人宅に上が

ることを申立人側は認識しているものだと思っており、「上がるよ。お邪魔します。」と

一声かけて上がった旨を、

②については、訪問当日に申立人から事情を聞いたこと、

③については、上記の通り一言声をかけて申立人宅に上がったところ、申立人が包丁

を持ったまま対応してきたので、まずは落ち着かせようとできるだけ平静を保って対応
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した旨、

④については、閉所が苦手であることは承知していたが、不審者に対する強い恐怖心

を抱いている様子だったので、今はドアを閉めた方が安心するのではないかと考え、「ド

アを閉めようか？」と聞いた旨の説明であった。

これらの事情から、今回の訪問が、申立人に一時扶助申請書を記入してもらうための

不定期（臨時）訪問であったため、申立人の病状やこれまでの対応方針からすれば、担

当ケースワーカーとしては、用紙への記入等が必要なので家に上がる必要があることを

説明し、母親の同席を求めるなどの配慮が必要であったと考える。

また、入室については、事前のアポイントがあったにせよ、申立人の病状に鑑みれば、

申立人による「明確な許可」なしに入室することは厳に慎まなければならないところ、

今回、その点に対する配慮が欠けていたのではないかと思われる。（「（ドアを）開けと

って」という申立人の発言があったとのことであるが、この発言を「入室許可」と理解

することは難しいように思う。）。

まして、申立人本人から母親の同席の申し出がなかったことから、申立人が一人でい

ることは容易に推測できたはずであり、それにもかかわらず申立人からの「明確な許可」

を得ることなく入室したのであれば、それは、申立人との信頼関係を自ら壊す行為であ

ると言われても仕方がないように思う。

申立人が福祉事務所に「ケースワーカーがまだ来ない」と架電し訪問を認識していた

ことと、明確な入室許可なく一人でいる申立人宅に入室することとは別の次元の話であ

る。

今回の苦情申立ては、それまで申立人に行ってきた様々な配慮がここでも行われてい

れば避けることができた事案だったと考える。

２ 入院指導及び母親との同居指導について 

申立人によれば、５月８日の訪問後、母親の同席無しに入室したことについて母親か

ら抗議したところ、担当ケースワーカーから「包丁を向けられ恐い思いをした」「これ

から審議にかける」「このままだと入院するか母親と同居するしかない」旨伝えられた

としている。

これに対し、担当ケースワーカーとしては、訪問時の申立人の様子から申立人の病状

悪化がうかがわれ、このまま一人で生活を送ることについて強い不安を抱いたことか

ら、「しばらく入院あるいは母親との同居をした上で病状の安定を優先した方が本人の

ために良いのではないか」という意図で発言したとのことであった。

ここで問題となる点がいくつか散見される。

まず、担当ケースワーカーから母親に対して入院又は母親との同居についての説明に

「指導」的要素があったのかどうかについてである。（ここでの「指導」は生活保護法

上の厳密な意味での「指導」ではなく、一般的な意味での「指導」を指す）。

調査によれば、８日訪問時の様子から申立人の病状が悪化していると考え、主治医の

判断次第では入院加療の「可能性もある」こと、居宅生活を望むならば、母親との同居

によって見守ってはどうかと「提案」したことについての記載が認められる。

実際のやり取りがどのように行われたのか分からないため、それが「指導」にあたる

ような言動であったか否かを判断することは困難である。
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ただ、「そういうこともある」「…ということも考えられる」「…の可能性がある」と

いう意図で発した言葉が、「命令」や「強制」として受け取られることもあり得るので、

発言に際しては、自らの言葉が相手にどのように伝わるかを常に意識しておく必要があ

った。

次に、「審議にかける」という言葉の重みについてである。

この「審議」とは、生活保護受給者に対し、必要に応じて、主治医の病状調査等を行

い、福祉事務所として今後の方針を決定していく過程のことを指しているものと思われ

る。

担当ケースワーカーとしては、申立人の病状がかなり悪化しているとの認識のもと、

良かれと思って審議にかけることを検討し、その旨伝えたのだと思われるが、「審議」

という言葉は、受給者にとっては「保護を廃止されるのではないか」「何か不利益にな

るようなことが起きるのではないか」など「マイナス」方向の印象を与えるものとなり

得る。

実際、申立人は、「審議にかけている」という言葉を伝え聞いて以降、「母親と同居は

できないので、このままだと入院になるかも」という不安でいっぱいになり、さらにそ

の後の連絡もなく精神的に追いやられていたようであった。

職員が日常的に用いる行政用語は一般の市民には不慣れかつ難解なもので、時として

不安を与える言葉にもなり得ることを自覚していただきたいと思う。

特に給付行政における対象たる市民は、給付の支給いかんでその生活が一変すること

から、行政からの言葉や態度に敏感になりがちである。

「なぜ審議にかけるのか」「その結果で何がどうなる可能性があるのか」「いつ結果が

出るのか」など対象者に分かりやすく説明することを心掛けていただくよう要望する。

もう一点は、審議という重要な事項を申立人本人に直接説明していないことが問題だ

と考える。

担当ケースワーカーとしては、申立人本人の病状が悪化しているとの認識から、直接

本人に説明することを控える配慮をしたのだと思われますが、肉親からとはいえ、自分

の処遇に関わることを間接的に耳にすることほど不安なことはないと思われる。

今回についても、少なくとも申立人が落ち着いた頃合いを見計らって直接事情を説明

するべきだったのではないだろうか。

また、審議にかけるとの発言以降、申立人はその後の経過について何らかの情報も提

供されることなく不安な日々を過ごしてきた。

業務の都合上、最終的な判断に至るまで時間がかかることは仕方がないところである

が、その間、何らかの形で申立人に経過を報告する配慮があれば、不安を取り除いてあ

げることができたのではないかと考える。

多くの案件を抱え日々対応に追われている中、あらゆることに対応することは難しい

と思料するが、ほんのちょっとの説明不足や配慮不足が、積み重ねてきた信頼をいとも

簡単に崩してしまうことを心に留めながら職務にあたっていただきたいと切に願って

いる。

３ 担当ケースワーカーからの暴言について 

今回、申立人にとって最もつらかったことは、火災保険料の受け取り（正確には一時

扶助の受け取り）のために福祉事務所に赴いた際、申立人が「審議の結果はどうなった



13 

のか。もし入院を拒否したらどうなるのか」と質問したところ、担当ケースワーカーが

「（申立人は）凶暴だから…」「人の税金でメシを食べよるけん、その時は保護を切る」

と言われたことだったそうである。

当該発言が実際にあったのかどうかは、当オンブズパーソンには判断できないが、申

立人がこれらの言葉を気に病み、大きなショックを受け、担当ケースワーカーのみなら

ず保護課全体への不信を募らせていることからすれば、言い回しや前後の文脈はさてお

き、申立人にとって非常に不愉快で配慮に欠けた何らかの発言があったのではないかと

推認される。

今回、申立人の話を聞く中で非常に心に残る言葉があった。

それは、「行政の人は、私たちみたいな人間の人生をたった一言で壊してしまえる。

それくらい言葉は凶器になる。」という申立人の言葉である。

ぜひ保護課全体として、この言葉の重みを感じ、真摯に職務に向き合っていただきた

いと思う。

４ 所感及び今後の対応について 

５月８日当日は、申立人宅敷地内への不審者の侵入という予期せぬ出来事により、精

神的に不安定になった申立人が自衛のために包丁を持っていたところに、担当ケースワ

ーカーの訪問のタイミングが重なってしまった。

その際の担当ケースワーカーの配慮不足が引き金となり、申立人と担当ケースワーカ

ーとの信頼関係が崩れてしまったと言えるだろう。

今後、ケースワーカーの担当替えにより申立人と担当ケースワーカーが関わる機会は

なくなるとのことだが、担当課には、今後も申立人の病状等をしっかりと把握・理解し、

可能な限り歩み寄りながら、改めて申立人との信頼関係を築いていくことを期待する。

また、申立人においては、状態が芳しくない中、勇気を振り絞って苦情を申し立てら

れたことで、自らの思いや要望を担当課に伝えることができたかと思う。

当オンブズパーソン立ち合いの面談の場で、申立人の希望を踏まえた今後の対応方針

が決まり、今後はその合意に沿って組織的に対応して下さることだろう。

申立人も自らの病状や生活状況をしっかりと認識し、心身ともにより穏やかな生活が

送れるよう、主治医や区役所の関係者に相談しながら、前向きに幸せな生活を送ってい

ただきたいと心より願っている。
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事例３：医療センター職員の対応に関する苦情<健康保険・医療> 

苦情申立ての対象機関 【医療センター】 

■苦情申立の趣旨 

平成２９年８月２０日、日曜日、午前９時頃、苦情申立人と配偶者は、配偶者の疾病

の治療のため、北九州市立医療センターを訪れた。来院した時から治療を終え支払いの

ときまで、医療事務員による同僚への過度な指導がなされており、そのため、苦情申立

人等は会計処理を待たされたことから、苦情申立人は会計の督促と注意を行った。 

その際の職員の対応について、以下のとおり苦情を申し立てる。

１ 医療事務員女性①について

・勤務中に部下同僚に指導を行った行為により、会計処理を妨害した行為が地方公務

員法職務に専念する義務や北九州市の規則等（以下「法等」）に違反するか否か。

・同女の弁解と申立人等への謝罪。

・責任者の見解等。

・同女の過去のトラブル歴の調査と回答。

２ 医療事務員女性②について

・会計事務に対して、呼び出しを行っていないにも関わらず、呼び出しをしたという

虚偽の回答をした行為が法等に違反するか否か。また、虚偽が明らかになった場合

の申立人への直接謝罪。

・同女の会計処理能力の有無。

・同女の分限処分、配置換えの検討の有無、検討結果の説明。

・同女の過去のトラブル歴の調査と回答。

３ 警備員男性Ａについて

・申立人の注意を聞かず、にらみつける態度行為が、法等に違反するか否か。または

抵触する虞があるものがあるか否か。

・同男からの申立人への謝罪、配置換えの検討。

・責任者からの指導・再教育とその結果。

・トラブル歴、業者名、責任者からの弁明と社員教育の指導内容。

４ 警備員男性Ｂについて

・本件の内容を申し立てることについて「「来院者の声」に書いてください。」と教示

した対応は適切であるか否か。

５ 身分証明書の掲示義務について

・名札等をしないことが法等に違反するか否か。

■オンブズパーソン意見の趣旨 

（１） 職員の行為の違法性について 

 今回トラブルがあった従事者と北九州市病院局との間の雇用関係について、調査の結

果、４名の当該職員は、北九州市病院局と業務委託契約を締結した事業者（以下「委託

事業者」）の職員であり、北九州市病院局と直接雇用関係にある者ではないことを確認

した。したがって、その行為は申立人が挙げた地方公務員法等の直接の対象ではないと

考えられる。

しかし、このことは来院者には外見上、認識、把握できないことであり、また、同じ

敷地内で提供される来院者への同じサービスが、従事者（サービス提供者）の雇用関係

によって異なることは望ましいことではないと思う。
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したがって、北九州市病院局には、これらの行為が法等の対象であるか否かにかかわ

らず、来院者に対して適切な接遇がなされるよう、今後は関係者の先頭に立って業務改

善に取り組んでいただきたいと思う。

（２） 医療事務員女性①の行為について 

医療事務員女性①が、申立人の会計処理を妨害したことについて、その事実関係、契

約内容との整合性、申立人への謝罪、責任者の見解、これまでのトラブル歴について調

査した。

その結果、医療事務員女性①が、時間外受付のリーダーであること、部下に対する指

導も担当していること、また、申立人の会計処理前に部下の指導を行っていたため会計

処理が遅れたこと、部下の指導について、感情のままに強い口調で注意、指導を行った

こと、それが患者さんの目に触れていたことがわかった。

このことについて、業務委託契約の内容から判断して不適切であり、時間外受付は、

緊急度の高い重症の患者さんを受入れるため、日勤帯の受付以上に、患者さん、ご家族

への配慮が必要であったとの回答があった。

さらに、部下への注意、指導については、委託事業者の責任者より、場所をわきまえ

て適切に行うよう「厳重注意」を行ったこと、当該職員は過去に大きなトラブルを発生

させたことはないとの回答があった。

当該職員は当日の申立人への対応を深く反省し、謝罪の言葉を述べているとのことで

あるので、申立人にはこの点をご理解いただき、今後のサービスの質の向上を寛大な姿

勢で見守っていただきたいと思う。

 医療センターに対しては、これまで以上に接遇に配慮した適切な対応をお願いしたい

と思う。

（３） 医療事務員女性②の行為について 

医療事務員女性②が、申立人の問い合わせに対し、虚偽の回答をしたことについて、

その事実関係、契約内容との整合性、申立人への謝罪、配置換えの検討、これまでのト

ラブル歴について調査した。

その結果、当該職員は、診療費支払いのために患者さんを２回呼び出しましたが、不

在のため戻るまで待っていたこと、その後、申立人が戻り会計について問い合わせがあ

ったとの回答があった。

この点に関して、当該職員は、申立人に対して虚偽の回答をしたとの認識はありませ

んでしたが、会計をお待たせしたことについて潔く謝罪している。

今回の当該職員の対応について、医療センターから、委託事業者との契約内容に抵触

するものではないとの見解があった。

なお、当該職員は過去に大きなトラブルを発生させたことはないとの回答があった

が、９月末で退職となったとのこと。

申立人と当該職員には、この件について事実認識の相違がありますが、結論的には判

断が難しいと考えている。

退職した当該職員は、結果的に患者さん（申立人）をお待たせしたことについて、大

いに反省していたとのことであるため、申立人にはこの点をご理解いただき、今後のサ

ービスの質の向上を寛大な姿勢で見守っていただきたいと思う。
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（４） 警備員男性Ａの行為について 

 警備員男性Ａが申立人をにらみつけた行為について、その事実関係、契約内容との整

合性、申立人への謝罪、配置換えの検討、責任者からの指導結果、これまでのトラブル

歴、来院者への対応に対する警備員と医療事務員との連携について調査した。

その結果、警備員男性Ａは、申立人をにらみつけたという認識はなかったものの、申

立人に誤解を与えてしまったことについて潔く反省しているとのことであった。委託事

業者では、今回の対応についての問題点を認め、接遇を改める必要があるとの回答があ

った。

しかし、業務委託契約内容に直ちに抵触するものではないと考えており、配置換えに

ついても検討したものの、当該職員が過去に大きなトラブルを発生させたことはないこ

とから、本人の反省と接遇の向上への決意を考慮し、今回は配置換えを行わないことと

し、委託事業者の責任者から当該職員に対し指導を行い、今後、同様のことがないよう

接遇の向上に努めたいとのことであった。

来院者への対応に対する警備員と医療事務員との連携については、現状として、それ

ぞれ別の委託事業者であるためお互いに指摘しにくい状況にあったが、今後はよりよい

患者サービスの提供のため、お互いに連携を取り協力して患者対応を行うよう指導した

とのことであった。

上記の通り、当日の申立人と当該職員とのやり取りについて、双方の主張は食い違っ

ている。申立人は現場で会計手続き遅滞という問題点を指摘・注意をしたにもかかわら

ず、反応がなかったと述べており、さらにその後の申立人と当該職員とのやり取りが、

通常許容されると思われる限度を超えた適切ではない形でなされたのではないかと想

像している。

一方で当該職員は、当日の申立人への対応を深く反省し、謝罪の言葉を述べていると

のことですので、申立人にはこの点をご理解いただき、今後のサービスの質の向上を寛

大な姿勢で見守っていただきたいと思う。

この点に関して、医療センターには、今後は多職種間の連携に配慮し、来院者に対し

て適切な対応をお願いしたいと思う。

当該職員には、病院での警備という仕事の特質（特殊性）をよく再認識していただき、

患者さんやご家族の方々に配慮した適切な対応をしていただきたいと思う。

（５） 警備員男性Ｂの行為について 

申立人と警備員Ａとのトラブルについて、警備員男性Ｂに対し対応部署を尋ねた際に、

「来院者の声」に書くように対応したことの事実関係、来院者と警備員がトラブルにな

った際の対応方法の原則について調査した。

 調査の結果、申立人が警備員男性Ｂに対し、警備員男性Ａとのトラブルについての対

応部署を尋ねた際に、来庁者の声に書くように対応したことについては事実との回答で

あった。

また、来院者と警備員がトラブルになった場合は、警備員が委託事業者を通じて医療

センターに報告し、双方でトラブル解決に向けて対応することを原則としており、「来

院者の声」に書くよう対応したことは不適切であったとの回答があった。

 当該職員がこの原則に従わずに、「来院者の声」に書くよう対応したことは、非常に

残念に思う。今後は定められた原則に従い、トラブルが発生した際は、報告を徹底し医
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療事務員の方としっかり連携を取りながら、誠実な対応をしていただくよう要望する。

医療センターには、同様のミスが発生しないよう、今後は定められた原則に則った適

切な対応をお願いしたいと思う。

繰り返しになるが、当該職員には、医療機関での警備という仕事の特質（特殊性）を

よく再認識して、患者さんに配慮した対応をしていただきたいと思う。

（６） 名札等の着用について 

名札等、身分証明書の提示義務について、契約内容との整合性について調査した。

調査の結果、所属及び氏名を明らかにするため、それぞれの委託事業者に対して、業

務従事中には職員に名札を着用するよう指導しており、８月２０日は、各委託事業者の

職員ともに名札は着用していたこと、名札の未着用については、直ちに契約違反とはな

らないが、今後より一層徹底していくとのことであった。

 これについても、両者に認識の相違があるが、たとえ着用していたとしても外部の人

から見えなければ全く意味がなく、病院利用者本位のサービスを提供していただくよう

お願いしたいと思う。

 名札により、責任を持った行動が期待できることや、病院利用者の方に名前を覚えて

もらい、身近に感じてもらう効果もあると思う。それによりさらに身近で信頼できる地

域医療の拠点としての役割を果たしていただきたいと思う。

〈まとめ〉

 申立人は、重病患者である配偶者の治療先として、数ある医療機関の中から申立人が

高い信頼を寄せる医療センターをあえて選んだという経緯がある。このように地域医療

の拠点である医療センターは、医療技術はもとより、接遇についても多くの市民から高

い期待が寄せられている。

 ただ、オンブズパーソンである私個人としても、職場としての医療の現場は非常に過

酷なものであると深く認識している。事実、高齢化による労働力人口減と医療費や介護

費などの社会保障費の増大、医療介護現場での人手不足がそれを裏付けている。

 申立人は、医療機関での接遇について、高級旅館や国際便の航空機で受けるような過

剰なサービスは必要ないとオンブズパーソンである私との面談ではっきりと述べてい

た。

では医療機関での適切な接遇（窓口業務を含む）とはどんなものか？ 

「表情」「挨拶」「言葉遣い」「身だしなみ」「態度」などの外見と、相手を思いやる気

持ち（内面）の両方が大切であり、また、「目配り」「気配り」「心配り」が重要である

との回答を医療センターよりご提出いただいた。まさにその通りだと思う。

医療関係者の方々にとっては当たり前のことであるが、古くから医師には「ヒポクラ

テスの誓い」、看護師には「ナイチンゲールの誓い」という倫理的規範がある。これら

の高い倫理観を実践する場である医療機関では、様々な職種の職員の方々が勤務してい

る。オンブズパーソンとしては、医療センターに対し、これらの方々が協力し合うこと

を、是非、お願いしたいと思う。

また、医療機関には様々な疾病で日々多くの患者さんやそのご家族の方々が訪れる。

同じ疾病でも重症度には違いがあり、さらに患者さんが抱えるご家族や仕事の問題は同

じものは決してない。こういった患者さんの表には出さない気持ちに配慮した接遇とは
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どのようなものか、それはマニュアル化、形式化できるものではないかもしれません。

是非、相手への配慮を忘れずに思いやりの気持ちを大切にして、継続していただきたい

と思う。

 今回当事者となった職員の方が所属する会社では、長期的なキャリアを築くことを目

的とした教育・トレーニングを実施しているとの回答をいただいた。是非これらを有効

に活用して、多くの市民の方々の高い期待に応えられるようなサービスを提供していた

だきたいと思う。

 最後に、オンブズパーソンとして、申立人の配偶者が健康を取り戻し、ご両人には充

実した豊かな生活を送っていただきたいと心より願っている。
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(２)調査しない旨を通知したもの(面談不実施) 

事例：４ケースワーカーの対応に関する苦情＜生活保護＞ 

苦情申立ての対象機関【区役所保護課】 

■苦情申立の趣旨 

（１）昨年１２月、福祉事務所職員が、医療券の発行を失念していたため、再発防止に

関する是正勧告を出して欲しい。 

（２）本年５月、区役所内において、保護課長と目される職員への面会が叶わなかった

ことから、申立人は、失望感、焦燥感が生じたため、同課長に面会（できれば市

長）できるように、是正勧告を出して欲しい。 

（３）本年５月、福祉事務所職員の応対が、「障害者差別解消法」における合理的配慮

に欠けるため、保護課長が、謝罪および再発防止策等の説明をするように、是正

勧告を出して欲しい。 

（４）精神疾患者は、時として大声を出すなど、感情が不安定であることから、保護課

は、障害者差別解消法を今以上に理解するべきとする是正勧告を出して欲しい。

■申立て後の事務局対応 

 申立て後、平成２９年６月１６日、オンブズパーソン事務局が申立人に架電した際、

オンブズパーソンとの面談を複数回打診したにもかかわらず、申立人が面談に応じなか

ったため、調査しない旨の通知書を通知した。 



20 

２ 平成２９年度の活動を振り返って

北九州市保健福祉オンブズパーソン 荒牧 啓一 

北九州市では、平成２０年１１月から保健福祉のオンブズパーソン事業（以下 「事

業」と言います）がスタートしました。今年で１１年目になります。私は、平成２５

年４月から前任の田中政治郎弁護士から引継ぎ、早いもので今年で６年目になりま

す。

 この事業の発足は、北橋市長の公正で透明性のある信頼される「保健福祉」行政へ

の熱い思いがあったと聞いています。保健福祉サービスの利用者には、高齢者や障害

者など比較的発言力が弱い人が多く、苦情が潜在化しやすく、その為行政側は、行政

サービスの第一歩として、市民に対しては、親身に懇切丁寧な対応が求められます。

このような「保健福祉」行政への市長の熱意にこたえるべく、私たち３人のオンブズ

パーソンも努力してきました。

 事業の発足後の保健福祉オンブズパーソンへの年間相談件数は、平成２０年度２６

件、２１年度９９件、２２年度１６３件、２３年度１６８件、２４年度１７５件、２

５年度１８８件、２６年度１５６件、２７年度１７５件、２８年度１５５件、２９年

度１７２件と順調に推移しています。これは、パンフレットの配布やポスターの掲示、

ホームページ、市政だより、更には各区への巡回相談の実施等による広報活動により、

この事業が市民の間に浸透してきた証と言えます。

また１７２件の内訳は、電話相談１３７件、来所相談３５件で、郵送や電子メール、

ＦＡＸでの相談はありませんでした。オンブズパーソン事業をどのようにして知った

か（情報源）については、関係機関の案内、市政だより、ホームページを見てが多か

ったようです。相談の内訳は、生活保護が１０５件と圧倒的に多く、その他高齢福祉

１６件、介護保険１３件、障害福祉９件などです。そのうち苦情申立件数は４件でオ

ンブズパーソンが意見書を作成したのは３件でした。

 相談件数は「多いからよい。」とか「少ないから悪い、不十分。」ということではあ

りません。事業発足後、行政の側にも一定の良い意味での緊張感も生まれたこともあ

るでしょう。そして、これまで以上に懇切丁寧な対応を心がけておられることと思い

ます。「それでもこの件数か」、「だからこそこの件数になっているのか？」もまだわ

かりません。

 いずれにしてもこの事業、事業の趣旨があまねく北九州市民に周知され、利用され

ることが望ましいことと思います。またこの事業を支えてきた事務局の奮闘努力にも

敬意と感謝をここで述べておきます。

 そして、北九州市民の一人一人が、保健福祉サービスを適正に受けられるよう、か

つ「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」（憲法第２５条、生存権）が実現さ

れるように、私たちオンブズパーソンも事務局及び北九州市のすべての職員と共に努

力を続けたいと思っています。
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北九州市保健福祉オンブズパーソン 今村 浩司 

 北九州市では、平成２０年１１月より保健福祉オンブズパーソン事業がスタート

し、今年度で１１年度目に入りました。私はオンブズパーソンとして、平成２４年４

月より前任の社会福祉士から引継ぎ、６年が終了しました。

 本事業の実施要綱によりますと、このオンブズパーソン導入の目的は、「保健福祉

に関する利用者等からの苦情を、中立かつ公正な第三者の機関を通して簡易かつ迅速

に処理することにより、利用者等の権利及び利益を保護し、保健福祉サービスの質の

確保を図るとともに、公正で信頼できる保健福祉行政を推進するため」と定めてあり

ます。私は、本業は大学教員でありますが、この事業には社会福祉士の立場でオンブ

ズパーソンの役割を担っています。社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法第

二条第一項」により、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むの

に支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者

又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整

その他の援助を行うことを業とする者をいう」と規定されており、私は北九州市の保

健福祉サービスの状況を、「生活者の視点」から見つめていきながら、中立かつ公正

な立場で市民の皆さんの安心できる生活の確立を目指し、その発展に寄与できればと

考えております。

 ところで、平成２９年度のオンブズパーソン事業の実績を数字で振り返ってみます

と、事務局に寄せられた受付件数は１７２件であり、その内実質的に苦情申立に至っ

た件数は４件で、オンブズパーソンが意見書を作成した件数は３件でした。また、平

成２８年度は受付件数１５５件、苦情申立件数及び意見書作成件数０件、さらに、平

成２７年度は受付件数１７５件、苦情申立件数０件、意見書作成件数１件(平成２６年
度から継続処理したもの)となっています。パンフレットの配布や「生活保護のしおり」
への事業内容の掲載などによる周知活動の甲斐あってか、少しずつですが、この事業

が市民の皆さんに浸透してきたと考えられます。内訳的には平成２９年度は生活保護

分野が１０５件と多く、その内容は苦情６０件、個別相談４３件、情報収集１件、そ

の他１件となっており、次いでその他の分野が１８件と多く、その内容は苦情７件、

個別相談７件、情報収集３件、その他１件となっています。昨年と比較してみますと、

１番多い生活保護分野は変わらずですが、２番目は昨年度の介護保険分野からその他

の分野となっています。そのような中、苦情申立まで至った件数のみをみると、平成

２８年度及び平成２７年度は０件、平成２６年度は２件となっています。その数的な

多寡の議論はあるでしょうが、多いから良い、とか少ないから悪い、という一概的な

判断ではなく、この事実を受け止めていきながら、本事業を更なる展開へと発展させ

ていく事に力を注いでいくほうが、より賢明だと感じております。

 最後になりますが、この事業がスムーズに実施されているのは、市民の皆さんのご

理解とご協力は当然のことながらですが、窓口である事務局担当の総務部長および総

務課長をはじめ担当係長、担当職員の方々の存在が非常に大きいものであると感じて
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います。市民の皆さんのために誠心誠意を持って対応できる優秀な事務局体制があ

る、とりわけ、市民の皆さんがはっきりと認識できるしっかりとした窓口体制が存在

しているからこその、この北九州市保健福祉オンブズパーソン制度であるといっても

過言ではありません。心より感謝申し上げます。

これからも市民の皆さんが、北九州市における保健福祉サービスに対して信頼し、

安心し、そして満足して頂けるよう、市民の皆さんと同じ生活者の視点から、その任

を果たしていきたいと思っています。
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北九州市保健福祉オンブズパーソン 津田 小百合 

平成 29年度の本事業実績によれば、総受付件数 172件中、105件が生活保護分野
で占められています。生活保護分野における苦情や個別相談の件数が多いのは、例年

通りなのですが、今年度（平成 29 年度）は、その数が例年に比べ突出しています。
総受付件数が 150件以上となり本制度が本格化してきた平成 22年度以降の数値を見
てみると、生活保護分野は毎年１・２を争うくらい数が多いのですが、これまでで最

も多かった昨年度でも、総受付件数の41.9％であったのに比べ、今年度はなんと相談
受付総数の61.0％も占めていました。その結果、同分野で 3件の苦情申立てが行われ
ました。なぜ、今年度はこんなにも生活保護分野の相談・苦情が多かったのでしょう

か。相談件数 105 件中、60 件が「苦情」に該当するものでしたが、その内容のほと
んどが「市職員対応」に関するものだったことから考えると、生活保護制度自体の問

題というよりは、職員の対応や説明不足が原因となっているのだと思われます。近年、

私たちオンブズパーソンを含めオンブズパーソン事務局からも、職員の対応如何で市

民の皆さんの受け取り方が全く異なるので、気を付けていただくようお願いをしてき

ました。職員の皆さんも対応の際にはこれまで以上に配慮してくださっていると思い

ます。今回のように職員対応の苦情が増えたということは、職員の資質や力量の問題

にかかっている部分が大きいということの証左だと思います。このような場合、短期

的な改善というよりは、中長期的に見て、研修等の常日頃の研鑽が望まれるところで

す。職員は人事異動により体制が変化しますが、福祉サービスの利用者は継続的利用

が多いため、どうしても前任者との比較で対応を評価しがちです。そういう意味では、

「最初」が肝心で、初めからきめ細かく丁寧な対応を行うことで、その後の相互の信

頼関係と利用者の安心感につながるのだと考えます。

 今年度、当オンブズパーソンは、1件の苦情申立てを担当しましたが、当該ケース
も突き詰めれば現ケースワーカーと前任者との不十分な引継ぎや現ケースワーカー

の力量不足に原因があったと考えられる事案でした。言葉の行き違いや受け取り方の

相違などが対立へと変化することは多く、利用者に対する丁寧な対応や配慮が必要だ

と再確認させられました。

 当オンブズパーソン制度は、市民の皆様からの保健福祉にかかわる相談や苦情を受

け付けるのみならず、問題があると思われる場合には、第三者的立場で相応の対応を

要求すること等を通じて、保健福祉分野のより良い取組みを促すことができるものだ

と考えています。利用者からの苦情の申立てや争い事に至る前の段階で食い止めるこ

とができることが、最も大事なことであり、今後も保健福祉サービスの特性に配慮し

た特色ある取組みが行われることを期待します。
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（１）北九州市保健福祉オンブズパーソンのプロフィール （敬称略）

≪ 弁護士 ≫ 

荒牧
あらまき

 啓一
けいいち

  平成２５年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任 

福岡県弁護士会 副会長(平成14年度) 
日弁連理事(平成14年度) 
福岡県弁護士会 北九州部会会長(平成24年度、平成25年度) 

【主な社会活動】北九州市介護認定審査会 副会長

平準化委員会元委員(平成 24年4月～平成27年 3月) 

≪ 社会福祉士 ≫ 

今村
いまむら

 浩司
こうじ

平成２４年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任

公益社団法人 福岡県社会福祉士会 元副会長

【主な社会活動】公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 理事  (平成13年7月～) 
公益社団法人 日本社会福祉士会 代議員

(平成12年4月～平成25年 3月) 

【福岡県社会福祉士会】

○社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく社会福祉専門職の国

家資格であり、主に福祉・保健・医療の現場で「相談援助」を行っている。

○福岡県社会福祉士会は、平成５年に任意団体として発足し、その後、平成１７

年に社会福祉士の地方組織としては、全国で３番目に社団法人化。

 平成２４年４月より、公益社団法人に移行。

○福岡県民の福祉向上のための支援団体として様々な活動を展開。（成年後見・

権利擁護の相談事業、介護支援専門員養成講座など）

【福岡県弁護士会 北九州部会】

○昭和１１年に福岡県弁護士会小倉部会（現北九州部会）が設置された。

○弁護士会は、各種の紛争解決制度(ＡＤＲなど)や法律相談センターを設置し、

市民の抱える様々な問題の解決の支援をしている。平成８年に北九州部会と

改名、北九州市等の地方自治体や各種の諸団体とも提携して、社会正義と基

本的人権の擁護を理念として、活動している。 
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≪ 大学教授 ≫

津田
つ だ

 小百合
さ ゆ り

 平成２５年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任 

公立大学法人北九州市立大学 法学部准教授 

【専門分野：社会保障法】 

【主な社会活動】北九州市社会福祉主事研修講師 (平成14年) 
        北九州市感染症診査協議会委員 (平成17年4月～平成19年 3月) 
        北九州市行政不服審査会委員（平成 29年4月～） 

【公立大学法人北九州市立大学】

  ○昭和２１年に創立された小倉外事専門学校が前身。昭和２８年北九州大学、

   平成１３年北九州市立大学に改称。平成１７年地方独立行政法人化。

  ○人文社会学系と理工学系の５学部、１学群（外国語学部、経済学部、文学部、

   法学部、国際環境工学部、地域創生学群）を設置。
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（２）北九州市保健福祉オンブズパーソン事業実施要綱 

（目的及び設置）

第１条 北九州市（以下「市」という。）が実施し又は所管する保健福祉サービスに関す

る利用者及び利用希望者（以下「利用者等」という。）からの苦情を、中立かつ公正な

第三者の機関を通して簡易かつ迅速に処理することにより、利用者等の権利及び利益

を保護し、保健福祉サービスの質の確保を図るとともに、公正で信頼される保健福祉

行政を推進するため、北九州市保健福祉オンブズパーソン（以下「オンブズパーソン」

という。）を置く。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）「保健福祉サービス」 保健福祉に関する各種のサービスの提供、金銭及び物品の

給付、施設入所の措置その他の事務で個人のために行われるものであって、市が実

施し又は所管するものをいう。ただし、医療行為及び生活衛生に関する事項は除く。

（２）「市の機関」 保健福祉サービスについて所管している市の執行機関及び補助機関

をいう。

（３）「福祉サービス事業者」 市内において保健福祉サービスを提供する法人、団体及

び個人をいう。

（オンブズパーソンの職務）

第３条 オンブズパーソンは、次の職務を行う。

（１） 保健福祉サービスに関する苦情の申立てについて、苦情申立人と面接し、市の機

関に調査や報告を求めること。

（２） 前号に基づき、その是非を審理し、市の機関に対し意見を述べ、是正措置を講ず

る必要があると認めたときはその旨を勧告すること。

２ オンブズパーソンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、職務を遂行する

上で必要があるときは、他のオンブズパーソンの意見を求めることができる。

（オンブズパーソンの定数、任期等）

第４条 オンブズパーソンの定数は、５人以内とする。

２ オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、保健福祉、法律等に関し優

れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

３ オンブズパーソンの任期は２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期

は、前任者の残任期間とする。

４ オンブズパーソンは、再任されることができる。
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（解任）

第５条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認める

とき、又はオンブズパーソンに職務上の義務違反その他オンブズパーソンたるに適し

ない非行があると認めるときは、解任することができる。

２ オンブズパーソンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解任され

ることがない。

（兼職禁止）

第６条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、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等を兼ねることができない。

２ オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他団体の役員と兼ねる

ことができない。

（オンブズパーソン連絡調整会議) 
第７条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズパーソン連絡調整会議を設ける。

（１）第３条第２項ただし書きに関する事項

（２）その他オンブズパーソン事務局（以下「事務局」という。）が必要と認める事項

２ オンブズパーソン連絡調整会議は、事務局が招集する。

（オンブズパーソンの責務）

第８条  オンブズパーソンは、保健福祉サービス利用者の権利及び利益を保護するため、

公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

２ オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関や他の苦情処理制度

と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。

３ オンブズパーソンは、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。

（秘密を守る義務）

第９条  オンブズパーソンは、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、同様とする。

（苦情申立てができる者の範囲）

第１０条 この要綱によりオンブズパーソンに対し、苦情を申立てすることができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１）保健福祉サービスの利用者又は利用希望者（以下「本人」という。）

（２）本人の親権者又は後見人

（３）本人の配偶者又は３親等内の親族

（４）その他市長が特に必要と認める者
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（苦情の申立ての範囲）

第１１条 この要綱により、オンブズパーソンに苦情申立てができる事項は、保健福祉

サービスに係る業務の執行について本人の権利及び利益に関する事項とする。

ただし、次の各号に掲げる事項は除く。

（１）裁判所において係争中の事項又は既に裁判所において判決等のあった事項

（２）行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）その他の法令の規定により不服申

立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決若しくは決定のあった事項

（３）市議会に請願、陳情を行っている事項又は行った事項

（４）監査委員が監査を行っている事項及び監査の結果報告を行い公表した事項

（５）この要綱により既に処理が終了している事項

（６）オンブズパーソンの行為に関する事項

（７）他の附属機関等が審査を行う事項

（８）その他苦情対応を行うことが適当でないと認められる事項

（申立ての期間）

第１２条 苦情の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して１年以

内にしなければならない。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。

（苦情の申立手続）

第１３条 オンブズパーソンは、苦情を申立てようとする者（以下「苦情申立人」とい

う）から、直接苦情を受けるものとする。

２ 前項の場合において、苦情申立人は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、事

前に事務局へ提出しなければならない。ただし、書面によることができない特段の事

情がある場合には、口頭により行うことができる。

（１）苦情申立人の氏名及び住所

（２）苦情申立ての内容及び苦情申立ての原因となった事実のあった年月日

（３）他の苦情処理制度への申立ての有無等

（調査及び報告）

第１４条 オンブズパーソンは、市の機関に対する苦情等の調査のため必要があると認

めるときは、事務局に調査及び報告を求めることができる。

２ オンブズパーソンは、福祉サービス事業者に対する苦情等の調査のため必要がある

と認めるときは、事務局を通じて福祉サービス事業者を所管する市の機関に対し、当

該事業者に対する調査及び報告を求めることができる。

３ 前項の場合において、市の機関はあらかじめ福祉サービス事業者、その他関係人か

ら同意を得て行うものとする。ただし、市の機関が法令により指導、監督の権限を行

使できることが明らかな場合は、同意の有無に関わらず調査を行うものとする。

４ 前２項の場合において、市の機関は、調査が終了した場合はその調査結果を、調査

の同意が得られず調査できない場合はその理由をオンブズパーソンに報告するものと

する。
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５ 苦情の対象である市の機関又は福祉サービス事業者は、苦情申立ての内容に関し自

己の意見を事務局に提出することができる。ただし、福祉サービス事業者は当該事業

者を所管する市の機関を通じて提出するものとする。

（調査の通知等）

第１５条 前条第１項及び第２項に基づき調査及び報告を求められた事務局は、市の機

関に対しその旨を通知するものとする。

２ オンブズパーソンが、第３条第１項の各号に規定する職務でない等の理由により調

査を行う必要がないと判断した場合には、事務局はその旨の理由を付して苦情申立人

に速やかに通知しなければならない。

３ 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、事務局は

オンブズパーソンと協議の上調査を中止又は打ち切ることができる。

４ 前号に基づき申立てに係る苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、事務局

はその旨の理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。

（意見書の通知）

第１６条 オンブズパーソンは事務局から調査報告を受けた場合には、調査結果を審理

し事務局に意見を提出するものとする。

２ 前項の場合において、事務局は意見の内容を苦情申立人及び市の機関に速やかに通

知しなければならない。

（勧告）

第１７条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、市の機関に対する苦情申立てに

ついて必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよ

う勧告することができる。

２ オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、福祉サービス事業者に対する苦情申立

てについて必要があると認めるときは、福祉サービス事業者を所管する市の機関に対

して、当該事業者へ是正等の措置を講じさせるよう勧告することができる。

３ 前２項の場合において、勧告を行う場合は事務局を通じて行う。

（是正措置の報告等）

第１８条 オンブズパーソンが前条の規定により勧告したときは、事務局は市の機関に

対し是正等の措置についての報告を求めるものとする。

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原則

として６０日以内に、是正等の措置について事務局へ報告するものとする。ただし特

段の事情がある場合は、この限りでない。

３ オンブズパーソンが前条の規定により勧告したとき又は前項の規定により市の機関

から報告があったときは、事務局は苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
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（市の機関の責務）

第１９条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し積

極的な協力及び援助を行わなければならない。

２ 市の機関は、オンブズパーソンから勧告を受けた場合は、これを尊重し誠実かつ適

切に対応しなければならない。

（勧告及び是正等措置の公表）

第２０条 事務局はオンブズパーソンと協議の上、第１７条の規定による勧告及び第

１８条第２項の規定による是正等措置の報告の内容について公表することができる。

２ 事務局は、前項の規定により公表するに当たっては、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。

（運営状況の公表）

第２１条 この要綱の運営状況について、毎年これを公表する。

（委任）

第２２条 この要綱の施行について必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。

 付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の１年前の日から施行

日までの間にあった事実に係る苦情についても適用し、当該１年前の日前にあった事

実に係る苦情については、適用しない。



33 

（３）苦情申立書（様式） 

苦情申立書

                              年  月  日

 北九州市長 北橋 健治 あて

（北九州市保健福祉オンブズパーソン事務局）

         申立人 氏 名

             住 所

             〒

             電話番号

（   ）    －              

 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業実施要綱第１３条の規定により、下記のと

おり苦情の申立てをします。

苦情申立ての内容

※ 経過や内容をでき

るだけ具体的にご記

入ください

苦情の申立ての原

因となった事実の

あった年月日

年  月  日

代 理 人

住 所

氏 名

電話番号

申立人との関係
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他制度への手続きの有

無

□有【□行政不服審査 □行政事件訴訟 □請願 □陳情

□監査委員 □直接請求 □市政相談（市民の声・市長への手紙）

□その他】

□無   

（該当箇所にレ印を記入してください。）

他の機関への苦情相談

の有無

□有 【□区役所・市役所（局）（    区・局    課）

    □民間事業者（名称        ）

    □福岡県運営適正化委員会（福岡県社会福祉協議会）

    □福岡県国民健康保険団体連合会

    □その他（             ）    】

□無  

同 意 書

苦情申立てに際し、北九州市保健福祉オンブズパーソンが意見書を作成するための苦

情申立人の個人情報の提供や閲覧等に同意します。

 また、同様の苦情の再発防止や今後のサービスの質の向上を図るため、個人情報が匿

名化された上で北九州市保健福祉オンブズパーソンの対応事例として公表されること

を同意します。

                     氏名            印
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（４）事業パンフレット 
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<保健福祉局総務課> 

２０９５ 

ｈo-soumu@city.kitakyushu..lg.jp 
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（５）事業ポスター 
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