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千代田区保健福祉の充実・改善に向けて（報告） 

 

 

令和元年度の保健福祉オンブズパーソン活動実績を、次のとおりまとめ

ましたので、ここに報告します。 
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令和元年度の活動と今後の課題  
 

Ⅰ  オンブズパーソンへの申立事案  

 

１．申立人の母親に対する同居家族からの粗暴行為に対する在宅支援課の対応 

  について （平成３０年度からの継続案件） 

 

＜苦情申立の趣旨＞ 

平成３０年１月頃より、申立人の母親に対する同居家族からの粗暴行為

に対する千代田区保健福祉部在宅支援課の「高齢者の虐待、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律（以下  高齢者虐待防止法とする）」に基

づく対応について苦情が申し立てられた。申立書に詳細な経過資料が添付

されており、その資料に基づき、申立人等と平成３１年３月１２日に苦情

の内容を確認した。ただし、高齢者虐待の対応については、高齢者虐待防

止法で、行政による措置を含め、行政の責任と権限に基づく対応が明記さ

れ、いわゆる福祉サービスの提供とは異なり、苦情の対象として取り上げ

られない点もあることを説明した。そこで、申立書の中から、対応職員の

言動について調査対象にすることを確認した。  

 

＜調査の経過＞  

平成３１年３月１２日付で上記申立てを受け、オンブズパーソンは３月２５日に苦

情の対象となった職員の上席である、千代田区保健福祉部在宅支援課長と面談し、発

言の有無及び趣旨について聞き取りを行った。なお、申立人の許可を得て、申立書に

関する資料を在宅支援課長に渡した。 

 しかし、記録には内容は記載されていないため、在宅支援課長は把握していないと

のことであった。そのため、在宅支援課長に対象職員からの聞き取りと聞き取った内

容について書面でオンブズパーソンに報告することを依頼した。 

 

＜調査の結果＞  

３月２９日に千代田区保健福祉部在宅支援課長からの回答書面が提出された。 

 

＜調査結果に基づくオンブズパーソンとしての見解＞ 

苦情の対象となった担当者の発言について、その事実は確認された。発

言の意図についても担当課長からの説明があった。文言の使い方、使用の

目的について、オンブズパーソンとして、疑問をもつ点もあるが、すでに

述べたように、高齢者虐待防止法に基づく千代田区の対応についてオンブ

ズパーソンの見解は示さなかった。  
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しかし、苦情申立書に記載されていない虐待対応担当者の発言の意図は

明らかとなったが、この内容について申立人が納得されない可能性がある

と考え、オンブズパーソンを通して双方の考えをやり取りするのではなく、

まず、双方が面前で話をする場を設けることが重要であることの見解を示

した。  

虐待対応において、被虐待者の保護、虐待養護者の支援以外に養護者・

関係者の協力が不可欠であることは明らかで、関係者間の言葉の使い方で

信頼関係が損なわれることは残念な結果であり、そうならないような配慮

は、虐待対応を行う行政の役割であることを明示した。 

 

２．健康推進課地区担当者の対応について 

 

＜苦情申立の趣旨＞ 

 ① 健康推進課地区担当者の対応の悪さ。 

② 地区担当者をかえることができないというルールについて。 

③ 地区担当者による個人情報の悪用について。 

 

＜調査の経過＞ 

令和元年７月９日にオンブズパーソンが、千代田区健康推進課保健相談係か

ら聞き取り調査を行い、担当者の言動については後日文書で報告される。 

 

＜調査の結果＞ 

①について 

申立人から指摘のあった地区担当者の発言は、ａ．地区担当者が「言った」あるいは

「言っていない」と思われるもの、ｂ．地区担当者が申立人ではなく他の職員に語った

ものが、その職員から申立人に伝わったものと思われるものに分類できる。 

ａについては、申立人から提出された資料から地区担当者の言動が発生した日時が不

明であったが、その内容から、訴えのような言動があったかどうかを調査した。その結

果、申立人の訴えと回答の内容について大きな差異があることがわかった。特に、権利

侵害と思われる発言については、そのような発言はなかったとの回答があった。言動が

あったと思われる状況はほぼ一致している。そこで生じた一つひとつの発言については、

両者の言い分の差異が大きく、回答に虚偽がある、あるいは申立人に誤解があるなどを

判断するためのさらなる調査は困難と判断した。 

ｂについては、申立人に直接伝わることを目的としたものでない、また、伝聞情報の

ため調査の対象としていない。 

②について 

担当係長の説明によると、地区担当者をかえることはできないという規則及び内規は
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ないとのこと。 

③について 

申立書をそのまま健康推進課に示した。オンブズパーソンが申立書を拝見する限り、

健康推進課の外に申立人の個人情報が使われた痕跡はなかった。 

 

＜調査結果に基づくオンブズパーソンとしての見解＞ 

今回の申立ての内容について、申立人が指摘する地区担当者の発言は権利侵害に該当

すると考える。しかし、申立人の訴えと調査による苦情対象者の回答に大きな差異があ

り、調査結果から地区担当者の権利侵害があったとは判断できない。 

また、担当者については、相談者の希望は配慮する必要はあるが、最終的に誰を担当

にするか、健康推進課の裁量に委ねられると考える。 

但し、このまま申立人が地区担当者との関係が不良のまま、生活上の支障が解決され

ないことは大きな課題として心配されるところである。 

行政とはいえ区民の要求すべてを叶える義務は有していないが、その役割の範囲の中

で、申立人が千代田区での生活が満足のいくものになるような関わりを健康推進課には

お願いしたい。 

 

３．児童・家庭支援センターの対応について 

 

＜苦情申立の趣旨＞ 

千代田区立児童・家庭支援センター（以下センター）の対応について、相談及び申立

がなされたものである。本件に関して法的に対応済みである問題や1年を経過している

問題はオンブズパーソンの調査等対象外であるが、申立人はセンターより継続的に支援

を受けているため、具体的な支援に関する苦情はオンブズパーソンの調査対象となると

考えられた。 
 

＜調査の経過＞ 

オンブズパーソンが千代田区役所において、千代田区立児童・家庭支援センター長、

同センター係長、同センターアドバイザー、子ども総務課長から聞き取りを行い、必要

な点は記録等書類の確認を行った。 

 

＜調査の結果＞ 

千代田区立児童・家庭支援センター、千代田区子ども部子ども総務課に対し、

申立ての趣旨に基づき、令和元年6月18日にそれぞれ必要な聞き取りを行い、

その後報告を取り纏め、申立人に調査結果を通知した。  
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＜調査の結果に基づくオンブズパーソンとしての見解＞ 

一つひとつの調査結果に関わる見解はここでは差し控えるが、今回の申立てに関し、

相談援助の各過程においてセンターから申立人に対する十分な説明がなされてきたか

どうか、意向を聞き取ってきたか、必要な情報提供がされてきたかについてセンター内

で再確認していただき、センターから説明ができる部分、できない部分について、申立

人に改めて丁寧な説明や情報提供をお願いしたいとオンブズパーソンとしての見解を

示した。千代田区立児童・家庭支援センターにおいては、今後の支援が適切に行われる

ためにも、申立人に対し上記の対応をすることを強く希望する旨、通知した。 

 

４．児童手当支給時期等に関する子育て推進課の対応について 

 

＜苦情申立の趣旨＞ 

① 児童手当支給時期に関する子育て推進課から申立人への説明がなかったことにつ

いて。 

② 相談者である申立人への子育て推進課の対応により傷ついていることについて。 

 

＜調査の経過＞ 

オンブズパーソンが千代田区子育て推進課長、同手当・医療係長、同子育て

推進係長、課員、子ども支援課長から聞き取りを行い、必要な点については書

類の確認を行った。 

（本案件は、令和２年度への継続案件とする） 

 

Ⅱ オンブズパーソンによる発意事案 

 

施設事業調査 

 

１ 調査目的 

 平成18年度から実施しているオンブズパーソン発意による区内施設の調査である。オ

ンブズパーソン及び調査委員が直接施設に出向くことによって、各事業所によるサービ

ス提供の状況を実際に確認する。また、施設利用者の苦情・不満につながるような事柄

がないかどうか、苦情や要望に対する対応状況はどうか等を把握するとともに、利用者

やその家族等にオンブズパーソンの活動内容を伝え、制度理解を促す機会とする。 

 

２ 調査委員 

 調査実施にあたり、専門的、技術的事項に関する調査、分析等を次の委員に依頼した。 

  簑田 日登美（住まいと暮らしの相談室あむ主宰） 

越永 至道 （早稲田速記医療福祉専門学校兼任講師） 
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  島村 よう子（社会福祉法人宮原ハーモニー理事） 

  高野 真知子（社会福祉法人福翠会第二いちご保育園園長） 

 

３ 調査対象施設（◇は区立施設、◆は民設施設） 

（１）障害者施設 

◇ジョブ・サポート・プラザちよだ 

（２）高齢者施設 

◇いきいきプラザ一番町 

◆ジロール神田佐久間町 

◆淡路にこにこフォーユープラザ 

（３）児童施設 

◇四番町保育園 

◆ほっぺるランド西神田 

◆キッズスクウェア永田町 

◆ココファン・ナーサリー神田万世橋 

◆あい保育園東神田 

◆クレアナーサリー市ヶ谷 

◆グローバルキッズ六番町園 

◆あい・ぽーと小さな家東神田 

◆厚生労働省５号館保育室 

◆アソシエナーサリー霞が関 

◆ハイブリッドマムプリスクール千代田富士見 

◆二番町ちとせ保育園 

※上記のほか、千代田せいが保育園、ベネッセ内神田保育園、保育園神田ベアー

ズ、グローバルキッズ経済産業省保育室、ゆうてまち保育園については、施設見

学及び施設事業調査に関する説明のみを実施。 

 

４ 調査方法と内容 

 調査方法は施設に予告せず対象施設を訪問し、観察、職員及び利用者・家族等に対す

る面談によって行った。調査時間は概ね２時間程度とし、①施設環境②職員の態度③利

用者の様子④利用者の不満・要望への対応⑤施設の運営上の課題について調査した。 

 

５ 調査結果 

 施設調査終了後に調査委員が「調査票兼報告書」を作成、オンブズパーソン・調査委

員・区の施設主管課（障害者福祉課・高齢介護課・子ども支援課）との全体会において、

各調査委員からの報告を共有し、今後の課題を検討した。また、各調査対象施設に対し、

「施設事業調査結果」を送付した。 

なお、本調査は対象施設の協力によって実施する任意調査であることから、調査結果
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の施設別公表は行わないこととしている。 

 

 

６ 各施設についての主な報告・感想・意見等  

《障害者施設・高齢者施設》 

・男女別のトイレの他に洗濯室やシャワールームなどもあり、きれいに使われており、

衛生状態に問題はない。更衣室も男女別に配置されていた。 

・エレベーター前の目立つところにオンブズパーソンの周知用のポスターが掲示されて

いた。 

・ホームの利用者には拘束などはなく、床上には障害物等もなく動線が確保されていて、

転倒等の危険性は認められなかった。デイでも拘束は皆無だった。スペースとしては、

グループホームと同じ間取りのため、やや狭小である感は否めなかったが、床上は備品

等もなく、動線も確保されていた。杖歩行の利用者の介護場面を見たが、移動と移乗の

介護が安全に行われていた。 

・駅から近く商業ビルの広場に面していて、大変便利で賑やかな環境である。下層階に

は保育園、上層階にデイサービス、ショートステイがある。デイやショートのリビング

は、窓が大きくとられていて明るい。訪問調査の日は天気が良かったため、デイでは、

レースのカーテンを引いてもまぶしさを感じるほどだった。 

・食堂で食事の様子を見学した。利用者７名が持参したお弁当や配食弁当を食べていた。

相性などから席が大体決まっており、テーブルにはテープを貼ったりして、自分のスペ

ースを示すなどの工夫がされていた。 

・デイ、特養の各階ともに、職員にせかせか、イライラしているような態度は見受けら

れなかった。特養ではおやつの時間を見学したが、介助や見守りをしている職員にも、

そのような様子はなかった。  

・ホーム及びデイ双方とも職員は大変静かに会話を交わしていた。返事をする声が小さ

く「はい」と聞こえていた。コミュニケーションは良好な状態で行われていると認めら

れた。 

・認知症を対象としたデイサービスは、一般のデイサービスと壁で仕切られていて、少

人数で落ち着いて食事ができている様子だった。 

・調査中に、多くの利用者から話し掛けられた。同行して頂いた副施設長も多くの利用

者に語り掛けたり、話し掛けられたりして、温かい雰囲気だった。沈んでいるような様

子は見られなかった。 

・ホーム、デイともに利用者は物静かに過ごしていたが、暗い沈んだ雰囲気はなかった。 

・デイサービスの男性では、ただじっと座っているだけの利用者も何人かいた。 

・開設から13年が経ち、重度化・高齢化が目立つ。自分からコミュニケーションをとれ

る利用者は少なく、保護者からも苦情や要望などは出ていない。保護者からは、利用者

の怪我がないように注意して欲しいと話はあった。 

・ホームの利用者１名に「職員は日ごろからよくやってくれていますか？」と伺うと笑
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みを浮かべながら「はい」と答えていた。デイの利用者には聞き取りを行うことができ

なかったが、利用者の表情は皆穏やかで、日ごろから要望等への対応には満足している

ことが認められた。 

・デイの相談員から話を聞いたところ、要望として最も多いのは、送迎時間の変更希望

で、「少し遅い時間に帰してほしいという要望が多い。可能な限り時間を調整して対応

している。また、家族から運動不足にならないように体を動かす機会をつくってほしい、

という要望があり、室内の歩行や屋外の散歩などを取り入れている。」との話があった。

特養の介護職員からは「入退院が数回あった利用者の家族から、離床時間を増やしてほ

しいとの要望があったので、可能な限り離床して車いすに移乗してもらっている。落ち

着かない利用者の家族には、環境設定も含めてこちらからどのように対応すればよいの

か伺うこともある。」とのことだった。 

・ショートステイで、生活リハビリを始めた。保育園の子が月２回来るが、利用者は大

変楽しみにしている。フラダンスや紙芝居など、ボランティアが多い。退屈しないで過

ごして欲しいとのことだった。 

 

《児童施設》 

・壁などの出隅部分などには、衝撃が吸収されるクッション性が高いものを使ったり、

壁の出隅部分にはクッション材、引き戸の戸当たり部分にゴムを使うなど、子どもの安

全に配慮している。 

・家庭と同じような安全レベルの室内状況であった。安全の配慮について質問すると、

シャワーなどを使う時は、必ず保育士が一人ついて安全を確保していると言う事だった。 

・お正月の制作として子どもたちの作成したふく笑いが掲示されていた。0歳児室は食

事スペースと遊ぶ・寝るのスペースが区切られており、子どもたちの成長に合わせて部

屋の区切りを移動できるようにしていた。 

・当日は用務の職員が休暇との事と、連携機関の来訪があり、職員の配置も打ち合わせ

の時間を優先していた一日だったため、階段の隅の綿埃や、トイレの便器が汚れていた 

・次亜水を導入しており、清潔さも保たれていた。 

・散歩から帰ってきた後の動線もよく考えられており、スムーズに手洗い、排泄、食事

へと流れていった。環境もうまく構成されている。 

・安全の状態も良く、保育者はよく子どもをみているが、やや手を出しすぎな場面もあ

る。 

・絵本は多く見られたが、部屋の中の遊具が少なく、子どもの自由選択が少ない。食事

や午睡等のスペースに関しては問題ない。 

・トイレ・教室の乱雑さは改善されつつある。０歳の食事テーブルの下に、新聞紙を敷

いていた点が今後の改善点にあげられる。 

・フロアの床上には物品等は殆どなく、動線は安全に確保されていることが認められた。

園児には常に保育士が付き添っていた。安全への配慮が行き届いていることが確認でき

た。 
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・保育士同士が、コミュニケーションを適宜とりながら活動していた。ただし活発とい

うより、少しおとなしいような目の印象を受けた。 

・保育士は、落ち着いた温かい語り口で、一人ひとりの話をしっかり聞きながら丁寧に

保育を進めていた。 

・クラスによってカリキュラムも違うため時間に追われる場面も見受けられたが、一番

丁寧な保育が必要な０歳児は職員もゆったりと関わっている姿が印象的だった。 

・午睡チェックもブレスチェッカーを使用して、呼吸の確認をしっかり行い、子どもた

ちもゆったりと休息している姿が見られた。 

・施設長が穏やかな印象の方で、職員の気持ちに寄り添いながらコミュニケーションを

良好に行う努力をしているとのこと。 

・本部の人材サポートが職員間のコミュニケーションの調整役を担っている。 

・保育者にイライラした様子はない。園長が一番大変そうだったが、いらだった感じは

なく、穏やかに対応している。 

・子どもへも丁寧に関わる姿が多いが、声をかけすぎたり手をかけすぎたりする場面も

見られる。子どもからの発信や子どもからの問いかけをもう少し待てると良いという場

面があった。1歳児が隣の子に物を渡そうとしている時に先に○○だってと伝えてしま

うなど。 

・正規職員同士は、コミュニケーションが取れている様子だが、非常勤の職員との連携

はあまり良好ではない様子がうかがえた。 

・仕事態度は、特に問題になるような目立った様子はない。明るく楽しそうな職員もい

た。 

・２歳児は、元気がよく楽しそうだった。３、４、５歳児は、縦割り保育を行っていた

が、椅子に座って活動しており、ややおとなしい印象であった。 

・皆元気がよく、段ボールや手作りのおもちゃの焼き芋、おんぶひもなどを使って楽し

そうに遊んでいた。 

・３、４、５歳児が異年齢保育を行っているが、自然な形でクラス別に行うカリキュラ

ムや一緒にお集まりをする姿が見られた。 

・1歳児室には手作りおもちゃが配置されており、日中、遊び込んでいる姿が想像でき

る環境になっていた。 

・おやつが済むとソファーに子ども同士が集まり、絵本を読みながらくつろぐ姿が見受

けられた。 

・子ども同士の関わりも多い。乳児は担当制（少人数で落ち着いた活動）をしているの

でゆったりしているが、子ども同士の関わりが少ない。 

・おやつの後、職員による絵本の朗読や自由遊びなどが行われていたが、園児の笑顔が

目立っていた。いずれのフロアも調査委員に抱きついてくる子、おもちゃ遊びを要求す

る子、絵本を読むように言ってくる子など、人懐っこい様子が目立っていた。暗く沈ん

だ雰囲気は全くなかった。 

・２、３歳児は園児同士でおもちゃなどで穏やかに遊んでいる姿が目立った。４・５歳
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児は園児同士のコミュニケーションが活発で、職員の声は目立たず、子ども同士の言葉

のやりとりが常に耳に入ってくる、といった状況だった。 

・年間を通していつでも保育参観が出来るようにしている。お散歩にも同行するなど、

工夫をしながら保護者の安心につなげている。 

・要望には、すぐに答えるようにしている。最近は、要望はほとんどないが、保育につ

いて写真の掲示をして欲しいなど要望があったことは、すぐに実践している。 

・悩みが有る場合は本部の人材サポートが面談にきて、相談に乗ったり、解決の糸口を

提案している。また、通勤服なども地域からの要望に提案されているようで、保育以外

での地域の視線は無視できない状況である。 

・土曜日に開催される行事や保護者会への出席率はよい。要望としては、在園児保護者

ではないが、一時保育をして欲しいという声があがっているが、現状では難しい。 

・安全、危機管理、個人情報保護等、年間計画に沿って研修を行っている。人と人との

関わりが大事であるため、若い職員とも何でも話せる環境作りをしている。 

・保育自体が、今が大きな変わり目、転換期を迎えていると強く感じている。新しい保

育のあり方を考え、実践していかなくてはならないと考えている。 

・「園長がおばあちゃんで保育士はお母さん、そしてここは家」とイメージするように

職員には伝えている。保育は楽しいものと職員が思えるように、と考えてやってきた。 

・従来の一斉保育ではなく、子どもたち主体のものに変えていくための取り組みを園全

体で行っている。行事については、保護者に見せるための行事ではなく、ありのままの

日常の保育を見てもらう、という内容に変え、０～１歳児については、行事には参加し

ないようになった。運動会はスポーツ大会に変え、子どもたちが自ら考えて動くことが

できるものに変えていった。 

 

 

Ⅲ オンブズパーソン事業の現状と今後の課題 

 

令和元年度のオンブズパーソンが受理・対応した主な相談の概要は先に記述したが、

子どもから障害者、高齢者と多岐にわたる。また、その内容も、行政の窓口対応、民間

の福祉サービス等事業者に関するもの等、様々である。申立て件数は決して多くないが、

千代田区内の保健福祉サービスについて、区民の方から多面的なご相談があったという

ことは、少しずつこの制度が浸透しているものと思われた。 

また、申し立て内容は、虐待防止法や児童福祉法等、法律に関係したものも増えてい

る。オンブズパーソンの一人は弁護士であり、オンブズパーソンは独任制で一人のオン

ブズパーソンが一つの申立てに対して調査、報告書の作成までを完遂するが、必要に応

じ、オンブズパーソン間の意見交換は行われる。３人のオンブズパーソンの資格や専門

分野は異なるが、千代田区内で展開される保健福祉サービスのすべてに対応できる体制

をとっている。 
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今年度も、申立て書を提出するか迷われている段階で、オンブズパーソンが直接訴え

をお聞きする機会があった。そうすることにより、苦情申立のポイントが整理されたり、

制度などを再確認することで申立てに至らなかったりすることがある。苦情といえるか

どうか迷うものの、保健福祉サービス事業者等の対応に疑問等があり、オンブズパーソ

ンと話したいと思われる方もご相談いただきたい。 

 令和２年5月に社会福祉法が改正され来年４月より施行される。地域共生社会の実現

のために、自治体の縦割りをなくす「断らない相談支援」を法改正のポイントに挙げて

いる。高齢、障害、子ども、貧困福祉について一体化して支援していくことを目指して

いるが、相談内容が多岐にわたることで、対応に混乱が生じる可能性もある。そのこと

で、利用者による疑問や苦情に応えるための制度は増々重要になると考える。 

 令和元年度は年度末から新型コロナウイルスへの対応が急務で、この対応のため保健

福祉サービス事業者に対しても、厚生労働省から臨時的な取り扱いが通知され、区民の方に

も、保健福祉サービス利用にあたりご配慮を求めたり、関係機関、とりわけ医療・介護機関の

多大なご苦労を強いたりする期間が続いている。新しい生活スタイルが何か今後も考えてい

くことは重要であるが、千代田区民の安心した生活を保つために、保健福祉サービスは欠か

せないものである。少しでも安心して、このサービスを利用できるよう、サービスの量だけでな

く質を保障するため、オンブズパーソンが、新しい生活スタイルの中で役割を果たしていくこと

は、次年度につながる大きな課題といえる。 
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問い合わせ・相談のご予約は 

 〒１０２－８６８８  千代田区九段南１－２－１ 
 千代田区役所 保健福祉部福祉総務課 保健福祉オンブズパーソン事務局 

   Tel：０３－５２１１－４２１１(直通) Fax:０３－３２３９－８６０６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンブズパーソン って？ 

 保健福祉サービス全般に関する不

満や疑問をお持ちの方からの相談・申

立てを受け、公正中立な立場で調査・

検討し、問題の解決をめざします。必

要に応じて、区や事業者に意見表明や

サービスの是正を勧告します。 

どんな申立てができるの？ 

例えば、「施設などに不満があ

るが、お世話になっているし、

後々のことを考えると直接言い

にくい」、「この制度、ちょっと

おかしいのでは」と思うことな

どがあれば、相談・申立てをす

ることができます。 

オンブズパーソンは 
  どんな人がやっているの？ 

○ 小嶋 珠実   委員(社会福祉士・公

認心理師・臨床心理士) 

○ 佐藤 まゆみ 委員(大学准教授) 

○ 大澤 美穂子 委員(弁護士) 

相談・申立てはどうするの？ 

毎月 2 回の相談日があり、日程

は広報紙やホームページでも確認

できます。必ず事前に電話で予約

を入れてください。相談日以外の

日を希望する場合は調整いたしま

す。 

申立書は区役所や区内の福祉施

設に置いてあり、郵送での申立も

できます。 
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保健福祉オンブズパーソン制度とは 

障がいのある方や高齢の方、子育て中の方など、保健福祉サービスを利用されている方が、区やサービス提

供事業者に対して不満や疑問が生じたとき、保健福祉オンブズパーソンに相談・申立てをすることができる制

度です。 

保健福祉オンブズパーソンは、利用者等からの相談・申立てを受け、必要に応じ、行政内部の判断ではなく

公正・中立な立場で調査を行い、意見表明・是正勧告をすることができます。 

千代田区保健福祉オンブズパーソン 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

申立ての方法（個人のプライバシーは固く守ります） 

◎面会による相談・申立て 必ず相談・申立て日前日までに電話又はファックスで予約してください。 

相 談 日 毎月第２火曜日：小嶋委員、毎月第４水曜日：佐藤委員 

時  間  午後２時～午後４時 （＊日時は変更することがあります） 

      申立てすべきかどうかを迷っている方も、相談日をご利用ください。 

      相談日以外に会って相談したい場合は、個別に調整します。 

問合せ  千代田区役所 保健福祉部 福祉総務課 電話 03-5211-421１/FAX 03-3239-8606 

◎郵送による申立て 所定用紙が下記施設に置いてありますので、必要事項を記入し、郵送してください。 

必要事項  ①申立て者の氏名・住所・連絡先 

②申立ての趣旨・理由、申立ての原因となった事実のあった年月日や内容 など  

宛て先  〒 102－8688 千代田区九段南１―２―１ 千代田区役所 保健福祉部 福祉総務課気付 

                   「千代田区保健福祉オンブズパーソン」宛て 

所定用紙設置施設 区役所、保健所、児童・家庭支援センター、児童館、こども園、保育園、ｼﾞｮﾌﾞ･ｻﾎﾟｰ

ﾄ･ﾌﾟﾗｻﾞちよだ、えみふる、社会福祉協議会、高齢者福祉施設など 

 

千代田区保健福祉オンブズパーソン 

佐藤 まゆみ（さとう まゆみ）氏 

淑徳大学短期大学部 

こども学科准教授 

淑徳大学大学院総合福祉研究科社会福

祉学専攻博士後期課程修了。博士(社会福

祉学)。社会福祉士、保育士。日本子ども

家庭総合研究所嘱託研究員、筑波大学人

間学群障害科学類非常勤講師、埼玉大学

教育学部非常勤講師等、和洋女子大学家

政学部家政福祉学科准教授を経て、現職。

専門分野は、子ども家庭福祉。 
 

小嶋 珠実（こじま たまみ）氏 

(一社)成年後見センター ペアサ

ポート理事・社会福祉士・公認心

理師・臨床心理士 

筑波大学大学院教育研究科カウンセ

リング専攻修了。障害者更生相談所の心

理判定員を経て、現在は、発達障害のあ

る人の成年後見人等に選任されている。

その他に、大学、専門学校で、非常勤講

師として社会福祉士、介護福祉士、保育

士等の養成に関わる。日本成年後見法学

会理事、川崎市自閉症協会監事。 

大澤 美穂子（おおさわ みほこ）氏 
弁 護 士 

  中央大学法学部法律学科卒業、平成１７

年弁護士登録（第二東京弁護士会）。平成２

０年第二東京弁護士会高齢者・障がい者総

合支援センター委員に就任、平成２４年同

センター副委員長に就任。平成２３年中央

大学法学部兼任講師に就任（平成２５年ま

で）。平成２４年１２月クラース銀座法律事

務所設立、平成３１年２月移転によりクラ

ース東京法律事務所へ改名。 
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保健福祉オンブズパーソンＱ＆Ａ 

 

Ｑ１  「保健福祉オンブズパーソン」という制度の「オンブズパーソン」とは？ 

Ａ１  「オンブズパーソン」とは、代理人という意味です。住民に代わって行政の適正な運用を監視する制度

として、１８０９年にスウェーデンから「オンブズマン」の名称で始まりました。最近では、「マン」が

男性のみをイメージするところから、パーソン（人）という言い方になっています。 

 

Ｑ２  なぜ、保健福祉サービスだけ、オンブズパーソンの制度があるの？ 

Ａ２  保健福祉に関するサービスは、かつての「行政による措置制度」から「契約に基づく利用制度」に代わ

ってきています。契約というからには、サービスを提供する側と利用する側は本来対等の立場のはずです

が、サービスの受け手はどうしても「お世話になる立場」に置かれ、弱い立場になりがちです。そこで、

千代田区では保健・福祉に限定して、オンブズパーソンの制度を定めています。 

 

Ｑ３  「オンブズパーソン」はどんな力になってくれるの？ 

Ａ３  保健福祉のサービスの分野では、サービスの供給にも多様な事業者が参入してきています。その中で弱

い立場にあるサービスの受け手が、「契約と違う」「区の手続きのここが変」「サービスのこういうところ

が気になる」などと思っても、なかなか言い出せない場合があるかもしれません。そんなとき、オンブズ

パーソンは当事者の声に耳を傾け、公正な第三者の立場で調査・検討をします。また、サービス是正の必

要があるときは、改善要求や勧告をするために、代弁者的な行動をします。 

    また、オンブズパーソン自らの発意により、保健福祉に関する区の事務や事業者のサービスについて、

中立な立場で公正な調査をします。調査の結果、改善の必要がある場合は、その旨を申し入れ、関係者に

改善策の報告を求めていきます。その後、きちんと改善されているかを確認して、申立てをした方に報告

します。 

 

Ｑ４  どんな人が相談・申立てできるの？ 

Ａ４  保健福祉サービスを利用している、区内在住のご本人や、そのご家族。 

 

Ｑ５  申立てにより、その後のサービス提供に悪影響がありませんか？ 

Ａ５  お困りのことに関してよりよい状態にしようとするシステムですので、安心してご相談ください。 

 

Ｑ６  個人のプライバシーが守られるか心配です。 

Ａ６  プライバシー保護については遵守し、申立ての内容によっては、匿名での取扱いもします。 

 

Ｑ７  相談・申立てをするときはどうしたらいいの？ 

Ａ７  面会による相談・申立てを希望する場合は、必ず相談・申立て日前日までに電話又はファックスで、

千代田区役所 福祉総務課へ予約を入れてください（前頁参照）。郵送による申立てを希望する場合は、

所定の用紙に必要事項を記入し、「千代田区役所 福祉総務課 千代田区保健福祉オンブズパーソン」宛

てに送付してください。用紙は、区役所や保健所、えみふる、ジョブ・サポート・プラザちよだ、児童館、 

こども園、保育園、社会福祉協議会、高齢者福祉施設などにあります（前頁参照）。 

13 



 

 

別記第２号様式 
                                        年    月    日 
 

申    立    書  
 （あて先）千代田区保健福祉オンブズパーソン   

     千代田区保健福祉オンブズパーソン設置要綱第10条の規定により、次のとおり申し立てます。 

申
立
人 

住    所 

〒      －      
 

氏    名  

連絡先（電話番号）  

本人との関係・資格  

本
人 

 ※申し立て人と本人が同一でない場合記入してください。 

住    所 

〒      －       

氏    名  

連絡先（電話番号）  

 ◆申立ての原因となった事実のあった年月日          年   月   日（   ） 

 ※原則として１年を経過している問題は取り扱いません。 

 

 
 

申立ての対象となる事業者等  

 ◆申立ての趣旨（問題と思われることは何ですか？また、その問題をどんなふうに改善してほしいですか？） 

 ◆申立てに至った内容等（別紙に書いてください） 

◆ 他の苦情処理機関等へ、この問題の相談や苦情解決の届出をしていますか？  

        □有   機関名（                             ）  □無  

※原則として現に他の苦情処理機関等へ、この問題の相談や苦情解決の届出をしている場合は、取り扱いません。 

 

 
同 意 書  

 
  本申立てにあたり、保健福祉オンブズパーソンが、行政や事業者等が所有する私に関する情報を 

使用することに同意します。 

 

 

                                  氏名                                      印 
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◆申立てに至った内容等（経過や内容をできるだけ具体的に書いてください。） 
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令和元年度 保健福祉オンブズパーソン相談日・活動記録 

 16 

9日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

16日(火) 面談1件　佐藤委員

24日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

　

14日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

22日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

11日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

18日(火) 関係機関調査　佐藤委員

26日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

9日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

関係機関調査　小嶋委員

24日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

29日(月) 面談1件　小嶋委員

13日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

面談1件　小嶋委員

28日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

6日(金) 関係機関調査　小嶋委員

10日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

25日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

8日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

面談1件　小嶋委員

16日(水) 施設調査全体会（事前）午前10時～午後12時　千代田区役所

23日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

民生・児童委員協議会定例会（オンブズパーソン制度周知）

11日(月) 面談1件　小嶋委員

12日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

27日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

29日(金)
施設調査：ジロール神田佐久間町
　　　　　ココファン・ナーサリー神田万世橋
　　　　　小嶋委員・越永委員

10日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

12日(木)
施設調査：ほっぺるランド西神田
　　　　　小嶋委員・越永委員

18日(水)
施設調査：淡路にこにこフォーユープラザ
　　　　　キッズスクウェア永田町
　　　　　小嶋委員・簑田委員

10月

11月

12月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

小嶋珠実委員
相談日

佐藤まゆみ委員
相談日

大澤美穂子委員
相談・調査等の
法律相談に対応

活　動　内　容



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 保健福祉オンブズパーソン相談日・活動記録 
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19日(木)
施設調査：いきいきプラザ一番町
　　　　　小嶋委員・越永委員

25日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

施設調査：ジョブ・サポート・プラザちよだ
　　　　　あい・ぽーと小さな家東神田
　　　　　小嶋委員・簑田委員

14日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

面談1件　小嶋委員

21日(火)
施設調査：あい保育園東神田、クレアナーサリー市ヶ谷
　　　　　グローバルキッズ六番町園、二番町ちとせ保育園
　　　　　佐藤委員・島村委員

22日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

施設調査：ハイブリッドマムプリスクール千代田富士見
　　　　　佐藤委員・髙野委員

24日(金)
施設訪問：保育園神田ベアーズ、ゆうてまち保育園
　　　　　グローバルキッズ経済産業省保育室
　　　　　佐藤委員

4日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

5日(水)
施設調査：四番町保育園、アソシエナーサリー霞が関
　　　　　佐藤委員、髙野委員

17日(月)
施設訪問：千代田せいが保育園
　　　　　小嶋委員

19日(水)
施設調査：厚生労働省５号館保育室
　　　　　佐藤委員、髙野委員

25日(火) 面談1件　佐藤委員

26日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

9日(月)
施設訪問：ベネッセ内神田保育園
　　　　　小嶋委員

10日(火)
午後2時～4時
千代田区役所

施設事業調査（報告）全体会　午前9時30分～午前11時
千代田区役所
関係機関調査　佐藤委員
面談1件　小嶋委員

19日(木) 関係機関調査　佐藤委員

25日(水)
午後2時～4時
千代田区役所

3月

12月

1月

2月

小嶋珠実委員
相談日

佐藤まゆみ委員
相談日

大澤美穂子委員
相談・調査等の
法律相談に対応

活　動　内　容



 

 

千代田区保健福祉オンブズパーソン設置要綱 

平成15年４月１日15千保総発第33号 

改正  平成19年３月30日18千保総発第465号 

改正 平成25年７月１日25千保福総発第226号 

改正 平成27年３月31日26千保福総発第638号 

改正 平成30年４月１日30千保福総発第121号 

      

（設置） 

第１条 区民の保健福祉サービスに関する申立てを第三者の立場で公正に調査・検討し、改善策

を講じることにより、保健福祉サービス利用者全体の権利及び利益を擁護し、保健福祉サービ

スの一層の充実を図るため、「千代田区保健福祉オンブズパーソン」（以下「委員」という。）

を設置する。 

（用語の定義） 

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、それぞれ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サービスの提供、金銭及び物品の給付並びに

施設入所の措置その他の事務をいう。 

(２) 事業者 保健福祉サービスを行う法人その他の団体及び個人をいう。 

(３) 事案 事業者の行為により、権利又は利益の侵害を受け、若しくは受けるおそれがある

事実、又は侵害を未然に防止する必要がある事実をいう。 

（委員の責務） 

第３条 委員は、常に区民全体の権利及び利益を擁護するために公正かつ誠実にその職務を遂行

しなければならない。 

２ 委員は、その地位を政治、宗教又は営利の目的に利用してはならない。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

４ 委員は、前項の規定に違反して個人情報を漏らした場合には、千代田区個人情報保護条例（平

成10年千代田区条例第43号）第39条の規定に基づき、刑罰に処せられるものとする。 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は、人格が高潔で、保健、福祉、医療又は法律のいずれかに関して優れた識見を有
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し、保健福祉の向上に熱意を持つ者のうちから区長が委嘱する。 

（委員定数） 

第５条 委員の定数は、３名とする。 

２ 委員は、それぞれ独立してその職務を行う。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、再任は、２回までとする。 

２ 任期中に委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員の欠格要件） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 

(１) 地方公共団体の長 

(２) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 

(３) 政党その他の政治団体の役員 

(４) 事業者及びそれに属する者 

(５) 区と特別な関係にある企業その他の団体の役員 

（委員の解嘱） 

第８条 区長は委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに委員の委嘱を解くも

のとする。 

(１) 前条各号のいずれかに該当するとき。 

(２) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めるとき。 

(３) 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めたとき。 

(４) 職務の遂行状況等について、職務を著しく怠る等の事由により委員として適格性に欠け

ると区長が判断したとき。 

２ 委員は、前項の規定による場合を除き、その意に反して委嘱を解かれることがない。 

（委員の職務） 

第９条 委員は、自己の経験と見識に従い、保健福祉に関する次の各号に掲げる職務を行うもの

とする。 

(１) 次条の規定による申立て（以下「申立て」という。）を受け付け、申立てをした者に必

要に応じて助言を行うこと。 

(２) 申立ての事案を調査すること。 
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 (３) 自らの発意により、事案を取り上げて調査すること。 

(４) 当該事業者又は関係人（申立てをした者を含む。第16条第１項において同じ。）に調査

の開始を通知し、その協力を求めること。 

(５) 申立てをした者に事案の処理結果を通知すること。 

(６) 調査の結果、改善の必要があると認められるときは、当該事業者に対してその旨を申し

入れ、改善措置についての報告を求めること。 

(７) 調査の結果、事業者の行為が、法令等に基づく区の権限を行使することにより是正でき

ることが明らかなときは、区に対して当該権限を行使するよう要請し、その結果についての

報告を求めること。 

(８) 調査の結果、その事案の生じた原因が制度に起因し、それが著しく不合理であって改善

する必要があると認められるときは、その旨の意見表明を行うこと。 

(９) 調査の結果、その事案解決が区の保健福祉の向上に資すると認められるときは、その提

言を行うこと。 

(10) この要綱の運営及び事案の処理等について区長に報告し、毎年１回処理状況を公表する

こと。 

(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項 

（委員への申立て） 

第10条 保健福祉サービスに関して、事業者へ改善又は是正等を求めたい事案がある者は、その

旨を委員に申し立てることができる。 

（申立ての方法） 

第11条 申立ては、書面により行うものとする。ただし、これによることができない場合は、口

頭その他の方法により申立てをすることができる。 

（申立ての取下げ等） 

第12条 申立てをした者は、その内容に著しい変更が生じたとき、事案が既に解消されたとき又

はその他の事由で申立てを取り下げるときは、前条の方法により速やかに委員に申し出るもの

とする。 

（委員間の調整） 

第13条 第５条第２項の規定にかかわらず、第９条の職務を遂行する上で必要があるときは、他

の委員の意見を聞くことができる。 
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（事務処理の原則） 

第14条 委員は、第９条の職務を遂行する上で、通知、報告、勧告、要請、意見表明、提言及び

公表等を行うときは、原則として文書で行うものとする。 

２ 委員は、前項及びその他の事務処理について、千代田区個人情報保護条例の規定に従い、個

人情報の保護に最大限の配慮をもって行わなければならない。 

（委員への協力） 

第15条 事業者は、委員の職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力するよう努め

なければならない。 

（調査の方法） 

第16条 委員は、調査のために必要があると認めるときは、事業者又は関係人に対し質問し、若

しくは事情を聴取し、又は実地調査をすることができる。 

２ 委員は、調査のために必要があると認めるときは、区の機関に対し説明を求め、その保有す

る関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を求め、又は実地調査をすることができ

る。 

３ 委員は、調査のために必要があると認めるときは、専門技術的事項について、専門機関に対

し、調査、鑑定、分析等の依頼を行うことができる。この場合、あらかじめ区長の承認を得る

ものとする。 

４ 前３項の規定による調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（調査の対象としない事案） 

第17条 委員は、申立ての事案が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事案

の調査を行わない旨を決定する。 

(１) 事案の内容が次のいずれかの事項に該当するとき。 

ア 現に裁判所において係争中の事項及び既に裁判所において判決等のあった事項 

イ 現に行政不服審査法（昭和37年法律第160号）その他の法令の規定による不服申立てを

行っている事項及び不服申立てに対する裁決又は決定があった事項 

ウ 現に他の苦情処理機関等へ、相談や苦情解決の届出をしている事項 

エ この要綱により既に処理が終了している事項 

オ 委員の行為に関する事項 

 (２) 事案の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
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るときは、この限りでない。 

 (３) 虚偽の申立て又は明らかに理由がない申立てであると認められるとき。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でないと認められるとき。 

２ 委員は、前項の決定を行ったときは、その旨を申立てをした者に通知しなければならない。 

（調査の中止等） 

第18条 委員は、調査を開始した後において、調査を継続することが困難なとき、又はその必要

がないと認めるときは、調査を中止する旨の決定をすることができる。 

２ 委員は、前項の決定を行ったときは、その旨を第９条第４号の規定により調査開始を通知し

た者に通知しなければならない。 

（改善措置の報告） 

第19条 事業者は、委員から第９条第６号の規定による改善の申入れがあったときは、30日以内

に改善措置を講じ、それを当該委員に報告するものとする。この場合において、改善措置を講

じられない相当の理由があるときは、理由を付して委員に報告しなければならない。 

（要請結果の報告） 

第20条 区長は、委員から第９条第７号の規定による要請がなされたときは、60日以内に権限を

行使して内容及びその結果について、委員に報告するものとする。この場合において、権限を

行使しない相当の理由があるときは、理由を付して委員に報告しなければならない。 

（意見表明、提言及び公表の周知） 

第21条 区長は、委員が第９条第８号から第10号の規定による意見表明、提言及び公表を行った

ときは、区の広報紙への掲載その他の方法により区民一般の閲覧に供し、関係機関にその内容

を送付するよう努めなければならない。 

（事業者名等の公表） 

第22条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当することが明らかなときは、その事実を公

表することができる。 

(１) 正当な理由がなく、この要綱の規定による調査への協力を拒み又は故意に妨害するとき。 

(２) 正当な理由がなく、第19条の改善措置を講ずることを拒み若しくは著しく怠り、又は同

条の報告を怠るとき。 

(３) 第９条第７号及び第20条の規定による委員からの要請に基づき区が行使した権限につ

いて、正当な理由がなくその措置を拒み、又は故意に従わないとき。 
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２ 前項の規定により区長が公表する事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 事業者の名称及び所在地 

(２) 前項各号のうち該当する事実 

３ 区長は、第１項の規定により公表を行おうとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機

会を与えなければならない。 

４ 第１項の規定による公表は、千代田区役所の門前掲示場への掲示その他区長が認める方法に

より行うものとする。 

（事務局） 

第23条 委員の事務局は、保健福祉部福祉総務課に置く。 

（委任） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

２ 千代田区介護保険オンブズパーソン設置要綱（12千保介発第545号平成13年３月28日区長決

裁）は廃止する。 

附 則（平成19年３月30日18千保総発第465号） 

１ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 第６条ただし書の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前日において委員の職にある者

については、再任を３回まで認めるものとする。この場合において、千代田区介護保険オンブ

ズパーソン設置要綱（12千保介発第545号平成13年３月28日区長決裁。平成15年４月１日廃止）

に基づく千代田区介護保険オンブズパーソンから引き続き委員の職にある者については、最初

に委員に委嘱されたときをもって１回目の再任があったものとみなす。 

附 則（平成25年７月１日25千保福総発第226号） 

この要綱は、平成25年７月１日から施行する。 

   附 則（平成27年３月31日26千保福総発第638号） 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。  

   附 則（平成30年４月１日30千保福総発第121号） 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 
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千代田区保健福祉オンブズパーソン施設事業調査実施要領 

19千保総発第 35号 

平成 19年４月１日部長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要領は、千代田区内の保健福祉施設におけるサービス向上を図るため、千代田

区保健福祉オンブズパーソン設置要綱（以下「要綱」という。）第１６条第１項及び第３

項の規定に基づいて行う施設事業の実地調査（以下「調査」という。）について必要な事

項を定める。 

 

（実施時期及び対象施設） 

第２条 調査の実施時期、対象となる施設及び実施体制等は、実施の都度、オンブズパーソ

ンが協議の上決定し、区長に通知する。 

 

（調査内容） 

第３条 調査は次の各号にあげる方法で実施する。 

 （１）調査対象施設の事業者に対し、必要な資料の提出を求める。 

 （２）直接施設を訪問し、身分証を提示した上で、施設内の視察および利用者もしくは事

業者に対し、意見の聴取への協力を求める。 

 （３）調査の結果について、オンブズパーソン及び調査委員で協議の上、報告書を作成す

る。 

 

（調査委員） 

第４条 調査をするにあたり、専門技術的事項に関する調査、分析等を、オンブズパーソン

が調査委員に依頼することができる。 

２ 前項の規定に基づき調査委員を依頼する場合は、要綱第１６条第３項の規定に基づきあ

らかじめ区長の承認を得るものとする。 

３ 区長は、調査委員に対して、調査に必要な身分証等を交付することができる。 

 

（調査結果） 

第５条 調査の結果、必要と認められる場合は、要綱第９条の委員の職務に基づいて適切に

対応するものとする。 

 

（準用規定） 

第６条 調査委員の責務、委嘱、欠格要件及び解嘱については、要綱第３条、第４条、第７

条及び第８条の規定を準用する。 

 

（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 19年４月１日から施行する。 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千代田区保健福祉オンブズパーソン 
令和元年度活動報告書 

 

編集  千代田区保健福祉オンブズパーソン 

小嶋珠実 佐藤まゆみ 大澤美穂子 

 

         発行  千代田区保健福祉オンブズパーソン事務局 

                （千代田区保健福祉部福祉総務課） 

               〒102-8688  千代田区九段南1-2-1 

               ＴＥＬ  03-3264-2111  内線241５ 

               ＦＡＸ  03-3239-8606 

                                       （この報告書は、再生紙を使用しています。） 

 

 

 

 
 


