
第２ 調査結果

Ⅰ 「国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調査」結果に基づく勧告事項の改善の推進

第２ 調査結果

調 査 結 果

総務省では、国家公務員や行政に対する信頼を確保する観点から、全府省を対象に、「国の行政機関の法令等遵守態勢に関する調

査」を実施し、その結果に基づき、平成21年３月に、全府省に対し、①国家公務員倫理法等に係る取組の推進、②セクハラ防止等の

推進、③内部監査の的確かつ効果的な実施、④内部通報制度の実効性の確保、⑤非違行為に対する適切な対応の確保及び⑥法令等遵

守の一層の推進の６項目について勧告したところである守の一層の推進の６項目について勧告したところである。

その後、各府省は、内部通報に係る窓口の整備や通報対象範囲の拡大、セクハラ相談員の適切な配置等の改善を図ってきたところ

であるが、依然として、国の行政機関等における不適正な会計経理の指摘があることを踏まえ、今回、平成22年９月に予定していた

当該勧告の２回目のフォローアップを同年６月に前倒しして行った。

平成22年５月末時点の上記６項目の勧告事項別の改善措置状況は、次ページ以下のとおりであり、全体としては、改善を勧告した

288事項（注１）のうち、247事項（86%）については一定の改善措置が採られていたが、改善措置を採ることについて検討中であるな

ど、改善があまり進んでいないもの（注２）が、別紙「改善があまり進んでいない状況一覧」のとおり41事項（14％）みられたことか

ら、関係府省は改善を促進する必要がある。

（注）１ 原則として、勧告対象機関ごとに勧告事項を整理した結果の合計である。

２ 今回、平成22年５月末の時点で勧告から１年２か月が経過していることを踏まえ、依然として改善措置を採ることについて検討中等と

しているものを 「改善があまり進んでいない」とみなしたしているものを、「改善があまり進んでいない」とみなした。
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① 国家公務員倫理法等に係る取組の推進

【主な改善措置状況】 【改善があまり進んでいない状況】

勧告要旨 改善措置状況(平成22年５月末現在)

【主な改善措置状況】 【改善があまり進んでいない状況】

○ 倫理に係る遵守事項の浸透度の定期
的な把握による研修方法等の見直しが
十分行われていない (内閣府 金融庁

○ 定期的に倫理制度に関する研修を実施(環境省)

○ 職員を対象としたアンケート等により、倫理に係
る遵守事項の浸透度を把握し、研修方法等を見直し
( 府省)

(1)  職員に対して定期的に研修の
受講機会を与え、倫理に係る遵
守事項の浸透を図ること
(１府省)

倫理に係る遵守事項の浸透度
十分行われていない。(内閣府、金融庁、
文部科学省)

[例]・ アンケート調査等を実施の上、研修
内容等の見直しを予定していたが、そ
れを行っていない。(内閣府)

・ アンケート調査等の方法を引き続き

(７府省)

[例] セルフチェックシートへの回答結果を分析し、平成22
年度以降に実施する研修内容を重点化(経済産業省)

○ 四半期ごとに提出漏れ防止の周知文書を発出等し

の定期的な把握により、周知・
啓発、研修の実施方法や内容を
見直すこと(14府省)

(2)  贈与等報告書の提出漏れの防 ケ ト調査等 方法を引き続き
検討(金融庁)

・ 倫理に関するチェックシートを集計･
分析していない。(文部科学省)

○ 四半期ごとに提出漏れ防止の周知文書を発出等し、
制度を周知徹底(15府省)

[例] 贈与等報告書の提出時期ごとの注意喚起に加え、事務
次官通達を発出し、提出漏れ防止を周知徹底(防衛省)

○ 贈与等報告書の閲覧に関する規程等を整備し、閲
覧場所等の必要事項をホームページに掲載(６府省)

止に一層努めること(15府省)

贈与等報告書の閲覧体制を整
備するとともに、閲覧場所等の
必要な事項をホームページに掲
載するなどにより周知を図るこ ○ 贈与等報告書の閲覧場所等必要事項

のホームページへの掲載等について検

○ 電話 面談による通報手段 匿名に

覧場所等の必要事項をホームページに掲載(６府省)と(10府省) のホームページへの掲載等について検
討中(内閣府)

(3) 内部通報窓口を整備するこ
と(２府省)

電話・面談による通報手段

○ 内部通報窓口を整備(法務省(公安審査委員会)、文
部科学省(文化庁))

○ 電話 面談による通報手段 匿名による通報 受 ○ 電話・面談による通報手段、匿名に
よる通報の受付、倫理監督官への通報
内容・処理結果の報告について、規程
の整備を検討中等(内閣府、宮内庁、財
務省、文部科学省)

[例]・ 倫理監督官への報告等に関する規程

電話・面談による通報手段、
匿名による通報を受け付けるこ
とについて、規程に明示し、職
員に周知すること。また、倫理
監督官に対し、通報内容及び処
理結果を報告する仕組みを規程

○ 電話・面談による通報手段、匿名による通報の受
付、倫理監督官への通報内容・処理結果の報告につ
いて規定(９府省)

[例] 電話・面談による通報を含む通報手段及び匿名による
通報を受け付けることについて、それぞれ規程に明示
(国家公安委員会(警察庁)) [例]・ 倫理監督官への報告等に関する規程

の整備を含め、倫理専用の通報窓口の
設置について検討(内閣府)

・ 通報内容の信ぴょう性が疑われるよ
うな場合の倫理監督官への報告を規定
することは他府省の取組を参考に検討

理結果を報告する仕組みを規程
上明確にすること(15府省)

(国家公安委員会(警察庁))

(文部科学省)
・ 平成21年度末までに規程の改正を予

定していたところであるが、平成22年
度中の改正を予定(宮内庁、財務省)
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〔参考〕平成21年３月の調査結果

(1) 遵守事項を職員に浸透させるための取組が不十分
・ 新たに職員になった者にしか研修を実施していない。(１府省)
・ 倫理に係る遵守事項の職員への浸透度の把握が行われていない。(14府省)

(2) 贈与等報告に係る取組の徹底が不十分
・ 事業者等からの5,000円超の贈与等について、四半期ごとに贈与等報告書を提出することと国家公務員倫理法に規定されているが、職員の

失念等により、贈与等報告書の提出漏れが多数発生(15府省)
・ 閲覧場所､閲覧手続等に係る規程等を策定していない、閲覧場所等についてホームページに掲載していないなど、贈与等報告書閲覧体制の

整備が不十分(10府省)
(3) 内部通報制度(※)の整備が不十分(3) 内部通報制度(※)の整備が不十分

・ 倫理の保持のための内部通報窓口を整備していない。(２府省)
・ 規程上、通報手段に係る規定、電話や面談を通報手段として位置付ける規定、匿名による通報を受け付ける規定、通報内容、処理結果を

倫理監督官に報告する規定がない。(15府省)

(※) 内部通報制度： 職員からの倫理法令違反の通報を受け付け、処理する制度。倫理の保持のための内部通報制度について、国家公務員倫理審査会は、
①電話・面談等多様な通報手段を認めること、②匿名による通報も受け付けること、③通報内容、処理結果を倫理監督官(事務次官等)
に報告させることについて配慮を要請
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② セクハラ防止等の推進

(1) 非常勤職員に対しても新
規採用時に研修等を行うこ
と(13府省)

勧告要旨 改善措置状況(平成22年５月末現在)

○ 非常勤職員に対して、新規採用
時に人事院作成パンフレットの配

○ 非常勤職員に対して、新規採用時に研修等を実施
(10府省)

【主な改善措置状況】 【改善があまり進んでいない状況】

と(13府省)

監督者の範囲を明確に規
定するとともに、新たに監
督者となった職員に研修を
実施すること(15府省)

時に人事院作成パンフレットの配
布等を検討中(内閣府)

○ 監督者の範囲を明確に規定して
いない。(文部科学省、国土交通省)

[例]・ 監督者の範囲を、平成22年度内

(10府省)

○ 監督者の範囲を明確に規定するとともに、新たに
監督者となった職員への研修を実施(11府省)

[例] 監督者の範囲を課長職以上と規定し、新たに監督者と
な た職員に研修を実施(農林水産省)

(2) 対象となる職員の配置数･
性別等に留意して相談員を
適切に配置すること(５府
省)

に結論を出すべく検討中であり、
範囲決定後には速やかに新監督者
に対する研修を実施する予定
(文部科学省)

・ 監督者の範囲は従前どおり人事
院規則10-10及び同運用方針に従

なった職員に研修を実施(農林水産省)

○ 各官署の職員の配置数・性別等に留意して女性相
談員等を配置(５府省)

[例] 関東運輸局では、女性職員４名を新たに相談員として

(3) 新たに配置した相談員に
対し、相談業務が円滑に行
えるよう、必要な支援を行
うこと(６府省)

院規則10 10及び同運用方針に従
い運用(国土交通省)配置するとともに、中堅女性職員を仲介役として配置

(国土交通省)

○ 相談員に対し、研修等の支援を実施(５府省)

[例] 新たに配属になった相談員に、セクハラ相談用マニュ
アルを配布するとともに 人事院主催のセミナーを受講う と(６府省) アルを配布するとともに、人事院主催のセミナーを受講
させている。(宮内庁）

〔参考〕平成21年３月の調査結果

(1) 研修等の実施が不十分
・ 一般的に立場が弱いとされている非常勤職員に対して、採用時にセクハラ防止のための周知を行っていない。(13府省)
・ 監督者の範囲を定めていない府省があるとともに、新たに監督者となった職員に対する研修を行っていない。(15府省)

(2) 相談員の配置が不適切
・ 職員からのセクハラに関する苦情相談に対応するセクハラ相談員を各官署の職員の配置数や性別等に留意して配置していない (５府省)

〔参考〕平成21年３月の調査結果

・ 職員からのセクハラに関する苦情相談に対応するセクハラ相談員を各官署の職員の配置数や性別等に留意して配置していない。(５府省)
(3) 相談員に対する研修の実施等の支援が不十分

・ 新規相談員の配置時に、研修や資料の配布等を行っていない。(６府省)
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勧告要旨 改善措置状況(平成22年５月末現在）

③ 内部監査の的確かつ効果的な実施

勧告要旨

(1) 安全確保指針や統一基準に則し、保
有個人情報監査又は情報セキュリティ
監査を適時・的確に実施すること

【主な改善措置状況】

○ 保有個人情報監査を実施(総務省(消防庁)、国土交通省(海上保安庁)）

○ 情報セキュリティ監査を実施(法務省(公安審査委員会、公安調査庁)、国土交通省
(海上保安庁)）

改善措置状況(平成22年５月末現在）

(３府省）

(2) 会計監査の改善指示等に対する措置
結果を期限を付して報告させることな
どを規定し これに基づき 監査実施

(海上保安庁)）

[例] 訓令に基づき、保有個人情報監査を実施し、監査結果を総括保護管理者に報告
(総務省(消防庁))

○ 改善措置結果を報告させるなどの規定を整備(６府省）
どを規定し、これに基づき、監査実施
部署の責任者が対応状況を早期かつ的
確に把握すること(７府省）

同旨の事態の再発防止を図るため、
会計監査の結果を、会計業務関係部
署全体に対して周知すること(６府省)

○ 改善措置等の対応状況を早期かつ的確に把握(３府省）

○ 会計監査結果を会計業務関係部署全体に周知(６府省）

[例] 会計監査の結果、改善指示等があった場合は、講じられた措置について期限を定め、
報告を徴収した。平成22年４月に内部監査マニュアルを改訂し、改善内容は庁内ＬＡＮ
上に掲載し、全職員が閲覧可能とした。(宮内庁）署全体に対して周知すること(６府省) 上に掲載し、全職員が閲覧可能とした。(宮内庁）

〔参考〕平成21年３月の調査結果〔参考〕平成21年３月の調査結果

各府省は、内部監査として、事務・事業の執行に関する業務監査と会計経理に関する会計監査を実施。業務監査のうち、保有個人情報や情報セ
キュリティの分野については、政府としての統一的な基準を踏まえ各府省が策定した規程や基準に基づき、監査を実施
(1) 規程や基準に基づき業務監査を実施していない。

・ 安全確保指針（※１）に則し保有個人情報監査を実施していない。(２府省）
・ 統一基準（※２）に則し情報セキュリティ監査を実施していない (２府省）・ 統一基準（※２）に則し情報セキュリティ監査を実施していない。(２府省）

(※１）安全確保指針：「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(通知）」(平成16年９月14日付け総管情第84号）
(※２）統一基準 ：「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成17年12月13日ＩＴ戦略本部情報セキュリティ政策会議決定）

(2) 会計監査の実施が不十分
・ 監査結果に対する改善措置結果を報告させる旨の規定がない又は不十分(６府省）
・ 規程の有無にかかわらず改善措置結果の報告を行わせていない (３府省）・ 規程の有無にかかわらず改善措置結果の報告を行わせていない。(３府省）
・ 監査結果を組織全体に周知していない。(６府省）
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勧告要旨

④ 内部通報制度の実効性の確保

改善措置状況(平成22年５月末現在)勧告要旨

(1) 通報規程及び通報窓口が整備されて
いない機関は、ガイドラインの趣旨に
則した整備を行うこと(２府省）

【主な改善措置状況】

○ ガイドラインの趣旨に則して通報規程及び通報窓口を整備(法務省(公安審査
委員会)、文部科学省(文化庁))

改善措置状況(平成22年５月末現在)

(2) 通報規程において通報対象事実の範
囲を公益通報者保護法の対象法令に限
定している機関は、通報対象事実の範
囲をガイドラインに則して職務上の法
令違反行為とすること(２府省）

○ ガイドラインに即して通報対象事実の範囲に職務上の法令違反行為を追加
(法務省(公安調査庁)、農林水産省）

○ 通報対象事実の範囲に職務外の法令違反行為等の追加等(９府省）

[例]・ 平成21年７月に関係規程を改正し、通報受付の対象に、職務外の法令違反行為を令違反行為とすること(２府省）

通報対象事実の範囲を職務上の法令
違反行為としている機関は、通報対象
事実の範囲に職務外の法令違反行為な
ど適正な業務を推進する上で必要と認
める事実を加えることについて検討す

[例] 平成21年７月に関係規程を改正し、通報受付の対象に、職務外の法令違反行為を
含む適正な業務の推進に資する事実を追加(外務省）

・ 平成22年５月に関係規程を改正し、通報対象事実の範囲を職務外の法令等違反行
為(環境省職員による違法、不当な行為に関する通報等）まで拡大(環境省）

める事実を加えることについて検討す
ること(14府省）

〔参考〕平成 年 月 調査結果〔参考〕平成21年３月の調査結果

各府省は、内部の職員等からの法令違反等に関する通報(内部通報）を的確に処理するため、ガイドライン(※）において、内部規程の作成、総合
的な窓口の設置等通報処理の仕組みを整備することなどを申し合わせている。また、同ガイドラインでは、公益通報者保護法(平成16年法律第122
号）に規定されている対象法令違反に加え、「当該行政機関についての法令違反行為」(職務上の法令違反行為）及び「適正な業務の推進のために
各行政機関において定める事実」が通報対象範囲とされている。

(※）ガイドライン：「国の行政機関の通報処理ガイドライン(内部の職員等からの通報）」(平成17年７月19日関係省庁申合せ）

(1) 通報規程や窓口が未整備
・ 通報規程や通報窓口を整備していない。(２府省）

(2) 通報対象範囲の拡大の余地
・ ガイドラインに則さず、通報対象範囲を公益通報者保護法に規定されている対象法令違反に限定している。(２府省）
・ 職務上の法令違反行為を通報対象範囲としている機関は、通報対象範囲を職務外の法令違反行為などに拡大する余地あり。(14府省）
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勧告要旨 改善措置状況(平成22年５月末現在)

⑤ 非違行為に対する適切な対応の確保

○ 非違行為の速報・連絡の体制、手順に
関する規程の整備を検討中等(内閣府､公
正取引委員会、外務省、環境省)

○ 非違行為の速報・連絡の体制、手順に関する
規程を整備(６府省)

[例] 平成22年５月に、非違行為発生時の速報・連絡体

(1) 非違行為に対する即応体制、
処分等の手続の透明性の確保
○ 非違行為発生時における関

係情報を組織内部において迅

【主な改善措置状況】 【改善があまり進んでいない状況】

[例]・ 規程を設けている他省庁の例を参考等
に検討（内閣府、外務省）

・ 他府省の検討状況を見つつ、平成22年
度中を目途に検討(環境省)

・ 平成21年度中を目途に規程の策定を予
定していたところであるが、平成22年中

制について規定し、管区等へ通知するとともに連絡
体制の構築を指示(国土交通省(気象庁))

○ 矯正措置に係る規程を整備(４府省)

[例] 平成21年９月に「公安審査委員会事務局職員の訓

情
速・的確に伝達するための手
順を規定すること(13府省)

○ 矯正措置に係る規定を明定
していない本府省等にあって

の策定を予定(公正取引委員会)

○ 矯正措置に係る量定基準の策定を検討
中(11府省)

[例] 平成21年９月に「公安審査委員会事務局職員の訓
告等に関する訓令」を策定し、矯正措置に係る規定
を職員に明示(法務省(公安審査委員会))

○ 矯正措置に係る量定基準の策定に取組み
(国土交通省 防衛省)

していない本府省等にあ て
は、規程を策定し職員に明示
すること(６府省)

○ 既に当該規程を策定してい
る本府省等にあっても 矯正 中(11府省)

[例] 量定の基準を設けることについて、他府
省の例を参考等に検討(11府省)

(国土交通省、防衛省)

[例]・ 交通違反､交通事故については既に基準を設け
運用中。それ以外のものについても、今後可能な
ものから順次基準化に取組み(国土交通省)

・ 平成22年10月を目途に、各機関等で統一した懲
戒及び訓戒等の処分の量定基準の訓令を策定中

る本府省等にあっても、矯正
措置の量定について、基準を
設けること(13府省)

戒及び訓戒等の処分の量定基準の訓令を策定中
(防衛省)

(2) 懲戒処分の適正な公表
人事院の公表指針を踏まえ、

公表対象となる懲戒処分事案に
ついて適切に公表すること

○ 人事院の公表指針を踏まえ、適切に公表を行
うことを徹底(法務省、農林水産省、国土交通省)

(３府省)

(3) 再発防止対策の一層の推進
厚生労働省は、法令等遵守の

確立に向けた一層の推進を図る
観点から 職員間 非違行為事

○ 各労働局に対し、不正経理、非違行為に対す
る再発防止等を含めた法令遵守と職員間で非違
行為事案の情報共有の徹底を図るよう指示。具
体的な不正事案を基にした研修 充実(厚生労働観点から、職員間で非違行為事

案の情報共有の徹底を図るなど
の取組を行うこと(１府省)

体的な不正事案を基にした研修の充実(厚生労働
省)
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(1) 非違行為に対する即応体制、処分等の手続の透明性の確保
違 為 速 織的 速 連絡体

〔参考〕平成21年３月の調査結果

非違行為について迅速かつ組織的に対応するためには、速報・連絡体制の確立が重要
懲戒処分に至らない訓告・厳重注意等の矯正措置は、法令上の措置ではなく、その取扱いは各府省の措置権者にゆだねられた指導監督上のも

のであるが、公平性・透明性の確保のため、規程の整備が必要
即応体制、処分等手続について規程の整備状況をみると、
○ 非違行為の速報・連絡体制の手順等に関する規程を整備していない。(13府省）
○ 矯正措置に係る規程を整備していない (６府省）○ 矯正措置に係る規程を整備していない。(６府省）
○ 矯正措置全般に係る量定基準を規程として整備している機関はない。(13府省）

(2) 懲戒処分の適正な公表
人事院は、「懲戒処分の公表指針｣(※)において、①「職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分」及び②「職務に関連しない

行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分」については、原則として事案の概要等を公表することと規定
・ 平成17年から19年７月末までに行われた懲戒処分事案から抽出した184件について、当該公表指針に照らしたところ、公表対象と考えられる

も わらず 件が未公表( 府省)にもかかわらず、12件が未公表(３府省)

(※) 懲戒処分の公表指針：「懲戒処分の公表指針について(通知)」(平成15年11月10日付け総参-786人事院事務総長通知)

(3) 再発防止対策の一層の推進
都道府県労働局の一連の不正経理事案(平成17年次、18年次の会計検査で発覚)に対して、厚生労働省は再発防止策を実施

・ 平成18年11月、平成20年12月に要綱を策定し、再発防止策の点検・評価、法令等遵守の徹底等の取組により、一定の効果。
しかし 職員間 情報共有 徹底など 層取り組む余地( 府省)しかし、職員間での情報共有の徹底など一層取り組む余地(１府省)
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⑥ 法令等遵守の一層の推進

勧告要旨

法令等遵守に係る取組につ

いての定期的な検証・評価を

○ 法令等遵守に係る取組に関す
る定期的な検証・評価の具体的

○ 法令等遵守に係る取組内容の検証・評価と必要な見
直しを実施 (６府省)

改善措置状況(平成22年５月末現在)

【主な改善措置状況】 【改善があまり進んでいない状況】

いての定期的な検証 評価を
行い、その結果を公表すると
ともに、必要な見直しを行う
という取組を一層推進してい
くこと(全府省)

期的 検証 評価 具体的
な方法、検証・評価結果の公表
方法等について検討中(８府省) 

[例]・ 省内関係部局や各府省との調
整、協議を行い対応を検討
(内閣府､総務省､国土交通省)

直

[例]・ 倫理法・セクハラ防止等に関する職員の知識の浸透
度を測るアンケート調査を活用するなどにより、検証・
評価と必要な見直しを実施(宮内庁、公正取引委員
会、国家公安委員会(警察庁)、財務省)

・ 監察・査察時に遵法意識等の広範な法令等遵守事項
を含むア ケ ト調査を行 定期的に法令等遵守に係

(内閣府､総務省､国土交通省)
・ 取組の定期的な検証・評価、

結果の公表、必要な見直しを検
討(金融庁､法務省､文部科学省､
厚生労働省)

・ 他府省の検討状況を見て検討
(環境省)

を含むアンケート調査を行い定期的に法令等遵守に係
る取組の検証・評価と必要な見直しを実施(外務省)

・ 懲戒処分等の半年ごとの検証・評価、処分等の事例
を各部局長等へ通知。会議での不祥事事例を基にした
実態報告と意見交換を実施(国土交通省(気象庁))

(環境省)

〔参考〕平成21年３月の調査結果〔参考〕平成21年３月の調査結果

不祥事予防の観点から、法令等遵守について、現状を把握し、その結果を分析・評価した上で、必要な改善・見直しを行うことが重要
・ 今回調査した制度や仕組みの中には、個々の職員への法令等遵守意識の浸透状況の把握や教育活動等が的確に機能しているのかどうかについ

ての検証・評価が、必ずしも十分ではなく、それらの制度や仕組みが連携して有効に機能しているかどうかの検証・評価は行われていない状況
がみられる。（全府省）

※ 上記のほか、改善があまり進んでいない事項として、セクハラ防止に関する意識調査等の実施や相談事案の把握・分析及び内部

通報窓口の契約先労働者への周知がある。（別紙「改善があまり進んでいない状況一覧」参照）
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改善があまり進んでいない状況一覧 

勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

１ 法令等遵守に係る取組の推進 

(1) 国家公務員倫理法等に係る取組

の推進 

    ① （略） 

また、倫理に係る遵守事項の

浸透度の定期的な把握及び当該

結果の活用により、周知・啓発、

研修の実施方法や内容を見直す

こと。 

内閣府 本年度実施した新採用職員研修（平成22年４月実施）において、国家公務員倫理について取り上げて

おり、職員への周知を図った。 

また、内閣府本府幹部会（平成 22年５月 11日）において、国家公務員倫理審査会事務局長による国

家公務員倫理に関する講演を実施し、幹部職員への周知を図った。 

金融庁 倫理に係る遵守事項の浸透度を把握するための具体的な方策（アンケート調査等）を引き続き検討し、

必要に応じて研修内容等の見直しを行いたい。 

文部科学省 

 

 平成21年12月の「倫理週間」中に倫理に関する研修を行うとともに全職員に対して倫理に関するチェ

ックシートを配付し、倫理に係る遵守事項の周知・啓発を行った。 

 今後も引き続き、倫理に関するチェックシートを配付する等、倫理に係る遵守事項の周知・啓発を行

うとともに、効果的かつ効率的な研修を実施するための手法の検討を行う。 

② 贈与等報告制度について 

ⅱ) 贈与等報告書の閲覧体制を

整備するとともに、贈与等報

告書の閲覧場所や閲覧時間な

どの必要な事項について、ホ

ームページに掲載するなどに

より周知を図ること。 

内閣府 閲覧場所等のホームページへの掲載などについて、今後、人事院や他省庁の例を参考に検討する。 

③ 倫理の保持のための内部通報

制度について、 

ⅱ) 内部通報窓口を設置してい

る機関にあっては、○ⅰ電話・

面談による通報を認め、これ

らを含む通報手段について、

○ⅱ匿名による通報を受け付け

内閣府 内部通報の受け皿として、「法令遵守対応室」の窓口があり、倫理に関する情報も受け付けている。 

当該窓口は、倫理専用として設けられたものではないため、倫理審査会からの要請内容に合致してい

ない部分もあることから、別途、倫理専用の通報窓口の設置について、通報手段・方法や倫理監督官へ

の報告等に関する規定の整備を含め検討する。 

宮内庁 当庁における内部通報制度に関する規程である「宮内庁における公益通報の適切な処理に関する内規

（平成 18 年３月 31 日宮内庁長官決裁）」及び「宮内庁公益通報処理要領（平成 18 年３月 31 日長官官

房秘書課長決裁）」について、通報手段及び匿名による通報を受け付けることなどを明示するための改

[別 紙] 
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勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

ることについて、それぞれ規

程に明示し、職員に周知する

こと。また、倫理監督官に対

し、通報内容及び処理結果を

報告する仕組みを規程上明確

にすること。 

正を平成 22 年度中に行うべく、引き続き検討している。 

 また、改正後の規程については、各部局に通知するとともに職員情報ボードにおいて各職員に周知す

ることとしている。 

（参考：平成 21年９月 28日時点の回答要旨） 

左記の勧告内容に従い、通報手段、匿名による通報を受け付けることなどを規程に明示する予定であ

るが、現在、どのように盛り込むべきか、検討中であり、その結果を踏まえて、当庁における内部通報

制度に関する規程である「宮内庁における公益通報の適切な処理に関する内規（平成 18年３月 31日宮

内庁長官決裁）」及び「宮内庁公益通報処理要領（平成 18 年３月 31 日長官官房秘書課長決裁）を改正

する予定である。 

また、改正後の規程について職員情報ボードにおいて職員に周知することを予定している。なお、実

施については、平成 22年度からを予定している。 

財務省 通報手段及び匿名の通報についても情報提供として取り扱うことについて、今年度中を目途に規程に

明示し、関係機関に通知するとともに、パブリックフォルダに掲載することを予定している。 

また、倫理監督官に対し、通報内容等を報告する仕組みについても、今年度中を目途に規程上明確に

することを予定している。 

（参考：平成 21年 10 月２日時点の回答要旨） 

これまでも内部通報制度における通報手段を限定しておらず、匿名による通報についても適切に対応

しているところであるが、今回の勧告を踏まえ、平成 21 年度中に規程を整備することを予定している。 

また、倫理監督官に対し、通報内容等を報告する仕組みについても、平成 21 年度中に規程を整備す

ることを予定している。 

文部科学省 倫理に関する通報が寄せられた際に、倫理監督官へ通報内容等を報告する仕組みを規程上明確化する

ことについては、通報内容の信ぴょう性が疑われるような場合の対応方法について、他府省の取組を参

考にするなどにより、明確化するための手法を引き続き検討している。 

(2) セクハラ防止等の推進 

関係府省は、セクハラの防止を

内閣府 人事院が作成するセクハラに関するパンフレットの配布や相談員・相談窓口の周知を採用時に行うこ

とを検討する。 
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勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

推進し、発生したセクハラ事案等

に適切に対応する観点から、次の

措置を講ずる必要がある。 

① （略） 

また、非常勤職員に対しても

新規採用時に研修等を行うこ

と。 

 

さらに、監督者の範囲を明確

に規定するとともに、新たに監

督者となった職員に対して研修

を実施すること。 

文部科学省 

 

 

 監督者の範囲を、「課室長以上」とする場合や「係長以上」とする場合等について、年度内に結論を

出すべく引き続き検討中であり、監督者の範囲が決定された際には速やかに新監督者に対する研修を実

施する予定である。 

国土交通省 

 

国土交通省本省においては、監督者の範囲については、従前どおり、人事院規則 10-10 及び同運用方

針に従い運用をしているところ。 

また、今後も新たな監督者に対する研修を実施していくこととする。 

  ② （略） 

また、意識調査の実施等、効

果的な研修等の方法を検討し、

セクハラ防止の一層の推進に努

めること。 

内閣府  今後、他省庁の取組を参考に検討する。 

金融庁  セクハラ防止に係る浸透度を把握するための具体的な方策（アンケート調査等）を引き続き検討する

とともに、研修の内容について、他府省の事例を教材として使用するなど、効果的な研修等を実施する

こととしたい。 

  ⑥  定期的に相談事案について把

握・分析を行い、その結果をセ

クハラの防止対策に有効活用す

ること。 

内閣府 各部局の相談員補助者に相談があった場合には、速やかに人事当局に報告するよう指導していること

から、人事当局の相談員が受けた相談事案と併せて、今後、参考となる事例があった場合に、引き続き

職員向けのセクハラ防止に関する資料に加えて周知することを検討する。 

総務省 引き続き、セクハラに関する相談事案が発生するようであれば、その都度部局から詳細を把握する等、

内容を分析の上、防止対策への有効活用についても検討することとしている。 

国土交通省  国土交通省本省においては、引き続き相談事案の情報共有の徹底を図り、セクハラ防止対策への有効

活用について検討する。 
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勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

(4) 内部通報制度の実効性の確保 

関係府省は、内部通報制度を効

果的に運用し、法令等遵守の推進

を図る観点から、次の措置を講ず

る必要がある。 

③ 内部通報制度及び内部通報窓

口の担当部署、連絡先等を的確

に通報対象者に対して周知する

ため、職員に対してイントラネ

ット等を用い周知するととも

に、契約先の労働者等に対して

ホームページ等を用いた周知を

行うこと。 

文部科学省 契約先の労働者等への周知方法について、引き続きホームページへの掲載や他の効果的な周知方法に

ついて、年度内を目途に結論を出すべく検討中である。 

環境省 内部通報制度及び通報窓口について、引き続き職員ポータルサイトを活用し周知した。また、契約先

の労働者に対しての周知については、他の府省の検討状況を見つつ、平成 22 年度中を目途に引き続き

周知方法等を検討する。 

２ 非違行為に対する適切な対応の確

保 

 (1) 非違行為に対する即応体制、処

分等の手続の透明性の確保 

   関係府省は、非違行為への迅

速・的確な対応及び処分等の公平

性・透明性を図る観点から、次の

措置を講ずる必要がある。 

  ① 非違行為発生時における関係

情報を組織内部において迅速・

的確に伝達するための手順を規

定すること。 

内閣府 手順に関する規定がないことによる運用上の支障は生じていないところであるが、今後、規定を設け

ている他省庁の例を参考に検討する。 

公正取引 

委員会 

非違行為発生時の情報伝達手続等に関する規程については、年内に策定するよう作業を進めることと

する。 

（参考：平成 21年 10 月 13 日時点の回答要旨） 

今年度中を目途に、非違行為発生時の情報伝達手順等に関する規程を策定することとする。 

外務省 当省においては非違行為が発出した場合の情報伝達・共有の手順は確立しており、明文の規定がない

ことのみをもって情報の迅速・的確な伝達が確保されないわけではない。さらに、非違行為への対応に

あたっては、その具体的対応において情報の取扱いを個別に判断する必要があるが、勧告の趣旨を踏ま

え、今後、手順を規定することを含め引き続き検討していく。 

環境省 非違行為発生時における組織内部の伝達手順については、他府省の検討状況を見つつ、平成 22 年度

中を目途に引き続き検討を行う。 
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勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

  ② （略） 

    また、既に当該規程を策定し

ている本府省等にあっても、矯

正措置の量定について、公平・

公正性や透明性が担保されるよ

う基準を設けること。 

内閣府  量定の基準等を設けることについては、今後、他省庁の例を参考に検討する。 

公正取引 

委員会 

 矯正措置の量定については、引き続き公平・公正性や透明性が担保されるような基準を設けることに

ついて検討を行い、年度内に結論を得ることとする。 

国家公安 

委員会 

 矯正措置については、過去の事例等を踏まえて適切に実施しているところであり、量定について基準

を設けることについては、他省庁の基準等を踏まえて、引き続き検討することとしている。 

総務省  基準の設定につき、引き続き検討中である。 

 法務省 矯正措置の量定に係る基準については、他省庁の取扱い等を参考に引き続き検討中である。 

 外務省  処分の量定に係る基準の作成については、非違行為に係る個別事情に応じて個別具体的に判断される

べきであるにもかかわらず、かかる個別事情よりも基準に定められた量定に大きく影響されることとな

りかねないといった側面等を考慮する必要があり、かかる基準を作成するか否かの判断は、個々の具体

的な事案に直面している任免権者の責任において個別に判断されるべきものと考えているが、勧告の趣

旨を踏まえ、今後基準を設けることを含め引き続き検討していく。 

 財務省 国税庁においては、今回の勧告を踏まえ、他府省における取組等を参考に、引き続き、今後の課題と

して検討してまいりたい。 

 文部科学省  過去の事例や他省庁の基準等について調査しているところであり、引き続き検討を行う。 

 厚生労働省 厚生労働省においては、矯正措置について、現行の「厚生労働省職員の訓告等に関する規程」(平成

19 年３月 30 日厚生労働省訓第 13号)に基づき、過去の事例等を参照して、適切に対処しているところ

であるが、公平性を確保するため、他省庁の量定の考え方を考慮しつつ、引き続き、基準化を検討する。 

 農林水産省 引き続き、交通法規違反事案以外についても事案の蓄積による類型化が可能なものがあるかどうかを

検討することとしている。 

 環境省 公平・公正性及び透明性が担保された矯正措置の量定基準について、他府省の基準を参考にしつつ、

引き続き検討を行う。 
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勧 告 事 項 

（平成 21年３月 27日） 

 回  答  要  旨 

（平成 22年５月末現在の改善措置状況） 府省名 

３ 法令等遵守の一層の推進 

  各府省は、法令等遵守を一層推進

し、不祥事を予防する観点から、法

令等遵守に係る取組についての定期

的な検証・評価を行い、その結果を

公表するとともに、必要な見直しを

行うという取組を一層推進していく

必要がある。 

内閣府 

 

 

 法令等遵守に係る取組の定期的な検証・評価の具体的な方法については、法令等遵守の対象範囲、具

体的な検証・評価の手法、検証・評価の成果の公表手法等につき制度を所管する行政機関と十分な協議

を行い、引き続き検討を行う。 

金融庁  現在も法令等遵守をより一層推進していくために、積極的な取組を行っているところであるものの、

法令等遵守に係る取組についての定期的な検証・評価、その結果の公表等について引き続き必要に応じ

見直し・検討を行っていきたい。 

総務省 総務省においては、本勧告事項（「法令等遵守の一層の推進」）について、今後とも必要に応じて関係

部局間等において協議し、対応を検討する予定 

なお、公害等調整委員会及び消防庁においては、必要に応じ、今後とも本省関係部局等と協議し、対

応を検討していく予定 

法務省 法令等遵守に係る取組に関する定期的な検証・評価の具体的な方法、検証・評価結果の公表方法につ

いては、引き続き検討中である。 

なお､法令等遵守に必要な見直しについては､今後とも、適切に実施していくこととしている｡ 

 文部科学省 引き続き、法令等遵守に係る取組についての定期的な検証・評価・公表等の検討、また、必要な見直

しを適切に実施していくこととしている。 

 厚生労働省 厚生労働省の法令等遵守については、平成 18 年 12 月に地方支分部局法令遵守室を設置し、平成 21

年３月に内部職員等の公益通報に係る外部通報相談窓口を設置したところであり、本年度末を目途にこ

れまでの取組の検証・評価を行い、その結果の公表、必要な見直しを行うことを検討する。 

 国土交通省 国土交通省本省においては、それぞれ制度を所管している部局において、省内関係部局や各府省との

調整を行い、検証・評価・公表等を行うことについて引き続き検討していく。 

 環境省 当省の法令等遵守に係る取組について定期的な検証・評価を行い、その結果の公表を行うこと等につ

いて、他府省の検討状況を見つつ、引き続き検討を行う。 
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