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令和元年 10 月
消費者庁 消費者制度課

①
1

消費者庁における法令遵守（コンプライアンス）等を確保するため、
総務課に法令等遵守調査室を設置しています（室長：○○弁護士）
内部通報先において、消費者庁及び消費者庁職員についての
法令違反行為等に関する通報・相談を受け付けます。

2

❀ 通報・相談に関する秘密及び個人情報は
守られます。
❀ 匿名による通報・相談についても可能な
限り適切に対応させていただきます。

法令等遵守調査室において、必要な調査等を行います。

3

❀ 通報者等は保護されます
（不正の利益を得る目的等でなく、
通報・相談を行ったことを理由とした
不利益な取扱いは禁止されています。）

調査の結果に応じて、担当部署において
必要な是正措置及び再発防止策を講じます。

通報等の受付窓口[内部通報先]はこちら

※いずれの窓口もご利用いただけます
（但し、法令等遵守担当官への通報・相談は 消費者庁職員のみになります。）

通報・相談の外部窓口（国広総合法律事務所）

内部通報・相談窓口（法令等遵守調査室）
【郵
【Ｆ

便】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Ａ

Ｘ】＿＿＿＿＿＿＿＿

【電子メール】＿＿＿＿＿＿＿＿
【電

話】法令等遵守調査室（内線: XXXX）
※面会でのご相談をご希望の方はその旨ご連絡ください。

【郵

便】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【電子メール】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【電

話】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※直接面会をご希望の方はその旨ご連絡ください。

法令等遵守担当官（各課の課長）
消費者庁職員の皆様は各課の課長に電子メール又は口頭にて直接通報・相談を行うことも可能です。

p.1

問い合わせ先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

②
消費者庁における内部通報制度Ｑ＆Ａ
Ｑ１.どのような情報が受け付けてもらえるのですか？
Ａ１.内部通報制度における情報提供（「消費者庁における法令違反行為等に関する通報等への対
応手続に関する訓令」
（以下「訓令」といいます。
）において「通報等」とされているものを、ここでは
「情報提供」と言い換えています。
）の対象については、消費者庁職員による法令違反、国家公

務員倫理規程違反、人事院規則違反、そして当庁の内部規定違反に関する事実のほか、
「消
費者庁の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実」が含まれています（訓令第９
条）
。このようにかなり広い範囲の事実につき皆様からの情報提供を受け付けています。例
えば、消費者庁職員が職務上の秘密を漏らしてしまった、利害関係者から金品を受け取っ
ている、その他違法に個人情報の目的外使用を行っているなどの情報が通報等の対象に含
まれます。


なお、以下の事項に関しては、当該事項に特化した相談・通報窓口が設けられています。

以下の事項は、内部通報制度における情報提供の受付対象から除外されているわけではありませ
んが、情報提供の内容や状況によっては、事案の迅速な解決や担当者の専門性の観点から、まずは
各窓口に相談することを提案する場合があります。
・セクシュアル・ハラスメント事案に関する相談窓口(セクシャル・ハラスメント相談員）
‣ ○○ ○○[内線 XXXX]、○○ ○○（女性）[内線 XXXX]、
・公文書管理に関する通報窓口
‣ 総務課公文書監理官室

通報・相談窓口 [内線 XXXX]

Ｑ２.誰に情報提供をすれば良いのですか、また情報提供した後に
どのように手続が進んでいくのですか？
Ａ２.訓令において、制度として定められている情報提供先（訓令において「内部通報先」と
されているものを、ここでは「情報提供先」と言い換えています。）は以下の３つになります。職
員の皆様はどこに情報提供をしていただいても構いません。自らが伝えやすいと考える情
報提供先に情報提供をしてください。いずれの窓口も、情報提供に関する秘密は守られま
すのでご安心ください。
① 内部通報・相談窓口（訓令第４条）
当庁では総務課に設置されている法令等遵守調査室（以下「調査室」といいます。）にこの
窓口を置いています。調査室の室長は○○弁護士です。
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②
この窓口に情報提供していただいた場合、受付後は調査室において情報提供者から必要
な事項をお聞きし、調査又は是正措置を行う必要性を検討した上で受理を行います（訓令
第 10 条、第 11 条）
。その後、関係者への聞き取りや書面による調査等を実施し（訓令第 13
条等）、情報提供していただいた事実があると判断した場合には是正措置をとります（訓令
第 16 条）
。
➁

通報・相談の外部窓口（訓令第５条）
当庁では外部への情報提供のルートとして○○法律事務所にこの窓口を置いています。
消費者庁内部の職員（法令等遵守調査室員、法令等遵守担当官）に自らが通報したことを
知られたくない、伝えたくないといった場合にご利用ください。
この窓口に情報提供していただいた場合、○○法律事務所において情報提供者から必要
な事項をお聞きし、原則として※情報提供者を匿名にするなど個人が特定されない措置を
取った上で（訓令第５条第４項）、情報提供の内容につき、調査室に報告されます。その後、
調査室が必要に応じて受理、調査、是正措置をとります。
※ 調査室において必要な調査等を行うにあたり、情報提供者の特定が迅速な調査に資すると考え
られる場合には、○○法律事務所から、調査室に対し情報提供者の所属・氏名等の情報を提供
することについてご了解を求めることがあります。

③

法令等遵守担当官（訓令第６条）
訓令により各課の課長が法令等遵守担当官とされており、消費者庁職員の皆様は、各課
の課長にも情報提供することができます。身近な方に相談したいという場合などが考えら
れます。
各課の課長が情報提供を受け付けた場合には、各課の課長が自ら調査、是正措置をとる
ことになり、その対応の概要につき、調査室に報告されます（訓令第６条）。

● なお、上記以外の消費者庁の職員に情報提供を行うことも可能です（訓令第 24 条）
。
例えば、直属の上司（企画官、課長補佐や係長など）に情報提供することができます。その場合に
は、その上司の権限で対応できる限りにおいて対応をしていただく形になります。この場合、上司
の皆様も、情報提供者の秘密や個人情報を漏らすことは禁止されておりますので（訓令第７条）、
この点は十分御留意ください。他の職員（調査室でも構いません）に協力を求めたい場合、他の職
員に情報を共有することにつき、事前に情報提供者の同意を得る等、情報提供者の個人情報や秘
密の取扱いに十分配慮する必要があります。

Ｑ３.情報提供をする際に気をつけるべきことはありますか？
Ａ３. 提供された情報に関し、どのような対応を行うか判断するにあたって、具体的な
事実関係をお伝えいただくことが重要になりますので、例えば、訓令第 10 条第１項に
記載の事項等を、情報提供の際に併せてお伝えいただければ助かります（必須ではあり
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②
ません）。

Ｑ４.情報提供者は情報を提供することにつき、どのような保護を受けられる
のですか？
Ａ４.訓令では、情報提供に関する秘密等を漏らしてはならないことを、情報提供に関
与した者の遵守事項として定め（訓令第７条等）、違反した者を懲戒処分等の対象とする
など（訓令第 19 条）、誰が情報提供をしたのかを知られることがないようにしています。
更に、仮に何らかの理由で、情報提供者が誰であるか知られてしまった場合であっても、
通報者に対し不利益取扱いをすることを禁止し（訓令第 17 条）、違反した者を懲戒処分
等の対象とするなど（訓令第 19 条）、情報提供者が不利益取扱いを受けないようにして
います。

担当者連絡先
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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③
消費者庁における法令違反行為等に関する通報等への
対応手続に関する訓令
平成２９年９月２７日
消費者庁訓令第４６号
目次
第１章 総則（第１条－第６条）
第２章 秘密保持の徹底・利益相反関係の排除等（第７条－第８条）
第３章
第４章
第５章
第６章

通報等の受付等（第９条－第１２条）
調査及び是正措置（第１３条－第１６条）
通報者等の保護等（第１７条－第１８条）
雑則（第１９条－第２４条）

第１章 総則
（目的）
第１条 この訓令は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下
「法」という。）及び「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対
応に関するガイドライン（内部の職員等からの通報）」（平成１７年７月１
９日関係省庁申合せ。以下「国の行政機関向けガイドライン」という。）の
趣旨を踏まえて、消費者庁において、消費者庁及び消費者庁職員についての
法令違反行為等に関する、職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これ
らの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護
を図るとともに、消費者庁の法令遵守等を確保することを目的とする。
（定義）
第２条 この訓令において「法令違反行為等」とは、第９条第１項に規定する、
消費者庁及び消費者庁職員による違法若しくは不当な行為又は消費者庁の法
令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実をいう（当該法令違反行為等
が生じるおそれがある場合を含む。）。
２ この訓令において「職員等」とは、次に掲げる者とする。
一 消費者庁職員（以下「職員」という。）
二 消費者庁と契約関係にある事業者（以下「取引先事業者」という。）の労
働者
1
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③
三 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
四 取引先事業者
五 前各号に規定する者であった者
六 前各号に規定する者のほか消費者庁の法令遵守等を確保する上で必要と
認められる者
３ この訓令において「調査室」とは、法令等遵守調査室の設置に関する訓令（平
成２１年消費者庁訓令第３０号）に規定する法令等遵守調査室をいう。
４ この訓令において「課」とは、消費者庁組織令（平成２１年政令第２１５号）
第４条に規定する各課をいう。
５ この訓令において「内部通報先」とは、第４条に規定する内部通報・相談窓
口及び第５条に規定する通報・相談の外部窓口並びに第６条に規定する法令
等遵守担当官をいう。
６ この訓令において「通報」とは、消費者庁及び職員による法令違反行為等を
知らせることをいう。
７ この訓令において「相談」とは、通報に先立ち又はこれに関連して、必要な
助言を受けることをいう。
８ この訓令において「受付」とは、内部通報先に対してなされた通報、相談、
意見又は苦情等を受けることをいう。
９ この訓令において「受理」とは、内部通報先に対してなされた通報について、
調査又は是正措置を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。
１０ この訓令において「被通報者」とは、その者が法令違反行為等を行った、
行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。
１１ この訓令において「任命権者等」とは、職員の任命権者、任命権の委任を
受けた者その他職員又は被通報者を監督する立場にある者をいう。
（総括通報等責任者）
第３条 職員等から内部通報先に対してなされる通報及び相談（以下「通報等」
という。）への対応に関する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこ
ととし、次長をもって充てる。
２ 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程類の整備、研修の実施、
通報に関する調査の進捗等の管理、通報等を理由とする不利益取扱いの防止
その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。
３ 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を調査室に行わせることができ
るものとする。
（内部通報・相談窓口）
2
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③
第４条 消費者庁の内部において消費者庁及び職員による法令違反行為等に関
してなされる通報等を取り扱うため、調査室に内部通報・相談窓口を置き、総
括通報等責任者がこれを総括する。
２ 内部通報・相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。
一 消費者庁及び職員による法令違反行為等に関してなされる通報等の受付
に関すること。
二 内部通報先の通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関するこ
と。
三 通報者及び相談者（以下「通報者等」という。）との連絡調整に関するこ
と。
四 各課との連絡調整に関すること。
（通報・相談の外部窓口）
第５条 消費者庁の外部において消費者庁及び職員による法令違反行為等に関
してなされる通報等を取り扱うため、通報・相談の外部窓口を置き、総括通報
等責任者がこれを総括する。
２ 通報・相談の外部窓口は、前条第２項第一号から第三号までに掲げる事務を
取り扱う。
３ 通報・相談の外部窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により次の
各号に掲げる措置をとるものとする。
一 通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取し、通報等の内容を
把握すること。
二 前号の措置により把握した内容を調査室に報告し、通報の受理の可否に
ついて検討を求めること。
三 調査室が通報等について調査を行うに際して、調査室の求めに応じ、助言
及び指導を行うこと。
四 その他消費者庁の法令遵守等を確保するために必要な措置を行うこと。
４ 通報・相談の外部窓口が前項第二号に係る事務を行う場合には、通報者が調
査室に特定されないための措置をとるものとする。ただし、次に掲げる場合
を除く。
一 通報者による書面（電子メールを含む。）による明示の同意があった場合
二 通報者が調査室に自らが通報を行ったことを既に明らかにしている場合
５ 通報・相談の外部窓口は、通報者等による通報等の内容が、調査室職員によ
る不正等、調査室に報告することが不適当と判断した場合には、総括通報等責
任者に報告するものとする。

3
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③
（法令等遵守担当官）
第６条 各課の課長をそれぞれの課の法令等遵守担当官とする。法令等遵守担
当官は、職員から内部通報先になされた通報等の対応に協力するとともに、通
報等を行った職員の保護の徹底を図るものとする。
２ 法令等遵守担当官は職員から直接通報等を受けた場合には、通報者等から
通報等の内容となる事実の概要その他の必要な情報を聴取し、通報等に関す
る秘密保持及び個人情報の保護、通報等を理由とする不利益取扱いの防止に
留意しつつ、通報等に対し調査、是正措置を行うものとする。その際、第１２
条から第１４条まで、第１６条及び第１７条第３項から第５項までに規定す
る手続を必要に応じて行うものとする。
３ 法令等遵守担当官は、通報等への対応を行った場合には、その概要について、
別紙に定める内部通報受付票を用いて、調査室に報告するものとする。
第２章 秘密保持の徹底・利益相反の排除等
（秘密保持及び個人情報保護の徹底）
第７条 通報等への対応に関与した職員（通報等への対応に付随する職務等を
通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。）及び通報・相
談の外部窓口担当者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
２ 通報等への対応に関与した職員及び通報・相談の外部窓口担当者は、当該対
応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用してはならない。
３ 通報等への対応に関与する職員及び通報・相談の外部窓口担当者は、通報等
への対応に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への
対応の各段階（通報等の受付、調査、是正措置及び通報者等への結果通知。以
下同じ。）及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなけ
ればならない。
一 以下に例示する措置をとることにより、情報を共有する範囲及び共有する
情報の範囲を必要最小限に限定すること。
イ 通報等の事案に係る記録・資料（通報等に係る情報を電磁的に管理して
いる場合の電磁的記録を含む。）を閲覧することが可能な者を最小限に限
定すること。
ロ 通報等の事案に係る記録・資料を施錠管理等すること。
ハ 通報等の事案に係る新たな資料を作成する際は、必要に応じて、関係者
の固有名詞を仮称表記にするよう努めること。
ニ 通報等に係る電磁的記録を管理する場合には、操作・閲覧履歴を記録す
ること。
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二 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報
のほか、調査等が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得な
い情報等を含む。以下同じ。）については、被通報者及びその関係者に対し
て開示しないこと（通報等の対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報
を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。）。
三 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示
する場合には、通報者等の書面（電子メールを含む。）による明示の同意を
取得すること。
四 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並び
に当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対
して明確に説明すること。
五 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐ
ため、通報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。
４ 内部通報先における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護
に関しては、前３項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令その他
関係法令に従うものとする。
（利益相反関係の排除）
第８条 通報等への対応に関与した職員及び通報・相談の外部窓口担当者は、自
ら当事者となっている案件に関する通報その他の利益相反関係を有する案件
についての通報等への対応に関与してはならない。
２ 通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各段階において、相互に
当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
３ 通報等への対応に着手しようとする者は、当該案件について自らが利益相
反関係を有すると思料するときは、直ちに調査室長にその旨を伝えなければ
ならない。
第３章 通報等の受付等
（受付の範囲及び取扱い）
第９条 内部通報先は、職員等からの次の各号に掲げる事実についての通報等
を受け付けるものとする。ただし、第一号から第四号までに掲げる事実につい
ては消費者庁の法令遵守の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められ
るものに限る。
一 法令に違反する行為に関する事実
二 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に違反する行為に関する事実
三 人事院規則に違反する行為に関する事実
5
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四 消費者庁訓令等の内部規定に違反する行為に関する事実
五 その他、消費者庁の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実
２ 内部通報先は、通報等があったときは、法及び国の行政機関向けガイドライ
ンの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の
受付又は通報の受理を拒んではならない。
３ 内部通報先は、匿名による通報等についても、可能な限り、実名による通報
等と同様の取扱いを行うよう努める。
（受付手続）
第１０条 内部通報・相談窓口及び通報・相談の外部窓口は、通報等を受け付け
たときは、内部通報受付票に従い、通報等への対応に関する秘密保持及び個人
情報の保護に留意しつつ、次に掲げる事項を通報者等に確認するものとする。
ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、こ
の限りでない。
一 通報者等の氏名及び連絡先（電話番号、電子メールアドレス又は住所若し
くは居所）
二 被通報者の氏名
三 通報者等と被通報者との関係
四 通報等の内容となる事実の概要と関係する法令等
五 前号の事実を裏付ける資料、物件等の有無及びその名称等
２ 内部通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報
者等に説明するものとする。ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名に
よる通報等であるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得な
い理由がある場合はこの限りでない（以下、第１２条に規定する説明並びに次
項、次条第２項、第１３条第３項、第１６条第４項及び第１８条第２項に規定
する通知においても、同様とする。）。
一 通報等に関する秘密は保持されること。
二 個人情報は保護されること。
三 通報受付後の手続の流れに関すること。
３ 前２項において、書面（電子メールを含む。）等、通報者等が通報等の到着
を確認できない方法によって通報等がなされた場合には、速やかに通報者等
に対して通報等を受領した旨を通知するよう努めるものとする。
４ 通報を受け付ける際には、専用回線を設けることや、勤務時間外に個室や庁
舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報等の秘密を守ることとする。
（受理手続）
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第１１条 調査室は、内部通報・相談窓口が通報者から通報を受け付けた後は、
法及び国の行政機関向けガイドラインの趣旨を踏まえて当該通報に関して調
査又は是正措置を行う必要性について十分に検討する。
２ 内部通報・相談窓口は、調査室が通報を受理すると判断したときはその旨を、
受理しないと判断したとき（情報提供として受け付けることを含む。）はその
旨及びその理由を、通報者等に通知する。
３ 調査室は、当該通報を受理するときは、当該通報への対応手続の終了までに
必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。
（受理等の通知）
第１２条 前条第２項の場合において、通報を受理する旨を通知するときは、内
部通報・相談窓口は、当該通報を行った通報者に対して、通報者本人からの情
報流出によって通報者が特定されることを防ぐため、通報者本人も情報管理
に十分留意すべきことを併せて説明するものとする。
第４章 調査及び是正措置
（調査の実施）
第１３条 通報を受理した調査室は、当該通報に関する秘密を保持するととも
に、個人情報を保護するため、通報者が被通報者及びその関係者に特定されな
いよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を
行う。
２ 総括通報等責任者及び調査室長は、調査の方法、内容等の適正を確保すると
ともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法
により、通報事案を適切に管理する。
３ 調査室は、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プラ
イバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を
適宜通知するとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅
滞なく通知する。
（調査の方法）
第１４条 通報事実の調査に当たっては、調査室は通報者等から面談、電話、電
子メール等を通じて聴取を行い、通報事実の内容を把握し、当該内容を、通報
者等に提示して、内容に誤りがないか確認するよう努める。
２ 通報に関して調査又は是正措置を行う必要性がないとして調査を終了する
場合には、通報を受領したこと又は調査を実施したことについて被通報者の
任命権者等に知らせないものとする。ただし、調査の実施の過程で、既に任命
7

p.11

③
権者等へ聴取を行っている場合を除く。
３ 調査の端緒が通報等であることを他の職員に認識させないよう、事案の性
質に応じて、次に掲げる調査方法を用いる等、適切な措置をとるものとする。
一 抜き打ちの監査を装うこと。
二 該当部署以外の部署にもダミーの調査を行うこと。
三 核心部分ではなく周辺部分から調査を開始すること。
四 庁内のコンプライアンスの状況に関する匿名のアンケートを、全ての職員
を対象に定期的に行うこと。
（協力義務等）
第１５条 調査室は、通報事実の調査等に当たり、法令等遵守担当官の協力が必
要となる場合には、法令等遵守担当官と連携して調査を行い、是正措置をとる
など、相互に緊密に連絡し協力する。
２ 調査室から調査の協力を求められた職員は、調査に誠実に協力をしなけれ
ばならず、調査を妨害する行為をしてはならない。
（調査結果に基づく措置）
第１６条 調査室は、調査の結果、第９条第１項第１号から第５号までに掲げる
事実があると認めるときは、速やかに被通報者の任命権者等に調査結果を報
告する、是正権限を有する部署に対し是正措置及び再発防止策をとるよう要
求するなどの措置をとらなければならない。
２ 前項の是正措置及び再発防止策の要求を受けた部署は、速やかに是正措置
及び再発防止策をとるものとする。
３ 前項の措置をとった場合には、措置を行った者はその内容を速やかに調査
室に報告することとする。
４ 調査室は、第２項の措置がとられた場合には、その内容を、消費者庁におけ
る適正な業務遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護
に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する。
５ 調査室は、是正措置又は再発防止策をとった後、法令違反行為等が再発して
いないか、是正措置又は再発防止策が十分に機能しているか確認するととも
に、必要に応じ、新たな是正措置又は再発防止策をとる。
第５章 通報者等の保護等
（通報者等の保護）
第１７条 通報者等である職員の任命権者等は、内部通報先に対し不正の利益
を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報等を行
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った職員に対し、通報等を行ったことを理由として、懲戒処分その他不利益な
取扱いをしてはならない。
２ 前項における不利益な取扱いの例は、次に掲げるとおりである。
一 職員たる地位の得喪に関する行為（免職、辞職の強要、任期の更新拒否、
本採用・再任用の拒否、休職等）
二 人事上の取扱いに関する行為（降格、降任、不利益な配置換・転任・長期
出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分等）
三 経済待遇上の取扱いに関する行為（減給その他手当等における不利益な取
扱い、不当な損害賠償請求等）
四 精神上又は生活上の取扱いに関する行為（事実上の嫌がらせ等）
３ 調査室は、被通報者が、通報者等の存在を知り得る場合には、被通報者が通
報者等に対して第１項に規定する不利益な取扱いを行うことがないよう、被
通報者に対して、注意喚起をする等の措置をとるものとする。
４ 調査室は、通報等の対応の終了後、通報者等に対し、通報等をしたことを理
由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認する。
５ 調査室は、通報者等が、第１項に規定する不利益な取扱いを受けていること
が明らかになった場合には、これを是正し得る者に通知し是正を求める、人事
院に対する不利益処分についての審査請求（国家公務員法（昭和２２年法律第
１２０号）第９０条）、勤務条件に関する行政措置の要求（同法第８６条）、苦
情相談制度等を利用することができる旨を伝えるなど、通報者等の保護に係
る必要なフォローアップを行うよう努める。
（意見又は苦情への対応）
第１８条 内部通報先は、内部通報先に対する通報等への対応に関して通報者
等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努
める。
２ 前項の申出の内容が、通報等への対応に関する秘密及び個人情報の漏洩、通
報に関する調査及び是正措置の遅滞、不適切な調査の実施その他内部通報先
の不適切な対応に関するものである場合には、前項の申出を受けた内部通報
先は、速やかに苦情に係る内部通報先における対応状況を確認し、必要な是正
措置等をとった上で、その結果を通報者等に通知するものとする。
第６章 雑則
（懲戒処分等）
第１９条 任命権者等は、第７条第１項及び第２項の規定に正当な理由なく違
反した職員及び第１７条第１項の規定に違反した職員に対しては、懲戒処分
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③
その他適切な措置をとるものとする。
（通報等の関連文書の管理）
第２０条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については、文書管理に関
する法令、消費者庁文書管理規程（平成２１年９月１日消費者庁訓令第５号）
等に基づき適切な方法で管理しなければならない。
（法及び本訓令の周知等）
第２１条 総括通報等責任者は、消費者庁における通報等への適切な対応を推
進するため、通報等への対応に関する規程類を整備するほか、職員に対する広
報の実施、定期的な研修、説明会の実施その他適切な方法により、法及び本訓
令に基づく通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組み等につい
て、充分に周知するものとする。
２ 総括通報等責任者は、前項の事務を、調査室に行わせることができる。
３ 内部通報先は、通報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組みに
ついて職員等から問合せがあった場合には、教示するものとする。
（調査室における通報対応の評価及び改善）
第２２条 内部通報先における通報対応の仕組みの運用状況についての透明性
を高めるとともに、客観的な評価を行うことを可能とするため、調査室は、通
報対応の仕組みの運用状況に関する次に掲げる情報を、各年度の終了後、速や
かに公表する。ただし、当該情報を公表することにより、通報に関する秘密保
持及び個人情報の保護並びに適正な業務遂行の確保及び利害関係人の秘密、
信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、個々の通
報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とすることができる。
一 通報受付件数
二 通報事案の概要
三 通報事案の調査結果の概要
四 調査の結果を踏まえてとった是正措置
五 調査対応状況の概要
六 通報対応に要した期間
七 その他通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるために
必要な事項
２ 調査室は、通報対応の仕組みの運用状況について、職員及び中立的な第三者
の意見等を踏まえて定期的に評価及び点検を行うとともに、他の行政機関、民
間事業者による先進的な取組事例等を参考として、通報対応の仕組みを継続
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的に改善するよう努める。
（他の法令等との関係）
第２３条 通報等への対応手続については、他の法令（告示、訓令その他の規則
を含む。）に特別の定めがある場合又はこれに基づく運用がある場合を除くほ
か、本訓令の定めるところによる。
第２４条 本訓令は、職員等が本訓令に規定する者以外の職員に対し通報等を
行うことを妨げるものではない。

附 則
この訓令は、平成２９年９月２７日から施行する。
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参考１

各都道府県の管内市区町村における
内部の職員等からの通報・相談窓口設置率
平成30年３月31日現在

1位
1位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
19位
20位
20位
22位
23位
23位
25位
26位
26位
28位
29位
30位
31位
32位
33位
34位
34位
36位
37位
38位
38位
40位
41位
42位
43位
44位
45位
46位
47位

徳島県
愛媛県
千葉県
愛知県
佐賀県
大分県
京都府
埼玉県
岡山県
鳥取県
神奈川県
兵庫県
滋賀県
大阪府
東京都
島根県
富山県
宮崎県
新潟県
三重県
秋田県
広島県
静岡県
香川県
山口県
岐阜県
長崎県
青森県
茨城県
福岡県
岩手県
宮城県
山梨県
奈良県
栃木県
群馬県
和歌山県
福井県
石川県
熊本県
北海道
鹿児島県
福島県
沖縄県
長野県
山形県
高知県

100.0%
100.0%
94.4%
85.2%
84.2%
83.3%
80.8%
79.4%
79.2%
78.9%
78.1%
78.0%
77.8%
76.7%
75.8%
73.7%
73.3%
65.4%
63.3%
62.1%
60.0%
59.1%
58.8%
58.8%
57.9%
57.1%
57.1%
全国の設置率
55.0%
54.5%
53.4%
51.5%
48.6%
46.2%
45.9%
45.8%
45.5%
40.0%
35.3%
33.3%
31.8%
31.6%
27.9%
27.1%
27.0%
26.0%
24.2%

55.1％

14.7%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
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参考２

各都道府県の管内市区町村における
外部の労働者からの通報・相談窓口設置率
平成30年３月31日現在

1位
2位
2位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
16位
17位
18位
18位
20位
20位
22位
23位
24位
25位
26位
27位
28位
29位
30位
31位
32位
33位
34位
34位
36位
37位
38位
38位
40位
41位
42位
43位
44位
45位
46位
47位

徳島県
千葉県
愛媛県
鳥取県
京都府
神奈川県
大分県
愛知県
東京都
大阪府
茨城県
島根県
埼玉県
滋賀県
岡山県
兵庫県
三重県
新潟県
富山県
山口県
広島県
山梨県
宮城県
岐阜県
静岡県
秋田県
栃木県
石川県
群馬県
奈良県
佐賀県
福岡県
長崎県
福井県
香川県
青森県
宮崎県
岩手県
熊本県
沖縄県
北海道
和歌山県
長野県
山形県
福島県
鹿児島県
高知県

100.0%
77.8%
77.8%
73.7%
69.2%
62.5%
61.1%
59.3%
56.5%
55.8%
47.7%
47.4%
46.0%
44.4%
41.7%
41.5%
41.4%
40.0%
40.0%
36.8%
36.4%
34.6%
34.3%
33.3%
32.4%
32.0%
29.2%
27.8%
27.3%
27.0%
26.3%
24.1%
23.8%
23.5%
23.5%
22.5%
19.2%
18.2%
18.2%
16.2%
15.8%
13.3%
12.3%
12.1%
11.9%
11.6%

全国の設置率

34.2％

5.9%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
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⑤

公益通報窓口の設置・実効性向上の取組等

令和元年10月
消費者行政新未来創造オフィス

p.18

⑤

消費者行政新未来創造オフィスにおける取組
消費者行政新未来創造プロジェクト
「公益通報者保護制度の整備促進」

プロジェクト実施の背景
・市区町村においては、通報・相談窓口や通報に適切
に対応するための体制の整備が十分に進んでいない。

・市区町村における制度の整備を促進するためのモデル
事業として、徳島県において先駆的に実施。

徳島における国・県・市町村の密接な連携
による取組の推進
【消費者庁と県の連携】
消費者庁から県に対する後方支援
（助言、協力、情報提供等）

徳島県

【県と市町村の連携】
県のリーダシップによる市町村への支援
①担当課を決定（徳島県は消費者行政担当課）
②県から市町村幹部に対し、通報・相談窓口
の整備の必要性を丁寧に説明
③県が具体的な整備・運用の方法を提示
（要綱の雛形の提供等）
④県から他の地方公共団体の運用実績や事例等
を情報提供（市町村の負担感を軽減）

市町村

【市町村における取組】
市町村幹部のコミットメントによる着実な取組
①窓口担当課を決定
②通報の設置要綱を作成
③通報・相談窓口の設置を周知、制度を運用

今後の取組予定
【県内各地方公共団体の通報制度の実効性の向上】
・通報制度の円滑・適切な運用
→「地方公共団体向けガイドライン」を踏まえ、
各地方公共団体の規模等の実情に応じて通報
制度を円滑かつ適切に運用
・通報制度の評価・改善
→通報制度の運用状況を定期的に評価・点検、
制度の継続的改善
【全国の市区町村における通報窓口の整備率の向上】
・四国地域の通報窓口の整備促進
→四国各県と協力し未設置市町村の窓口設置を
促進
・四国以外の地方公共団体への全国展開
→通報窓口の整備運用に係る先進的な取組事例等
を全国に展開
【本件に関する問合せ先】
消費者庁消費者行政新未来創造オフィス
088-600-0009・0032・0010・0022
青木・坂本・小松・西
徳島県消費者くらし政策課 088-621-2175
勝間・篠原・徳元

p.19

⑤ 【参考】市町村の通報・相談窓口の進捗状況（抜粋）
（設置率：令和元年10月１日現在）

都道府県

内部の職員等からの
通報・相談窓口

外部の労働者等からの
通報・相談窓口

徳島県

１００％

１００％

愛媛県

１００％

１００％

香川県

１００％

９４.１％

年度内完了予定

高知県

７０.６％

６４.７％

年度内完了予定

鳥取県

８４.２％

８４.２％

年度内完了予定

京都府

９２.３％

７６.９％

備考

p.20

【県の取組１】市町村公益通報担当者研修（グループワーク）
⑤

p.21

⑤

【県の取組２】公益通報者保護制度ｅラーニング

職員が都合の良い時間に自分のパソコンからイントラネット上の
研修ページにアクセスし、受講できる

p.22

⑥

３ プロジェクト ｜ ④公益通報窓⼝及び内部通報制度の整備促進
消費者庁と県が連携して実施しているプロジェクトについて
徳島県作成資料「プロジェクト通信３月号」より抜粋

④公益通報窓口及び内部通報制度の整備促進
公益通報者保護法は、公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを
禁止する法律です。その通報を処理するための内部通報制度は、事業者の自浄作用を発揮し、
不正や不祥事を早期に確認、是正することができる非常に有効な制度です。
そこで、この制度の実効性を向上させ、消費者の安全安心を守り、社会経済全体の利益を図
るため、県内に通報窓口を整備していきます。
市町村職員向け研修会（H29.12.22）

Ｈ２９年度

◆県内自治体の内部通報窓口の設置
内部通報窓口は、市町村の職員が同市町村に関する不正を通報することが
できる同市町村の窓口
H29.3.31時点で県内8市町村に設置（設置率33.3％）
→ H29.7.24時点で県内全市町村に設置（設置率100％を達成）

◆県内全市町村における外部通報窓口の設置
外部通報窓口は、外部の労働者が自分の所属する事業者の不正等について，
処分又は勧告等の権限を有する国や県、市町村等の行政機関へ通報すること
のできる窓口
H29.3.31時点で県内3市町村（設置率12.5％）
→ H29.10.1時点で県内全市町村に設置（設置率100％を達成）

事業者団体による会員向け研修会

◆市町村担当者会を開催
◆コンプライアンス経営強化推進事業（H30も実施）
県内事業者を会員に持つ３団体に業務委託し、会員にアンケートや
研修等を実施し、内部通報窓口の設置を推進

Ｈ３０年度

◆「外部の労働者からの公益通報共通窓口」を県消費者情報センターに設置
市町村対応の外部の労働者からの通報・相談を相談者が希望する場合、
県で相談受付をする共通窓口を設置
→ H30.4.2で県内全市町村と協定を締結し、設置（全国初）

市町村公益通報担当者研修会（H31.2.6)

◆事業者、大学生向け研修会を開催
◆民間事業者向け内部通報窓口設置パッケージ作成、提供
事業者が内部通報窓口設置する際に必要な内部規程等の資料を
一式にした資料集を作成。今後は県内事業者等に提供する予定

◆職員を対象とした公益通報者保護制度ｅラーニングを実施
◆市町村担当者向け研修会を開催
◆消費者庁による全国市町村への通報窓口設置の推進を支援

全国展開
他の都道府県モデルとなるようさらに推進し、徳島の取組事例を踏まえ、
他の都道府県で展開

- 22 -
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⑥

３ プロジェクト ｜ ④公益通報窓⼝及び内部通報制度の整備促進

県内市町村における通報・相談窓口の100％設置を達成！
内部の職員等からの通報・相談窓口

外部の労働者からの通報・相談窓口

平成29年７⽉
徳島県１位
100％

平成29年3⽉
徳島県41位
12.75％

平成29年3⽉
徳島県38位
33.3％

※グラフは平成30年３月末時点

平成29年10⽉
徳島県１位
100％

- 23 -

出典：消費者庁作成資料

p.24

⑥

３ プロジェクト ｜ ④公益通報窓⼝及び内部通報制度の整備促進

平成３０年度の徳島県の主な取り組み
（３）公益通報者保護制度ｅラーニング

（１）外部の労働者からの公益通報共通
窓口の設置
・平成３０年４月、全市町村と協定締結し、労働
者からの通報を市町村に代わって受けられる
「外部の労働者からの公益通報共通窓口」を
全国に先駆けて、県消費者情報センターに設置。
通報受付後は通
報者を匿名化し、
市町村に連絡す
ることより、通
報者が安心して
通報できる仕組
みにしている。

（２）民間事業者向け内部通報窓口設置
パッケージ作成、公表
・事業者の内部通報窓口設置を支援するために、
通報対応マニュアルや研修用資料、内部通報規程
例等様々な資料を一式にした「民間事業者向け
内部通報窓口設置パッケージ」を作成、公表。

更新

・自治体職員は通報できる立場であるのと同時に、
通報を受けた際には、通報者を保護し、適切に
対応する立場でもあることから、制度を再認識
するためのｅラーニングを実施。
・対象者の約97.1%(3,697人)が受講。
・今後、県内自治体に職員に向けて
研修を実施してもらうため、
ｅラーニング研修用資料を自治体に提供する予定。
※徳島県庁で実施したｅラーニングは、職員が都合の良い時間に、自分のパソ
コンからイントラネット上の研修ページにアクセスし、受講できる仕組み。

（４）市町村担当者向け研修会

更新

・公益通報者保護制度に詳しい
淑徳大学の日野准教授を招へいし、
担当者向けの研修会を実施。
・通報受付対応の実績が少ない
職員の不安を取り除けるよう、
事例をシミュレートする
実践的なグループワークを実施。
・様々な観点から出てきた多種多様な
意見を発表していただき、全員で共有。
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⑦

≪徳島市における労働者からの公益通報の処理に係るフローチャート≫
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⑧ 鳥取県の例
公益通報者保護法関係 法令所管課一覧
令和元年6月1日現在
法律名
1

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第
医療政策課
二百十七号）

2 医師法（昭和二十三年法律第二百一号）
3

法令所管課

医療政策課

医療・保険課
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十
五年法律第百四十五号）
畜産課

4 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

担当電話番号
0857-26-7173
0857-26-7172
0857-26-7203
0857-26-7286

医療政策課

0857-26-7172

消防防災課

0857-26-7063

6 温泉法（昭和二十三年法律第百二十五号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

7 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

長寿社会課

0857-26-7175

8 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成四年法律第六十三号）

雇用政策課

0857-26-7699

9 覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）

医療・保険課

0857-26-7226

10 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）

企業支援課

0857-26-7249

11 化製場等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十号）

くらしの安心推進課

0857-26-7877

12 家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）

畜産課

0857-26-7286

13 家畜取引法（昭和三十一年法律第百二十三号）

畜産課

0857-26-7290

教育委員会事務局
（高等学校課）

0857-26-7929

教育・学術振興課

0857-26-7022

15 家庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）

くらしの安心推進課

0857-26-7183

16 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）

消防防災課

0857-26-7063

17 看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）

医療政策課

0857-26-7190

健康政策課

0857-26-7153

19 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号） 治山砂防課

0857-26-7384

20 狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二百四十七号）

くらしの安心推進課

0857-26-7877

21 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）

政策法務課

0857-26-7628

22 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

水産課

0857-26-7318

23 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号）

水産課

0857-26-7318

24 クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

25 計量法（平成四年法律第五十一号）

くらしの安心推進課

0857-26-7601

26 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）

水環境保全課

0857-26-7402

27 健康増進法（平成十四年法律第百三号）

健康政策課

0857-26-7202

28 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百七号）

福祉保健課

0857-26-7145

29 建設業法（昭和二十四年法律第百号）

県土総務課

0857-26-7454

30 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）

技術企画課

0857-26-7808

31 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

住まいまちづくり課

0857-26-7391

32 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）

住まいまちづくり課

0857-26-7391

33 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）

くらしの安心推進課

0857-28-7185

34 建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和三十七年法律第百号）

水環境保全課

0857-26-7870

35 高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）

消防防災課

0857-26-7063

5

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律
第百四十九号）

14 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

18

36

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百
十四号）

備考

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十
行政監察・法人指導課 0857-26-7884
九号）

37 興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）

くらしの安心推進課

0857-28-7185

38 工業用水法（昭和三十一年法律第百四十六号）

水環境保全課

0857-26-7400

39 公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

40 小売商業調整特別措置法（昭和三十四年法律第百五十五号）

企業支援課

0857-26-7215

p.27

⑧ 鳥取県の例
公益通報者保護法関係 法令所管課一覧
令和元年6月1日現在
法律名
41

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九
十一号）

法令所管課

担当電話番号

住まいまちづくり課

0857-26-7391

42 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）

医療・保険課

0857-26-7165

43 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）

医療・保険課

0857-26-7165

44 湖沼水質保全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）

水環境保全課

0857-26-7197

45 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）

県民課

0857-26-7753

46 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

子育て応援課

0857-26-7570

47 雇用対策法（昭和四十一年法律第百三十二号）

雇用政策課

0857-26-7699

48 ゴルフ場に係る会員契約の適正化に関する法律（平成四年法律第五十三号）

消費生活センター

0859-34-2765

49 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）

福祉保健課

0857-26-7142

50 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号）

危機管理政策課

0857-26-7584

51 再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成二十五年法律第八十五号）

医療・保険課

0857-26-7189

52 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）

治山砂防課

0857-26-7384

53 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）

医療政策課

0857-26-7204

54 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）

医療政策課

0857-26-7173

55 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）

緑豊かな自然課

0857-26-7200

環境立県推進課

0857-26-7206

57 児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）

青少年・家庭課

0857-26-7149

58 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

青少年・家庭課

0857-26-7149

59 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

福祉監査指導課

0857-26-7140

60 獣医療法（平成四年法律第四十六号）

畜産課

0857-26-7286

56

61

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削
減等に関する特別措置法（平成四年法律第七十号）

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成
子育て応援課
十八年法律第七十七号）

0857-26-7570

62 住宅宿泊事業法（昭和二十九年法律第六十五号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

63 柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）

医療政策課

0857-26-7173

64 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）

文化財課

0857-26-7524

65 集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）

農地・水保全課

0857-26-7334

66

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百
企業支援課
九十五号）

67 種苗法（平成十年法律第八十三号）

0857-26-7453

とっとり農業戦略課

0857-26-7327

障がい福祉課

0857-26-7866

障がい福祉課

0857-26-7675

水環境保全課

0857-26-7401

71 使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）

循環型社会推進課

0857-26-7198

72 商店街振興組合法（昭和三十七年法律第百四十一号）

企業支援課

0857-26-7217

73 消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百号）

消費生活センター

0857-26-7186

74 消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）

くらしの安心推進課

0857-26-7183

75 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年法律第七十号）

くらしの安心推進課

0857-26-7284

76 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）

くらしの安心推進課

0857-26-7284

77 食品表示法（平成二十五年法律第七十号）

くらしの安心推進課

0857-26-7247

78 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）

健康政策課

0857-26-7857

79 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号）

農林水産総務課

0857-26-7332

80 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号）

森林づくり推進課

0857-26-7305

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法
律第百二十三号）
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五
69
号）
70 浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号）
68

備考
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⑧ 鳥取県の例
公益通報者保護法関係 法令所管課一覧
令和元年6月1日現在
法律名

法令所管課

担当電話番号

81 水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）

農林水産総務課

0857-26-7332

82 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）

水環境保全課

0857-26-7197

83 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）

水環境保全課

0857-26-7401

84 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）

河川課

0857-26-7386

85 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律（平成二年法律第五十五号）

環境立県推進課

0857-26-7206

86 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）

くらしの安心推進課

0857-26-7284

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法律第
くらしの安心推進課
百六十四号）

0857-26-7185

87

88 生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）

福祉保健課

0857-26-7859

89 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）

福祉監査指導課

0857-26-7144

90 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）

障がい福祉課

0857-26-7862

91 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）

環境立県推進課

0857-26-7206

92 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）

環境立県推進課

0857-26-7206

93 大規模小売店舗立地法（平成十年法律第九十一号）

企業支援課

0857-26-7215

94 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号）

危機管理政策課

0857-26-7584

95 大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）

医療・保険課

0857-26-7203

96 宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）

技術企画課

0857-26-7372

97 宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）

住まいまちづくり課

0857-26-7411

98 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）

道路企画課

0857-26-7619

99 中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）

企業支援課

0857-26-7217

企業支援課

0857-26-7217

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する
企業支援課
法律（昭和五十二年法律第七十四号）

0857-26-7215

102 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号） 緑豊かな自然課

0857-26-7872

103 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）

くらしの安心推進課

0857-26-7284

104 津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）

住まいまちづくり課

0857-26-7391

105 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年法律第百十一号）

住まいまちづくり課

0857-26-7411

106 電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和四十五年法律第九十六号）

消防防災課

0857-26-7063

107 電気工事士法（昭和三十五年法律第百三十九号）

消防防災課

0857-26-7063

108 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号）

くらしの安心推進課

0857-26-7877

109 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）

道路企画課

0857-26-7619

100 中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）
101

110 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和四十六年法律第百七号） 環境立県推進課

0857-26-7206

111 特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）

0859-34-2705

112

消費生活センター

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置
水環境保全課
法（平成六年法律第九号）

0857-26-7402

113 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）

医療・保険課

0857-26-7203

114 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）

住まいまちづくり課

0857-26-7371

治山砂防課

0857-26-7819

116 土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）

水環境保全課

0857-26-7197

117 と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）

くらしの安心推進課

0857-26-7284

118 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）

健康政策課

0857-26-7194

119 農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）

農林水産総務課

0857-26-7266

120 農業保険法（昭和二十二年法律第百八十五号）

とっとり農業戦略課

0857-26-7589

121 農産物検査法（昭和二十六年法律第百四十四号）

生産振興課

0857-26-7280

122 農住組合法（昭和五十五年法律第八十六号）

農林水産総務課

0857-26-7266

123 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）

農林水産総務課

0857-26-7266

115

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二
年法律第五十七号）

備考
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⑧ 鳥取県の例
公益通報者保護法関係 法令所管課一覧
令和元年6月1日現在
法律名

法令所管課

担当電話番号

124 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

125 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和四十五年法律第百三十九号）

生産振興課

0857-26-7415

126 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）

循環型社会推進課

0857-26-7681

備考

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）
127

（農業協同組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、
農林水産総務課
水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会）
（不動産特定共同事業者、宅地建物取引業者） 住まいまちづくり課
（貸金業者） 企業支援課

128

0857-26-7266
0857-26-7411
0857-26-7249

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平
成十九年法律第百三十三号）
（農業協同組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、
農林水産総務課
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会）

0857-26-7266

129 被災市街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）

住まいまちづくり課

0857-26-7364

130 美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

131 肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

132 武器等製造法（昭和二十八年法律第百四十五号）

消防防災課

0857-26-7063

133 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

134 不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）

くらしの安心推進課

0857-26-7247

135 不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）

住まいまちづくり課

0857-26-7411

136 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年法律第百五十二号）

技術企画課

0857-26-7372

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律
危機対策・情報課
第百十二号)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第六十
138
循環型社会推進課
四号）
137

139 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

0857-26-7878
0857-26-7198

文化財課

0857-26-7937

くらしの安心推進課

0857-26-7247

141 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）

医療政策課

0857-26-7190

142 母体保護法（昭和二十三年法律第百五十六号）

子育て応援課

0857-26-7572

143 墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成十三年
循環型社会推進課
法律第六十五号）

0857-26-7684

140

144

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十
一年法律第二十六号）

145 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）

医療・保険課

0857-26-7203

146 マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成十四年法律第七十八号）

住まいまちづくり課

0857-26-7411

住まいまちづくり課

0857-26-7364

青少年・家庭課

0857-26-7149

医療・保険課

0857-26-7203

150 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）

水産課

0857-26-7339

151 理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

152 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）

くらしの安心推進課

0857-26-7185

153 旅行業法（昭和二十七年法律第二百三十九号）

観光戦略課

0857-26-7421

154 林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）

森林づくり推進課

0857-26-7305

155 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）

林政企画課

0857-26-7296

156 臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）

医療政策課

0857-26-7173

157 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）

長寿社会課

0857-26-7178

158 労働関係調整法（昭和二十一年法律第二十五号）

雇用政策課

0857-26-7699

159 労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）

雇用政策課

0857-26-7699

147

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十
九号）

148 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
149

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十二
号）
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⑨ 伊勢市の例

［ 市が、外部からの公益通報の窓口となる事例 ］
（例） Ａ社が無断で市道に看板を置いていることを市に通報するとき
１．通報者がＡ社に勤めているとき → 公益通報 に該当します。
・市の公益通報窓口か、Ａ社内の公益通報窓口に通報してください。
２．通報者がＢ社に勤めているとき、どこにも勤めていないとき → 公益通報 に該当しません。
・市道を管理する担当課へ連絡していただくことになります。
３．通報者が人材派遣のＣ社に勤め、Ａ社に派遣されているとき → 公益通報 に該当します。
・市の公益通報窓口か、Ａ社内の公益通報窓口に通報してください。
法律名

法律の概要

通報の事例

悪臭防止法

規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行う事等
により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律

浄化槽・下水からの汚臭、たい肥・有機肥料の臭気、腐敗臭、調理に伴う異
臭、焼却臭、揮発臭、刺激臭、汚物臭など基準を超える悪臭を事業者が発 環境課
生させている場合

介護保険法

加齢に伴って生ずる疾病等により要介護状態となった者が、その能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うための介 地域密着型サービス提供事業所で、人員・設備の基準違反、介護給付等の
介護保険課
護保険給付等に関して必要な事項を定め、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること 不正請求、その他運営について不適切な運用が行われている場合
を目的とする法律

学校教育法

学校の種類、目的、修業年限、職員組織、教育内容、教科書、入学資格等学校教育の基本とな
児童を小学校、中学校等に就学させる義務を負う保護者に代わる事業者等
る事項のほか学校の設置、管理、学校の監督等学校行政に関する事項について規定している
学校教育課
がその義務を履行していない場合
法律

狂犬病予防法

狂犬病の発生の予防、そのまん延防止、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び
事業者が保有する犬の登録や狂犬病予防接種がされていない場合
公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律

下水道法

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下 事業者が、明らかに下水排水基準を超過する悪質汚水を適正に処理せず、
下水道施設管理課
水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図ることを目的とする法律
故意に排出している場合

健康増進法

高齢者の医療の確保に関する法律

国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓
練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上と老人福祉の増進を図ることを目的
とする法律
国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画
の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療に
ついて、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、
後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の
向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする法律

所管課

環境課

・医療機関等が偽りその他不正の行為によりがん検診等に関する費用の支
払を受けた場合
健康課
・報告や文書提出等の義務に関する違反等を職員が通報する場合
・保険医療機関等が偽りその他不正の行為により医療に関する費用の支払
を受けた場合
医療保険課
・報告や文書提出等の義務に関する違反等を職員が通報する場合

災害対策基本法

総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図るため、防災に関する必要な体制の確立、
災害応急対策に従事する人以外が、警戒区域へ立ち入ることを制限したり
防災に関する責任の所在の明確化、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及
禁止する命令に対しての違反や、退去の命令に対しての違反など
び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定める法律

災害対策本部
（危機管理課）

児童福祉法

次代の社会の担い手たる児童一般の健全な育成を図るため、児童福祉に関する専門的機関、 児童福祉施設での運営費の不正受給など運営実態や、児童の処遇に関す
こども課
資格、各種の保障等について定める法律
ること

障害者自立支援法

障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び 自立支援給付に係る障害者等に対し、自立支援給付対象サービス等の内
障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊 容に関し、報告の提出を求めた際に虚偽の報告をした場合
重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律

高齢・障がい福祉課
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⑨ 伊勢市の例

法律名

法律の概要

浄化槽法

・届出のあった浄化槽以外のもので、構造に関する建築基準関係規定に適
浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制
合していないものにすりかえて設置した場合
度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めるこ
・浄化槽の清掃の技術上の基準に従って清掃が行われず、生活環境の保 環境課
と等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な
全と公衆衛生上必要があると認められる場合
処理を図ることを目的とする法律
・浄化槽清掃業の許可の基準に適合しない場合

商店街振興組合法

消防法

振動規制法

騒音規制法

大規模地震対策特別措置法

通報の事例

商店街が形成されている地域で、小売商業、サービス業、その他の事業を営む者が協同して地
・法律の規定に違反して余剰金を配当する行為
域の環境の整備改善事業や共同経済事業を行い、構成員の健全な発展に寄与するとともに、
・組合を解散するとき、法令に違反して組合の財産を分配する行為
公共の福祉に資することを目的とする法律
・防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、消火や避難な
火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火 どの消防活動に支障になると認められる場合や火災が発生したならば人命
災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に に危険であると認める場合
資することを目的とするものであり、消防機関のほか、防火対象物や危険物施設の所有者、管 ・製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合し
理者、占有者等、火災発見者等、又は消防対象物の関係者等について一定の役割を定めてい ない場合
る。
・病院、工場、事業所、飲食店などにおいて、技術上の基準を満たす消防用
設備等を設置・維持していない場合
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動に
工場・事業場・建設現場などで基準を超える振動を発生させたり、作業時間
ついて必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環
帯を守らないなどの行為
境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律
工事及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音に 機械・工具の作動音、モーター音、自動車の吸排気・走行音、警笛、カラオ
ついて必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境 ケ、拡声器音、建設作業音、ボイラー音などで、基準を超えている騒音を発
を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律
生させている場合
大規模な地震による災害からの国民の生命、身体及び財産を保護するため、事前予知が可能
な大規模地震に関して甚大かつ深刻な被害が想定される地域を地震防災対策強化地域に指定
地震防災応急対策に従事する人以外が、警戒区域へ立ち入ることを制限し
し、防災関係機関に地震防災計画の作成や地震観測体制の整備、地震防災訓練の実施等の
たり禁止する命令に対しての違反や、退去の命令に対しての違反など
義務付け、内閣総理大臣による警戒宣言発令後の防災関係機関、住民等の対応の義務付けに
ついて規定している。

所管課

商工労政課

消防本部予防課

環境課

環境課

地震災害警戒本部
（危機管理課）

市道に関する次のような禁止行為
・みだりに道路を損傷したり、汚損すること
・みだりに道路に土石、竹木などを積むなど、道路の構造や交通に支障を及
道路の意義、種別、管理主体及び道路の建設から廃止に至るまでの手続きを明らかにし、また
ぼすおそれのある行為をすること
道路法
公共空間としての道路の目的外使用に係る占用許可について所要の規定を設けるとともに、道
維持課
・道路内での足場・看板等の不法占用
路管理に必要な費用負担を定めている法律
・道路占用者の許可条例違反
・特殊車輌の無許可運行
・無許可による道路工事
各種公害規制法を遵守し、公害の防止に資するため、各種公害規制法により公害発生施設とし
特定工場における公害防止組織の整備
機械・工具の作動音振動、モーター音振動など、規制対象施設設置事業場
て規制されている施設が設置されている工場の事業者に対し、公害防止統括者及び公害防止
環境課
に関する法律
で公害防止統括者等の組織が適正に整備されていない場合
管理者を中核とする公害防止組織の整備などを規定している法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・一般廃棄物の不法投棄、焼却など
・一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の無許可営業
廃棄物の排出抑制と適正処理を目的とし、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、一般廃
・一般廃棄物を飛散、流出させるなど、一般廃棄物処理基準に適合しない一
棄物については市町村、産業廃棄物については事業者が処理責任を有すること、廃棄物処理
環境課
般廃棄物の収集、運搬、処分
基準の設定、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設に対する許認可等を規定している法律
・再委託基準違反、名義貸し禁止違反、禁錮以上の刑に処せられるなど、一
般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可の基準に適合しない場合

武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻
武力攻撃事態等における国民の保護の 撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、国 武力攻撃事態での、特定物資保管命令違反や、警戒区域への立ち入り禁
ための措置に関する法律
全体として万全な態勢を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目 止命令違反など
的とする法律

対策本部
（危機管理課）
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⑩

【内部の職員等からの通報等への対応手続に関する要綱例（注１）】

○○市（注２）の職員等からの通報等への
対応手続に関する要綱（注３）

（注１）本要綱例は、消費者庁の訓令をもとに、市区
町村が要綱を策定又は改定する際の参考資
料とするために作成したものです。あくま

平成○年○月○日

でも一例を示したものですので、各市区町

○○市○○第○号

村において実際に要綱を策定又は改定する
際には、それぞれの組織の実情等を踏まえ

目次
第１章

総則（第１条－第６条）

て十分に検討していただくことが必要で

第２章

秘密保持の徹底・利益相反関係の排除等（第７

す。また、各市区町村において、一層充実し
た取組を行うことを妨げるものではござい

条－第８条）

ません。

第３章

通報等の受付等（第９条－第１１条）

第４章

調査及び是正措置（第１２条－第１５条）

第５章

通報者等の保護等（第１６条－第１７条）

第６章

雑則（第１８条－第２３条）

（注２）それぞれの市区町村名に置きかえてご活用
ください（以下同じ）
。

（注３）教育委員会等任命権者が異なる場合は、組

第１章

織ごとに異なった規程にすることも考えら

総則

れます。

（目的）
第１条

この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律

第１２２号。以下「法」という。）及び「公益通報者保
護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイ
ドライン（内部の職員等からの通報）」（平成２９年７
月３１日 消費者庁。以下「地方公共団体向けガイドラ
イン」という。）の趣旨を踏まえて、○○市において、
○○市及び○○市職員についての法令違反行為等に関
する、職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これ
らの通報等への対応手続に関する事項を定めることに
より、通報者等の保護を図るとともに、○○市の法令遵
守等を確保することを目的とする。
（定義）
第２条

この要綱において「法令違反行為等」とは、第９

条第１項に規定する、○○市及び○○市職員による法令
違反、条例違反その他の不正な行為又は○○市の法令遵
守の確保及び適正な業務遂行に資する事実をいう（当該
法令違反行為等が生じるおそれがある場合を含む。）。
２

この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者とす
る。

一

○○市職員（臨時職員等（注４）を含む。以下「職員」

（注４）臨時職員以外に非常勤嘱託等様々な勤務形
態がある場合は、これらの人々も対象に含

という。）
1
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⑩

二

○○市と契約関係にある事業者及びその役職員

三

前二号に規定する者であった者

四

前各号に規定する者のほか○○市の法令遵守等を

確保する上で必要と認められる者（注5）
３

めることが考えられます。

（注５）各地方公共団体と密接な関係を有する法人

この要綱において「内部通報先」とは、第４条に規定

及びその役職員等のほか、住民等について

する内部通報・相談窓口及び第５条に規定する通報・相

もその範囲に含めることが考えられます。

談の外部窓口並びに第６条に規定する法令等遵守担当
官をいう。
４

この要綱において「受付」とは、内部通報先に対して
なされた通報、相談、意見又は苦情等を受けることをい
う。

５

この要綱において「受理」とは、内部通報先に対して
なされた通報について、調査又は是正措置を行う必要性
があるものとして受け付けることをいう。

６

この要綱において「被通報者」とは、その者が法令違
反行為等を行った、行っている又は行おうとしていると
通報された者をいう。

７

この要綱において「任命権者等」とは、職員の任命権
者、任命権の委任を受けた者その他職員又は被通報者を
監督する立場にある者をいう。

８

この要綱において「出先機関等」とは、○○市設置条
例第○条に基づく○○市の支所、出張所その他の関連施
設のことをいう。

（総括通報等責任者）
第３条

職員等から内部通報先に対してなされる通報及

び相談（以下「通報等」という。）への対応に関する事
務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、
△△（注6）をもって充てる。
２

（注６）通報等の内容は多岐に渡る可能性があるほ

総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程類

か、通報事案に係る調査や是正措置等に複

の整備、研修の実施、通報に関する調査の進捗等の管理、

数の部局が関与する可能性があることか

通報等を理由とする不利益な取扱いの防止その他通報

ら、総括通報等責任者については、当該地

等への適切な対応の確保に関する事務を総括するもの

方公共団体全体に対して指揮・監督を行う

とする。

権限を有する幹部（市区町村長、副市区町

３
7）

総括通報等責任者は、前項に規定する事務を□□課（注

村長、総務部長等）とすることが一般的で

に行わせることができるものとする。

あると考えられます

（内部通報・相談窓口）
第４条

（注７）通報等への適切な対応の確保に関する具体

○○市の内部において○○市及び○○市職員に

的な事務の実施については、当該地方公共

よる法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱

団体において法令遵守やコンプライアンス

うため、□□課に内部通報・相談窓口を置き、総括通報

等を担当する部署に担当させることが一般

等責任者がこれを総括する。

的であると考えられます。

2
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２

内部通報・相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。

一

○○市及び○○市職員による法令違反行為等に関

してなされる通報等の受付に関すること。
二

内部通報先の通報等への対応についての意見又は

苦情の受付に関すること。
三

通報者及び相談者（以下「通報者等」という。）と

の連絡調整に関すること。
四

○○市の各部局及び出先機関等との連絡調整に関

すること。
（通報・相談の外部窓口）（注8）
第５条

（注８）外部窓口を設置しない場合には省略するこ

○○市の外部において○○市及び○○市職員に

とも可能ですが、職員等が同じ組織に属す

よる法令違反行為等に関してなされる通報等を取り扱

る担当者に対して通報等をすることには心

うため、通報・相談の外部窓口を置き、総括通報等責任

理的な抵抗が生じることもあることなどか

者がこれを総括する。

ら、組織外部に専門性を有する弁護士等を

２

通報・相談の外部窓口は、前条第２項第一号から第三
号までに掲げる事務を取り扱う。

３

配置した窓口を設置することが望ましいと
考えられます。

通報・相談の外部窓口は、通報等を受け付けたときは、
その内容により次の各号に掲げる措置をとるものとす
る。

一

通報者等から面談、電話、電子メール等を通じて聴

取し、通報等の内容を把握すること。
二

前号の措置により把握した内容を□□課に報告し、

通報の受理の可否について検討を求めること。
三

□□課が通報等について調査を行うに際して、□□

課の求めに応じ、助言及び指導を行うこと。
四

その他○○市の法令遵守等を確保するために必要

な措置を行うこと。
４

通報・相談の外部窓口が前項第二号に係る事務を行う
に当たっては、通報者が□□課に特定されないための措
置をとるものとする。だだし、次に掲げる場合を除く。

一

通報者等からの書面（電子メールを含む。）による

明示の同意があった場合
二

通報者等が□□課に自らが通報等を行ったことを

既に明らかにしている場合
５

通報・相談の外部窓口は、通報者等による通報等の内
容が、□□課職員による不正等、□□課に報告すること
が不適当と判断した場合には、総括通報等責任者に報告
するものとする。

（法令等遵守担当官）
第６条

各部局及び出先機関等の長（注9）をそれぞれの部局
3

（注 9）どのような役職の者を法令等遵守担当官と
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及び出先機関等の法令等遵守担当官とする。法令等遵守

するかについては、組織の規模等の実情に応

担当官は、職員等から内部通報先になされた通報等の対

じてご判断ください。

応に協力するとともに、通報等を行った職員等の保護の
徹底を図るものとする。
２

法令等遵守担当官は職員等から直接通報等を受けた
場合には、通報者等から通報等の内容となる事実の概要
その他の必要な情報を聴取し、通報等に関する秘密保持
及び個人情報の保護、通報等を理由とする不利益取扱い
の防止に留意しつつ、通報等に対し調査、是正措置を行
うものとする。その際、第１０条、第１２条、第１３条、
第１５条及び第１６条第２項から第４項までに規定す
る手続を必要に応じて行うものとする。

３

法令等遵守担当官は、通報等への対応を行った場合に
は、その概要について、別紙に定める内部通報受付票を
用いて、□□課に報告するものとする。

第２章

秘密保持の徹底・利益相反の排除等

（秘密保持及び個人情報保護の徹底）
第７条

通報等への対応に関与した職員（通報等への対応

に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り
得た者を含む。以下同じ。）及び通報・相談の外部窓口
担当者は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
２

通報等への対応に関与した職員及び通報・相談の外部
窓口担当者は、当該対応手続において知り得た個人情報
の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用
してはならない。

３

通報等への対応に関与する職員及び通報・相談の外部
窓口担当者は、通報等への対応に関する秘密保持及び個
人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階
（通報等の受付、調査、是正措置及び通報者等への結果
通知。以下同じ。）及び通報等への対応終了後において、
次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一

情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必

要最小限に限定すること。（注10）
二

（注 10）情報管理を徹底するためには、例えば以下

通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏

のような措置を講ずることが考えられま

名、所属等の個人情報のほか、調査等が通報を端緒と

す。

したものであること、通報者等しか知り得ない情報等

・通報等の事案に係る記録・資料（通報等

を含む。以下同じ。）については、被通報者及びその

に係る情報を電磁的に管理している場合

関係者に対して開示しないこと（通報等の対応を適切

の電磁的記録を含む。
）を閲覧することが

に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定す

可能な者を最小限に限定すること。

る同意を取得して開示する場合を除く。）。
三

・通報等の事案に係る記録・資料を施錠管

通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が
4
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許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面

・通報等の事案に係る新たな資料を作成す

（電子メールを含む。）による明示の同意を取得する

る際は、必要に応じて、関係者の固有名

こと。

詞を仮称表記にすること。

四

前号に規定する同意を取得する際には、開示する目

・通報等に係る電磁的記録を管理する場合

的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することに

には、操作・閲覧履歴を記録すること。

よって生じ得る不利益について、通報者等に対して明
確に説明すること。
４

内部通報先における通報等への対応に際する秘密保
持及び個人情報の保護に関しては、前３項に定めるもの
のほか、個人情報の保護に関する法令その他関係法令等
に従うものとする（注11）。

（注 11）通報者等の特定につながり得る情報を、情
報共有が許される範囲外に開示する場合に

（利益相反関係の排除）
第８条

は、通報者等の同意が必要ですが（第７条

職員及び通報・相談の外部窓口担当者は、自ら当

第３項第三号）
、それが困難な場合の対応等

事者となっている案件に関する通報その他の利益相反

については、個人情報の保護に関する法令

関係を有する案件についての通報等への対応に関与し

等に従い、適切に判断してください。

てはならない。
２

通報等への対応に関与する者は、通報等への対応の各
段階において、相互に当該通報に利益相反関係を有して
いないか確認するものとする。

３

通報等への対応に着手しようとする者は、当該案件に
ついて自らが利益相反関係を有すると思料するときは、
直ちに□□課長にその旨を伝えなければならない。

第３章

通報等の受付等

（受付の範囲及び取扱い）
第９条

内部通報先は、職員等からの次の各号に掲げる事

実についての通報等を受け付けるものとする。ただし、
第一号から第三号までに掲げる事実については○○市
の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行のために必要
と認められるものに限る。
一

法令に違反する行為に関する事実

二

○○市に適用される条例、規則その他の規程に違反

する行為に関する事実
三

その他、○○市の法令遵守等の確保及び適正な業務

遂行に資する事実
２

内部通報先は、通報等があったときは、法及び地方公
共団体向けガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正
に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は通
報の受理を拒んではならない。

３

内部通報先は、匿名による通報等についても、可能な
限り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努め
5
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る。
（受付手続）

第１０条

内部通報・相談窓口及び通報・相談の外部窓口

は、通報等を受け付けたときは、内部通報受付票に従い、
通報等への対応に関する秘密保持及び個人情報の保護
に留意しつつ、通報等への対応に必要な事項（注12）を通

（注 12）通報等への対応に必要な事項としては、例

報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の特定

えば以下のようなものが考えられます。

につながり得る情報を確認することについて、通報者等

・通報者等の氏名及び連絡先（電話番号、

の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合

電子メールアドレス又は住所若しくは居

は、この限りでない。

所）

２

内部通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、

・被通報者の氏名

次に掲げる事項を通報者等に説明するものとする（注13）。

・通報者等と被通報者との関係

ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による通

・通報等の内容となる事実の概要と関係す

報等であるため通報者等への説明が困難である場合そ
の他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない（以
下、次項、次条第２項、第１２条第３項、第１５条第４

る法令等
・通報等の内容となる事実を裏付ける資
料、物件等の有無及びその名称等

項及び第１７条第２項に規定する通知においても、同様
とする。）。

（注 13）通報者等本人からの情報流出によって通報

一

通報等に関する秘密は保持されること。

者等が特定されることもあることから、通

二

個人情報は保護されること。

報者等に対して、情報管理の重要性につい

三

通報受付後の手続の流れに関すること。

て十分に理解させることも必要と考えられ

３

前２項において、書面（電子メールを含む。）等、通

ます。

報者等が通報等の到着を確認できない方法によって通
報等がなされた場合には、速やかに通報者等に対して通
報等を受領した旨を通知するよう努めるものとする。
４

通報を受け付ける際には、法令遵守担当官が受ける場
合を除き、専用回線を設けることや、勤務時間外に個室
や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報等の秘
密を守ることとする。

（受理手続）
第１１条

□□課は、内部通報・相談窓口が通報者から通

報を受け付けた後は、法及び地方公共団体向けガイドラ
インの趣旨を踏まえて当該通報に関して調査又は是正
措置を行う必要性について十分に検討する。
２

内部通報・相談窓口は、□□課が通報を受理すると判
断したときはその旨を、受理しないと判断したとき（情
報提供として受け付けることを含む。）はその旨及びそ
の理由を、通報者等に通知する（注14）。

３

（注 14）通報が受理されることと、通報者に対して

□□課は、当該通報を受理するときは、当該通報への

法律上の保護が及ぶこととは別問題である

対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定す

ことを通報者に丁寧に説明して理解しても

6
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るよう努めるものとする。

らうことは、後日の紛争等を防ぐためにも
重要ですので、通知の際に、
「通報が受理さ
れることは、必ずしも通報者が法による保

第４章

調査及び是正措置

護の対象となることを意味しないことを説

（調査の実施）
第１２条

明する」旨の規定を設けることも考えられ

通報を受理した□□課は、当該通報に関する秘

ます。

密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報
者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分
に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法
で調査を行う。
２

総括通報等責任者及び□□課長は、調査の方法、内容
等の適正を確保するとともに、調査の適切な進捗を図る
ため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通
報事案を適切に管理する。

３

□□課は、適正な業務執行の確保及び利害関係人の秘
密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場
合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を適宜通知す
るとともに、調査結果を可及的速やかに取りまとめ、そ
の結果を遅滞なく通知する。

（調査の方法）
第１３条

通報事実の調査に当たっては、□□課は通報者

等から面談、電話、電子メール等を通じて聴取を行い、
通報事実の内容に誤りがないか確認するよう努める。
２

通報に関して調査又は是正措置を行う必要性がない
として調査を終了する場合には、通報を受領したこと又
は調査を実施したことについて被通報者の任命権者等
に知らせないものとする。ただし、調査の実施の過程で、
既に任命権者等へ聴取を行っている場合を除く。

３

調査の端緒が通報等であることを他の職員に認識さ
せないよう、事案の性質に応じて適切な措置をとるもの
とする。（注15）

（注 15）調査の端緒が通報等であることを他の職員
に認識させないための措置としては、例え

（協力義務等）
第１４条

ば以下のようなものが考えられます。

□□課は、通報事実の調査等に当たり、法令等

遵守担当官の協力が必要となる場合には、法令等遵守担
当官と連携して調査を行い、是正措置をとるなど、相互
に緊密に連絡し協力する。
２

・抜き打ちの監査を装うこと。
・該当部署以外の部署にもダミーの調査を
行うこと。
・核心部分ではなく周辺部分から調査を開

□□課から調査の協力を求められた職員は、調査に誠
実に協力をしなければならず、調査を妨害する行為をし
てはならない。

始すること。
・庁内のコンプライアンスの状況に関する
匿名のアンケートを、全ての職員を対象
に定期的に行うこと。

7
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（調査結果に基づく措置）

第１５条

□□課は、調査の結果、第９条第１項第一号か

ら第三号までに掲げる事実があると認めるときは、速や
かに被通報者の任命権者等に調査結果を報告する又は
是正権限を有する部署に対し是正措置及び再発防止策
をとるよう要求するなどの措置をとらなければならな
い。
２

前項の是正措置及び再発防止策の要求を受けた部署
は、速やかに是正措置及び再発防止策をとるものとす
る。

３

前項の措置をとった場合には、措置を行った者はその
内容を速やかに□□課に報告することとする。

４

□□課は、第２項の措置がとられた場合には、その内
容を、○○市における適正な業務遂行及び利害関係人の
秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない
範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する（注16）。

５

（注 16）通知をする際、
「通報者が通知を受けた内容

□□課は、是正措置又は再発防止策をとった後、法令

について他に漏らしてはならないこと」に

違反行為等が再発していないか、是正措置又は再発防止

ついて担当者から説明することを記載する

策が十分に機能しているか確認するとともに、必要に応

ことも考えられます。

じ、新たな是正措置又は再発防止策をとる。
第５章

通報者等の保護等

（通報者等の保護）
第１６条

通報者等である職員の任命権者等は、内部通報

先に対し不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目
的その他の不正の目的でなく、通報等を行った職員に対
し、通報等を行ったことを理由として、懲戒処分その他
不利益な取扱い（注17）をしてはならない。
２

３

４

（注 17）不利益な取扱いの具体的な内容としては、

□□課は、被通報者が、通報者等の存在を知り得る場

例えば以下のようなものが考えられます。

合には、被通報者が通報者等に対して第１項に規定する

・職員たる地位の得喪に関する行為（免職、

不利益な取扱いを行うことがないよう、被通報者に対し

辞職の強要、任期の更新拒否、本採用・

て、注意喚起をする等の措置をとるものとする。

再任用の拒否、休職等）

□□課は、通報等の対応の終了後、通報者等に対し、

・人事上の取扱いに関する行為（降格、降

通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いが行わ

任、不利益な配置換・転任・長期出張等

れていないかを適宜確認する。

の命令、昇進・昇格における不利益な取

□□課は、通報者等が、第１項に規定する不利益な取

扱い、懲戒処分等）

扱いを受けていることが明らかになった場合には、これ

・経済待遇上の取扱いに関する行為（減給

を是正し得る者に通知し是正を求める又は人事委員会

その他手当等における不利益な取扱い、

（又は公平委員会）に対する不利益処分についての審査

不当な損害賠償請求等）

請求（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４
９条の２）若しくは勤務条件に関する措置の要求（同法

・精神上又は生活上の取扱いに関する行為
（事実上の嫌がらせ等）

第４６条）若しくは苦情相談制度等を利用することがで
8
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きる旨を伝えるなど、通報者等の保護に係る必要なフォ
ローアップを行うよう努める。
（意見又は苦情への対応）

第１７条

内部通報先は、内部通報先に対する通報等への

対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受け
たときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。
２

前項の申出の内容が、通報等への対応に関する秘密及
び個人情報の漏洩、通報に関する調査及び是正措置の遅
滞、不適切な調査の実施その他内部通報先の不適切な対
応に関するものである場合には、前項の申出を受けた内
部通報先は、速やかに苦情に係る内部通報先における対
応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上で、その
結果を通報者等に通知するものとする。

第６章

雑則

（懲戒処分等）
第１８条

任命権者等は、第７条第１項及び第２項の規定

に正当な理由なく違反した職員及び第１６条第１項の
規定に違反した職員に対しては、懲戒処分その他適切な
措置をとるものとする。
（通報等の関連文書の管理）
第１９条

通報等への対応に係る記録及び関係資料につ

いては、文書管理に関する法令、○○市文書管理規程（平
成○年○月○日○○市○○第○号）等に基づき適切な方
法で管理しなければならない。
（法及び本訓令の周知等）
第２０条

総括通報等責任者は、○○市における通報等へ

の適切な対応を推進するため、通報等への対応に関する
規程類を整備するほか、職員に対する広報の実施、定期
的な研修、説明会の実施その他適切な方法により、法、
地方公共団体向けガイドライン及び本要綱に基づく通
報等の方法、通報等の取扱い、通報者等の保護の仕組み
等について、充分に周知するものとする。
２

総括通報等責任者は、前項の事務を、□□課に行わせ
ることができる。

３

内部通報先は、通報等の方法、通報等の取扱い、通報
者等の保護の仕組みについて職員等から問合せがあっ
た場合には、教示するものとする。

9
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（通報対応の評価及び改善）

第２１条

○○市における通報対応の仕組みの運用状況

についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行
うことを可能とするため、□□課は、通報対応の仕組み
の運用状況に関する情報を、各年度の終了後、速やかに
公表する。（注18）ただし、当該情報を公表することによ

２

（注18）公表する情報の内容としては、例えば以下

り、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適

のようなものが考えられます。

正な業務遂行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、

・通報受付件数

プライバシー等の保護に支障が生じる場合においては、

・通報事案の概要

個々の通報事案ごとに、その全部又は一部を非公表とす

・通報事案の調査結果の概要

ることができる。

・調査の結果を踏まえてとった是正措置

□□課は、通報対応の仕組みの運用状況について、定

・調査対応状況の概要

期的に評価及び点検を行う（注19）とともに、他の行政機

・通報対応に要した期間

関、民間事業者による先進的な取組事例等を参考とし

・その他通報対応の仕組みの運用状況につ

て、通報対応の仕組みを継続的に改善するよう努める。
（他の法令等との関係）
第２２条

いての透明性を高めるために必要な事項

（注19）この際、職員や監査部門の意見のほか、弁

通報等への対応手続については、他の法令（条

護士や学識経験者など中立的な第三者の意

例、規則その他の規程を含む。）に特別の定めがある場

見を踏まえることも有益であると考えられ

合又はこれに基づく運用がある場合を除くほか、本要綱

ます。

の定めるところによる。
第２３条

本要綱は、職員等が本要綱に規定する者以外の

職員に対し通報等を行うことを妨げるものではない。
附

則

この要綱は、平成○年○月○日から施行する。
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＜内部通報受付票 □新規 □追加＞

別紙
受付番号
受付日

受 付
通報日時

平成

受付者情報

通報者
情報

年

月

日

（電話、メール、文書、その他（

））

氏名：

役職

氏名：

電話番号：

住所等：

Ｅｍａｉｌ：

被通報者との関係
進捗状況の連絡希望：

（自宅）
（携帯）

□同部局の職員（□被通報者の部下 □その他） □他の部局の職員
□取引先（□従業員 □その他 ）
／□上記であった者 ／□その他（
）
□有 ／ □無

連絡事項：

説明事項（要綱第10条第２項関係）： □秘密保持／□個人情報保護／□通報後の手続の流れ
違反者：
所属又は住所：
※日時、場所、内容、目的、原因、通報理由等を確認
違法行為等の内容：
通報内容
違法行為等が（ □生じている ／□生じようとしている ／□その他（

））

証拠書類：

□無

対象となる法令等：
その他

特記（留意）事項：

受 理
決定日

平成

年

月

日
□受理

検討結果：

取扱内容

（受理の場合）
標準処理期間
不受理の理由
通知日
通知方法

□不受理（□情報提供）
※通報への対応手続終了までに見込まれる期間

か月 ／ □設定困難

□当該通報に関して調査又は措置を行う必要性が認められない
□その他（
平成

年

月

※通報者に対する受理・不受理の通知日

日

□電話 □メール □その他（

）

）

確認事項
・通報者の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的： □有（
・通報に係る情報等の開示に関する通報者の了解の有無、範囲・対象： □有（範囲：
･本通報と公益通報者保護法との関係： □対象 □対象外（理由：

） □無
対象：

） □無

）

・通報者に対する不利益取扱い等の有無：□有（

）

□無

・本通報と通報等への関与者の利益相反関係の有無：□有（講じた措置等：

） □無
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＜内部通報受付票 □新規 □追加＞

別紙
受付番号 30－６
受付日 平成30年6月5日

受 付
通報日時
受付者情報

平成30年6月5日

（電話、メール、文書、その他（

））

公益 花子

氏名：

○○課課長補佐

役職

ショウヒ ノリコ

氏名：

消 費

住所等：
通報者
情報

被通報者との関係

（自宅）
（携帯）○○○ー○○○○ー○○○○

電話番号：

法子

○○県○○市○○

Ｅｍａｉｌ：

○○○○＠○○

■同部局の職員（■被通報者の部下 □その他） □他の部局の職員
□取引先（□従業員 □その他 ）
／□上記であった者 ／□その他（
）

進捗状況の連絡希望：

■有 ／ □無

連絡事項：

説明事項（要綱第10条第２項関係）： ■秘密保持／■個人情報保護／■通報後の手続の流れ
違反者：
所属又は住所：

○○○○
○○課
※日時、場所、内容、目的、原因、通報理由等を確認

違法行為等の内容：

平成30年５月30日、○○県○市○○の事業所内において、……、……のため通報。

通報内容
違法行為等が（ □生じている ／■生じようとしている ／□その他（

））

証拠書類：

その他

■無

対象となる法令等：

○○条例

特記（留意）事項：

メールでのやり取りを希望。

受 理
決定日

平成30年6月12日
■受理

検討結果：

取扱内容

（受理の場合）
標準処理期間
不受理の理由
通知日
通知方法

□不受理（□情報提供）
※通報への対応手続終了までに見込まれる期間

３か月 ／ □設定困難

□当該通報に関して調査又は措置を行う必要性が認められない
□その他（
※通報者に対する受理・不受理の通知日

平成30年6月12日
□電話 ■メール □その他（

）

）

確認事項
・通報者の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的： □有（
・通報に係る情報等の開示に関する通報者の了解の有無、範囲・対象： □有（範囲：
･本通報と公益通報者保護法との関係： □対象 ■対象外（理由：○○条例違反

対象：

） ■無
） ■無

）

・通報者に対する不利益取扱い等の有無：□有（

）

■無

・本通報と通報等への関与者の利益相反関係の有無：□有（講じた措置等：

） ■無
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日付
通報受付日

備考

通報者への通知

備考

受付課：

受理決定日

□電話 □メール □その他（

）

調査開始日

□電話 □メール □その他（

）

調査完了日

□電話 □メール □その他（

）

措置実施日

□電話 □メール □その他（

）

措置完了日

□電話 □メール □その他（

）

事後確認日

□電話 □メール □その他（

）
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【外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱例（注１）】

●●市（注２）における外部の労働者等か
らの通報等への対応手続に関する要綱

（注１）本要綱例は、消費者庁の訓令をもとに、市区
町村が要綱を策定又は改定する際の参考資
料とするために作成したものです。あくま

平成●年●月●日
●●市●●第●号

でも一例を示したものですので、各市区町
村において実際に要綱を策定又は改定する
際には、それぞれの組織の実情等を踏まえ

目次
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章

て十分に検討していただくことが必要で

総則（第１条－第５条）

す。また、各市区町村において、一層充実し

通報等の受付等（第６条－第１２条）
調査及び措置（第１３条－第１５条）
通報者等の保護等（第１６条－第１９条）
雑則（第２０条－第２４条）

た取組を行うことを妨げるものではござい
ません。

（注２）それぞれの市区町村名に置きかえてご活用
ください（以下同じ）
。

第１章 総則
（目的）
第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法
律第１２２号。以下「法」という。）及び「公益通報
者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関す
るガイドライン（外部の労働者等からの通報）」
（平成
２９年７月３１日消費者庁。以下「地方公共団体向け
ガイドライン」という。）の趣旨を踏まえて、●●市
において外部の労働者等からの法に基づく公益通報
及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に取
り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事
項を定めることにより、通報者等の保護を図るととも
に、事業者の法令遵守等を推進することを目的とす
る。
（定義）
第２条 この要綱において「外部の労働者等」とは、次
に掲げる者とする。
一 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用さ
れている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労
働者及び当該事業者と契約関係にある事業者（以下
「取引先事業者」という。）の労働者
二

通報内容となる事実に関係する事業者及び取引
先事業者の理事、取締役その他の役員
三 取引先事業者
1
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四
五

前三号に規定する者であった者
前四号に規定する者のほか通報内容となる事実

に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必
要と認められる者
２ この要綱において「受付」とは、●●市に対してな
された通報、相談、意見又は苦情を受けることをいう。
３ この要綱において「受理」とは、●●市に対してな
された通報について、調査又は法令等に基づく措置そ
の他適当な措置（以下「措置」という。）を行う必要
性があるものとして受け付けることをいう。
４ この要綱において「主管課」とは、通報内容となる
事実に関する事務を所掌する課をいう（注３）。

（注３）通報等への対応を行う際の組織単位をどの
ように設定するか（課レベルとするか、部
レベルとするか等）については、各市区町

（組織体制）
第３条 ●●市に対してなされる通報及び相談（以下
「通報等」という。）への対応に関する事務を総括す
るため、総括通報等責任者を置くこととし、▲▲（注４）
をもって充てる。
２ 総括通報等責任者は、通報等への対応に関する規程
類の整備、教育研修の実施、通報に関する調査の進捗
等の管理その他通報等への適切な対応の確保に関す
る事務を総括するものとする。
３ 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を通報等
責任者に行わせることができるものとし、通報等責任
者は主管課の課長をもって充てる。

村の組織の規模等の実情に応じて決定して
ください。

（注４）通報等の内容は多岐に渡る可能性があるほ
か、通報事案に係る調査や是正措置等に複
数の部局が関与する可能性があることか
ら、総括通報等責任者については、当該地
方公共団体全体に対して指揮・監督又は総
合調整を行う権限を有する幹部（市区町村
長又は副市区町村長若しくは総務部局、消
費者行政部局、産業・労政部局等の関係部
局の長等）とすることが一般的であると考
えられます。

第４条 通報等責任者は、主管課において、通報に関す
る調査の進捗等の管理、職員が教育研修に参加する機
会の確保その他通報等への適切な対応の確保に関す
る事務を掌理するものとする。
２

通報等責任者は、主管課の職員の中から、通報等担
当者を指定する。
３ 通報等担当者は、通報等責任者を補佐し、主管課に
おける通報等の管理、通報者及び相談者（以下「通報
者等」という。）との連絡その他の通報等への対応に
関する事務を担当する。
（通報・相談窓口）
第５条 ●●市に対してなされる通報等を一元的に取
（注５）

り扱うため、■■課
に通報・相談窓口を置くこ
ととし、総括通報等責任者がこれを総括する。
２ 通報・相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。た
2

（注５）通報・相談窓口の設置先については、広報広
聴、住民生活・消費者行政、産業・労政、法
令遵守・コンプライアンス等を担当する部
局等が考えられますが、各地方公共団体の
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だし、第一号から第三号までの規定は、通報・相談窓
口を経由せずに主管課に対してなされた通報等及び

実情を踏まえて決定してください。

意見又は苦情を、当該主管課において受け付けること
を妨げるものではない。
一 ●●市に対してなされる通報等の受付に関する
こと。
二 ●●市の通報等への対応についての意見又は苦
情の受付に関すること。
三 通報者等との連絡調整に関すること。
四 主管課との連絡調整に関すること。

第２章 通報等の受付等
（受付の範囲及び取扱い）
第６条 ●●市は、外部の労働者等からの次に掲げる事
実についての通報等を受け付けるものとする。
一

法第２条第３項に規定する通報対象事実（以下
「通報対象事実」という。）
二 前号に定めるもののほか、法令及び●●市の区域
内に適用される条例、規則その他の規程に違反する
行為に関する事実（当該違反行為について処分又は
勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に
限る。）
三 前二号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等
の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認
められるその他の事実
２ 前項の規定により受け付けた通報等の内容につい
て、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有す
るときは、●●市は、当該権限を有する他の行政機関
を通報者等に対して遅滞なく教示するものとする。
３

●●市は、通報等があったときは、法及び地方公共
団体向けガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正
に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は
通報の受理を拒まないものとする。
４ ●●市は、匿名による通報等についても、可能な限
り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努め
る。
（受付手続）
第７条 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、
別紙に定める外部通報受付票に従い、通報等に関する
秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報等へ
3
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の対応に必要な事項（注６）を通報者等に確認するもの
とする。ただし、通報者等の同意が得られない場合そ

の他確認に支障がある場合は、この限りでない。
２ 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、次
に掲げる事項を通報者等に説明するものとする（注７）。
ただし、通報者等が説明を望まない場合、匿名による
通報等であるため通報者等への説明が困難である場
合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りで
ない（以下、次項、第１１条、第１３条第３項及び第
１４条第２項に規定する通知、次条第１項第２号に規
定する教示、並びに第１２条第１項に規定する教示及
び資料の提供においても、同様とする。）。
一 通報等に関する秘密は保持されること。
二 個人情報は保護されること。
三 通報受付後の手続の流れに関すること。
３ 前２項において、書面、電子メール等、通報者等が
通報等の到着を確認できない方法によって通報等が
なされた場合には、通報等の到着を確認次第、通報等
を受領した旨を通報者等に対して遅滞なく通知する
よう努めるものとする。

（注６）通報等への対応に必要な事項として、例え
ば以下のようなものが考えられます。
・通報者等の氏名及び連絡先（電話番号、
電子メールアドレス及び住所又は居所）
・通報等の内容となる事実に係る事業者の
氏名又は名称、所在地及びウェブアドレ
ス
・通報者等と事業者との関係
・通報等の内容となる事実の概要と関係す
る法令等
・通報等の内容となる事実を裏付ける資
料、物件等の有無及びその名称等

（注７）通報者等本人からの情報流出によって通報
者等が特定されることもあることから、通
報者等に対して、情報管理の重要性につい
て十分に理解させることも必要と考えられ
ます。

（受付時の対応）
第８条 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、
その内容により次の各号のいずれかの措置をとるも
のとする。
一 適切な主管課に通報等を取り次ぐこと。
二 ●●市ではなく他の行政機関が通報内容につい
て処分又は勧告等をする権限を有する場合におい
て、当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対
して遅滞なく教示することその他適切な措置をと
ること。
２ 前項第二号の場合において、通報者等からの通報等
に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影
響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合に
は、通報等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報
の保護に関する法令等に従い（注８）、当該他の行政機関
に当該内容について情報提供をすることができるも
のとする。

（注８）他の行政機関に情報提供する際には原則と
して通報者等本人の同意が必要と考えられ
ますが、それが困難な場合の対応等につい
ては、個人情報の保護に関する法令等に従
い、適切に判断してください（以下第 12 条

（主管課における事実の聴取、受付等）
第９条 主管課は、通報者等から通報等の内容となる事
実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。
4

第２項及び第 16 条第４項についても同
様）
。
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２

通報・相談窓口を経由せず、主管課が受け付けた通
報等については、主管課において第７条及び第８条に
規定する事務を行うものとする。この場合、主管課は、
受け付けた内容を遅滞なく通報・相談窓口に連絡する
ものとする。

（受理手続）
第１０条 主管課は、通報を受け付けた後は、法及び地
方公共団体向けガイドラインの趣旨並びに関係する
法令等の規定及び所掌事務を踏まえて当該通報に関
して調査又は措置を行う必要性について十分に検討
し、これを受理するときはその旨（第３項の期間を設
定した場合にはその期間を含む。）を、受理しないと
き（情報提供として受け付けることを含む。）はその
旨及びその理由を、通報・相談窓口に回答する。
２ 前項の場合において、当該通報に関して調査又は措
置を行う必要性について検討するに当たっては、当該
通報内容に係る違法行為等が生じ、又は生じようとし
ていると信ずるに足りる相当の理由（以下「真実相当
性の要件」という。）が、当該通報内容を裏付ける内
部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報
者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても
認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対
応するものとする。
また、通報が真実相当性の要件を満たしているかど
うかが直ちに明らかでない場合においても、個人の生
命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可
能性が認められる場合には、同様に対応するものとす
る。
３ 主管課は、当該通報を受理するときは、当該通報へ
の対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設
定するよう努めるものとする。
（受理等の通知）
第１１条 前条第１項の回答を受けた通報・相談窓口
は、その内容を当該通報を行った通報者に対して遅滞
なく通知しなくてはならない（注９）。

（注９）通報が受理されることと、通報者に対して
法律上の保護が及ぶこととは別問題である
ことを通報者に丁寧に説明して理解しても

（受理後の教示）

らうことは、後日の紛争等を防ぐためにも

第１２条 通報を受理した後において、主管課ではなく
他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する
ことが明らかになった場合は、当該主管課は、当該権
5

重要ですので、通知の際に、
「通報が受理さ
れることは、必ずしも通報者が法による保
護の対象となることを意味しないことを説
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限を有する当該他の行政機関を、通報者に対して遅滞
なく教示しなければならない。この場合において、当

明する」旨の規定を設けることも考えられ
ます。

該教示を行う主管課は、適切な法執行の確保及び利害
関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保
護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報
に係る資料を通報者に提供するものとする。
２ 主管課は、前項前段の場合において、当該通報に、
個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を
及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通
報に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に
関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容に
ついて情報提供をすることができるものとする。

第３章 調査及び措置
（調査の実施）
第１３条 通報を受理した主管課は、当該通報に関する
秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、
通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者
に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要
かつ相当と認められる方法で調査を行う。
２

総括通報等責任者及び通報等責任者は、調査の方
法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切
な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の
方法により、通報事案を適切に管理する。
３ 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営
業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が
ある場合を除き、調査の進捗状況を通報者に対し、適
宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取り
まとめ、その結果を遅滞なく通知する。
（調査結果に基づく措置）
第１４条 主管課は、調査の結果、第６条第１項に掲げ
る事実があると認めるときは、速やかに措置をとらな
ければならない。
２ 主管課は、前項の措置をとった場合には、その内容
を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、
信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲
において、通報者に対し、遅滞なく通知する。
（協力義務等）
第１５条 ●●市は、通報対象事実又はその他の法令等
6
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に違反する事実に関し、処分又は勧告等をする権限を
有する行政機関が●●市の他にもある場合において
は、当該他の行政機関と連携して調査を行い、措置を
とる等、相互に緊密に連絡し協力する。

第４章 通報者等の保護等
（秘密保持及び個人情報保護の徹底）
第１６条 通報等への対応に関与した職員（通報等への
対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密
を知り得た者を含む。以下同じ。）は、通報等に関す
る秘密を漏らしてはならない。
２

通報等への対応に関与した職員は、当該対応手続に
おいて知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知
らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
３ 通報等への対応に関与する職員は、通報等に関する
秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等
への対応の各段階（通報等の受付、教示、調査、措置
及び通報者等への結果の通知。以下同じ）及び通報等
への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しな
ければならない。
一

情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を
必要最小限に限定すること。
二 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の
氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒
としたものであること、通報者等しか知り得ない情
報等を含む。以下同じ。）については、調査等の対
象となる事業者及びその関係者に対して開示しな
いこと（通報対応を適切に行う上で真に必要な最小
限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示す
る場合を除く。）。
三 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有
が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の
書面、電子メール等による明示の同意を取得するこ
と。
四 前号に規定する同意を取得する際には、開示する
目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示するこ
とによって生じ得る不利益について、通報者等に対
して明確に説明すること。
４

主管課における通報等への対応に際する秘密保持
及び個人情報の保護に関しては、前３項に定めるもの
のほか、個人情報の保護に関する法令（注 10）等に従う
7
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理に関する要綱等が考えられます。
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ものとする（注 11）。
（注 11）
通報等に係る秘密保持を徹底する観点から、

（利益相反関係の排除）
第１７条 ●●市の職員は、自ら又はその親族が当事者
となっている案件に関する通報その他利益相反関係
を有する案件についての通報等への対応に関与して
はならない。
２ 主管課は、通報等への対応の各段階において、通報
等への対応に関与する者が当該通報に利益相反関係
を有していないか確認するものとする。

主管課において、通報等への対応に際する
秘密保持及び個人情報の保護について、必
要に応じ、その所掌する事務の内容に即し
た具体的な規程を定める旨の規定を設ける
ことも考えられます。

（通報者等の保護）
第１８条 ●●市は、第１６条の規定に正当な理由なく
違反した職員に対しては、懲戒処分その他の適切な措
置をとるものとする。
２ ●●市は、通報対応の終了後においても、通報者か
らの相談等に適切に対応するとともに、通報者等が、
通報等をしたことを理由として、事業者から解雇その
他不利益な取扱いを受けていることが明らかになっ
た場合には、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイ
ヤル、各都道府県労働局等を紹介するなど、通報者等
の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努め
る（注 12）。

（注 12）公益通報者保護制度の仕組みや法解釈等に
ついては公益通報者保護相談ダイヤルを、
個別的な紛争解決については各都道府県労

（意見又は苦情への対応）
第１９条 通報・相談窓口は、●●市における通報等へ
の対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を
受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努める。
２ 前項の申出の内容が、通報等に関する秘密及び個人
情報の漏洩、通報に関する調査及び措置の遅滞、不適

働局等を紹介することが考えられます。

切な調査の実施その他●●市の不適切な対応に関す
るものである場合には、通報・相談窓口は総括通報等
責任者に報告する。総括通報等責任者は、速やかに通
報・相談窓口及び当該通報等を取り扱う主管課におけ
る対応状況を確認し、必要な是正措置等をとった上
で、その結果を通報・相談等窓口から通報者等に通知
させるものとする。

第５章 雑則
（通報等の関連文書の管理）
第２０条 通報等への対応に係る記録及び関係資料に
8
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ついては、文書管理に関する法令、●●市文書管理規
程（平成●年●月●日●市●●第●号）等に基づき適
切な方法で管理しなければならない。

（通報への適切な対応の推進に関する事務）
第２１条 総括通報等責任者は、●●市における通報等
への適切な対応を推進するため、通報等への対応に関
する規程類を整備するほか、法及び地方公共団体向け
ガイドライン並びに本要綱の内容等について、通報等
責任者、通報等担当者その他の職員に対する定期的な
研修、説明会の実施その他適切な方法により、十分に
周知するものとする。
（事業者及び労働者等への周知）
第２２条 ●●市は、区域内の事業者及び労働者等に対
する広報の実施、説明会の開催その他適切な方法によ
り、法及び「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制
度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライ
ン」（平成 28 年 12 月９日 消費者庁。以下「民間事
業者向けガイドライン」という。）の内容並びに●●
市における通報・相談窓口、通報対応の仕組み等につ
いて、周知するよう努める

（注 13）

。

（注 13）各市区町村の区域内の事業者における法令
遵守等を確保する観点から、その要綱にお
いて、
「公共調達や補助金等の交付を行うに

（●●市における通報対応の評価及び改善）
第２３条 ●●市における通報対応の仕組みの運用状
況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価
を行うことを可能とするため、●●市は、通報対応の
仕組みの運用状況に関する事項を、各年度の終了後、
速やかに公表する（注 14）。ただし、当該情報を公表する
ことにより、通報に関する秘密保持及び個人情報の保

際して、法令遵守の確保や不正防止等を図

護並びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業
秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障が生
じる場合においては、個々の通報事案ごとに、その全
部又は一部を非公表とすることができる。
２ ●●市は、通報対応の仕組みの運用状況について、
定期的に評価及び点検を行う（注 15）とともに、他の行
政機関による先進的な取組事例等を参考として、通報
対応の仕組みを継続的に改善するよう努める。

（注 14）公表する情報の内容としては、例えば以下

るため必要と認められる場合には、相手方
事業者に民間事業者向けガイドラインを踏
まえた取組を求める」旨の規定を設けるこ
とも考えられます（地方公共団体向けガイ
ドライン５（３）②を参照）
。

のようなものが考えられます。
・通報受付件数
・通報事案の概要
・通報事案の調査結果の概要
・調査の結果を踏まえてとった是正措置
・調査対応状況の概要
・通報対応に要した期間
・その他通報対応の仕組みの運用状況につ

（他の法令等との関係）
第２４条 本要綱で定める通報等への対応手続につい
ては、他の法令及び●●市の区域内に適用される条
9

いての透明性を高めるために必要な事項

（注 15）この際、職員や監査部門の意見のほか、弁

p.54

⑩

例、規則その他の規程に特別の定めがある場合又はこ
れに基づく運用がある場合を除くほか、本要綱の定め

護士や学識経験者など中立的な第三者の意

るところによる。

ます。

見を踏まえることも有益であると考えられ

附 則
この要綱は、平成●年●月●日から施行する。

10
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別紙

<外部通報受付票 □新規 □追加>
受付番号
受付日

平成 年 月 日

受 付
通報日時 平成
受付者情報

通報者
情報

年

月

日

（電話、メール、文書、その他（

））

氏名

役職

氏名：

電話番号：

住所等：

Ｅｍａｉｌ：

被通報者との関係：
進捗状況の連絡希望：

（自宅）
（携帯）

□従業員 □アルバイト □役員 □派遣労働者 □取引先（□従業員 □その他 ） ／
□上記であった者 ／□その他（
）
□有 ／ □無

連絡事項：

説明事項（要綱第７条第２項関係）： □秘密保持／□個人情報保護／□法の保護要件／□通報受付後の手続の流れ
違反者：
所在地：

ＵＲＬ：
※日時、場所、内容、目的、原因、通報理由等を確認

違法行為等の内容：
通報内容

違法行為等が（ □生じている ／□生じようとしている ／□その他（

）)

証拠書類：

□無

対象となる法令等：
その他

特記（留意）事項：

受 理
決定日

平成

年

月

日
□受理

検討結果：
（受理の場合）
標準処理期間

取扱内容

不受理の理由

通知日
通知方法

□不受理（□情報提供）

※通報への対応手続終了までに見込まれる期間

か月／ □設定困難

□他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する （□教示済）
□当該通報に関して調査又は措置を行う必要性が認められない
□その他（
）
□個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響をおよぼす可能性が認められないことの検討済
平成

年

月

※通報者に対する受理・不受理の通知日

日

□電話 □メール □その他（

）

確認事項
・通報者の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的：□有（
・通報に係る情報等の開示に関する通報者の了解の有無、範囲・対象：□有（範囲：

） □無
対象：

･本通報と公益通報者保護法との関係：□対象 □対象外（理由：
・通報者に対する不利益取扱い等の有無：□有（内容：
・本通報と通報等への関与者の利益相反関係の有無：□有（講じた措置等：

） □無
）

） □無
） □無
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⑩

別紙

<外部通報受付票 □新規 □追加>

受付番号 ３０－５
受付日

平成30年6月5日

受 付
通報日時 平成30年6月5日
受付者情報

（電話、メール、文書、その他（

氏名

））

公益 護

○○課係長

役職

ショウヒ タロウ

氏名：
住所等：
通報者
情報

被通報者との関係：
進捗状況の連絡希望：

消 費

電話番号：

太 郎

○○県○市○○

（自宅）
（携帯）○○○ー○○○○ー○○○○

Ｅｍａｉｌ：

○○○○＠○○

■従業員 □アルバイト □役員 □派遣労働者 □取引先（□従業員 □その他 ） ／
□上記であった者 ／□その他（
）
■有 ／ □無

連絡事項：

平日午前中の連絡不可

説明事項（要綱第７条第２項関係）： ■秘密保持／■個人情報保護／■法の保護要件／■通報受付後の手続の流れ
株式会社○○○（○○支店）

違反者：
所在地：

○○県○市○○

ＵＲＬ：

http:○○

※日時、場所、内容、目的、原因、通報理由等を確認
平成30年５月30日、○○県○市○○の事業所内において、……を目撃し、……のため通報。
違法行為等の内容：
通報内容

違法行為等が（ ■生じている ／□生じようとしている ／□その他（
証拠書類：

その他

）)

写真、パンフレット

□無

対象となる法令等：

○○法（第○条第○項等）

特記（留意）事項：

今後やりとりの必要がある場合は、上記携帯電話にのみ連絡して欲しい（メール不可）。

受 理
決定日

平成30年6月12日
■受理

検討結果：
（受理の場合）
標準処理期間

取扱内容

不受理の理由

通知日
通知方法

□不受理（□情報提供）

※通報への対応手続終了までに見込まれる期間

３ヶ月 ／ □設定困難

□他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有する （□教示済）
□当該通報に関して調査又は措置を行う必要性が認められない
□その他（
）
□個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響をおよぼす可能性が認められないことの検討済
※通報者に対する受理・不受理の通知日

平成30年6月12日
■電話 □メール □その他（

）

確認事項
・通報者の不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的：□有（

） ■無

・通報に係る情報等の開示に関する通報者の了解の有無、範囲・対象：■有（範囲：法執行に関係する部局の関係者。対象：名前は不可） □無
･本通報と公益通報者保護法との関係：■対象 □対象外（理由：

）

・通報者に対する不利益取扱い等の有無：■有（内容：通報したところ、上司より通報を理由とする退職勧奨を受けているとのこと） □無
・本通報と通報等への関与者の利益相反関係の有無：□有（講じた措置等：

） ■無
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⑩
日付
通報受付日

備考

通報者への通知

備考

受付課：

受理決定日

□電話 □メール □その他（

）

調査開始日

□電話 □メール □その他（

）

調査完了日

□電話 □メール □その他（

）

措置実施日

□電話 □メール □その他（

）

措置完了日

□電話 □メール □その他（

）

教示日

□電話 □メール □その他（

）

事後確認日

□電話 □メール □その他（

）
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