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波佐見町職員のためのコンプライアンス・ガイドラインについて 

 

私たち職員は、日本国憲法に定める全体の奉仕者として、町民に信頼される町政を確立す

る必要があります。 

法令等は誰もが守って当然なものですが、公務員である私たちには一般社会に求められる

以上に厳しい規範意識が求められます。 

また、不祥事が発生してしまうと、町民や社会の厳しい目は、その不祥事を起こした職員や

職場だけでなく、適正に職務を行っている他の職員全体にも向けられ、影響が生じることとな

ります。一度失った信頼を回復するためには、多大な労力及び長い時間が必要となります。 

町民からの信頼を得るためには、私たち職員が法令等を遵守し、不祥事を起こさないことは

もちろんですが、接遇の向上に努めるとともに、苦情、要望等に誠実に対応していくことなども

たいへん重要なことであります。 

町では、コンプライアンスの概念を「法令等の遵守」だけではなく、「社会規範の遵守（倫理・

道徳規範）」も含めたものとしております。 

この「波佐見町職員のためのコンプライアンス・ガイドライン」は、私たち職員が、服務上必

要な事項及び日々の職務で意識しなければならない事項等をまとめた職員のための行動指

針です。 

各職場においては、このガイドラインを日ごろの業務の指針として活用してください。 
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【波佐見町職員のためのコンプライアンス・ガイドライン】 

 

 

職員のコンプライアンスを組織的に推進するため、次の６つの行動指針を定めます。 

１ 全体の奉仕者として、公平・公正な職務を行います。 

（１）憲法が保障している基本的人権を尊重し、日本国憲法を擁護します。 

（２）公共の利益のため、全力で職務に専念します。 

（３）公務の信用を常に意識し、職務や地位を私的利益のために利用しません。 

 

２ 疑惑・不信を招かない、誤解を招く行為は行いません。 

（１）不信感を与える行為は行いません。 

 

３ 町民に安心感・信頼感を持ってもらえる快い応対をします。 

（１）町民に常に満足される接遇向上に向けて、快い接遇に努めます。 

（２）「行政のプロであり、町民全体の奉仕者である」との自覚をもって、対応します。 

（３）町民の要望等に対して、誠実に対応します。 

 

４ 法令を遵守し、誠実かつ公正に適正な職務を行います。 

（１）法令を遵守し、職務命令に従い、適正に職務を行います。 

（２）職務上知り得た秘密を守ります。 

（３）不当要求行為に対しては、毅然とした対応を行います。 

（４）組織内における不正行為等は、見過ごしません。 

 

５ 情報公開を推進し、町民への説明責任を果たします。 

（１）町の情報を積極的に発信し、情報公開を推進します。 

（２）公文書の重要性を認識し、正確な作成と適正な保管を行います。 

 

６ 個人情報を保護し、情報セキュリティーを徹底します。 

（１）個人情報を適切に保管・管理します。 

（２）情報セキュリティー対策を徹底します。 
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１ 全体の奉仕者として、公平・公正な職務を行います。 

（１）憲法が保障している基本的人権を尊重し、日本国憲法を擁護します。 

私たち職員は、憲法が保障している基本的人権の擁護義務があります。 

日本国憲法が国民に保障するこれらの権利を侵害するようなことがあってはなりません。 

 

○ 基本的人権の擁護義務 

「・・・基本的人権は、・・・現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利とし

て信託されたものである。」（日本国憲法第９７条） 

 

「・・・国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を

負ふ。」（日本国憲法第９９条） 

 

人権とは、「人間が人間らしく生きるために生来持っている権利」のことです。 

日本国憲法上保障されている「人権」には、次のものがあります。 

 

○ 包括的基本権（幸福追求権） 

幸福に生きる権利です。 

 

○ 自由権（思想・良心の自由及び表現の自由などの自由に生きる権利） 

国民生活に権力が干渉しないよう求める権利です。大きく分類すると「精神の自由」、「身体

の自由」、「経済活動の自由」の３つに区分されます。 

 

○ 平等権（法の下の平等） 

国民は法の下で平等であると規定され、差別を禁止しています。 

 

○ 生存権や労働基本権などの社会権（社会の中で人間らしく生きる権利） 

すべての人に、人間らしく豊かに生活する権利を保障しています。 

生存権、教育を受ける権利、労働者の権利の３つがあります。 

 

○ 選挙権等の参政権（国民が政治上の権利を行使する権利） 

国民の代表を選ぶ選挙権と被選挙権があります。 

 

○ 国務請求権（裁判を受ける権利及び国家賠償請求権などの受益権） 
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請願権、公務員から受けた損害の賠償を求める権利、公正な裁判を求める権利等がありま

す。 

 

（２）公共の利益のため、全力で職務に専念します。 

私たち職員は、特定の利益を目的とする民間企業の従業員とは異なり、全体の奉仕者とし

て、公共の利益のために勤務しなければなりません。 

【日本国憲法】 

第１５条第２項 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 

 

【地方公務員法】 

（服務の根本基準） 

第３０条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の

遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

 

（職務に専念する義務） 

第３５条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を

有する職務にのみ従事しなければならない。 

 

私たち職員は、「町民全体の奉仕者であって、町民の一部に対してのみの奉仕者ではな

い。」ということを自覚して職務を行わなければなりません。 

私たちの職務に「公平性」や「公正性」が求められるのは、利潤追求を第一義的な目的とせ

ず、活動の多くが金銭に換えられない公共的な価値を追求している行政事務を処理する性質

を踏まえても当然なことです。 

 

町では、新たに職員となった者は、「職員の服務の宣誓に関する条例」に基づき、次の宣誓

書に署名をし、任命権者に提出しなければならないとしています。 
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宣  誓  書 

私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護するこ

とを固く誓います。 

私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を

深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。 

年   月   日 

氏    名  ㊞ 

採用時に行ったこの宣誓が、私たち職員の職務遂行の原点です。 

 

職員は、勤務時間と職務上の注意力のすべてを職責遂行のために使い、与えられた職務

に専念しなければなりません。なお、地方公務員法第３５条においては、「職務専念義務」が

規定されています。 

 

勤務時間中に、休暇等の届けを行わずに行う職務以外の次の行為等は、職務専念義務違

反となる可能性があります。 

① 職場のパソコンで職務に関係のないホームページを閲覧する。 

② 私物の携帯電話で、私的な内容のメール操作をしている。 

③ 公務でなく、私用で銀行、郵便局等に出かける。 

④ 昼食が長引き、午後の勤務時間開始時刻に職務を始められなかった。 

⑤ 業務に関係のない話を長時間立ち話したり、談笑していた。 

⑥ 勤務時間中に職員組合等の業務をしている。 

 

また、地方公務員法上には、職務の根本基準に関連した次の２つの制限規定があります。 

 

【政治的行為の禁止（地方公務員法第３６条第１項）】 

公務員は、特定の政党等に偏ることで、「全体の奉仕者」としての使命に反するおそれが生

じるため、行政としての中立性を保つために、次の政治的行為が禁止されています。 

・政党その他の政治的団体の結成に関与すること。 

・政党その他の政治的団体の役員になること。 

・政党その他の政治的団体の構成員になるように、又はならないように勧誘活動を行うこと。 

 

【営利企業等の従事制限（地方公務員法第３８条第１項）】 

私たち職員が営利企業等に従事すると、職員の職務専念義務が損なわれるおそれがあり
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ます。また、報酬を得たりすると、その関係する事業者に公平な判断を行えなくなります。 

公務員は、営利企業等への従事が制限され、次の行為を行う場合には任命権者の許可を

受けなければなりません。 

・営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね

ること。 

・自ら営利を目的とする私企業を営むこと。 

・報酬を得て事業又は事務に従事すること。 

「営利企業等への従事制限」で任命権者の許可が必要なのは、明らかな兼業（アルバイトを

含みます。）だけではありません。 

例えば、職務を通じて依頼された講演等で謝礼を受け取る場合、著作活動により著作権料

や報酬を得る場合等も許可が必要となる場合があります。 

「営利企業等への従事制限」の許可等に関することは、総務課に相談してください。 

 

（３）公務の信用を常に意識し、職務や地位を私的利益のために利用しません。 

私たち職員は、自らの私的利益のために職権を行使したり、地位を利用することがあっては

なりません。 

例えば、委託事業者選定時において、特定の事業者から金銭や物品を受け取って、その

選定候補中の１社に対し、選定に有利な情報を提供すること等は、全体の奉仕者として職務

を行う義務に違反するとともに、職務や地位を私的に利用する行為になります（収賄罪（刑法

第１９７条）という犯罪です。）。 

次のような行為は、私的利益のための職務行使や地位利用であると考えられます。 

これらの行為は、その状況によっては収賄罪となる可能性があります。 

職務又は職務上の地位を私的利用する違法行為としては、業務上横領罪（刑法第２５３条）等

の犯罪もあります。 

 

【職権又は地位の私的利用の例】 

① 業務で、取引のある業者等から、結婚、出産等の私事に祝いの品をもらった。 

② 業務上、取引のある業者等から、無償で不動産の貸付けを受けた。 

③ 担当職務で業務委託を行う事業者等から食事に招かれ、提供を受けた。 

④ 町で導入するシステム業者等から、私的に利用するプリンタを社内割引価格で安く譲って

もらった。 
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【収賄罪（刑法第１９７条）】 

公務員が、その職務に関し、賄賂（※）を受け取り、その職務に関する要求や約束をする

罪です。違反した場合は、５年以下の懲役となります。 

※ 現金や物品だけでなく、金融の利益、異性間の情交、就職のあっせん等人の欲望や

需要を満足させる一切のものも賄賂となります。 

 

【業務上横領罪（刑法第２５３条）】 

職務（業務）上自己が占有する他人の物を横領する罪です。違反した場合は、１０年以下

の懲役となります。 

 

職員としての誇りを失い、犯罪を犯し、刑罰や懲戒処分を受けることのないようにしなけれ

ばなりません。 

収賄罪や横領罪を犯してしまうと、法律上の刑罰（懲役刑等）だけでなく、懲戒免職処分（地

方公務員法第２９条）を受けたり失職することになります。 

 

【懲戒処分とは】 

公務員の勤務関係の規律と秩序を維持するため、任命権者が職員の一定の義務違反に対

して、その責任を追及して行う処分を懲戒処分といいます。 

 

【地方公務員法】 

 （懲戒） 

第２９条 職員が次の各号の一該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、

減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

 （１） この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地法

公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

（２） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

（３） 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

 

町では、「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」に懲戒処分の手続及び効果につい

て定めています。 

また、「波佐見町職員懲戒処分等基準要綱」においては、懲戒処分の標準的な基準及び

処分事由等を定めています。 
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【懲戒処分の種類】 

【免職】職員の身分を失わせ、公務員関係から排除する処分。身分を失わせる最も重い処

分です。 

 

【停職】職員としての身分を保有させたまま、一定期間（１月以上６月以下）職務に従事させ

ない処分です。停職の期間中、給与は支給されません。 

 

【減給】一定期間、職員の給料の一定割合（１月以上６月以下の範囲で給料の１０分の１以

下）を減ずる処分です。 

 

【戒告】職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分です。 

これらの懲戒処分は、その期間中に処分の効力を生じるだけでなく、昇給を抑制するこ

ともあります（例えば、停職により昇給が抑制された場合、その抑制された昇給はその後 

退職するまで影響し続けることになります。）。 

懲戒処分の対象となる行為は、職務上の義務違反又は職務を怠った行為に限りませ

ん。 

私生活で、交通事故を起こしたり、飲酒運転を犯した場合等も懲戒処分の対象となりま

す。車等の運転の際には、十分な注意が必要です。 

 

２ 疑惑・不信を招かない、誤解を招く行為は行いません。 

 

（１）不信感を与える行為は行いません。 

地方公務員法第３３条には「信用失墜行為の禁止」の規定があります。 

 

【地方公務員法】 

（信用失墜行為の禁止） 

第３３条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる行為をして

はならない。 

 

職員が、職務の内外において非行を行い、職自体の信頼を傷つけたときは、その職員のみ

ならず、波佐見町全体が信用を損なうことにつながり、不名誉なこととなります。 
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仕事・生活の場面を問わず、職としての信頼を損なうことがあってはいけません。また、上司

は、部下の勤務態度や素行について指導監督責任があることを常に認識しなければなりませ

ん。 

 

【事業者等との禁止行為】 

私たち職員は、「法令違反をしなければよい」というだけでは不十分です。また、法令違反

を疑われるような振る舞いも避けなくてはなりません。 

 

「波佐見町職員倫理規程」では、事業者等との接触に当たっての禁止行為について定め

ています。（禁止行為） 

第５条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

（１） 利害関係者等から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産の贈与（中元、

歳暮、せん別、祝儀、見舞い、香典その他これらに類するものと解されるもの

を含む。）を受けること。 

（２） 利害関係者等から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあって

は、無利子のもの又は利子の利率が社会通念上著しく低いものに限る。）を受け

ること。 

（３） 利害関係者等から適正な対価を支払わずに又は利害関係者等の負担によ

り、物品又は不動産の貸付けを受けること（社会通念上著しく安価で提供を受

ける場合も含む。）。 

（４） 利害関係者等から適正な対価を支払わずに又は利害関係者等の負担で役務

の提供を受けること（社会通念上著しく安価で役務の提供を受ける場合も含

む。）。 

（５） 利害関係者等から未公開株式の譲渡を受けること。 

（６） 利害関係者等から飲食、ゴルフ、遊技、旅行、その他の供応接待を受ける

こと。 

（７） 自らが負担すべき債務を利害関係者等に負担させること。 

（８） 前各号に定めるもののほか、利害関係者等から一切の利益、利益に関係す

る情報又は便益の供与を受けること。 

 

（注） ただし、職務上の利害の状況、公正な職務の執行に不信を招くおそれがないなど、

規程の目的に反しない範囲で認められるものは、規程の例外となるものもあり、正しい

理解が必要です。 
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禁止行為は、私たち職員が行ってはならない行為であり、それを行った場合には懲戒処分

となる可能性があるものです。 

「禁止行為でないから許される」、「ここまでやってよい」ということではなく、それぞれがより

高い倫理観を持ち、「町民の疑惑や不信を招くことがないか」、それを自問自答しながら行動

してください。 

 

３ 町民に安心感・信頼感を持ってもらえる快い応対をします。 

 

（１）町民が常に満足される接遇向上に向けて、快い接遇に努めます 

私たちが日々行う職務は、福祉、教育等の事業、道路、公園等の維持管理など多種多様で

す。 

職員は、これらの行政サービスの提供者であるとの自覚を持たなければなりません。また、

日々の電話対応、窓口対応は、その行政サービスに対する町民の評価の基礎となるたいへ

ん重要なものです。 

「町民対応の心構え」 

① 信頼感・安心感のある職員を目指します。 

② 親切で丁寧な対応をします。 

③ 迅速・公平・公正・誠実な対応をします。 

 

次の項目に沿って自分の接遇対応について、定期的にチェックしてみてください。 

 

【接遇対応（窓口対応）】 

①  施設・設備の美化（入口、廊下、掲示物、トイレ等の状況） 

②  案内表示のわかりやすさ（だれでもわかるようになっているか） 

③  身だしなみ（清潔さ、名札着用等） 

④  整理整頓（申請書記入台、受付カウンター周り等の状況） 

⑤  挨拶・職員からの声かけ（自発的に行っているか） 

⑥  対応時の印象（感じの良さ、表情、親切さ等） 

⑦  言葉づかい（丁寧さ、適切な言葉づかいをしているか） 

⑧  説明のわかりやすさ（話すスピード、声の大きさ、専門用語を多用していないか） 

⑨ 連携の迅速さ（担当者への取次ぎ、他部署への取次ぎは迅速か） 

⑩ 守秘義務（町民の個人情報について、周りに配慮して話をしているか） 
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【接遇対応（電話対応）】 

①  呼び出し３回以内で出ているか（３回を超えてしまった時の対応）。 

②  部署名及び名前をしっかり名乗っているか。 

③  聞きやすいはっきりした声で話しているか。 

④  対応時の言葉づかいは適切か。 

⑤  電話を切る際に静かに受話器を置いているか。 

 

（２）「行政のプロであり、町民全体の奉仕者である」との自覚をもって、対応しま

す。 

町民に対応する際は、「○○課の○○です」と所属及び氏名を名乗り、自らが「町民全体の

奉仕者である」との自覚をもって対応しましょう。 

私たち職員は「町民全体の奉仕者」であるとともに、その職務に関し「行政のプロ」でなけれ

ばなりません。 

職員に大切なのは、「町民の信頼」です。職員がプロ意識を持つということは、常に「町民の

信頼を第一」に意識することです。 

町民から説明を求められた場合に的確な説明ができるよう、日ごろから職務に関連する法

令等及び知識を身につけておくことが必要です。また、説明は、難しい表現や専門用語を避

けて、できる限りわかりやすい言葉で説明しましょう。 

町民に配布する資料は、文字だけでなく、図やイラスト等を使いながら、わかりやすい資料

の作成を心がけましょう。 

 

（３）町民の要望等に対し、誠実に対応します。 

町民の意見は、私たちが提供する行政サービスの不備等についての指摘を受ける重要な

機会であり、また町民の期待の表れと受け取ることができます。 

町民との強い信頼関係を構築するためには、その要望等に誠実に対応することが必要で

す。そのためには、その要望等を正確に記録することが重要です。 

要望等の記録は、その要望等への確実な対応につながるとともに、次のようなメリットがあり

ます。 

 

【要望等の記録を行うことのメリット】 

① 他の職員と情報を共有化できる。 

② 後々発生する類似の事例に対応する際の参考とすることができる。 

③ 相手方と訴訟等のトラブルとなったときに、詳細な記録が保存されていることで弁明のため

の資料とすることができる場合がある。 
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町では、広報・公聴に関する窓口を企画財政課としており、町民からの意見などを提案しや

すい環境づくりの一環として「ご意見箱」を設置しています。 

町民からの要望や苦情、提案については、広報紙等でも質疑・回答を公表するなど、その

内容に応じて適切な対応をするよう努めています。 

要望等を放置したままにしたり、誠意のない対応をする等で初動時の対応を誤ると、後に大

きな問題に発展してしまうことが少なくありません。そうなると、多大な労力と時間を要してしま

うことになります。 

初動の対応を大切に、上司への報告を速やかに行い、上司は、適切な指示及び対応をし

なければなりません。 

 

４ 法令を遵守し、誠実かつ公正に適正な職務を行います。 

 

（１）法令を遵守し、職務命令に従い、適正に職務を行います。 

私たち職員は、職務を行う際、法令等の基準や上司の職務上の命令に従って、職務を行う

義務があります。これが「法令遵守義務」です。 

 

【地方公務員法】 

 （法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第3２条 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地

方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなけれ

ばならない。 

 

私たち職員は、自分の担当する職務がどのような根拠に基づくかを明確に把握し、熟知し

ておく必要があります。 

条例、規則等については、常にその内容、運用面が最新のものか、不備、無駄がないか等

についてチェックし、該当するものがあれば速やかに改正、改善しなければなりません。 

事務処理を法令等に従い円滑に行うため、「マニュアル」を作成しているケースもあると思

います。 

マニュアルは、事務処理手順が統一化され、誰がその業務を行っても同じ基準での対応が

でき、事務引継ぎを容易に行えるなど便利です。 

しかしながら、法令等の改正に伴う適切な更新が行われないと、間違った内容のまま事務

処理を行ってしまうリスクがあることを忘れてはなりません。 

法令等には改正がつきものです。また、近年の行政の処分等をめぐる訴訟では、それまで
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通説とされた法令解釈や判断が覆されてしまうこともありますので、マニュアルはその都度、更

新するように心がけてください。 

 

私たち職員には、法令等に従う義務だけでなく上司の職務上の命令に従う義務もありま

す。 

自らの職務権限を超えて、独断的に業務を進めるようなことがあってはなりません。 

私たちの職位ごとの職責は、次のとおり「波佐見町役場組織規則」に規定されています。 

 

 

【波佐見町役場組織規則（第６条～１１条）】 

職 職          務 

課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。 

課長補佐 
上司の命を受け課長を補佐し、課の事務を総括整理するとともに、課長

に事故ある場合は、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。 

係長 上司の命を受け、課の事務を分掌する。 

主事、技師等 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 

理事、参事 
特に重要又は臨時的な事項の調査、企画及び立案に参画させ、並びに

特定の事務を掌理し若しくは分掌させる。 

その他の職員 上司の命に従い、それぞれの事務に従事する。 

 

上記のように、どの職位においても上司の命令や指揮監督を受けることになります。 

日々の上司への「報告」、「連絡」、「相談」も、上司の命令に従うための重要な職務です。ま

た、上司、部下間のサイクルチェックを実施することも重要となります。 

上司の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合には、職員はこれに従う必要はありま

せん。職場内の風通しを良くしたうえで、上司に対しても「ＮＯ（ノー）」といえる組織風土をつく

っていくことが必要です。 

上司や同僚が、相談や報告を親身に聞いてくれ、気軽に安心して相談できる環境があり、

報告・連絡・相談（いわゆる「ホウ・レン・ソウ」）の仕方がきちんとルール化されている職場であ

れば、早い段階で相談・報告を行い、事前の対応を取ることができます。 

上位の職位になるほど、より高度な、危機管理能力のスキルが求められます。 
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（２）職務上知り得た秘密を守ります。 

私たち職員は、職務を行うにあたり、様々な秘密情報に触れることになりますが、その職

務によって知り得た情報は、法令等により守秘義務が課せられています。 

 

【地方公務員法】 

 （秘密を守る義務） 

第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

 

この職務上知り得た秘密がどのような情報であるかについては、｢非公知の事実であって、

実質的にもそれを保護するに値するものをいう。｣とした判例があります（最高裁昭和５２年１２

月１９日）。 

この「職務上知り得た秘密」については、波佐見町情報公開条例に定める非開示情報がそ

の判断において参考になります。 

この守秘義務に違反し、「職務上知り得た秘密」を外部に漏らしてしまうと、刑罰や懲戒処分

の対象となります。 

 

（３）不当要求行為に対しては、毅然とした対応を行います。 

「不当要求」とは、暴行、脅迫等の違法又は不当な手段を用いて、町や職員に対して、自己

又は第三者が利益を得られるように働きかけたり、行政の公平・中立性を阻害するように働き

かけたりする行為を言います。 

これらの不当要求行為をおそれ、初期の対応方法を誤ると、その隙に次々と付け込まれ、

相手の言いなりに事務を進めてしまうと、行政の「公平性」、「公正性」が損なわれてしまいま

す。 

町では、「波佐見町不当要求行為等の防止に関する要綱」を定め、「不当要求行為対応マ

ニュアル」に具体的な対応方法を規定しています。 

日ごろから対応の確認、役割分担をしておいてください。 

決して個人で対応することなく、組織として毅然と対応する必要があります。 
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【波佐見町不当要求行為等の防止に関する要綱】（抜粋） 

（職員の責務等） 

第３条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令の順守の姿勢を堅持する

とともに、常に業務内容について十分に説明できるようにしておかなければならない。 

２ 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなけ

ればならない。 

３ 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに次条

に規定する責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が自己又

は関係職員の身体の安全に対する急迫な違法手段による場合には、直ちに警察への緊

急通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。 

４ 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員に

ついても、また、同様とする。 

 

◎暴力団の排除 

暴力団が町民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識のもと、社会全

体で暴力団の排除を推進する必要があります。 

町が、町民と一体となり社会全体で暴力団の排除を推進するためには、行政自らが法令を

遵守し、その公務の適正さを保つ必要があります。 

このため、町が暴力団排除活動を推進するため、「波佐見町暴力団排除条例」を平成２４年

９月から施行しています。 

【波佐見町暴力団排除条例の概要】 

①  基本理念（第３条関係） 

暴力団排除は、社会全体として、暴力団が住民生活又は社会経済活動に不当な影響を

与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れない、暴力団に対して資金を提供しな

いことや暴力団を利用しないことを規定しています。 

 

② 暴力団排除活動に対する支援（第６条関係） 

町民が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことが

できるよう町民に必要な支援を行うことを規定しています。 

また、町は、町民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団

の排除のための活動に取り組むことができるよう、広報及び啓発活動を行うことを規定して

います。 
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（４）組織内における不正行為等は、見過ごしません。 

法令等を遵守し、職務命令に基づき職務を行うことは、職員の責務です。 

町の内部で他の職員が、不正行為を行っていたり、特定の町民や事業者を特別扱いしたり

する等の公正さを欠く行為をしていたとき、私たちは、見て見ぬふりをして良いのでしょうか。 

私たち職員には、その職務に際し、犯罪があると思われるときには告発する義務がありま

す。 

自治体の職員及び受託事業者の従業員が、職場での違法行為等を発見して告発した場

合、その告発者は「公益通報者保護法」により保護されます。 

公益通報者保護法は、違法行為がなされていても、告発することにより不利益を受けるので

はないかという恐れから告発できないでいる状態をなくし、違法行為の早期発見・早期是正を

図るものです。 

告発を阻害する行為は、公益を害する違法・不当な行為です。 

組織内部や他の職員の不正を的確に把握できるのは、私たち職員です。内部における不

正を見過ごすことがあってはなりません。 

「内部告発」というと「密告」、「告げ口」等の悪いイメージがありますが、企業の不祥事等の

例を見ると、不正を放置したり、隠蔽したりすることは、かえって組織の衰退につながってしま

います。 

内部告発者は、「組織の貢献者」と考えることができます。また、告発者に対し、正当な公益

通報をしたことによっていかなる不利益な取扱いも受けないことを保障しています。 

この不利益取扱には、正当な告発のために守秘義務違反を犯した際の懲戒処分や職場に

おけるいじめ、いやがらせ等の行為も含みます。 

なお、今後町においては、公益通報の対応について検討を進めることとします。 

他の職員に不正を疑われることのないよう、日ごろから適正に職務を行いましょう。 

 

５ 情報公開を推進し、町民への説明責任を果たします。 

 

（１）町の情報を積極的に発信し、情報公開を推進します。 

町では、「波佐見町情報公開条例」に基づく情報公開制度を運用しています。この制度は、

町民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を認め、町政運営の透明性の向

上を図り、公正で、民主的な町政運営を図るものです。 

この情報公開制度では、職員が職務上作成し、又は取得したもので、かつ町が管理するも

のであれば、文書だけでなく、電磁的記録（電子データ）、図画、写真等も開示請求の対象と

なります。個人情報や法人の秘密等の非開示情報に該当する情報は、その箇所を非開示とし
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ます。 

職員が職務上作成し、又は取得する文書等は、開示請求を受けた際には全部開示が原則

であるということを常に念頭に置きながら、町民に対する説明責任を果たせるよう、正確な文書

作成を心がけましょう。 

町民から頻繁に問い合わせがある情報等は、開示請求を受けて開示の判断をするのでは

なく、積極的に情報提供することが大切です。 

町の広報紙及びホームページを活用して町政情報を発信しましょう。 

 

町の関連条例等 

○波佐見町情報公開条例 

【波佐見町情報公開条例】 

（目的） 

第１条 この条例は、町民の公文書の公開に求める権利を明らかにするとともに、公文書の

公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公

正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。 

○波佐見町情報公開条例施行規則 

 

（２）公文書の重要性を認識し、正確な作成と適正な保管を行います。 

私たちの職務において、その職務の根拠となる意思決定は、伝達性、保存性及び確実性

を特性とする「文書」によりなされます。 

その文書の処理方法について定めたものが「波佐見町役場処務規則」です。 

文書による意思決定を適正に行うためには、「波佐見町役場事務専決規程」に基づく決裁

者の決裁が必要です。 

決裁区分を誤って、決裁権限がない者の決裁で完結した場合（例えば、副町長に決裁権

限がある事案を総務課長決裁とした場合）、その文書の意思決定は適正に行われていないこ

とになります。 

公文書作成における文の用語、用字、形式等に関しては、波佐見町役場処務規則に基づ

いて作成しなければなりません。 

町の文書と偽って文書等を作成したり、虚偽の文書等を作成又は文書を変造した場合は、

刑法に定める公文書偽造等・虚偽文書作成等に該当します。 

【刑法】 

（公文書偽造等） 

第１５５条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若

しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公
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務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図

画を偽造した者は、１年以上１０年以下の懲役に処する。 

２ 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様と

する。 

３ 前２項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を

偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、３年

以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。 

（虚偽公文書作成等） 

第１５６条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成

し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前２

条の例による。 

 

作成した文書や収受した文書は、適切に保管しなければなりません。 

「波佐見町役場処務規則」において行政文書の管理に関し、必要な事項が定められていま

す。 

町において扱う文書は、大切な財産です。保存年限経過前に文書を廃棄したり、紛失した

りすることのないよう、日ごろから整理整頓を心がけてください。 

 

町の関連条例等 

○波佐見町役場処務規則 

○波佐見町役場事務専決規程 

 

６ 個人情報を保護し、情報セキュリティーを徹底します。 

 

（１）個人情報を適切に保管・管理します。 

町は、膨大な個人情報や企業活動に関する情報を収集し、蓄積しています。 

このような情報が外部に漏れてしまうと、町に対する信頼が失われ、必要とする情報の取

得が困難となります。 

「波佐見町個人情報保護条例」では、個人情報を取り扱う職員又は職員であった者は、

その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことを定めています。 

個人情報保護条例に違反した場合には、罰則の定めがありますので、個人情報の取扱

いには特に気をつける必要があります。また、個人情報に関係する情報を取扱う課長等は、

部下の行動に対する危機管理責任があることを認識して業務を行ってください。 
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万が一、個人情報の漏洩が起こった場合には、個人の権利や利益を害するなど、個人に

与える影響が大きくなり、町（職員）の責任を追及される可能性があります。 

 

町の関連条例等 

○波佐見町個人情報保護条例 

【波佐見町個人情報保護条例】 

（目的） 

第１条 この条例は、本町が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項

を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される町政の推

進に資することを目的とする。 

○波佐見町個人情報保護条例施行規則 

 

（２）情報セキュリティー対策を徹底します。 

自治体は、法令等に基づき、住民の個人情報をはじめとした重要情報を多く保有し、パソ

コン及びネットワークで構成される情報システムにより個人情報を扱い、事務を行っていま

す。 

かつて、情報セキュリティー対策は、使用しているパソコン等機器を守ることが重要視され

てきました。そのため、バックアップ体制、ウイルス対策、不正侵入の防止等の情報システム

部門による物理的、技術的セキュリティー対策が主流でしたが、近年の個人情報の漏えい

は、外部に持ち出したＵＳＢメモリ等の外部媒体の紛失又は盗難による意図しない事案が多

く見受けられます。 

町では、基幹となる住民・行政情報系システムでの外部媒体による情報の持ち出しを技

術的に制限しています。また、個人情報を外部に提供、持ち出す場合には、システム管理

者等の許可が必要となります。 

しかし、物理的、技術的セキュリティーには限界があることから、普段から職場での人的セ

キュリティー対策が重要です。個人情報を外部に持ち出す際は、紛失等の漏えいリスクが

高まることから、ヒューマンエラーへの対応策として、職場での教育、啓発、外部媒体管理

等の徹底が大切です。 

 

町の関連条例等 

○波佐見町情報セキュリティー基本方針 

〇波佐見町情報セキュリティー対策基準 
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