
倫理感の官民格差
国家公務員倫理審査会会長 吉本 徹也国家公務員倫理審査会会長 吉本 徹也

昨年実施した公務員の倫理観に関する国家公務員と民間企業のアンケートで、「国家公務員の

倫理観は最近どのように変化していると思うか」との問いに対し、公務員の倫理観が「高くなっ

ている」と答えたのは「少し高くなっている」と合わせ、公務員は71.8%、企業の社員は34.1%で

あり、官民の倫理意識の評価に大きな差のあることが話題となった。その原因として、公務員は

周囲に不祥事さえ発生していなければ問題ないと捉えがちである一方、民間は公務組織のどのよ

な部 祥事も 務全体 捉 事情 がうな部署で発生した不祥事も公務全体の問題として捉えるという事情によるところが大きいと思

われる。この点に関しては、公務の側にある、公務に対する民間の厳しい目についての認識の甘

さ、身近な不祥事以外は対岸の火事として済ませてしまい、問題意識や危機感を持たないことな

どが問題だと考えている。今後この差を縮めるためには、職員一人ひとりが国民の目線に立ち、

自らの倫理意識を高めていくこ

とが肝要となろう。倫理週間に
高くなってきている 少し高くなってきている 低くなってきている

少し低くなって

きている

分から

ない
変わらない

公務員として求められる姿勢や

心構え、組織風土の改革など、

広い意味での公務員倫理の在り

方についてお考えいただければ

幸いである。
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倫 理 行 動 規 準
以下の５つが倫理保持のための基本です。

国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務

執行に当たる。

職務や地位を私的利益のために用いない。職務や地位を私的利益のために用いない。

国民の疑惑や不信を招くような

行為をしない。

公共の利益の増進を目指し、

全力を挙げて取り組む

★国家公務員倫理カード★

全力を挙げて取り組む。

勤務時間外でも、公務の信用へ

の影響を認識して行動する。
倫理法の適用を受ける全ての国家公

務員に配付しています。常時携帯し、
倫理的な行動に心がけましょう！

国家公務員との意識の差

平成21年度に一般市民、民間企業、有識者及び国家公務員を対象に、アンケート調査を行

いました。その中で、国家公務員の倫理感についてどのような印象を持っているかを質問し
たところ、「倫理感が低い」、「全体として倫理感が低いが、一部に高い者もいる」と回答
した方の合計は、それぞれ29.8%、16.3%、3.7%、4.0%となり、国家公務員と市民モニターと
では７倍以上のポイント差が生じています。では７倍以上のポイント差が生じています。
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倫理規程セルフチェック

倫理法・倫理規程上、正しいものに○を、正しくないものに×をつけてください。
（解答は次ページの下にあります。）

香典については、儀礼的なものであり、返すとかえって失礼に当たるので、利害関係者か
１

基礎編 解答欄

らであったとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。

利害関係者から酒食の提供を受けることは禁じられているが、演劇の鑑賞への招待を
受けることは、飲食を伴わないので供応接待には当たらず、倫理規程上問題はない。

利害関係者から講演の依頼を受けた際に、最寄りの駅と講演会場との間を車で送迎し
もらう とは 講演と う役務 提 に付随するも ある とから 倫理規程上

１

２

３

利害関係者でない事業者等からであったとしても 高額な物品の贈与を受けた場合に

てもらうことは、講演という役務の提供に付随するものであることから、倫理規程上
の禁止行為には該当しない。

立入検査で利害関係者の事業所を訪問した際に、お昼に１千円程度の簡素な弁当の提
供を受けることは認められる。

３

４

利害関係者でない事業者等からであったとしても、高額な物品の贈与を受けた場合に
は倫理規程違反となることがある。

課長補佐級以上の職員が、利害関係者以外の事業者から５千円を超える供応接待を受
けた場合には、贈与等報告書の提出が必要となる。

５

６

上司である課長から 利害関係者から菓子折をもら たので課の全員に配るように言

組織規程上、立入検査が所掌事務の一つとして挙げられているが、実際に直接事業者
等のもとに赴いて実地検査を行う見込みのない職員にとっては、法令の規定により立
入検査をし得る状態にある事業者等であっても、利害関係者とはならない。

解答欄応用編

７

上司である課長から、利害関係者から菓子折をもらったので課の全員に配るように言
われた。皆に配って自分も食べたが、あくまで菓子折を受領したのは課長なので、自
分が倫理規程違反に問われることはない。

飲食の料金などを、その場に居合わせなかった者に支払わせること（いわゆる「つけ
回し」）は、その対象が利害関係者である事業者等である場合だけでなく、利害関係
者でない事業者等である場合も倫理規程違反となる。

８

９

職務として利害関係者を訪ねた際に、バスの本数が非常に少ないなどの事情がある場
合に、利害関係者が費用を負担するタクシーで最寄り駅まで送迎してもらうことは、
倫理規程上問題ない。

利害関係者であるＯＢと居酒屋で飲食をした際、その料金が４人で３万円だったが、ＯＢ
に言われるままに３千円だけを支払った。先輩が多く払うのは普通のことであるし、接待
を受けたわけではないので、倫理規程違反とはならない。

10

11

★ 今年度の標語
最優秀作品「「これぐらい」思う気持ちに ブレーキを」（表紙）独立行政法人国立印刷局岡山工場 小原 綾子 氏

優秀作品「高めよう 組織の信頼 私の倫理」 警察庁東北管区警察局 伊藤 光範 氏
「まもりましょう 国民のしんらい 職場のるーる」 財務省関東財務局 鎌田 治 氏



倫理法・倫理規程に違反して懲戒処分を受けた最近の事例の一部です。
違反を犯すことがないよう、自分の行動を再点検してみましょう。

免 職

停職１月

立入検査等の相手方である事業者から、現金１０万円の贈与と飲食の接待２
回（合計約８千５百円）を受けた。

贈 与
飲 食

貸 付 契約の相手方である事業者３人から、数回にわたり現金合計５２０万円の貸 停職１月

減給３月
(2/10)など

戒 告

貸 付

利益供与
（利害関係者以外）

贈 与

契約の相手方である事業者３人から、数回にわたり現金合計５２０万円の貸
付けを受けた。

利害関係者以外の事業者から複数回（４～８回）にわたり自己が負担すべきゴ
ルフプレー等の料金の一部（約４～９万円）について利益の供与を受けた。

許認可等及び立入検査等の相手方である事業者から、異動に際し鉢花１鉢
（３万１千５百円相当）を受け取った 戒 告

戒 告

贈 与

飲 食
役務提供

（３万１千５百円相当）を受け取った。

許認可等の相手方である事業者から、飲食の接待２回（支払額の不足分合計
約７千５百円）及びタクシー運賃の負担１回（約６千５百円）を受けた。

違反行為を見かけたら…

（注）懲戒処分の処分量定については、他の国家公務員法上の
違反行為も併せて行われている場合もあります。

公務員倫理ホットライン
これまでにも、通報をきっかけとして、多くの倫理法違反事案が発覚しています

違反行為を見かけたら…

利害関係者からの金品の受領、接待など、倫理法・倫理規程に違反すると思われる行為に気づ
かれた方は、情報をお寄せください。個人名等の秘密は厳守します。

03-3581-5344

国家公務員倫理審査会事務局

電話、メールとも通年で受け付けています。（電話は土日･祝日を除く9:30～18:15）

rinrimail@jinji.go.jp

国家公務員倫理審査会事務局

http://www.jinji.go.jp/rinri/ 国家公務員倫理審査会

★倫理法・倫理規程について等詳しくはホームページへ

〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3

※国家公務員の倫理に関するご意見はこちらへ rinrimail@jinji.go.jp

TEL:03-3581-5344 FAX:03-3581-1802

▲

検 索

平成22年12月

※国家公務員の倫理に関するご意見はこちら rinrimail@jinji.go.jp

▲

◆倫理規程セルフチェックの解答
１…× ２…× ３…× ４…× ５…○ ６…○ ７…× ８…× ９…○ 10…× 11…×
（解説は、倫理審査会ホームページに掲載していますのでご確認ください。 http://www.jinji.go.jp/rinri/ ）


