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平成２４年１１月１６日

国家公務員倫理審査会

「国家公務員倫理週間」について

国家公務員倫理審査会では、公務員倫理についての職員の意識を高めるため、１２月１

日(土)から７日(金)までの１週間を「国家公務員倫理週間」とし、次の事項を実施します。

１ ポスター、パンフレット等による広報・啓発活動

公募作品の中から採用した本年度の標語「曇りなき 倫理が育む信頼感」を用いてポ

スター及びパンフレットを作成し、各府省等に配付します。（別添参照）

また、初めての試みとして、東京メトロ線霞ヶ関駅及び虎ノ門駅構内において、倫理

週間期間中及び倫理週間前後の期間に、ポスターを掲示します。

（標語の募集結果） 応募総数 9,363点（うち国家公務員以外の方から548点）

最優秀作品（１点）

「曇りなき 倫理が育む信頼感」

独立行政法人国立印刷局虎の門工場 上遠野 久美子 氏
か と お の く み こ

優秀作品（２点）

「公務員 国家の倫理 背負う人」

会社員 酒井 具視 氏
さ か い と も み

「強い意志 守ろう信頼 招くな不信」

独立行政法人国立印刷局彦根工場 水野 敏和 氏
み ず の としかず

２ 公務員倫理に関する講演会の実施

各府省及び各特定独立行政法人の職員を対象とした講演会を実施します。

日 時：平成２４年１２月７日(金) １３：３０～１６：００

（１５：１５～１６：００は、倫理審査会事務局による倫理制度に関する

説明会を実施）

場 所：星陵会館ホール （東京都千代田区永田町２－１６－２）



講 師：作家 童門 冬二 氏
どうもん ふゆ じ

テーマ：「生かそう、日本の心」

３ 「公務員倫理ホットライン」のＰＲ

業者・関係団体からの接待、金品の受取りなど、国家公務員の倫理に反すると思われ

る行為の情報提供を受付ける「公務員倫理ホットライン」のリーフレットを作成すると

ともに、公務員倫理ホットラインの名称や連絡先等をポスター、パンフレット等に掲載

し、ＰＲします。（別添参照）

電 話：０３－３５８１－５３４４ （土・日・祝日を除く９：３０～１８：１５）

メール：rinrimail@jinji.go.jp

４ 倫理監督官による公務員倫理に関する講話の実施等を依頼

① 各府省等における倫理保持の責務を有する倫理監督官（事務次官等）に対し、所属

職員を対象とする公務員倫理に関する講話の実施、及び倫理監督官の公務員倫理に関

する自らの考えを示す文書をメールにより全職員に対して直接送ることを依頼しま

す。

② 管区機関、府県単位機関の長等において、倫理監督官による講話等の趣旨の徹底、

公務員倫理に関する問題意識等について、所属職員への注意喚起を行うように依頼し

ます。

５ 各府省等における啓発活動

上記のほか、各府省等において各種の啓発活動を実施します。

以 上

問
国家公務員倫理審査会事務局 首席参事官 磯野 宏志

合

せ
電話(03)3581-5344（直通）

先



曇りなき
倫理が育む信頼感

業者からの金銭・物品等の受領、接待など、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に
気付かれた方は御連絡ください。通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。

国家公務員倫理週間
2012年12月1日土 日金

公務員倫理ホッ ライン
03-3581-5344
rinrimail@jinji.go.jp

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

曇りなき
倫理が育む信頼感

国家公務員倫理週間
2012年12月1日土～7日金

公務員倫理ホットライン
03-3581-5344
rinrimail@jinji.go.jp

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）

業者からの金銭・物品等の受領、接待など、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に
気付かれた方は御連絡ください。通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。

今年度の標語の作者は、独立行政法人国立印刷局虎の門工場の上遠野久美子さんです。



曇りなき曇りなき
倫理が育む信頼感

平成24年度国家公務員倫理週間標語 最優秀作品

国家公務員倫理週間 です

2012年 12月１日～７日は

国家公務員倫理週間 です。

自信を持って良い仕事をするために

公務に対する信頼とその公務を担う個々の公務員に対する信頼とは、

分かち難く結び付いています。信頼を築き上げるには長い歳月と多く

の人の努力の積み重ねが必要であるのに対し、信頼を壊すのはたった

一人の１回の不祥事でも足りるということは、これまで多くの人が指

摘してきたとおりだと思います。そのような事態を招かないようにす

るには 個々の公務員の不断の努力が求められているといえます
国家公務員倫理審査会

るには、個々の公務員の不断の努力が求められているといえます。

国家公務員倫理法が施行されて12年余になります。倫理規程は、利

害関係者と接する場面などについて種々の規制をしていますが、こんな細かいことは公務員個人

の自覚に委ねればよいことだという声もあると思います。それで足りることが望ましいのですが、

残念ながら不祥事を根絶できていないのが現実です。

この倫理週間の機会に、もう一度公務員倫理について考え、倫理規程に触れるような執務姿勢

を取っていないことを確認していただければ 自信を持って良い仕事に精力を傾けることができ

会長 池田 修

国家公務員倫理審査会 公務員倫理ホットライン 03-3581-5344（通年受付）

を取っていないことを確認していただければ、自信を持って良い仕事に精力を傾けることができ

ると思います。倫理規程は、そのような形で、国のため社会のために良い仕事をしようと努力し

ている公務員を援護する道具であると理解して、不祥事を発生させない組織風土を構築していた

だきたいと願っています。



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 ）

あなたは公務員倫理のルールを理解できていますか？
～知っているつもりが一番危険です～

（解答は次ページの下にあります。）

基礎編

１
倫理規程は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為につい
て規定しているが、この「事業者等」には公益法人はもとより、国の機関や地
方公共団体等も含まれる。

回答欄

２

３

利害関係者が主催するものであっても、多くの人が出席する立食パーティーな
らば飲食の提供を受けることができる。

自己の費用を支払うのであれば、利害関係者と共に飲食をすることは認められ
るが、自己の費用を支払ったとしても、利害関係者と共に旅行をすることは原
則として認められない

４

則として認められない。

私的な関係のある利害関係者との間においては、禁止行為に該当する行為を行
うことが認められる場合があるが、この｢私的な関係」とは、親族関係や学生時
代の友人など、職員となる前からの関係を言うのであって、職員となった後に
地域活動を通じて知り合った者との関係はこれには含まれない。

利害関係者の事務所を職務で訪問した際 コーヒーとクッキーをすすめられた

応用編

５
利害関係者の事務所を職務で訪問した際、コーヒーとクッキーをすすめられた。
利害関係者から供応接待を受けることはできないので、これらを受けることは
認められない。

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

回答欄

６

７

組織規程上、立入検査が所掌事務の 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。

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
ある場合には、利害関係者が日常的に利用している業務用車で最寄り駅まで送
迎してもらうことは、倫理規程上認められる。

８

利害関係者から会社創立30周年の記念パーティー（立食）に招待されたが、そ
の日の都合が合わなかったので、代わりにお世話になっている隣の課の先輩を
招待するようにお願いした。このような行為は倫理規程の禁止行為には該当し
ない。

利害関係者と割り勘で飲食する際、一次会の費用が5千円、二次会の費用が７千

９

10
多数の者が出席する立食パーティーに出席した際、4千円の飲食と2千円の記
念品の提供を受けた。いずれも5千円を超えていないので、贈与等報告書を提
出する必要はない。

円の場合、それぞれの費用は1万円を超えていないが、合計が1万円を超えるの
で、倫理監督官への届出が必要となる。



国家公務員倫理審査会では 毎年各種アンケ ト調査を実施しています その中で 国家公務員

公務員 国家の倫理 背負う人
～国民の期待に応えていますか？～

平成24年度倫理週間標語優秀作品

国家公務員倫理審査会では、毎年各種アンケート調査を実施しています。その中で、国家公務員
に対する「期待感」に関する質問をしたところ、以下のような結果となりました。

国民からの期待感の低さに危機感を持つ必要があります。また、民間企業や有識者から寄せられ
ている高い期待に応えることができているでしょうか。

非常に期待している 全く期待していないあまり期待していないどちらとも言えないある程度期待している
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41.6%

26.5%

12.3%

24.2%
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9.8%

25.4%

1.4%

17.1%

民間企業ｱﾝｹｰﾄ(H24)

市民ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ（H23）
（有効回答数：1,000人）

（有効回答数：563人）

強い意志 守ろう信頼 招くな不信

53.4% 40.3% 4.7% 1.6%

0.0%

有識者ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ（H23)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（有効回答数：191人）

懲戒処分を受けた場合、処分の内容は公表され、違反した職員に限らず、家族、同僚、ひいては
公務組織へもダメージを与えることになります。

強い意志 守ろう信頼 招くな不信
平成24年度倫理週間標語優秀作品

～最近の倫理法･倫理規程違反事例～

契約の相手方である事業者から、現金の贈与（香典、１万円）、贈答

品の贈与（中元・歳暮、合計２～３万円相当）、供応接待（合計18万
円相当）及び無償で役務提供（車両同乗など ５回）を受けたほか

贈 与
供応接待

贈与
契約の相手方である事業者から、現金の贈与（400万円)を受けた。

（職員は収賄容疑で逮捕され、有罪判決が確定している。）（※） 免職

停職６月
円相当）及び無償で役務提供（車両同乗など、５回）を受けたほか、

私的な飲食の代金を負担（つけ回し、合計２万４千円相当）させた。

さらに、同事業者が契約の相手方ではなく、利害関係のない期間にお

いても、供応接待（合計４万円相当）を受けた。

供応接待
役務提供
つけ回し

贈与
共に旅行

許認可の相手方である事業者から、飲料物の贈与（数百円程度）を受

け、さらに、共に海外旅行した。（※）

減給３月
(2/10)

※ 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ます。

〈前ページの解答〉
１…○ ２…○ ３…○ ４…× ５…× ６…× ７…○ ８…× ９…○ 10…×

（解説は、倫理審査会ホームページ内「倫理法・倫理規程セルフチェックシート」に掲載していますのでご確認ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/check/main.htm ）

共に旅行 け、さらに、共に海外旅行した。（※） (2/10)



倫 理 行 動 規 準
以下の５つが倫理保持のための大原則です。

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

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

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

通報をきっかけとして、多くの倫理法等違反事案が発覚しています！
通報は、倫理法等違反の未然防止や早期発見に役立ち、事態の深刻化を防ぎます。

金品の受領、接待など、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた方は御連絡ください。
通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。

03-3581-5344

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）

03 3581 5344
rinrimail@jinji.go.jp

国家公務員倫理審査会

★倫理法・倫理規程について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

国家公務員倫理審査会事務局

～今年度の標語～
最優秀作品「曇りなき 倫理が育む信頼感」（表紙） 独立行政法人国立印刷局虎の門工場 上遠野 久美子 氏

優秀作品「公務員 国家の倫理 背負う人」 会社員 酒井 具視 氏
「強い意志 守ろう信頼 招くな不信」 独立行政法人国立印刷局彦根工場 水野 敏和 氏

平成24年12月



国民の皆様へ

求む！情報！
国家公務員が次のような
禁止行為を行っているこ禁止行為を行っているこ
とに気づかれた方は、情
報をお寄せください。

例えば、国家公務員が仕事相手や業者から・・・
・ 高価な品物や金銭を受け取っていた
・ 接待を受けているところを見た
・ 車による送迎を受けていた など

★国家公務員倫理法で禁止されている行為など、詳し
くはホームページへ！

03 3581 5344
国家公務員倫理審査会 検索

03-3581-5344
（受付時間：土・日・祝日を除く9:30～18:15）

rinrimail@jinji.go.jprinrimail@jinji.go.jp
（メールは通年受付しています。）

※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
匿名での通報も受け付けていますが、連絡先を教えてい
ただければお返事いたします。ただければお返事いたします。

国家公務員倫理審査会
〒100-8913

東京都千代田区霞が関1-2-3
電話：03-3581-5344


