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Ⅰ．趣旨等

１．趣旨

本要領は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。

）の施行に伴い、国土交通省において、法に基づく公益通報及び公益通報に関す

る相談業務を適切に処理し、公益通報者保護制度の円滑な運用を行うために必要

な公益通報処理の手順その他の事項を定めることにより、公益通報者の保護を図

るとともに、国土交通省及び国土交通省が所管する事業に係る事業者の法令遵守

（コンプライアンス）を推進することを目的とする。

２．定義

本要領において、次に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。

(1) 「公益通報」とは、法第２条第１項に定める「公益通報」及び国土交通省の

職員等からの通報にあっては、法令違反行為（当該法令違反行為が生じるおそ

れを含む。）であって、適正な業務の推進に資する通報をいう。

(2) 「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。

(3) 「内部通報」とは、国土交通省の職員又は国土交通省の契約先の労働者から

の公益通報をいう。

(4) 「外部通報」とは、通報対象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又は当該事業者の取引先（下請けは除

く。）の労働者からの公益通報をいう。

(5) 「相談」とは、公益通報をしようとする者が、公益通報を行うにあたり、必

要な助言等を受けることをいう。

(6) 「受付」とは、公益通報をしようとする者からの相談及び通報を受けること

をいい、(7)に規定する「受理」を除くものとする。

(7) 「受理」とは、法に定める要件を満たす公益通報として、必要な調査を行う

ものとして受け付けることをいう。
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(8) 「公益通報担当部署」とは、Ⅴ．２．に基づき依頼を受けた部署をいう。

３．基本的考え方

(1) 公益通報が不正行為の摘発、未然防止等に資するものであり、国土交通省の

コンプライアンスの確立の上で果たす役割にかんがみ、法令違反の事実が発生

し、又は発生するおそれがある場合に、速やかに、かつ、安全な環境の下で公

益通報がなされるよう窓口対応、情報管理の徹底等を図るものとする。

(2) 公益通報があった場合には、国民の生命、財産等の保護、違法性の排除等の

観点から、窓口及び関係部署は、迅速かつ誠実に対応するものとし、事実関係

の調査、是正措置の実施に当たるものとする。

Ⅱ．公益通報窓口等

１．国土交通省において、公益通報に関する相談及び公益通報を適切に処理し、公

益通報制度の円滑な運用を行うため、公益通報の受付及び相談に関する窓口（以

下「公益通報窓口」という。）を本省の国土交通ホットラインステーション内に設

置する。

２．公益通報窓口は、大臣官房監察官室及び総合政策局安心生活政策課が共同で運

営する。

３．公益通報窓口の開設時間は、午前１０時から午後５時までとする。

４．公益通報窓口は、次に掲げる業務を行うこととする。

(1) 国土交通省における公益通報及び公益通報に関する相談の受付

(2) 通報事案について、公益通報としての必要記載事項の確認

(3) 他の行政機関の所掌に係る通報又は相談を受けた場合における通報者に対す

る権限を有する行政機関の教示（連絡先が不明の場合を除く。）

(4) 公益通報担当部署への通報事案の送付

(5) 受理等の通知に係る通報者への連絡等

(6) その他(1)から(5)までの業務を遂行するために必要な業務

５．公益通報窓口は、その存在及び通報の受付方法等について、一般に分かりやす

く周知するため、以下のことを行う。

(1) 公益通報の受付・相談に関する業務を行う場所に「公益通報窓口」の表示を

行うものとする。

(2) 国土交通省ホームページ上に、公益通報の受付・相談に関するページを設け

ることとする。

６．内部通報を受け付ける窓口として、公益通報窓口のほか、別表に掲げる外部窓

口を設置する。

７．外部窓口の開設時間は、午前１０時から午後５時までとする。

８．外部窓口は、次に掲げる業務を行うこととする。
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(1) 国土交通省における内部通報及び内部通報に関する相談の受付

(2) 内部通報の事案について、公益通報としての必要記載事項の確認

(3) 他の行政機関の所掌に係る通報又は相談を受けた場合における通報者に対

する権限を有する行政機関の教示（連絡先が不明の場合を除く。）

(4) 公益通報窓口への内部通報の事案の送付

(5) 公益通報窓口又は公益通報担当部署からの依頼に基づく通報者への連絡等

(6) 必要に応じ公益通報窓口又は公益通報担当部署への助言

(7) その他(1)から(6)までの業務を遂行するために必要な業務

Ⅲ．公益通報にかかる相談業務

１．公益通報窓口及び外部窓口（以下「公益通報窓口等」という。）は、国土交通省

における公益通報の受付の方法等について、通報をしようとする者等からの問い

合わせ、相談について、電話等により対応することとする。

Ⅳ．通報の受付

１．公益通報窓口に公益通報として通報される情報の受付は、原則として、郵送、

ＦＡＸ、国土交通省ホームページ（電子メール）によることとする。なお、直接

来訪した場合には、通報者に別記様式１に情報を記入して頂き、受け取ることと

する。

２．外部窓口に内部通報として通報される情報の受付は、原則として、別記様式1-2

に記入の上、郵送（封筒に朱書きにて「外部窓口宛て」と記載する）又は電子メ

ールによることとする。なお、直接来訪した場合には、通報者に別記様式1-2に情

報を記入して頂き、受け取ることとする。

３．通報に係る法令の所管部署又は地方支分部局に直接情報が提供されるなど、公

益通報窓口等以外の部署に、公益通報としての要件を満たす情報又は公益通報で

ある旨を明示して通報される情報の提供があったときは、当該部署は、遅滞なく

当該情報を持参、郵送、電子メール又はＦＡＸにより公益通報窓口に送付するこ

ととする。

４．公益通報窓口は、公益通報として通報される情報を受け付けたときは、遅滞な

く別記様式２により受付台帳を調製し保管する。また、外部窓口は、必要に応じ

てマスキング等の措置を取ったうえで受け付けた内部通報の情報を公益通報窓口

に通知し、公益通報窓口は、外部窓口で受け付けた情報についても受付台帳に記

載することとする。

５．公益通報の要件を満たさない通報については、行政相談として受け付けること

とし、この場合の事案の取扱いについては、「国土交通省の行政相談の事務処理に

ついて」（大臣官房総括監察官、総合政策局安心生活政策課長）に則って処理する
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ものとする。

Ⅴ．通報の処理（受理・不受理の判断、通知等）

１．公益通報窓口等が受け付けた情報が、通報者が氏名を明らかにしないとき（匿

名、通称、ペンネーム等のみで本名を明らかにしないときも含む。）、連絡先、被

通報者との関係を明らかにしないなど、形式上公益通報の要件を満たさない情報

であった場合は、行政相談等として処理することとし、公益通報窓口は当該情報

に係る担当部署を特定した上で、通報者に対し不受理の理由、行政相談等として

取り扱うこと等を、遅滞なく通知する。

２．公益通報窓口等が受け付けた情報が、形式上公益通報の要件を満たしている場

合で、当省所管のものであるときは、公益通報窓口は、公益通報として受け付け

た情報について、本省における対象法令所管部署など当該情報の処理を依頼すべ

き部署を特定し、当該部署（処分権限が地方支分部局に委任されている場合は、

当該部署を通じて地方支分部局の処分権限を有する部署）に、遅滞なく受け付け

た情報を送付し、公益通報としての受理の適否を遅滞なく判断することを依頼す

る。情報に係る部署が複数となる場合は、協議のうえ主務となる部署を決める。

３．公益通報窓口等は、公益通報として受け付けた情報が、国土交通省所管に係る

ものでない場合は、通報者の連絡先が不明の場合を除き、権限を有する行政機関

を通報者に対し、受け付けた日から遅滞なく教示する。

４．公益通報担当部署は、遅滞なく別記様式１により事案処理票を調製するととも

に、不正の目的でないこと等公益通報として受理することの適否を判断し、５の

場合を除き、６又は７による通報者への伝達を遅滞なく行う。

５．公益通報担当部署は、公益通報として受理することの適否を判断するにあたり

、追加的な情報が必要な場合は、公益通報者の秘密を守るとともに、個人情報を

保護するため、公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、原則として郵

送、ＦＡＸ、メール等の書面により公益通報窓口を通じ、通報者に連絡し、追加

的な情報を得て判断を行う。

６．公益通報担当部署は、公益通報として受理することとしたときは、原則として

公益通報窓口を通じ、公益通報者に対して

・公益通報として受理したこと

・受理番号

・公益通報者の秘密は保持されること及び個人情報は保護されること

・公益通報を理由とする解雇等の不利益な取り扱いを受けないよう保護されるこ

と

・標準処理期間、調査等の結果の報告予定時期又は当面の調査状況等の連絡予定

時期等
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を通知する。

７．公益通報担当部署は、公益通報として受理しないこととしたときは、通報者に

対して、原則として公益通報窓口を通じて、公益通報として受理しない旨とその

理由、行政相談等として取り扱う旨及び公益通報担当部署への連絡方法を通知す

る。

８．外部窓口で受け付けた情報の場合にあっては、通報者への連絡等は公益通報窓

口を経由し外部窓口を通じて行うこととし、依頼を受けた外部窓口は、遅滞なく

、通報者に連絡等を行う。

９．以上の処理の各段階において、公益通報窓口は受付台帳に、公益通報担当部署

は事案処理票に、それぞれ記録を行い、保管するものとする。

Ⅵ．公益通報の処理（調査の実施、措置等）

公益通報担当部署は以下のとおり公益通報の処理を行う。なお、処理の経過につ

いては、随時、事案処理票に記録するものとする。

１．調査の実施の必要性の判断等

内部通報を受理した公益通報担当部署は、通報内容を確認の上、当該内部通報

に関する調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除

き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及

び理由を、公益通報者に対し、遅滞なく通知する。

外部通報を受理した公益通報担当部署は、通報内容を確認の上、既に調査済み

又は改善済みである事案等については、改めて調査を行う必要性がないため、そ

の旨を通報者に通知することとする。

２．調査担当者

公益通報担当部署の課長級職員は、調査担当者を指名する。

調査担当者は、調査計画の策定、資料管理その他事務処理を行う。

調査担当者は、関係部局に通報情報を伝達する場合は、情報の管理に十分注意

するものとし、必要に応じてマスキング等の措置を取る。

３．調査計画の決定及び実施

公益通報担当部署は、公益通報者の秘密を守るとともに、個人情報を保護する

ため、公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相

当と認められる方法で調査を行う。

調査内容は次に掲げる項目の例を参考に、事案に応じ公益通報担当部署で決定

する。この場合、公益通報担当部署は、原則として、事案毎の調査計画を決定し

た上で調査を行うこととする。

・調査のための根拠規定

・調査期間
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・情報収集の方法

・提出を求める資料、証拠書類

・ヒアリングの日時、方法

・公益通報者からの追加聴取

・立入調査の実施

・個人情報保護のための方策

・その他

４．進捗状況、調査結果の通知

公益通報担当部署は、適切な法執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉及

びプライバシー等に留意しつつ、調査中は、調査の進捗状況について公益通報者

に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、

遅滞なく公益通報者に通知するよう努める。

５．公益通報に関する受理後の教示

公益通報の受理後、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

明らかになったときは、権限を有する行政機関を公益通報者に対し遅滞なく教示

する。この場合において、公益通報担当部署は、法執行上の支障がなく、かつ、

適法な範囲内において、自ら作成した当該公益通報に係る資料を公益通報者に提

供する。

６．措置の実施

内部通報について、公益通報担当部署は、調査の結果、法令違反等が明らかに

なったときは、速やかに是正措置及び再発防止措置等をとるとともに、必要があ

るときは、関係者の処分を行う。

外部通報について、公益通報担当部署は、通報対象事実があると認めるときは

、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置をとる。

７．公益通報者への措置の通知

公益通報担当部署は、６の措置をとったときは、その内容を適切な法執行の確

保、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に留意しつつ、公益通報

者に対し、遅滞なく通知するよう努める。

８．処理の終了

公益通報担当部署は、措置の実施、公益通報者への措置の通知を実施した場合

には、事案処理票にその旨を記入し、公益通報窓口に報告し、処理を終了する。

９．公益通報窓口は、公益通報担当部署から報告等を受けた場合は、遅滞なく受付

台帳にその旨の記録を行う。

10．外部窓口で受け付けた情報の場合にあっては、通報者への連絡等は外部窓口を

通じて行うこととし、依頼を受けた外部窓口は、遅滞なく、通報者に連絡等を行

う。
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Ⅶ．処理の終了後

１．関係事項の公表

内部通報について、公益通報窓口又は内部通報に係る公益通報担当部署は、必

要と認める事項を適宜公表する。

２．公益通報者の保護のための留意事項・措置（フォロー）

内部通報に係る公益通報担当部署は、公益通報者に対し、公益通報保護法によ

る保護が確保されているか把握するため、通報又は相談をしたことを理由として

不利益な取扱い等が行われていないか等を適宜確認するなど、通報者に係る十分

なフォローアップを行う。

Ⅷ．その他

１．通報又は相談の処理に関与した者は、通報又は相談に関する秘密を漏らしては

ならない。

２．通報又は相談の処理に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当の目的に利用してはならない。

３．職員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

４．本省及び地方支分部局の職員は、他の行政機関その他の公の機関から公益通報

に係る調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な

協力を行うものとする。

５．公益通報窓口の業務を担当する職員及び通報事案を処理する部署の職員は、通

報対象事実に関し、処分又は勧告をする権限を有する行政機関が複数ある場合（

国土交通省内において関係部局が複数ある場合も含む。）においては、当該機関と

連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し、協力しながら

、当該通報事案に関する処理を行うものとする。

６．本要領は、平成１８年４月１日から適用する。

附 則

本要領は、平成１９年７月１日から適用する。

附 則

本要領は、平成２１年２月１２日から適用する。

附 則

本要領は、平成２１年５月２１日から適用する。
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附 則

本要領は、平成２６年６月２３日から適用する。
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別表

〒１００－０００６

東京都千代田区有楽町一丁目６番６号 小谷ビル４階

日比谷シティ法律事務所 弁護士 柴垣 明彦（しばがき あきひこ）

E-mail shibagaki@hibiya-law.jp


