
公益通報制度について                                                  対象受検機関：総務部法務課 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 

１ 大阪府の公益通報制度のあらまし 
(1) 背景等 

・平成 12年～14年頃に相次いだ食品偽装やリコール隠し等の企業不祥事の多くが通報を契機に発覚したこ

とから、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令

の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に、国において公益

通報者保護法が制定（平成 16年公布、平成 18年施行）された。 

・府の公益通報制度は、この法律の趣旨に基づき設けられたもので、法令違反の是正及びその未然防止を図

ること等を目的に掲げる大阪府職員等のコンプライアンスの推進に関する要綱（平成 23年制定、最新改

正 平成 31年１月。以下「コンプラ要綱」という。）に基づき運用されている。なお、コンプラ要綱で

は、公益通報制度を、内部の職員等からの通報（以下「職員通報」という。）と外部の府民等からの通報

（以下「府民通報」という。）に区分している。 

 

(2) 制度概要 

 職員通報 府民通報 

目的 
・法令違反の是正及びその未然防止 

・府における法令の遵守及び府民から信頼される公正な府政の運営（コンプライアンス）の推進 

通報

者 

府職員等 

①知事部局、行政委員会等事務局の職員、府立学

校の教職員（再任用職員含む）②非常勤職員（嘱

託員等）③ 派遣、請負契約等に基づき府で働く労

働者（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑの常駐ｵﾍﾟﾚｰﾀなど） 

 

府民等（何人も） 

対象

事実 

府の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為で、 

次の(1)～(3)のいずれかに該当する行為 

(1)法令違反行為 

(2)業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為 

(3)法令違反につながるおそれのある行為 

次の(1)に該当する行為 

(1)法令違反行為  

窓口 法務課 コンプライアンス委員※ 法務課 

手段 電子メール、郵送、電話、面談 電子メール、郵送 電子メール、郵送 

匿名 可 不可 不可 

  ※コンプライアンス委員：公益通報担当として弁護士２名を選任。 

   コンプライアンス委員の業務（コンプラ要綱第４条） 

    ・委員宛職員通報の処理に関すること 

    ・公益通報の処理について、助言及び指導を行うこと 

    ・公益通報制度に関し改善すべき点について、助言及び指導を行うこと 

    ・法令違反行為等に係る重大事象に関する調査を行い、その結果について知事に報告すること 

 

１ 府の公益通報制度は、法令違反の是

正及びその未然防止を図ること等を目

的としている。しかしながら、府民通

報については、通報対象事実が「法令

違反行為」に限定され、職員通報にお

いて対象とされている「法令違反につ

ながるおそれのある行為」が対象とさ

れていない。このことが、制度目的と

の不整合を生じさせている。また、通

報を思い止まらせるような作用を生じ

させかねない。 

 

 

２ 受付けた通報の受理・不受理の決定

は、関係所属長等が受理要件に該当す

るかどうかを確認、作成した要件確認

書に基づき、法務課長が行っている。

しかしながら、関係所属長等が要件審

査の趣旨、目的を踏まえどのような確

認を行うかについては、全庁共通のル

ールが定められておらず、関係所属長

等により差が生じ、その結果、法務課

長の受理・不受理の決定に影響を与え

るおそれがある。 

 

 

３ 受理した通報は、原則、関係部局長

が総務部長からの指示を受けて調査を

実施し、是正措置を講じることとされ

ており、調査方法・結果・是正措置の

内容についてコンプライアンス委員の

意見を聴くこととされているが、総務

部長が、関係部局長の調査方法・結果・

是正措置について、適切性・妥当性・

有効性について判断しているとは言い

難い。 

 

 

 

 

１ 府民通報の通報対象事実につ

いて、制度目的との整合を図る観

点、及び通報者の利用しやすさを

確保する観点から、通報対象の拡

大について検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 受付けた通報の受理・不受理の

決定に当たり、関係所属長等が実

施する受理要件確認に差が生じ

ないよう、関係所属長等が要件審

査の趣旨、目的を踏まえどのよう

な確認を行うかについて、全庁共

通のルールづくりを検討された

い。 

 

 

 

 

 

３ 関係部局長による調査実施は、

通報対象となった事務事業に精

通する者による調査であること

から精度の高さが期待できる一

方、組織防衛の思考及び通報者保

護への懸念が生じ得ることに留

意する必要がある。この点を認識

し、関係部局長の調査方法・結果・

是正措置について、総務部長がそ

の適切性・妥当性・有効性を判断

するようにされたい。さらに、コ

ンプライアンス委員が最終的な

判断をするような仕組みづくり



    ・公正な職務の執行確保に関して、職員への助言及び指導を行うこと 

    ・行き過ぎた苦情等への対応に関する職員への助言及び指導を行うこと 

    ・その他府のコンプライアンスに関する助言及び指導を行うこと 

 
２ 処理状況 
(1) 過去３年度の年度別通報件数（令和元年６月６日現在）               （単位 件） 

年度 

職員通報 府民通報 

受付 受理のうち調査着手 受付 受理のうち調査着手 

 内訳  うち結果通知  内訳  うち結果通知 

受理 不受理 検討中 
 

うち是正要 受理 不受理 検討中 
  うち是正

要 

28  13 10 3 0 10 10 ２ 28 3 25 0 3 3 1 

29  16 6 10 0 6 6 １ 16 2 14 0 2 2 0 

30  36 22 10 4 22 16 ７ 10 5 4 1 5 5 2 

合計 65 38 23 4 38 32 10 54 10 43 １ 10 10 3 

 

 

(2) 過去３年度の通報に対する事件別平均処理日数等一覧（令和元年６月６日現在） （単位 件又は日）                                    

事 案 

職員通報 府民通報 

受付 通報から受

理、不受理 

決定までの 

平均処理 

日数 

通報から処

理結果まで

の平均処理

日数 

受付 通報から受

理、不受理 

決定までの 

平均処理 

日数 

通報から処

理結果まで

の平均処理

日数 

  

  

内訳 
  

  

内訳 

受理 不受理 検討中 受理 不受理 検討中 

喫煙関係 8 7 1 0 34 115 0 0 0 0 (事例なし) (事例なし) 

手当関係 7 7 0 0 43 120 1 0 1 0 15 (事例なし) 

パワハラ 

セクハラ 
9 3 5 1 49 102 2 0 2 0 55 (事例なし) 

文書管理関係 7 3 4 0 74 233 0 0 0 0 (事例なし) (事例なし) 

その他 34 18 13 3 71 124 51 10 40 1 35 146 

合計 65 38 23 4 59 126 54 10 43 1 35 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 標準処理期間の設定や、必要と見込

まれる期間の通報者への通知について

は、案件により関係部局長の調査や是

正措置の期間に相当の差が生じるこ

と、また、事前予測が困難なことを理

由としてこれらを行っていない。この

ため、通報者がいつまでに通報に対す

る処理が終了するのかを予測できない

状態となっている。また、総務部長に

よる進捗管理ができているとはいえな

い。 

 

 

５ 通報対応の終了後、通報を機に講じ

た是正措置が適切に機能しているかど

うかや、通報者に対し通報したことを

理由とした不利益な取扱いが行われて

いないかどうかについて確認が行われ

ていない。なお、通報者等から申し出

があれば、適切に対応するとしている

が、通報者等に対し、申し出る場合の

窓口や手続等についての教示・案内等

を行っていない。 

また、庁内ホームページの現行シス

テムに、アクセスカウント機能がない

ことからアクセス件数が把握されてお

らず、制度の利用しやすさについて利

用者視点での検証等も行われていな

い。加えて、コンプライアンス委員の

業務の一つに、「公益通報制度に関し

改善すべき点について、助言及び指導

を行うこと」があるが、コンプライア

ンス委員に対しても、定期又は随時に

意見照会する等は行われていない。 

 

 

６ 府の公益通報に係る組織体制（令和

元年）は、法務課長１名、参事（グル

ープ長）１名、総括主査２名の４名、

も含め検討されたい。 

 

 

４ 通報者の予測可能性に資する

観点、及び関係部局長による調査

が遅滞なく進捗するよう総務部

長がマネジメントする観点から、

標準処理期間の設定、必要と見込

まれる期間の通報者への通知又

はその他の仕組みについて検討

されたい。 

 

 

 

 

 

５ 通報対応終了後、是正措置等が

十分に機能していることや、通報

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ことを

本人が希望する連絡方法によっ

て確認すること、又は通報者等が

容易に申し出ることができるよ

う窓口や手続等について教示・案

内を行うこと等について検討さ

れたい。 

また、庁内ホームページのアク

セス件数を容易に把握できるよ

うにすることを含め、制度の利用

しやすさについての職員アンケ

ート等、利用者視点で検証する手

法の導入や、コンプライアンス委

員の効果的な活用等により、制度

について定期的に評価及び点検

する仕組みについて検討された

い。 

 

 

 

６ 公益通報を活用したリスク管

理等を通じ、府の行政事務がより

一層適正化するよう、上述の改善



 

(3) 過去３年度の通報別・窓口別受付件数（令和元年６月６日現在）  （単位 件） 

年度 

職員通報 府民通報 

 

受付窓口 受付窓口 

法務課 
コンプライアンス

委員 
法務課 

28 10 3 28 

29 11 5 16 

30 19 17 10 

合計 40 25 54 

 

 

３ 制度運用 

(1) 受理・不受理の決定 

・はじめに、受付けた通報が「法令違反行為」「府の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為」その他

の受理要件に該当するかどうかを確認するため、通報の対象となった事務事業に精通する所属の長等（以下

「関係所属長等」という。）が、通報者名等が黒塗りされた通報の転送を受け、各受理要件について確認を

行うこととされている。 

・その後、法務課長が、関係所属長等作成の要件確認書（様式指定）に基づき、不受理についてはコンプライ

アンス委員の意見聴取（受理要件非該当が明らかであると認めたものを除く。）を経て、受理・不受理の決

定を行っている。 

・関係所属長等における要件確認に際し、要件審査の趣旨、目的を踏まえどのような確認を行うか（ヒアリ

ングの有無等）についてはルール化されておらず、関係所属長等により差が生じ、その結果、法務課長の

受理・不受理の決定に影響を与えるおそれがある。 

 

(2) 調査の実施等 

・原則、関係部局長が、総務部長から調査指示を受けて調査を実施し、是正措置を講じている。 

・その上で、調査方法・結果・是正措置の内容についてコンプライアンス委員の意見を聴き、妥当でないと

の意見であれば、関係部局長が再調査等を実施することとしている。 

・関係部局長の調査方法・結果・是正措置について、総務部長が内容の確認はするものの、適切性・妥当

性・有効性を判断しているとは言い難い。 

 

４ 通報者保護 
(1) 公益通報者保護法 

・公益通報者保護法の目的は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等を定めることに

より、公益通報者の保護を図ること等とされている。（第１条） 

・また、事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公

益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされている。（第５条） 

 

予算は 454千円となっている。 を求める事項（意見）に取組むた

めに必要な体制等の整備を図ら

れたい。 



(2) 国のガイドラインとの比較 

・消費者庁策定の「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（平成 29年

７月）」（地方自治法上の「技術的な助言」。以下「ガイドライン」という。）と府の制度を比較したと

ころ、通報者保護等に関する取組みにおいて、次の差異が認められた。 

 

 ガイドライン 府の現状 

標準処理期間

の設定 

・通報の受理から通報対応の終了までに

要する標準的な期間を定め、又は必要と

見込まれる期間を通報者に対し遅滞な

く通知するよう努めるとされている。 

・案件により対応終了までの期間に相当の差

が生じること、また、事前予測が困難なこと

から、標準処理期間の設定や、必要と見込ま

れる期間の通報者への通知は行っていない。 

通報対応終了

後の是正措置

等が十分に機

能しているこ

との確認 

・通報対応終了後、是正措置等が十分に機

能していることを適切な時期に確認し、

必要があると認めるときは、新たな是正

措置その他の改善を行うよう努めると

されている。 

・通報対応終了後に是正措置等が適切に機能

しているかどうかの確認は行っていない。 

・ただし、通報者等から是正措置が不十分で

ある旨の申し出があれば、新たな通報とし

て扱うなど適切な対応を行うとしている。 

・なお、通報者等に対し、是正措置が不十分

である旨を申し出る場合の窓口や手続等

についての教示・案内等は行っていない。 

通報対応終了

後の通報を理

由とした不利

益な取扱いが

行われていな

いことの確認 

・通報対応の終了後、通報者に対し通報し

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など、

通報者保護に係る十分なフォローアッ

プを行うとされている。 

・不利益な取扱いについて監査対象機関から

の積極的な確認は行っていない。 
・理由は、フォローアップのための通報者への

接触が、通報者特定リスクを増大させるた

めとしている。 

不利益な取扱

いがあった場

合の救済措置 

・フォローアップの結果、不利益な取扱い

が認められる場合には、通報者を救済す

るための適切な措置を講じるとされて

いる。 

・通報者等から申し出があり、不利益な取扱

いが認められる場合は、法令遵守推進委員

及び主任者と対応を協議するなど事例に応

じて対応するとしている。 
・なお、通報者等に対し、不利益な取扱いが

あった場合の申出窓口や手続等についての

教示・案内等は行っていない。 



通報対応の仕

組みの定期的

な評価及び点

検 

・通報対応の仕組みの運用について、職員

等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、通報対応の仕組みを継続的に改善

するよう努めるとされている。 

・定期的な評価及び点検について明文化され

た制度はない。 
・なお、職員アンケート等は行っていない。 
・また、庁内ホームページ※のアクセス件数

は、実際に通報に至った件数との差を分析

することで制度の利用しやすさの検討等に

資すると考えられるが、現行システムにカ

ウント機能がなく把握が容易でないことか

ら、庁内ホームページのアクセスカウント

が把握されていない。 
・加えて、コンプライアンス委員の業務の一

つに、公益通報制度に関し改善すべき点に

ついて助言及び指導を行うことがあるが、

コンプライアンス委員に対し、定期又は随

時に意見照会する等は行っていない。 

 

※庁内職員の情報共有を目的に、庁内各室課

から提供された各種情報等で構成されてい

るもの。庁外からはアクセスできない。 
 

５ その他（体制・予算等） 
(1) 改正地方自治法と公益通報制度の重要性の高まり 

・令和２年４月施行の改正地方自治法は、都道府県知事に対し、財務に関する事務の管理及び執行が法令に

適合し、かつ、適正に行われることを確保するため内部統制に関する方針を定め、必要な体制を整備する

ことを義務付けている。 

・これに先立ち、総務省が策定した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成

31年３月）」では、組織における情報の伝達及びモニタリング等の通常の伝達経路が適切に機能しない場

合に備え、内部及び外部からの通報制度を整備すべきである旨記載されている。 

・地方自治法の改正、内部統制制度の導入・実施の流れを受け、公益通報制度の重要性が高まっていること

については、法務課においても認識されている。 

 

(2) 体制 

・公益通報に係る府の平成 30年組織体制は、法務課長１名、同課訟務・コンプライアンス推進グループ長

（課長補佐級） １名、同グループ（主査・主事）各々１名の計４名。 

・なお、令和元年に、自治法改正（内部統制）に対応するため、グループ長を参事（課長級）に変更し、主事

を主査に変更。ただし、全者、他の業務を有している。 

 

※参考 大阪市における公益通報に係る組織体制（令和元年） 

  監察課長１名、課長代理１名、担当係長３名、担当２名、計７名。公正職務審査委員の委員６名（弁護士、

公認会計士） 

 

 



監査（検査）実施年月日（委員：令和元年８月２日、事務局：同年６月12日から同年７月９日まで） 

                                    

(3) 予算 

・454千円（令和元年コンプライアンス委員報酬） 

 

※参考 大阪市における公益通報に係る予算 

18,146千円（令和元年公正職務関係費） 

 

 

(4) 平成 30年度住民監査請求事案 

・平成 30年度の印刷業務に係る住民監査請求（棄却）の請求人は、住民監査請求に先立ち職員通報を行っ

ていたが、当該通報は、関係所属長等が受理要件に該当するかどうかを確認し作成した要件確認書に基づ

き、違法性なしとして法務課長が不受理の決定を行っていた。 

・しかしながら、本件は、住民監査請求の監査結果において「内部統制の仕組みがコンプライアンスの確保

に対して適切に機能するよう留意されることを期待する。」として意見を付したものであり、法令違反に

つながるおそれのある行為として受理し、十分な調査を尽くすべき事案であった。 


