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外部の労働者等からの公益通報に関するマニュアル 

総務部 政策法務課経営推進担当 

令和４年６月１日 改訂

このマニュアルは、公益通報者保護法第二条第四項に規定する行政機関として、本市の

機関が、外部の労働者等からの公益通報に適切に対応するため、策定したものです。
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I. 公益通報の概要 

1. 公益通報とは
公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、役務提供先等について、刑事罰等の対

象となる不正が生じ又は生じようとしている旨を、事業者内部や行政機関等の通報先に通

報することです。

2. 公益通報者保護法とは
 「公益通報者保護法」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及

び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を

定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の

利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、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制定されたものです。

3. 公益通報者保護法の対象となる公益通報とは
公益通報者保護法の対象となる通報のポイントについては以下を参考にしてください。

 (1)「公益通報者」 

 公益通報の通報者となり得るのは下記のいずれかです。また、下記に記載されている労

働者とは、労働基準法第九条に規定されている労働者（正社員、アルバイト、パートタイ

マー等）を指します。

ア 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者（以下「当該事業

者」という。）に雇用されている労働者

イ 当該事業者を派遣先とする派遣労働者

ウ 当該事業者の取引先の労働者

エ 通報の日前一年以内に上記ア～ウであった者

オ 当該事業者の役員

カ 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

 (2)「通報内容」 

 通報の内容は役務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わ

る法律（別添「通報対象となる法律一覧」参照）に違反する犯罪行為又は刑罰、行政罰に

つながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている内容が通報の対象となります。通報

の手段は、電話・FAX・文書・電子メール等決まりはありません。
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 (3)「通報の目的」 

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、

公益通報にはなりません。

 (4)「通報先」 

 通報先は、次のいずれかが定められており、通報先により保護の条件は異なります。

ア 事業者内部（役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者）

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

イ 行政機関等(通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関) 

(1) 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足り

る相当の理由がある場合

(2) 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、

次に掲げる事項を記載した書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録を含む。下記ウ(5)にお

いて同じ。）を提出する場合 

① 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

② 当該通報対象事実の内容

③ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する

理由

④ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとら

れるべきと思料する理由

ウ 事業者外部（報道機関や労働組合等、通報対象事実の発生・被害の拡大を防止す

るために必要であると認められる者）

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の

理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

(1) 上記イに定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると

保護の条件

保護の条件

保護の条件



4 

信ずるに足りる相当の理由がある場合

(2) 上記アに定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅さ

れ、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由が

ある場合

(3) 上記アに定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者につい

て知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りなが

ら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合

(4) 役務提供先から上記イに定める公益通報をしないことを正当な理由がな

くて要求された場合

(5) 書面により上記アに定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当

該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない

場合又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合

(6) 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人（事業を行う場合における

ものを除く。）の財産に対する損害（回復することができない損害又は著し

く多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とす

るものに限る。）が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足

りる相当の理由がある場合

4. 秘密保持及び個人情報保護の徹底について
通報又は相談への対応に関与する職員及び過去に関与していた者は、通報者その他関

係者の秘密の保持に十分留意し、知り得た秘密及び個人情報の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。以下に掲げる事項について留意し、秘

密保持と個人情報保護の徹底を図ってください。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、

調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。）

については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと（通報対応を適切

に行う上で真に必要な最小限の情報を、(3)に規定する同意を取得して開示する場合

を除く）。

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場

合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。また、

同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示するこ

とによって生じ得る不利益について、明確に説明すること。
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※公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、

その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏

らしてはならず、違反した場合は 30万円以下の罰金に処されます。

※機密漏洩や個人情報の不当利用等、職員に不適切な対応があった場合は、懲戒処分その

他適切な措置を講じます。

5. 浜松市における外部の労働者等からの公益通報の組織体制
浜松市に対してなされる通報及び相談（以下「通報等」という。）への対応について、

通報等を受け付ける課では、次の通り、通報等責任者及び案件ごとに担当者を指定して

ください。また、情報の保護を図るため、指定した職員以外（政策法務課経営推進担当

の担当者を除く）は通報等に関わることの無いように留意してください。

●通報等に関わる職員の設定

通報等責任者
通報等を受け付ける課の所属長。

※浜松市公益通報窓口一覧にある課全てが対象

通報等担当者

通報等責任者が案件ごとに指定する者。

※通常、課長補佐・担当グループ長・担当グループ員の３

名が考えられる。案件の程度によって担当グループ員を増

員することに問題はないが、必要最小限とするように努め

ること。

●通報等責任者の業務

(1) 通報等に関する調査の進捗等の管理を行うこと。

(2) 所属職員の教育研修（動画研修等を含む）に参加する機会の確保、その他通報等

への適切な対応の確保に関して、監督を行うこと。

(3) 所属職員の中から、通報等担当者を指定すること。

(4) 通報等の内容についての機密保持・通報者や相談者の個人情報保護の徹底を図る

ために必要な措置をとること。

(4) 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通

報者等に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること。 

(5) 上記のほか、個人情報の保護に関する法令や浜松市個人情報保護条例等に従うこ

と。
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●通報等担当者の業務

(1) 通報等責任者を補佐し、通報等の管理、通報者や相談者との連絡その他の通報等

への対応に関する事務を担当すること。

●政策法務課経営推進担当の業務

(1) 浜松市における公益通報者保護法に関する体制等の整備に関すること。

(2) 浜松市公益通報窓口一覧の作成・公表に関すること。

(3) 公益通報の件数等の公表に関すること。
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II. 外部の労働者等からの公益通報への対応 

1. 公益通報の窓口の確認

 通報の窓口 

外部の労働者等からの公益通報を受け付ける窓口は､公益通報に関する法令を所管す

るそれぞれの課となります。通報内容を確認し、違反行為の法令所管課であるかを確認

してください。浜松市における通報先については、公開ライブラリ及び市ホームページ

に浜松市公益通報窓口一覧を掲載しています。 

 通報先が異なる場合  

通報内容の法令所管課でないことが判明した場合は、公益通報者に対し、該当する所

管課の連絡先を伝えてください。通報内容から該当法令の所管課が不明な場合は、政策

法務課経営推進担当までご連絡ください。なお、国及び静岡県の所管課については、消

費者庁や静岡県のホームページに通報先窓口一覧が掲載されています。 

2. 通報者・通報内容の聞き取り
 所管課が通報を受けた場合は、公開ライブラリにある「外部通報受付票」を利用し、通

報内容の聞き取りを行ってください。（※既に各課で通報対応用の様式がある場合はそちら

を利用いただいても構いませんが、「外部通報受付票」の内容を追記等にて補完してくださ

い。）

この時、保護の条件として、次の項目に当てはまるかを確認してください。電話等によ

る通報で保護の条件が提出されていない場合は、提出を依頼します。ただし、通報者が望

まない場合には提出の必要はありませんが、その場合は公益通報者保護法の保護対象とは

ならない旨を説明してください。

  ●保護の条件（どちらか１つでよい）

(1) 真実相当性があると判断するために通報内容が事実かどうかを裏付ける内部資料

〇自らが関係する通報事案への対応（利益相反関係の排除） 

職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはいけません。通報受付担当者や

事案の調査担当者等、通報対応の各段階において従事する者が違反そのものに関わってい

る場合や利害関係者（違反者と親族等）であることが分かった場合は、担当職員を変更し

てください。また、課全体が違反に関係ある場合は、通報の受付先を関係する他課、県や

国の担当部署等へ移すようにしてください。 
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や関係者による信用性の高い供述等の根拠

(2) 次の必要事項をすべて記載している書面、メール又は記録媒体等
【必要事項】

ア 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

イ 通報対象事実の内容

ウ 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

エ 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取れるべきと思

料する理由

3. 通報者へ説明すべき内容
通報を受けた場合は、下記の説明を行ってください。ただし通報者が望まない場合や、

やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。

説明すべき内容

(1) 通報に関する秘密は保持される（守られる）こと
(2) 個人情報は保護されること
(3) 通報受付後の手続きの流れ（「外部の労働者等から市役所各部局への通報案件の処
理に係るフロー」を参考に説明）

4. 公益通報とならない通報への対応
 通報が匿名である場合や真実相当性の要件を満たしていない場合等、保護の対象でない

場合でも、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められ

る場合には、公益通報である場合と同様に対応してください。 

5. 通報の受理・不受理及び調査の実施についての判断
(1) 通報者から通報内容を確認し、外部の労働者等からの公益通報としての「受理・不受
理」を所管課で判断してください。受理の判断に迷う場合は、消費者庁ホームページ

のＱ＆Ａの閲覧や公益通報者保護制度相談ダイヤルへの連絡により確認をしてくださ

い。

(2) 通報の「受理・不受理」を決定し、通報者にその旨を通知してください。また、受
理しないとき（情報提供として受け付けることを含む。）は、その理由も併せて通知し

てください。

(3) 通報を受理した後は、調査を実施するか否かを決定し、通報者に対し、調査を「実
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施する・実施しない」旨の通知を行ってください。調査を実施する場合は、着手の予

定及び通報対応の終了（是正措置があれば、是正完了まで）までの標準処理期間を併

せて通報者へ通知してください。メールや電話等通知の方法は問いません。

(4) 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、通報者に通知してください。メールや電話等、通知の方法は問いません。

6. 調査の開始
 通報を受理し、調査を行う決定をした場合は、速やかに調査を行い、通報事実の有無を

確認してください。調査する際は、通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定

されないよう十分に留意してください。調査を行う中で処分権限がないことが分かった場

合は、通報者に対し、権限を有する機関を案内してください。

 また、可能であれば、通報者へ調査の進捗について適宜報告を行ってください。

7. 調査終了後
 調査を行い、結果として通報事実があった場合は法令に基づく措置を行ってください。

また、可能であれば、通報者へ調査結果の報告を行ってください。

8. 是正措置等
 調査を行った結果、通報対象事実又はその他の法令違反等の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当な措置を行ってください。

また、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の

保護に支障がない範囲において、通報者へ措置等の報告を行ってください。

9. 対応後のフォローアップ
是正措置を行った後等、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対

応するとともに、通報者が、通報したことを理由として、事業者から解雇その他不利益な

取扱いを受けていることが明らかになった場合には、労働審判手続きや民事裁判等で解決

を図っていくこととなります。消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤルや弁護士等へ

の連絡を促すなど、通報者等の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めてくださ

い。
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10.協力義務等
 他の行政機関等から調査等の協力を求められた時は、正当な理由がある場合を除き、必

要な協力をしてください。また、通報内容が複数の行政機関にまたがる場合は、相互に連

携して調査を行う等の対応をしてください。

11.その他
通報対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対

応するよう努めてください。
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12.≪外部の労働者等から市役所各部局への通報案件の処理に係るフロー≫
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III.庁内事務 

1. 外部通報受付票の報告（随時）
 通報を受け付けた場合は、「外部通報受付票」に通報等の内容を記載し、政策法務課経営

推進担当の担当者へ提出してください。また、通報等への対応に係る記録及び関係資料に

ついては、文書管理に関する法令や浜松市の文書管理規程等に基づき適切な方法で管理し

てください。

 また、既に通報対応用の様式がある課については、そちらを提出いただいても構いませ

んが、公益通報保護の対象可否等が区別できるように必要事項を補完してください。

2. 外部通報受付窓口の変更（随時）
 法令所管課の変更等により外部通報受付窓口が変更となった場合は、政策法務課経営推

進担当へその旨を報告してください。報告をもとに新しい窓口等の情報をホームページで

公表します。

3. 通報先窓口一覧の公表（随時）
通報先窓口一覧を市ホームページで公表することにより、市民が通報しやすい体制を整

えます。また、保護の対象となる法律が追加された場合などは、政策法務課経営推進担当

が所管課を確認した上、データを更新します。

4. 公益通報対応件数の公表（毎年４月頃）
 通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるとともに、客観的な評価を行う

ことを可能とするため、年度ごとに、「通報件数・受理件数・調査に着手した件数・是正措

置等を講じた件数」について、政策法務課経営推進担当が市ホームページで公表します。



IV. 参考 

1. 関係連絡先（関係窓口等）
名称 電話番号 

消費者庁 

公益通報者保護制度相談ダイヤル 
03-3507-9262 

静岡県 

広聴広報課県民のこえ班 
054-221-2235 

浜松市 

政策法務課 経営推進担当 
053-457-2244 （内）2244 

2. 参考ウェブサイト
公益通報について消費者庁のホームページに解説付き動画が掲載されていますので、該当

法令の所管課職員はご覧ください。

ウェブサイト URL 二次元コード 

消費者庁 公益通報者保護制度ウェブ

サイト（トップ） 

（概要の動画等が掲載されています） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy

/consumer_partnerships/whisleblowe

r_protection_system/ 

消費者庁 公益通報者保護制度ウェブ

サイト 

行政機関に通報する場合の通報先検

索システム 

https://www.caa.go.jp/policies/policy

/consumer_partnerships/whisleblowe

r_protection_system/search_system/ 

消費者庁 公益通報者保護制度ウェブ

サイト 

Q＆A 集 

https://www.caa.go.jp/policies/policy

/consumer_partnerships/whisleblowe

r_protection_system/faq/ 

静岡県公式ホームページ 公益通報者

保護制度 

http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki

-110/kouekituho.html 


