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自治体の文書は
だれのもの！？

あなたが仕事で扱っている文書は、自治体職員のものだと思っていませんか？
自治体が管理する文書は、行政活動の記録であり、住民の大切な財産です。
ルールに基づいた文書管理を行うことはもちろん、
行政活動の透明性を担保するため、積極的な情報開示・提供に努めましょう。
そうすることが、結果として、仕事の正当性を証明し、あなたを守ることにもなるのです。

文書管理・
情報公開

仕事

文書の保管はいい加減だし

2

4

都合の悪い開示請求には文書がないことに
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面倒な開示請求には使用目的を詳しく聞いて

1

収受や起案は後回し

○×文書？
すでに廃棄して
しまって…

何に使うん
ですか？

いまは立て込んでる
からムリ

時間が
すごくかかる
って言って!

まとめて
1年保存で
いいか

こんなこと、ありませんか？

が０個☞その調子 ！ が1～2個☞ちょっと危険 ！ が3個以上☞アウト ！！

自治体の意思決定は、文書で行うのが原則です。
忙しくても、ルールに則って！

文書の収受※・起案※は、手間がかかるので、
忙しいときには省略している。

文書の種類などによって保存期間が決まっています。
保存期間を守らずに廃棄すると、刑事罰を科される可能性もあります。

保管スペースに限りがあるので、
どの文書も短期保存で、廃棄している。

磁気データやCD-ROMなどのデジタル媒体も対象です。

文書管理の対象となる文書は、
紙だけだと思っている。

だれが何を請求したかについて他の部署に伝えると、個人情報を漏えいしたことになります。

情報開示請求者のリストを作って、
自治体全体で情報共有することが重要だと思う。

個人情報や法人の正当な利益を害する情報などの例外を除き、開示するのが原則です。

自治体の裁量で文書は非開示にできると思う。

情報は職員のものではなく、住民のもの
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庁舎が手狭だし

※収受：外部から届いた文書などを受け取り、組織として確認する行為。
※起案：外部に向けた文書などを発信するための組織としての意思決定行為。

効率化
だから
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1. 不当要求と
コンプライアンス

ポイント

今日、不当要求行為は、私たちの日常業務の中でも、様々な場面で生じる可
能性があります。不当要求は、初期の対応方法を誤ると、その隙に次々と付け
込まれてしまう危険性があります。

ただし、手口はパターン化されていますので、その手口や対応策をあらかじ
め学んでおくことが、最大の防御となります。また、暴力団等の反社会的勢力
への対処法も、あわせて学んでいきます。

1-1. 不当要求行為への対応
　　　申請窓口での対応

Ａさんは、担当している企業向け補助事業の窓口で、申請者に申請書の
内容について説明をしていました。すると、申請者から、「申請書の記載
内容が不足しているとはどういうことだ。お前の説明ではわからない。市
長に直接言うから市長に会わせろ！　さもなければ、こっちも忙しいから
後日、説明に来い」と大声で言い放たれてしまいました。

事 例

◆不当要求とは何か
「不当要求」とは、暴行、脅迫、困惑行為などの違法または不当な手段を用
いて、自治体や職員に対して、自己もしくは第三者が利益を得られるように働
きかけたり、行政の公正・中立性を阻害するように働きかけたりする行為をい
います。近年、反社会的勢力だけでなく、景気の低迷が長引く社会的閉塞感か
らも、一般の人の中にも、些細なトラブルを契機に、理不尽な要求をする人が
あらわれるようになっています。

ただし、一見、不当と思われるような要求であっても、はじめから不当要求
行為であると決めつけることはできません。

不当要求であるかどうかを見極めるポイントは、次の二つです。

◎相手が同じ状況にある普通の住民であったらどのような判断をするか？
◎暴行、脅迫、困惑行為などがない場合でも同じ判断をするか？

この二つを自分自身に問いかけ、判断がゆがめられようとしていないかを確
認する必要があります。

◆それって、本当に「不当要求」？
事例の場合、まず、申請者に対するＡさんの説明が、適切なものだったか、
もっとわかりやすい説明方法があったのではないか、考えてみる必要がありま
す。

もしかしたら、相手の要求は正当なクレームかもしれません。正当なクレー
ムであれば、私たちの業務改善につながる貴重な意見となります。Ａさんは、
説明の仕方も含め、今一度、どうしてトラブルとなってしまったのかを客観的
に把握しておく必要があります。

そのうえで、組織として今回の一連の要求が正当なものであるかどうかを複
数の目で判断できるように、時系列で対応を整理するとともに、要求されてい

です。

また、「市長に会わせろ！」などと窓口でわめく相手を、市長室に案内して
はいけません。市長に会わせても何の解決にもなりません。窓口でのトラブル

困惑行為
暴力や脅迫行為に至らな
いまでも、電話やメー
ル、窓口での執ような要
求など、通常の公務の執
行を妨げるような行為。

「形式的なコンプライアンス」ではなく、「実践的なコンプライアンス」が身につく！

●監修：髙橋　滋
（一橋大学副学長）

執筆：鈴木秀洋
（文京区男女協働担当課長・
 子ども家庭支援センター所長） 他　※肩書きは当時

●仕様・価格：
テキスト　B5判・208頁　本体2,000円＋税
確認テスト（1ID）　ASP方式・10問　本体800円＋税
マネージャーID　本体2,500円＋税
●発刊年月：平成26年6月

商品概要

本書の特長
★現役の自治体職員10名が執筆しているので、自治体の実務に
即したコンプライアンスを学ぶことができる！
★「やってはいけない」ではなく、「安心して仕事をするための業務
ルール」を把握することができる
★テキスト受講後に理解度確認テストを実施する
　ことにより、内容を確実に理解させることができる

具体的な事例について、
コンプライアンスの視点
からどう対応すべきかを
分かりやすく解説

組見本

東京都港区南青山2‒11‒17 〒107‒8560
http: //www.dai ichihok i .co . jp

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640

自治体職員の皆様に向けて
第一法規がお届けするコンプライアンステキスト

自治体職員として守るべきコンプライアンスが楽しみながら身につく！

これからの自治体職員のための

実践コンプライアンス

コンプライアンス
自治体職員のための

チェックノート

●編著：鈴木秀洋
（日本大学危機管理学部准教授、
 元文京区男女協働担当課長・
 子ども家庭支援センター所長）

●仕様：A5判・24頁
●収録：10テーマ
●価格：本体5,000円＋税（20部）
※本商品は、1セット20部からの販売となります。
　追加は10部単位となります。
●発刊年月：平成29年2月

商品概要

本書の特長
★4コママンガとチェックリストで大好評のチェックノートシリーズ
★民間企業などで７万部以上採用実績のあるシリーズの最新版
★自治体の業務場面に特化した内容
★手軽でコンパクトに、NG行動をまとめた一冊
★全ページフルカラーで読みやすい

４コママンガ→ポイント
アドバイス→ NG行動
チェックリストの流れで、
１テーマを見開きで学習

組見本

これからの自治体職員のための

実践コンプライアンス

Unit 1 概　　　論
Unit 2 職員・職場
Unit 3 仕　　　事

コンプライアンス
チェックノート

自治体職員のための

平成29年2月
リリース!!



コンプライアンス研修の教材・復習用テキストとしても
便利にお使いいただけます！

これからの自治体職員のための

実践コンプライアンス
コンプライアンス

自治体職員のための

チェックノート
Unit1　概論
１. 自治体職員のためのコンプライアンス
自治体コンプライアンスとは

２. 自治体職員の社会的責任
住民全体の奉仕者／住民の信託に基づく権利の行使／高い職業倫理の
必要性／公務の特性／地方自治と分権／人権／自治体職員にかかわる
法律の仕組み

Unit2　職員・職場
１. 公務員倫理
倫理原則と行動規準／利害関係者

２. 服務と懲戒
服務の根本基準／服務に関する義務、禁止、制限／懲戒

３. 職場環境
自治体職員にかかわる労働法規／メンタルヘルス対策／職場のハラス
メント／多様な就労形態／コミュニケーションとコンプライアンス／
報告・連絡・相談／公益通報者保護制度

４. 私生活とコンプライアンス
飲酒に起因する犯罪／インターネットを通じたコンプライアンス違反

Unit3　仕事
１. 不当要求とコンプライアンス
不当要求行為への対応／不当要求に対応するための事前準備／不当要
求行為に対する具体的対応要領／不当要求行為が刑法上の犯罪となる
場合／反社会的勢力への対応

２. 契約とコンプライアンス
自治体における契約／契約事務とコンプライアンス／事業者との関係

３. 公金管理とコンプライアンス
現金の取扱い／出張旅費の取扱い／債権管理

４. 公文書管理とコンプライアンス
文書の収受／起案と決裁／文書の保存

５. 情報とコンプライアンス
自治体業務と情報／情報セキュリティ／個人情報の保護／情報公開

６. 知的財産とコンプライアンス
知的財産権とは何か／著作権保護

７. コンプライアンスを確保する制度
自治体のコンプライアンスを確保する制度／自治体のコンプライアン
スを確保する制度の視点別整理

●仕事の基本とコンプライアンス

理想と現実が違う！？
●自治体職員の社会的責任　 

だれのための公務！？
●報告・連絡・相談

言いにくいので、つい後回し…
●服務に関する義務・禁止・制限

職員の義務って！？
●セクシュアルハラスメントの防止　

そんなに目くじらを立てなくても…
●パワハラ・マタハラの防止とメンタルヘルス

心も身体も限界です!
●不当要求への対応

弱みにつけこまれると…
●契約・公金

契約事務やお金の管理はお任せ！？
●文書管理・情報公開

自治体の文書はだれのもの！？
●情報管理・個人情報保護

ついうっかりして…

ふりかえってみよう

関連キーワード
関連法律・条例など

概論

職員・職場

仕事

※内容現在：平成28年12月1日までに公布された法令

※本商品は､1セット20部からの販売となります。
　追加の際は、10部単位にてご注文ください。

商品名 価格（税込） 申込部数 金額（税込）

これだけはNG!　自治体職員のための
コンプライアンスチェックノート

1セット（20部）：5,400円
※追加10部単位：2,700円 部 円［056747］

これからの
自治体職員のための
実践コンプライアンス

2,160円 部 円［029249］テキスト

864円 部 円［029256］確認テスト（1ID）

2,700円 部 円［029264］マネージャーID

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

【住所】　〒　　　―

【機関名・部署名】

TEL　　　　　　　　（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　 FAX　　　　　　　　（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　

□ 公用
□ 私用

【お名前（公用の場合はご担当者名）】

◎上記のとおりを申し込み、代金は請求書により支払います。

㊞

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスと
いたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。
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長方形
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