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平成２０年度以降、公務員としての自覚に欠けているといわざるを得ない職員の不祥事
が後を絶たず、市民の市政に対する信頼は失墜し、真面目に働く大多数の職員の業務に
支障を来たし、士気を低下させるなど、今まさに非常事態であるといえます。

公務員とは

市民の信託を受け公務を遂行する公務員は、全体の奉仕者として高いモラルを
求められるとともに、その給与の原資が、市民が納めた貴重な税金であること
から、市民やマスコミからの厳しい視線を受けていることを自覚しなくてはな
りません。

地方公務員法
服務の根本基準（第30条）

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、
全力を挙げてこれに専念しなければならない。

服務の宣誓（第31条）
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第32条）
職員は、その職務を遂行するにあたって、法令等（法律、条例、規則、規程等）を遵守し、上司
の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

信用失墜行為の禁止（第33条）
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

秘密を守る義務（第34条）1
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

職務に専念する義務（第35条）
職員は、勤務時間中、全力を挙げてその職務に専念する義務がある。

政治的行為の制限（第36条）
職員は、政党その他の政治的団体の結成等に関する行為や、特定の政治目的の下に行われる一定
の政治的行為を禁じられている。

争議行為等の禁止（第37条）
職員が争議行為等を行うことを禁止している。

兼業の制限（第38条）
勤務時間の内外を問わず、許可を得ずに営利企業等に従事することを禁じられている。

酒気帯び運転（停職2月）、酒気帯び運転、無断欠勤（停職5月）
児童ポルノ法違反（停職5月）、住居不法侵入・窃盗（懲戒免職）
無断欠勤（停職5日）、兼業（戒告）、傷害致死（懲戒免職）
覚せい剤使用（懲戒免職）、窃盗・傷害（懲戒免職）
暴行・傷害（懲戒免職）、暴行（停職1月）、窃盗（停職6月）、公務執行妨害・・・

ちょっとした気の緩みや
些細なトラブルが発端と
なっているケースも少な
くありません。決して対
岸の火事ではなく、いつ
自分の身に降りかかるか
も分かりません。

はじめに
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欠勤・遅刻 手当の不正受給

税・保育料・市営
住宅家賃の滞納

浪費による借金・
破産・給与差押

居眠り・
無断離席

翌日の仕事に悪影響のある飲酒、遊興

公務員に高いモラルが求められているにもかかわらず
さまざまな報道や市民の声などによって、問題事例が
指摘されています。職務に影響が無いよう私生活などに
乱れが無いか気をつけましょう。

モラル違反や不祥事の兆候と見られる具体例

身だしなみの乱れ
・乱暴な言葉遣い
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モラル違反の積み重ねが、組織のモラルハザード
（倫理観・道徳的節度の欠如）を招きます。前頁
の例のようなモラル違反を放っておくと、深刻な
不祥事を招く引き金になるかもしれません。

これらモラル違反の多くは私生活上の乱れが原因で
あることが多いと言われています。

このような兆候に組織としていち早く気づき、対応
することで、問題が大きくなるのを防ぐことができ
ます。

そのためには、何でも相談できる職場の雰囲気作り
＝風通しのよい職場づくり（職場の円滑なコミュニ
ケーション）が重要です

蟻の穴から堤も崩れる
蟻の作った小さな穴から、堅固に築いた堤も崩
れることから。小さな欠陥やちょっとした油断
がもととなって、大きな失敗や損害を引き起こ
す。

不祥事を生み出さない職場づくりとは
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あいさつ、声掛けなど日常のコミュニケーションや、仕事上での

「報告（ホウ）・連絡（レン）・相談（ソウ）」を活発にして、意思疎通

を図ることが重要です。

他の人に関心を持ち、他の人の立場にたった気配りができる

組織風土が求められています。

◎信頼関係に基づき、組織の目標を達成するために、

情報を共有し、自由闊達な議論ができる雰囲気の中で、

それぞれの職員が持つ役割を果たしつつ、お互いに助け

合い、力を合わせて業務に取り組める職場

◎上司・先輩・同僚などに気軽に相談でき、職場内で孤立
した感情を持つことのない、いきいきと働ける職場

そのためには

風通しのよい職場とは

4
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公務員としての自覚

□ 全体の奉仕者としての自覚を持ち、公正に職務を遂行するとともに、

公私において公務員倫理を意識して行動していますか。

□ 職務を遂行する際に、法律、条例などの関係法令及び上司の命令を守

り、適正に行っていますか。

公務上のポイント

□ 公私の区別を明確にし、自らの職務や地位を私的に利用していません

か。

□ 仕事に対するうぬぼれから、独断専行に陥っていませんか。

□ 利害関係者とゴルフや飲食を共にするなど、市民の疑念や不信を招く

ような行為をしていませんか。

□ 業者等から中元・歳暮のたぐいを受け取ったことはないですか。また、

受け取った場合でも、直ちに職場等を通じて返却しましたか。

□ 公金の管理や許認可事務等について、複数の職員が関与して適正に

行っていますか。

□ 情報管理を確実に行い、職場から個人情報等を持ち出したりしていま

せんか。

□ 公務員としての地位を利用して選挙運動に関わったり、政治的行為の

制限に抵触することをしていませんか。

□ 職場を離れるときは、行き先を上司に明確に伝えていますか。

不祥事防止のチェックポイント
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公務外のポイント

□ 勤務時間外でも、自らの行動が公務全体の信用に影響を与えることを

常に意識して行動していますか。

□ 収入相応の生活（服装や宝飾品）をしていますか。

□ 借金をして、過度の遊興にふけったり、ギャンブルにお金をつぎ込ん

だりしていませんか。

□ 深夜までの遊興や飲酒等で、翌日の業務に支障を来していませんか。

□ 交通事故を起こさないよう、常に交通法規を守り、緊張感をもって運

転していますか。

不祥事防止のポイント

□ 不祥事を起こしたとき、どのような懲戒処分が課せられるか知ってい

ますか。

□ 職務の遂行にあたって、不正や違法な事実を知ったときは、速やかに

上司に報告するなど、適切に対応していますか。

□ 上司、部下、同僚との円滑なコミュニケーションに努め、何でも話し

合える雰囲気をつくっていますか。

□ あなたが不祥事を起こしたとき、あなたの職場や市政にどのような影

響を与えるか考えたことがありますか。

□ あなたが不祥事を起こしたとき、あなたの家族や親戚がどれほど辛い

目に遭うか考えたことがありますか。

職場内外で次のような点に注意しましょう
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処分の内容 処分の効果

免職 職員としての身分
を失わせる処分

◎退職手当の一部または全
部が支給されない

◎共済年金の一部が一定期
間受給できない

停職 一定期間、職務に
従事させない処分

◎停職中の給与は支給され
ない

◎共済年金の一部が一定期
間受給できない

◎停職期間が欠務として勤
勉手当がカットされ、期末
手当の在職期間の算定から
も除算される

◎昇給カット及び２年間の
昇格ストップ

減給 一定期間、給与の
一定割合が減額さ
れる処分

◎昇給カット及び２年間の
昇格ストップ

戒告 服務規律違反の責
任を確認し、その
将来を戒める処分

◎昇給カット及び２年間の
昇格ストップ

懲戒処分とは
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【法的責任など】
刑事上の責任：刑罰（懲役、罰金等）
※禁錮以上の刑が確定した場合は職員

としての身分を失います（失職）
民事上の責任：被害者への損害賠償
服務上の責任：懲戒処分

【社会的影響など】
西宮市全体の信用失墜

一生懸命真面目に働いている多くの職員が非難の
目で見られ、つらい思いをするとともに、業務の
遂行にも支障が出ます

上司の監督責任
管理監督責任として懲戒処分を受ける場合があり
ます

同僚や家族への影響
マスコミの報道等により家族や同僚が精神的な
苦痛を感じます

不祥事はそれを犯した職員だけでなく、家族・職場
の上司・同僚など、周囲の人へも影響が及びます

非違行為による代償
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懲戒処分に該当する事例
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免職・停職

　　１．一般服務関係

(1) 欠勤
正当な理由なく１１日以内の間欠勤した職員 停職・減給・戒告

正当な理由なく１２日以上の間欠勤した職員 免職

(4) 勤務態度不良 勤務時間中に繰り返し職場を離脱して職務を怠った職員
免職・停職
減給・戒告

(5) 職場内秩序びん乱
他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 停職・減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 減給・戒告

(2) 遅刻、早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 停職・減給・戒告

(3) 休暇等の虚偽申請 傷病のための療養休暇や特別休暇等について虚偽の申請をした職員 停職・減給・戒告

(8) 秘密漏えい

①職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 免職・停職

②自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な
支障を生じさせた職員

免職

③具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が
漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

停職・減給・戒告

(6) 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 減給・戒告

(7) 違法な職員団体活動

地方公務員法第３７条第１項前段の規定に違反して同盟罷業怠業その他の争議行為をなし、又は本市の
活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給・戒告

地方公務員法第３７条第１項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂
行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

(11) 汚職 職権濫用、収賄等汚職の罪を犯した職員 免職

(12) 営利企業等従事制限違反 任命権者の許可を得ず兼業を行った職員 停職・減給・戒告

(9) 入札談合等に関与する行為
入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者そ
の他の者に予定価格等の入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正
を害すべき行為を行った職員

免職・停職

(10) 個人情報保護義務違反
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された
文書等を収集した職員

停職・減給・戒告

(13) 公文書の不適正な取扱い

①公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 免職・停職

②決裁文書を改ざんした職員 免職・停職

③公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営
に重大な支障を生じさせた職員

停職・減給・戒告

(15) パワー・ハラスメント

①パワー・ハラスメント（ハラスメント防止に関する指針２－（２）に規定するパワー・ハラスメント
をいう。以下同じ。）を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員

停職・減給・戒告

②パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患
させた職員

免職・停職・減給

③パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラス
メントを繰り返した職員

停職・減給

減給・戒告

(14) セクシュアル・ハラスメント

①職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いてわいせつな行為をした職員 免職・停職

②わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまと
い等の言動を繰り返した職員

停職・減給

③わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまと
い等の言動を繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員

免職・停職

④相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員
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(3) 詐取 人を欺いて公金等を交付させた職員 免職

(4) 紛失 公金等を紛失した職員 戒告

(1) 横領 公金等を横領した職員 免職

(2) 窃取 公金等を窃取した職員 免職

(7) 失火 過失により職場において市有財産の出火を引き起こした職員 減給・戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受
給

①故意に法令又は条例に違反して諸給与を不正に支給した職員 停職・減給・戒告

②故意に届出を怠り又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 停職・減給・戒告

(5) 盗難 重大な過失により公金等の盗難に遭った職員 減給・戒告

(6) 市有財産の損壊 故意に職場において市有財産を損壊した職員 停職・減給・戒告

　　３．倫理関係

(1) 金銭等の贈与 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員 免職・停職

(2) 金銭等の貸付
利害関係者から無利子又は著しく低い利率で金銭の貸付を受けた職員、若しくは無償で物品の貸付を受
けた職員

停職・減給

(9) 公金等処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金等の不適正な処理をした職員 停職・減給・戒告

(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職
員

減給・戒告

(5) 利害関係者以外との行為 利害関係者に該当しない業者等から接待又は財産上の利益供与を受けた職員 減給・戒告

　　４．公務外非行関係

(1) 放火 放火をした職員 免職

(3) 接待等 利害関係者から飲食、遊技、旅行等の接待を受けた職員 減給・戒告

(4) その他の便宜供与 利害関係者から紹介、仲介、斡旋などの便宜供与を受けた職員 減給・戒告

(4) 暴行・けんか 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき 停職・減給・戒告

(5) 器物損壊 故意に他人の物を損壊した職員 停職・減給・戒告

(2) 殺人 人を殺した職員 免職

(3) 傷害 人の身体を傷害した職員 免職・停職・減給

(6) 横領
①自己の占有する他人の物を横領した職員 免職・停職

②遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 減給・戒告

(7) 窃盗・強盗
他人の財物を窃取した職員 免職・停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 免職

(10) 麻薬等の所持等 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 免職

(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職
員

減給・戒告

(8) 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 免職・停職

(9) 賭博
①賭博をした職員 減給・戒告

②常習として賭博をした職員 免職・停職

(14) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫
行をした職員

免職・停職

(15) 痴漢行為 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 免職・停職・減給

(12) わいせつ行為
①公然とわいせつな行為をした職員 停職・減給

②暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員 免職・停職

(13) 強姦 強姦をした職員 免職

(16) 盗撮行為
公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又
は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員

免職・停職・減給

　　２．公金等取扱関係
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　　５．交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

①酒酔い運転をした職員 免職

②酒気帯び運転をした職員 免職・停職

③飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は飲酒運転で
あることを知りながらこれに同乗し、若しくは同乗しない場合であっても飲酒運転であることを知りな
がらそれを容認した職員

免職・停職・減給

免職・停職

②人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたもの 免職

③重大な過失により人に傷害を負わせた職員

(2) 非行の隠ぺい、黙認 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 停職・減給

(1) 職務遂行上の過失、怠慢

①職務遂行上の重大な過失、怠慢により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 免職・停職

②職務遂行上の重大な過失、怠慢により、人の身体に傷害を負わせた職員 停職・減給

③職務遂行上の重大な過失、怠慢により、市民、市に対し、多大な損害を与えた職員 減給・戒告

停職・減給

④人に傷害を負わせた職員で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたもの 免職・停職・減給

　　７．管理監督者責任

(1) 指導監督不適正 部下職員が処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 減給・戒告

(3) 交通法規違反
①無免許運転、著しい速度違反等の悪質な交通法規違反をした職員 停職・減給・戒告

②物の損壊に係る交通事故を起こして事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 停職・減給・戒告

　　６．職務遂行上の過失、怠慢

(2) 交通事故

①重大な過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員


