公的清廉性に関する理事会勧告案

公的清廉性に関する理事会勧告案
理事会は：
1960年12月14日の経済協力開発機構条約第
5b）条に留意し、

政府による規制の質の向上に向けた理事会勧
告
[C(95)21/FINAL]、公的部門における利益
相反対処に向けたOECD
ガイドラインに関す
る理事会勧告[C(2003)107]、民間セクターの
インフラへの参画に関する原則についての理
事会勧告[C(2007)23/FINAL]、国際商取引に
おける外国公務員に対する贈賄の防止に関す
る条約、国際商取引における外国公務員に対
する贈賄のさらなる防止に向けた理事会勧告
[C(2009)159/REV1/FINAL]、ロビー活動の透明
性及び清廉性に関する原則についての理事会
勧告[C(2010)16]、多国籍企業のためのOECD
ガイドライン[C(76)99/FINAL、2011年更新版 C/
MIN(2011)11/FINAL]、規制政策及びガバナン
スに関する理事会勧告[C(2012)37]、官民パー
トナーシップのための公共ガバナンスに関する
原則についての理事会勧告[C(2012)86]、各行
政レベルにおける効果的な公共投資に関する
理事会勧告[C(2014)32]、重大リスクのガバナン
スに関する理事会勧告[C/MIN(2014)8/FINAL]
、公共調達に関する理事会勧告[C(2015)2]、投
資のた めの政 策 枠 組 みに関する理 事 会 勧 告
[C(2015)56/REV1]、国有企業におけるコーポレ
ートガバナンスのガイドラインに関する理事会勧
告 [C(2015)85]、公共生活におけるジェンダー平
等に関する理事会勧告 [C(2015)164]に留意し、
国連ならびにその他国際および域内機関による

腐敗防止および適正なガバナンスに関する取り
組み（とりわけ国連腐敗防止条約や国連による
「
持続可能な開発のための2030アジェンダ」
）に留
意し、
政治・経済・社会的制度の柱の1つである清廉性
は、経済的・社会的福祉と個人および社会全体の
繁栄にとって不可欠であることを認め、

清廉性が公共のガバナンスや公共の利益の保
護、
そして法原則と人権尊重に基づく多元的民主
主義へのコミットメントという基本的な価値観の
強化にとって必要不可欠であることを認め、

清廉性は適正なガバナンスのシステム全体の基
盤となり、公的清廉性に関する新たなガイダンス
は公共ガバナンスの他の主要な要素との一貫性
を促進するものであることを認め、

いかなる国も無視することのできない清廉性
基準違反行為は、本勧告が置き換えることにな
る公的サービスにおける倫理管理原則を含む、
公務員の行動倫理の向上に関する理事会勧告
[C(98)70]の採択以降、益々複雑性を増している
ことを考慮し、
あらゆる政治的および政策プロセスの段階にお
いて、公共セクター、民間セクター、市民社会、個
人の間における様々な相互作用の中に清廉性リ
スクが存在するため、その相互関連性に対して
は、公的清廉性を強化し、公共セクターの腐敗を
削減するために社会横断的な統合的アプローチ
が必要であることを認め、
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各国毎に清廉性促進の慣行は、公共セクターに
おける清廉性リスクのその国固有の性質や法
律、制度的、文化的違いなどによって大きく異な
ることを認め、

公的清廉性を向上させることは、各国における
法制度や機関の枠組みに沿った様々なマンデー
トや自治性を通して行政のあらゆるレベルにお
ける共通の使命および責任であり、
したがって本
勧告は社会的信頼を強化する上であらゆる行政
レベルにとって重要であることを考慮し、
公共ガバナンス委員会の提案に対し：

I. 本勧告の目的において、次の定義が用いられ
ることに同意する。

執行メカニズム

外部監督

· 公的清廉性とは、公共セクターにおいて私益よ
りも公益を守り、公益を優先するための共通の
倫理観、原則、標準に常に沿ってそれを遵守す
ることをいう。

· 公共セクターには、立法府、執行府、行政府、司
法府、および選出か指名か、有給か無給か、正
規職員か派遣職員かを問わず、中央政府およ
び地方政府で働く者が含まれる。
また、
これに
は公社や国有企業、官民パートナーシップおよ
びその役員、ならびに一部の国では委託また
は民間からの資金調達が可能な公共サービス
（例：ヘルスケア、教育、公共の交通機関など）
を提供する役員や団体も含まれる。

II.

本勧告を遵守する加盟国と非加盟国（以下、
「遵守国」
という）に、
一貫性ある包括的な
公的清廉性システムを構築するよう勧告す
る。
このために、
遵守国は、
次のことを行うべ
きである。
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文化 責任

2
公的清廉

特に以下を通じて、公共セクターにおける
最高の政治および管理レベルで、
公的清廉
責任
性の向上と汚職削減に向けたコミットメン
トを示すこと。

システム

コミットメント

a) 公的清廉性システムが、公的清廉性を定義し、それを
支え、管理と執行に役立つものであり、かつ、
より幅広
い公的管理およびガバナンスの枠組みに統合された
戦略的
ものであるようにする。
アプローチ

b) 公共セクターの組織がその活動ならびにそれら活動を
実行する公務員の清廉性を効果的に管理する責任を
果たせるよう、適切な法的および制度的枠組みを整備
する。
基準
c) 公務員職務の遂行において高水準の行動規範を示す
ことを含め、模範的な個人の行動をもって公的清廉性
システムをサポートするような、政治と管理の最高レベ
ルで期待される像を明確にする。

能力構築

特に以下を通じて、公共セクター全体にお
ける各機関の責任を明確化し、公的清廉
開放的なシステム
性システムの効果を強化すること。
組織文化
戦略的

a) 公的清廉性システムの要素を設計、
リード、実行するた
アプローチ
めに関連レベル（組織、地方、全国）での責任を明確に
する。

b) それぞれの管轄区において公的清廉性システムの要
基準
素を開発、実行、執行、および/または監視する中央の
リスク管理
責任を有するすべての公務員、ユニット、団体（自治体
および/または独立団体も含め）が、適切なマンデート
と責務を果たす能力を有していることを確認する。

説明責任

c) 一貫性をサポートし、重複やギャップを避け、最善慣行
から学んだ教訓を共有してそこから発展できるような
公式または非公式の方法を通して、かかる公務員、ユ
執行メカニズム
ニット、団体の間における水平的および垂直的な協力
メカニズムを推進し、可能であれば地方自治体レベル
でもそのようなメカニズムを推進する。

関係者の参画

外部監督

システム
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システム

特に以下を通じて、公共セクターに対し、
公的清廉性のリスクを低減するための実
基準
証ベースの戦略的アプローチを策定する

a) 公的清廉性基準に対する違反行為に対するリスクベ
ースのアプローチに基づき、効果的な公的清廉性政策
に資する要因を考慮した公的清廉性システムの戦略
目標と優先課題を確立する。
b) 公的清廉性システムの実行状況、成果、全体的な効果
のレベルを測定するベンチマークと指標を開発し、信
頼性と関連性の高いデータを収集する。

文化

責任

システム

公的清廉
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アプローチ
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能力本位

能力構

公的
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基準

特に以下を通じて、公務員に対し、高い行
動基準を設定すること。

説明責任

リスク管

関係

a) 最低基準を満たすだけに満足せず、公益、および公的
執行メカニ
サービスの価値観、
そして組織としての学習を促進・奨
励し、適正なガバナンスを推進するような開かれた文
化を優先する。

関係者の参画

b) 期待される規範を明確にし、適切であれば懲戒、行政、
外部監督
民事および/または刑事調査および制裁のベースとし
て用いるための清廉性基準（行動規範や倫理規範な
ど）を法制度や組織の方針に含める。
c) 公的清廉性基準違反を防止し、利益相反の発生やそ
の可能性を管理するための明確で比例的な手続きを
確立する。
d) 公共セクターの価値観と基準を公共セクターの組織
内で伝達するとともに、民間セクターや市民社会、個人
などにも伝え、公務員とのやりとりにおいてそうした価
値観や標準を尊重するように要請する。

III.

遵守国に、
公的清廉性の文化を醸成するよ
う勧告する。
このために、
遵守国は、
次のこと
を行うべきである。
  

リーダーシップ

5

コミットメント

能力本位

社会横断的
な取り組み

特に以下を通じて、民間セクター、市民社
会、個人と協力して、社会横断的な公的清
文化
廉性の文化を促進すること。

a) 公的清廉性システム内において、民間セクター、市民
社会、個人は、公共セクターとのやり取りの中で公的清
コミットメント
廉性の価値観を尊重する役割を果たすことを認める。
特に、民間セクターや市民社会、個人に対し、共通の責
任としてこれらの価値観を尊重するように奨励する。

公的清廉
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b) 関係者を公的清廉性システムの構築、
継続的な見直し
責任
システム
と実行に関与させる。
c) 公的清廉性がもたらす利点に対する認識を高め、違反
行為を容認しない態度を強化し、当てはまる場合は個
人や特に学校で公的清廉性に関する市民教育を促進
するキャンペーンを行う。

システム

戦略的
最善慣
アプローチ
基準 d) ビジネスや非営利活動において清廉性を守り、

説明責任
行から学び、その教訓を分かち合うことで公的清廉性

に生じる補完的な利点について民間セクターや市民
社会の意識を高める。

能力本位

能力構築
特に以下を通じて、
公共セクター組織の清
社会横断的
廉性への取り組みを示すため、清廉性の
な取り組み

リーダーシップに投資すること。

a) 組織の全レベルにおいて管理職に求められる資質な
能力構築
らびに管理職の採用、指名、昇進における要件として
開放的な
清廉性のリーダーシップを含め、組織の全レベルにお
組織文化
いて公的清廉性システムとの関連で管理者の勤務評
定を行う。

文化

公的清廉

b) 明確なマンデートを確立することによって倫理的なリ
開放的な
ーダーとしての管理者の役割を支え、組織的なサポー
組織文化
ト
（内部管理や人事手段、法的助言など）を提供すると
ともに、意識を高め、公的清廉性の問題が関与する可
リスク管理
能性がある事項において適切な判断を下すためのス
キルを磨けるよう、定期的な研修やガイダンスを行う。
c) 公的清廉性リスクを特定し、低減するための管理責任
を促進するような管理職の枠組みを策定する。

基準

関係者の参画

リーダーシップ

執行メカニズム

リスク管理

説明責任

外部監督
関係者の参画
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執行メカニズ
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能力本位

特に以下を通じて、公的サービスの価値観
と優れたガバナンスに専念する、成果主義
社会横断的
のプロフェッショナルな公共セクターを促
能力構築な取り組み
進すること。

文化

a) 公共サービスのプロフェッショナリズムを支え、情実や
縁故主義を防ぎ、不当な政治的干渉から守り、職位の
コミットメント
濫用や不正行為のリスクを低減するため、
成果主義や
透明性など、基本原則を一貫して適用する人事管理を
開放的な
徹底する。

的清廉

組織文化

戦略的
アプローチ

能力本位

システム

リスク管理

説明責任能力構築
文化
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執行メカニズム

基準
特に以下を通じて、
公務員に、職場で公的
清廉性基準を提供するための十分な情報
ガイダンス、時宜を得た助言を与
関係者の参画 と研修、
開放的な
えること。 組織文化

文化
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能力本位

能力構築

開放的な
組織文化

特に以下を通じて、公共セクター内で、清
廉性に関する懸念に対応できる開放的な
組織文化を醸成すること。

a) 倫理的ジレンマや公的清廉性の懸念、
リスク管理 誤りについて、
適切な場合は職員の代表者も含め、自由に話し合うこ
とができ、
リーダーシップがきちんと対応し、時宜を得
た助言を提供して問題解決にあたるような開放的な
文化を促進する。

説明責任

b) 清廉性基準違反の疑いを報告するための明確な規則
執行メカニズム
と手続きを定め、国内法規制の基本原則に従って、
合
理的な根拠があって善意で通報した者が、
それを理由
外部監督
としたあらゆる種類の不当な待遇から法と慣行で保護
a) 公務員のキャリアを通して、
高水準の公的清廉性を維持
関係者の参画 されるよう徹底する。
するための組織の方針や規則、
事務手続きに関し、
明確
外部監督
な最新情報を提供する。
c) 適切な場合はマンデートを有する団体に秘密裏に通
報できるようにし、独立調査の権限を与えるなど、清廉
b) 公務員が清廉性の意識を高め、倫理的なジレンマに直
性基準違反の疑いを報告する方法として別の選択肢
面した時に必要不可欠な分析スキルを身に着け、個人
を提供する。
リスク管理
的な状況にあっても公的清廉性基準を適用し、
それを意
義あるものとできるよう、
キャリアを通して公務員を清廉
性に導き、
現場研修を提供する。

清廉

c) 公務員が公的清廉性基準を日常業務に適用し、利益相
説明責任

参画

リーダーシップ

公的清廉

b) 客観的な基準と正式な手続きに基いた、公平でオープ

責任 ンな募集・採用・昇進システムならびに説明責任およ
ーダーシップび公共サービスの精神を支える勤務評定システムを徹
底する。

文化

反の状況に対処できるよう、
公務員が容易にアクセスで
きる公式・非公式なガイダンスと相談できる仕組みを提
執行メカニズム
供する。

外部監督

社会横断的
な取り組み

ーダーシップ

文化

能力本位
コミットメント

責任

能力構築

公的清廉

遵守国に、
効果的な説明責任を可能とする
文化よう、勧告する。このために、遵守国は、次の
ことを行うべきである。
IV.

清廉

戦略的
プローチ

システム

開放的な
組織文化

説明責任
リスク管理
関係者の参画

特に以下を通じて、公共セクターの
説明責任 組織における清廉性を守るための
内部統制とリスク管理の枠組みを
執行メカニズム
適用すること。

の参画

開放的な
組織文化

リスク管理

基準
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能力構築

a) 管理職による公的清廉性と公的サービスの価値観に
対するコミットメントを示し、組織の効率と運営、法規
制や慣行への準拠を妥当な水準で確認できる明確な
外部監督
目標を持った管理環境を徹底する。
b) 公的清廉性に対するリスクの評価、管理面での弱点へ
の対応（クリティカルなプロセスに警告サインを組み入
れるなど）、
リスク管理システムにおける効率的な監視
およびQAメカニズムの構築を含む、
リスク管理への戦
略的なアプローチを徹底する。

c) 信憑性が高い法規制違反の疑いが生じた場合の明確
な対処方法を含む、一貫性ある管理メカニズムを徹底
し、管轄権限のある当局に報復措置を恐れることなく
通報できるようにする。
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執行メカニズム

特に以下を通じて、公務員による公
外部監督的清廉性違反の疑いがある場合は
そうしたすべての案件とそうした違
反に関与した全員に対し常に適切な対応ができ
るような執行メカニズムを確立すること。
a) （検出、調査、制裁、上告を含む）公的清廉性基準の執
行において、懲戒、行政、民事および/または刑事プロ
セスを通し、公平性、客観性、適時性を適用する。

b) 重複やギャップを防ぎ、執行メカニズムの適時性と比
例性を向上させるため、
（組織、地方団体、国家レベル
の）関連団体やユニット、公務員間における協力および
情報交換メカニズムを促進する。

c) 特に、機密性やその他法的条件を尊重しつつ、清廉性
案件に関する統計データの発表を通して、公共セクタ
ーの組織内および一般に対して、執行メカニズムの効
果と結果に関する透明性を奨励する。

説明責任
能力構築

文化

公的清廉

開放的な
組織文化
責任

説明責任
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文化

コミットメント

戦略的
アプローチ

関係者の参画

な取り組み

システム

公的清廉

開放的な
組織文化

リスク管理

説明責任

基準

執行メカニズム

外部監督

特に以下を通じて、公的清廉性シス
テムの中で外部監督・管理の役割
を強化すること。

a) 監督団体（最高監査機関やオンブズマン、情報委員会
など）や規制当局、行政裁判所からの制裁、判決、正式
な助言に対し、
（関連する場合は是正案も含め）適切
な対応を提供することによって組織的学習を促進し、
公共セクターの組織における説明責任を示す。
b) 公的清廉性の執行機関たる監督団体や規制当局、行
政裁判所が、第三者から不正行為や違法行為の疑い
に関する情報（企業や社員、その他個人から提出され
た苦情や申立てなど）を受け取った場合は、それに対
処するよう徹底する。
c) 規制執行当局による
（公的機関と民間機関、個人に適
用される可能性がある）法規制の公平な執行を確実に
する。
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関係者の参画

能力

外部監督

特に以下を通じて、説明責任と公
益を促進するため、政治的プロセス
と政策サイクルの全段階において
透明性と関係者の取り組みを奨励すること。

a) 情報へのアクセスやデータ公開、および情報要求に対
する速やかな対応を確実にして、透明性と開放的な政
府を促進する。

b) 民間セクターや市民社会、個人を含むすべての関係
者に、公共政策の策定と実行におけるアクセスを認め
る。

c) 利益相反状況の管理を通して、狭い利益団体によって
公共政策が牛耳られないようにし、ロビー活動と政党
ならびに選挙活動資金における透明性を確保する。
d) 「ウォッチドック
（公共セクターを監視する組織）」組織
や市民グループ、労働組合、独立メディアなどを含む社
会を奨励する。

リスク

執行メカ

V.
VI.

本勧告を普及させるよう事務総長に求め
る。

本勧告をあらゆる行政レベルで普及させる
よう遵守国に求める。

VII. 非遵守国に対し、上級公的清廉性官吏作
業部会によるレビューを条件として本勧告
を考慮し、遵守するよう求める。

VIII. 公共ガバナンス委員会に対し、上級公的清
廉性官吏作業部会を通して、本勧告の採択
後5年以内に、
また、
その後も定期的に、本
勧告の実施状況を監視し、結果を理事会に
報告するよう指示する。

本書は非公式の翻訳版である。原文を忠実に翻訳する最大限の努力をしているが、公
式なレポートは以下のOECDウェブサイト（https://legalinstruments.oecd.org）から入
手可能な英語とフランス語版のみである。
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