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○糸魚川市職員倫理規程実施要領 

平成17年３月19日 

訓令第28号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、糸魚川市職員倫理規程（平成17年糸魚川市訓令第27号。以下「倫理

規程」という。）第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（倫理規程の運用） 

第２条 倫理規程第４条第１項及び第２項の具体的な運用に当たっては、別表「糸魚川市

職員倫理規程運用指針」によるものとする。 

（届出の様式） 

第３条 倫理規程第４条第２項各号に定める届出又は報告の様式は、別記様式のとおりと

する。 

附 則 

この規程は、平成17年３月19日から施行する。 

別表（第２条関係） 

糸魚川市職員倫理規程運用指針 

行為の種類 届出又は報告を要する場合 

（ただし、×印のあるものは届け

出ても了承しないもの） 

届出又は報告を要しない場合 

（あらかじめ了承されたものと

して取り扱うもの） 

会食 相手方が経

費を負担す

る場合 

① 当事者のスケジュールの都合

上、食事時にしか職務上必要な

会議を行えない場合において、

その会議の席上で食事が提供さ

れる場合（会食が会議と一体の

ものであると認められるもの） 

② 職務上必要な会議が長引き、

食事を共にしながら継続せざる

を得なくなった場合においてそ

の場に食事が提供される場合

（会食が会議と一体のものであ

ると認められるもの） 

× 酒食の饗
きょう

応（いわゆる接

待） 

× 会議の終了後、レストラン等

場所を変えて行われる会食（会

食が会議と一体のものであると

認めがたいもの） 

① 業者の団体、法人等が主催

する公式行事としてのパーテ

ィ（賀詞交換会等）に職務上

出席する場合 

正当な対価

を支払った

場合 

① 事前に接待があるとは知ら

ず、やむを得ず会食をともにし

たが、職員が正当な対価を支払

った場合 

② 相手方が経費を負担する場合

の①～②の場合において、正当

な対価を支払った場合 

③ 法人等の役職員と情報交換等

を目的として双方が正当な対価

を支払って行う会食 

× 契約又は補助金、委託費等の

交付対象者から会食の誘いを受

① 定期的（おおむね年1回以

上の頻度で開催されるもの）

に開催される会食を伴う会合

で、参加者全員が各人の対価

を支払って行われるもの 
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けてこれに応ずる場合 

遊技・

旅行 

相手方が経

費を負担す

る場合 

× 饗応を目的とした遊技（ゴル

フ、麻雀、釣り、スキー、テニ

ス、野球、観劇等。いわゆる遊

興接待） 

× 饗応を目的とした国内外の旅

行（いわゆる接待旅行） 

 

正当な対価

を支払った

場合 

① 事前に遊技があることを知ら

ず、やむを得ず遊技を共にした

が、正当な対価を支払った場合 

× 関係業者等から遊技又は旅行

の誘いを受けてこれに応ずる場

合 

① 職務上の必要から旅行（出

張）する場合 

② 情報交換等を目的として、

双方が正当な対価を支払って

行う遊技、旅行 

金銭・

物品の

贈与

（課・

室あて

贈られ

たもの

を受け

取る場

合を含

む。） 

金銭、小切

手、手形、

株券、公債

証書、商品

券等（ビー

ル券、図書

券、タクシ

ーチケット

等の換金性

のあるもの

を含む。） 

① 葬儀の供え物（10,000円を超

える場合） 

② 職員自身の病気見舞い、災害

見舞い（10,000円を超える場

合） 

× 職員の勤務（転任、海外出

張、退職等）にまつわる餞別 

× 職員の勤務にまつわる祝金

（昇進祝い等） 

× 職務上の行為又は職務上の地

位を利用した行為に対する謝礼

（寸志、薄謝、心付け等） 

× 慶事の際の祝儀（結婚祝い、

出産祝い、新築祝い、卒入学祝

い等） 

× 法要の供え物（仏前、供物

料、花料など） 

× 見舞い（病気見舞い、災害見

舞い、暑中見舞い、残暑見舞い

等。ただし、上記②又は右欄の

②の場合を除く。） 

× 中元、歳暮、年賀（広く配布

される宣伝広告用物品で、500

円相当以内のテレフォンカード

等を除く。） 

① 葬儀の供え物（香料、香

典、花料、榊料など。ただ

し、10,000円以内の場合に限

る。） 

② 職員自身の病気見舞い、災

害見舞い（ただし、10,000円

以内の場合に限る。） 

③ 中元、歳暮、年賀で広く配

布される宣伝広告用物品

（500円相当以内のテレフォ

ンカード等） 

④ 職務として出席した式典で

来賓や参加者に配布される記

念のテレフォンカード等 

贈答品 ① 葬儀の供え物（10,000円相当

を超える場合） 

② 職員自身の病気見舞い、災害

見舞い（10,000円相当を超える

場合） 

③ 職員自身の祝い（結婚、出

産、病気快癒、転任、退職等）

の品（10,000円相当を超える場

合） 

× 職員の勤務（転任、海外出

張、退職等にまつわる餞別品、

記念品等。ただし、上記③又は

① 葬儀の供え物（香料、香

典、花料、榊料など。ただ

し、10,000円相当以内の場合

に限る。） 

② 職員自身の病気見舞い、災

害見舞い際の生花 

③ 職員自身の祝い（結婚、出

産、病気快癒、転任、退職

等）の品（10,000円相当以内

の場合に限る。） 

④ 職務として出席した式典で

来賓や参加者に配布される記
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右欄の③の場合を除く。） 

× 職員の勤務にまつわる祝品

（昇進祝い等） 

× 職務上の行為又は職務上の地

位を利用した行為に対する謝礼

（寸志、薄謝、心付け等） 

× 慶事の際の祝品（結婚祝い、

出産祝い、新築祝い、卒入学祝

い等。ただし、上記③又は右欄

の③の場合を除く。） 

× 法要の供え物（供物） 

× 見舞い（病気見舞い、災害見

舞い、暑中見舞い、残暑見舞い

等。ただし、上記②又は右欄の

②の場合を除く。） 

× 中元、歳暮、年賀（広く配布

される宣伝広告用物品（手拭、

うちわ、カレンダー、手帳、ボ

ールペン等は除く。）） 

× 土産 

念品 

⑤ 職員が関係業者等に香典等

を贈った場合におけるお返し

の品（いわゆる半返し等職員

が関係業者に与えた価格の範

囲内に限る。） 

⑥ 中元、歳暮、年賀で広く配

布される宣伝広告用物品（手

拭、うちわ、カレンダー、手

帳、ボールペン等） 

講演寄

稿 

講演謝金執

筆謝金等の

受領 

① 職員の勤務時間外（勤務時間

終了後、週休日又は休日）に、

関係業者等が主催する講演会、

勉強会、研究会等の場で講演等

を行う場合 

② 職員の勤務時間外（勤務時間

終了後、週休日又は休日）に、

関係業者等が発行する雑誌等に

寄稿する原稿を執筆する場合 

× 職員の勤務時間内に、関係業

者等が主催する講演会、勉強

会、研究会等の場で、職務に関

連した講演等を行う場合 

（年次休暇を取得してこれを行う

場合を含む。） 

① 職員が年次休暇を取得して

又は勤務時間外（勤務時間終

了後、週休日又は休日）に、

関係業者等が発行する雑誌等

に寄稿する原稿を執筆する場

合 

便宜供

与・利

益供与 

保証や担保

の提供、債

務の弁済 

× 飲食等遊興費の勘定を関係企

業者等に回す場合（いわゆる付

け回し） 

× 借金の返済を関係業者等に肩

代わりさせる場合 

× 職員が保証人になっている主

たる債務者の債務を関係業者等

が立替弁済して、その保証債務

を免れさせる場合 

 

無償又は低

額での役務

労力の提供 

× 無償又は正当な対価を支払わ

ずに事業者等に自宅の修繕や庭

の手入れ等の工事を請け負わせ

る場合 

× 登退庁時に差し向けられた自

動車に無料で乗車する場合 

① 職務上やむを得ず役務の提

供を受ける場合 

・出張の際、現場視察等職務

上の必要性から関係業者等

の用意した自動車を利用せ

ざるを得ない場合 
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・関係業者等の事務所等にお

いて、職務上の必要性か

ら、やむを得ず相手方の電

話やコピー等の事務機器等

を利用する場合など 

無償又は低

額での不動

産、物品等

の貸与 

× 無償又は正当な対価を支払わ

ずに土地、建物、自動車、船舶

等の不動産の貸与を受ける場合 

× 無償又は正当な対価を支払わ

ずにワープロ、パソコン、携帯

電話、ポケベル等の物品の貸与

を受ける場合 

× 無償又は正当な対価を支払わ

ずにゴルフ会員権等の貸与を受

ける場合 

× 融資又は貸与を受けること

（直接融資・貸与を受けるか、

貸主のあっせんを受けるかを問

わず、また、利子の有無、担保

の有無を問わず） 

① 職務上やむを得ず物品の貸

与を受ける場合 

・関係業者等の事務所に訪問

中、突然の降雨のため雨具

を借用する場合 

・会議等に際して関係業者等

から筆記用具等を借用する

場合など 

× 未公開株式を譲り受けること（有償・無

償を問わない） 

 

その他の利

益供与 

× 不動産（土地、建物、自動

車、船舶等）を無償又は正当な

対価を支払わずに譲り受ける場

合 

× 商品（物品）を無償又は正当

な対価を支払わずに入手する場

合 

× 通常入手しにくいチケット

（航空券、コンサートチケット

等）を入手（正当な対価を支払

った場合を含む。）する場合 

① 社会一般の接遇として容認

される湯茶（コーヒー、紅

茶、茶菓子を含む。）の提供

を受ける場合 

② 職務上の必要性から、関係

業者等の施設や事業内容を知

るために施設を見学したり、

事業者等が主催する諸行事に

参加する場合（ただし、会

食、飲食する場合を除く。） 

③ 職務上の必要性から、関係

業者等に協力を要請し、会合

等の際の会場の提供を受ける

場合 
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別記様式（第３条関係） 

 


