
通報窓口
通報手段

通報対象

１

公益通報窓口

○機関等窓口（各機関等の総務担当部署）

次々ページを参照。

全ての法令違反行為（おそれがある場合を含

む。）

公益通報窓口

○部外の弁護士による窓口(ヘルプライン窓

口)

公益通報書の提出

○郵送等 ※１

○電子メール

bouei.helpline@alo.jp全ての法令違反行為

（おそれがある場合を含む。）

２

公文書管理公文書管理通報窓口

○公文書大臣官房文書課監理室

○郵送

○電子メール

gyouseibunsyotuuhomad

oguchi@mod.go.jp
行政文書の「適切な管理が確保されていない

場合

３

入札談合、過大請求等の不正行為に関する情

報の提供（電子目安箱）

○防衛装備庁(各地方防衛局)

防衛省ホームページ（※

２）から電子目安箱（調達

に係る不正行為情報）、

防衛装備庁ホームページ

（※３）から電子目安箱へ
装備関係

工事に関する談合情報の投稿（電子目安箱）

○各地方防衛局

防衛省ホームページ（※

２）から電子目安箱へ

工事に関する談合情報

４

倫理法等違反通報窓口（倫理ホットライン）

○自衛隊倫理審査会

○電話

03-5261-0164

○電子メール

riniri-tsuhou@mod.go.jp
業者から金品の受領、接待を受けているなど

の自衛隊員倫理法等に反すると思われる行為
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※１ 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号丸の内マイプラザ
あさひ法律事務所 防衛省公益通報窓口 金子憲康弁護士 宛

※２ 防衛省ホームページ（https://www.mod.go.jp/）
※３ 防衛装備庁ホームページ（https//www.mod.go.jp/atla/）

防衛省・自衛隊における各種通報窓口

mailto:bouei.helpline@alo.jp
mailto:gyouseibunsyotuuhomadaguchi@mod.go.jp
mailto:rinir-tsuho@mod.go.jp
http://www.mod.go.jp/
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通報窓口
通報手段

通報対象

５

パワハラホットライン

○人事教育局服務管理官

○電話

03-3268-3111（内線20717）

○電子メール

p-soudan@mod.go.jp
パワハラに関する通報・相談

パワハラホットライン・各機

関等担当部署

次々ページを参照

パワハラに関する通報・相談

６

セクハラホットライン

○人事教育局服務管理官

○電話

03-3268-3111（内線20718）

○電子メール

s-soudan@mod.go.jp
セクハラに関する苦情相談

○各機関等担当部署 次々ページを参照

セクハラに関する苦情相談

７

マタハラ等ホットライン

○人事教育局服務管理官

○電話

03-3268-3111（内線20718）

○電子メール

m-soudan@mod.go.jp
マタハラ等に関する苦情相談

８

再就職等規制通報先

○人事教育局人事計画・補任

課再就職等監視室

○電話

03-3268-3111（内線23587）

（直通）03-3260-0812

○電子メール

kanshi@ext.mod.go.jp
違反情報（若年定年等隊員）

○内閣府再就職等監視委員会 ○電話

03-6268-7660～7668、7681違反情報（一般定年等隊員）

９

防衛監察本部ホットライン

（意見提案窓口）

○総務課企画室

○電話

（直通）03-5227-2440

○電子メール

iken-teian@igo.mod.go.jpコンプライアンスの観点から

の意見・提案等

防衛省・自衛隊における各種通報窓口

mailto:p-soudan@mod.go.jp
mailto:s-soudan@mod.go.jp
mailto:m-soudan@mod.go.jp
mailto:kansi@ext.mod.go.jp
mailto:koueki-tsuuhou@igo.mod.go.jp
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防衛省・自衛隊における各種通報窓口

防衛省本省公益通報窓口（機関等窓口）

機関等 住所（機関等窓口） 連絡先

１

内部部局
（総括窓
口）

〒162-8801
東京都新宿区市谷本村町5-1
（大臣官房文書課）

（電話）03-3268-3111
（内線）20499
（ﾒｰﾙ）kouekitsuho@mod.go.jp

２

防衛大学
校

〒239-8686
神奈川県横須賀市走水1-10-20

（総務部総務課）

（電話）046-841-3810
（内線）2024
（ﾒｰﾙ）koueki@nda.mod.go.jp

３

防衛医科
大学校

〒359-8513
埼玉県所沢市並木3-2
（事務局総務部総務課）

（電話）04-2995-1211
（内線）2111、2101
（ﾒｰﾙ）koueki@ndmc.ac.jp

４

防衛研究
所

〒162-8808
東京都新宿区市谷本村町5-1
（企画部総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）29110
（ﾒｰﾙ）koueki@open.nids.mod.go.jp

５

統合幕僚
監部

〒162-8805
東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務部総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）30122、30123
（ﾒｰﾙ）j1soumu@jso.mod.go.jp

６

陸上自衛
隊

〒162-8802
東京都新宿区市谷本村町5-1
（陸上幕僚監部監理部総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）40162
（ﾒｰﾙ）gadmin3gso@inet.gsdf.mod.go.jp

７

海上自衛
隊

〒162-8803
東京都新宿区市谷本村町5-1
（海上幕僚監部総務部総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）50112
（ﾒｰﾙ）mso_koekitsuho@mso.mod.go.jp

８

航空自衛
隊

〒162-8804
東京都新宿区市谷本村町5-1
（航空幕僚監部総務部総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）60105
（ﾒｰﾙ）kouekitsuho@aso.mod.go.jp

９

情報本部 〒162-8805
東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務部監査・監察官）

（電話）03-3268-3111
（内線）31726
（ﾒｰﾙ）kansatuhantyo_ad@dih.mod.go.jp

10

防監察本
部

〒162-8807
東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務課）

（電話）03-3268-3111
（内線）33033
（ﾒｰﾙ）koueki-tsuuhou@igo.mod.go.jp

11

地方防衛
局

各地方防衛局総務部総務課 防衛省ホームページ（https://www.mod.
go.jp/）から各種手続＞公益通報者保護制度＞機
関等窓口一覧を参照

防衛装備庁に係る公益通報窓口

機関等 住所（機関等窓口） 連絡先

１

防衛装備
庁

〒162-8870
東京都新宿区市谷本村町5-1
（長官官房監察監査・評価官）

（電話）03-3268-3111
（内線）35843、35844
（ﾒｰﾙ）atla-koeki-tsuho@atla.mod.go.jp

mailto:koueki@nda.mod.go.jp
mailto:koueki@ndmc.ac.jp
mailto:koueki@open.nids.mod.go.jp
mailto:j1soumu@jso.mod.go.jp
mailto:gadmin3gso@inet.gsdf.mod.go.jp
mailto:mso_koekitsuho@mso.mod.go.jp
mailto:kansatuhantyo_ad@dih.mod.go.jp
mailto:koueki-tsuuhou@igo.mod.go.jp
mailto:atla-koeki-tsuho@atla.mod.go.jp


防衛省本省パワハラ・セクハラ防止担当部署

機関等 住所（機関等窓口） 連絡先

１
内部部局 〒162-8801

東京都新宿区市谷本村町5-1
（大臣官房秘書課）

（電話）
03-3268-3111

（内線）20216

２
防衛大学校 〒239-8686

神奈川県横須賀市走水1-10-20
（総務部総務課）

（電話）
046-841-3810

（内線）2028

３
防衛医科大
学校

〒359-8513
埼玉県所沢市並木3-2
（事務局総務部総務課）

（電話）
04-2995-1211

（内線）2114

４
防衛研究所 〒162-8808

東京都新宿区市谷本村町5-1
（企画部総務課）

（電話）
03-3268-3111

（内線）29142

５
統合幕僚監
部

〒162-8805
東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務部人事教育課補任班）

（電話）
03-3268-3111

（内線）30167

６

陸上自衛隊 〒162-8802
東京都新宿区市谷本村町5-1
（陸上幕僚監部人事教育部人事教育計画課
WLB推進企画室）

（電話）
03-3268-3111

（内線）40699

７
海上自衛隊 〒162-8803

東京都新宿区市谷本村町5-1
（海上幕僚監部人事教育部補任課服務室）

（電話）
03-3268-3111

（内線）50334

８
航空自衛隊 〒162-8804

東京都新宿区市谷本村町5-1
（航空幕僚監部人事教育部補任課服務室）

（電話）
03-3268-3111

（内線）60247

９
情報本部 〒162-8805

東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務部）

（電話）
03-3268-3111

（内線）31241

10
防衛監察本
部

〒162-8807
東京都新宿区市谷本村町5-1
（総務課）

（電話）
03-3268-3111

（内線）33033

11
地方防衛局 各地方防衛局総務部総務課 詳細は人事教育局配布

のパンフレットを参照

防衛装備庁に係るパワハラ・セクハラ防止担当部署

機関等 住所（機関等窓口） 連絡先

１
防衛装備庁 〒162-8870

東京都新宿区市谷本村町5-1
（長官官房人事官）

（電話）03-3268-3111
（内線）35161、35162
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防衛省・自衛隊における各種通報窓口


