
関係法令等
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区分 法令等 番号

法律等 公文書等の管理に関する法律 平成21年法律第66号

公文書等の管理に関する法律施行令 平成22年政令第250号

行政文書の管理に関するガイドライン 平成２３年４月１日内閣総理
大臣決定

公文書管理の適正の確保のための取組について 平成３０年7月20日閣僚会議
決定

訓令等 防衛省行政文書管理規則 平成23年防衛省訓令第15号

防衛省行政文書管理細則（通達） 官文第４０２６号（23.4.1）

行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施につ
いて（通達）

防官文第11870号
（24.9.6）

行政文書管理マニュアル 大臣官房文書課（30.7）

行政文書の不適正な取扱いに対する懲戒処分の基
準について（通達）

防人服（事）第３１５号
（30.9.7）

共有フォルダの整理について（通達） 防官文3022号（31.2.26）

「行政文書の電子的管理についての基本的な方
針」を踏まえた取組の実施について（通達）

防官文第6345号（31.3.29)

紙媒体を電子媒体に変換する場合の扱い、行政文
書ファイルが紙媒体と電子媒体で混在する場合の
管理等について（通達）

防官文第１１６４７号
令和３年７月１日

行政文書管理

情報公開

区分 法令等 番号

法律等 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 平成11年法律第42号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 平成12年政令第41号

訓令等 防衛省本省の情報公開に関する訓令 平成13年防衛庁訓令
第39号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機
関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び防衛
省本省の情報公開に関する訓令の施行について（通
達）

防官文第2553号
（13.3.30）

情報公開業務における開示請求者の個人情報の取扱い
について（通達）

防官文第5206号
（14.6.12）

防衛省本省における行政機関の保有する情報の公開に
関する法律に基づく処分に係る審査基準について（通
知）

防官文第8378号
（19.8.30）

行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について
（通達）

防官文第11870号
（24.9.6）

コンプライアンスに関する意識の徹底、不適切な部下
の指導及び自殺事故の防止並びに情報公開関係業務及
び行政文書の管理の適正な実施のための措置の徹底に
ついて（通達）

防官文第6443号
（26.5.8）
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区分 法令等 番号

訓令等 南スーダン派遣施設隊「日々報告」の管理状況に関する
特別防衛監察の結果を踏まえた情報公開及び行政文書管
理における再発防止のための措置について（通達）

防官文第11481号
（29.7.28）

防衛省の開示請求に係る行政文書を保有していないこと
を理由とする不開示決定に関する査察実施要領について
（通達）

防官文（事）第342号
（29.9.21）

情報公開業務における行政文書の探索に際し開示請求に
合致すると考えられる行政文書を確認できなかった場合
の措置等について（通知）

防官文第15400号
（30.9.28）

区分 法令等 番号

法律等 自衛隊法 昭和29年法律第165号

自衛隊法施行令 昭和29年政令第179号

特定秘密の保護に関する法律 平成25年法律第108号

特定秘密の保護に関する法律施行令 平成26年政令第336号

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関
し統一的な運用を図るための基準

平成26年10月14日
閣議決定

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 昭和29年法律第166号

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 昭和29年政令第149号

訓令等 秘密保全に関する訓令 平成19年防衛省訓令第
36号

特定秘密の保護に関する訓令 平成26年防衛省訓令第
64号

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令 平成26年防衛省訓令第
65号

特別防衛秘密の保護に関する訓令 平成19年防衛省訓令第
38号

秘密保全に関する訓令の解釈及び運用について（通達） 防防調第4607号
（19.4.27）

特定秘密の保護に関する訓令の運用について
（通達）

防防調第17882号
（26.12.8）

特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令
の運用について（通達）

防防調第18144号
（26.12.10）

特別防衛秘密の保護に関する訓令の解釈及び運用につい
て（通達）

防防調（事）第３号
（27.10.1）

取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報
の取扱いについて（通達）

防防調第4608号
（19.4.27）

情報流出防止に係る隊員に対する指導の実施に関する防
衛大臣指示

防衛大臣指示第18号
（19.5.15）

秘密保全



区分 法令等 番号

訓令等 情報漏えい事案等の未然防止に向けた諸対策の更なる徹
底について（通達）

防防調第14064号
（22.11.12）

部外に対する意見発表の際の手続の実施について 官広第2917号
（21.3.12）

文書の取扱いに係る規則の遵守と情報の保全に関する措置の
徹底等について（通達）

防防調（事）第５８号
（27.10.30）

特別検査の実施について 防防調第4998号
（22.4.16）

区分 法令等 番号

訓令等 情報保証に関する訓令 平成19年防衛省訓令
第160号

情報保証に関する訓令の運用について（通達） 防運情第9248号
（19.9.20）

情報の保全に関する違反行為に係る懲戒処分等の基準に
ついて（通達）

防人１第5092号
（18.5.29）

スマートフォン等について 整備計画局情報通信課
サイバーセキュリティ政
策室（29.10.3）

ソーシャルメディアの私的利用に関する注意事項につい
て（通知）

防整情第７５９２号
（31.4.19）

情報保証

個人情報保護

区分 法令等 番号

法律等 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 平成15年法律第58号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 平成15年政令第548号

訓令等 防衛省本省の保有する個人情報及び個人番号の安全確保
等に関する訓令

平成17年防衛庁訓令
第33号

防衛省本省の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停
止並びに行政機関非識別加工情報の提供に関する訓令

平成17年防衛庁訓令
第34号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関
する法律施行令、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律施行令及び防衛省本
省の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに
行政機関非識別加工情報の提供に関する訓令の施行につ
いて（通達）

防官文第2602号
（17.3.31）
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※令和４年４月１日以降、行政機関個人情報保護法は廃止され、個人情報保護法に
統一されることから、関係規則等が全面改正される予定です。
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区分 法令等 番号

法律等 自衛隊員倫理法 平成11年法律第130号

自衛隊員倫理規程 平成12年政令第173号

訓令等 自衛隊員倫理法又は同法に基づく命令に違反した
場合の懲戒処分の基準に関する訓令

平成12年防衛庁訓令第81号

自衛隊員等倫理週間について（通達） 防人1第143号
（18.1.13）

自衛隊員の職務に係る倫理の保持について（通
達）

防人服第11465号
（19.11.20）

自衛隊員等の職務に係る倫理の保持について（通
達）

防人服第11466号
（19.11.20）

自衛隊員倫理教本 令和３年３月

自衛隊員の職務に係る倫理の保持について（通
知）

防人服第11501号
（29.7.28）

利害関係者等が開催する立食パーティに招待され、
参加する場合の留意事項について（通知）

防人服第11502号
（29.7.28）

自衛隊員倫理

区分 法令等 番号

法律等 自衛隊法 昭和29年法律第165号

自衛隊法施行令 昭和29年政令第179号

自衛隊法施行規則 昭和29年総理府令第40号

訓令等 一般定年等隊員の退職管理に関する命令 平成27年内閣官房令・防衛
省令第１号

自衛隊員の退職管理基本方針について（ 通達） 防人計（事）第5号
（27.10.1）

再就職規制

区分 法令等 番号

訓令等 防衛省本省における保有個人情報の開示、訂正及び利用
停止の審査基準について（通知）

官文第2603号
（17.3.31）

防衛省本省の保有する個人情報及び個人番号の安全確保
等に関する訓令の実施について（通達）

防官文第4512号
（25.3.28）
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区分 法令等 番号

訓令等 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
の防止等に関する訓令

平成28年防衛省訓令第73号

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
の防止等に関する訓令の運用について（通達）

防人計（事）第465号
（28.12.28）

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止

区分 法令等 番号

訓令等 セクシュアル・ハラスメントの防止等 人事院規則10-10
（10.11.13）

人事院規則10－10（セクシュアル・ハラスメン
トの防止等）の運用について

平成10年11月13日
職服-442人事院事務総長

セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓
令

平成11年防衛庁訓令
第29号

セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する訓
令の運用について（通達）

防人１第1889号
（11.3.31）

セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する注
意事項について（通達）

防人１第2253号
（11.4.19）

防衛省職員セクシュアル・ハラスメント防止週間
について（通達）

防人服第11627号
（19.11.26）

セクシュアル・ハラスメント防止対策の徹底につ
いて（通知）

防人服第12315号
（30.7.31）

セクシュアル・ハラスメント防止

区分 法令等 番号

訓令等 パワー・ハラスメントの防止等に関する訓令 平成28年防衛省訓令第17号

パワー・ハラスメントの防止等に関する訓令の運
用について（通達）

防人服（事）第99号
（28.3.28）

パワー・ハラスメント事例集について（通知） 防人服第3528号（28.3.2）

暴行等を伴う違反行為に関する懲戒処分等の基準
について（通達）

防人服（防）第46号
令和2年1月31日

暴行等を伴う違反行為に関する懲戒処分等の基準
についてに規定する人事教育局長が定める考慮事
項等について（通知）

防人服第1168号
令和2年1月31日

暴行等を伴う違反行為に関する懲戒処分等の基準
についてに規定する人事教育局長が定める考慮事
項等についての細部について（通知）

防人服第1170号
令和2年1月31日

パワー・ハラスメント防止
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区分 法令等 番号

法律 刑法 第96条の６（公契約関係競売等妨害） 明治40年法律第45号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員に
よる入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する
法律

平成14年法律第101号

通達等 調達経理業務に関する違反行為に係る懲戒処分等
の基準について（通達）

防人計第8500号
（19.8.31）

入札談合防止に関するマニュアルの制定並びに入
札談合関連法令等の遵守及びその知識の習得に関
する教育の実施について（通達）

防経装第6186号
（23.5.17）

入札談合・官製談合防止（規制する法令等）

区分 法令等 番号

通知 工事等に係る談合情報等対応マニュアルについて
（通知）

防整施第15572号
（27.10.1）

物品等の入札又は契約に係る談合情報等対応マ
ニュアルについて（通知）

装管調第116号
（27.10.1）

入札談合・官製談合防止（公正取引委員会への連絡体制）

区分 法令等 番号

通達 調達等関係業務に従事している職員が防衛省の退
職者を含む業界関係者等と接触する場合における
対応要領について（通達）

防経装第8303号
（19.8.30）

通知 調達等関係業務に従事している職員が防衛省の退
職者を含む業界関係者等と接触する場合における
対応要領の細部事項について（通知）

装管調第89号
（27.10.1）

入札談合・官製談合防止（退職者を含む業界関係者等と接触する場合の対応要領）

入札談合・官製談合防止（適正化に関する法律等）

区分 法令等 番号

法律等 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律

平成12年法律第127号

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措
置に関する指針

23.8.9閣議決定

公共調達の適正化について 財計第2017号
（18.8.25）

通知 公共調達の適正化を図るための措置について（通
知）

装管調第107号
（27.10.1）

公共調達の適正化を図るための措置に関する細部
事項について（通知）

装管調第3706号
（27.12.9）



区分 法令等 番号

法律等 大麻取締法 昭和23年法律第124号

覚醒剤取締法 昭和26年法律第252号

麻薬及び向精神薬取締法 昭和28年法律第14号

あへん法 昭和29年法律第71号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律

昭和35年法律第145号

通達等 自衛官等の採用時に行う薬物使用検査について
（通達）

防人2第5452号
（14.6.21）

自衛官に対する薬物検査について（通達） 防人1第3192号
（18.3.30）

防衛省薬物乱用防止月間について（通達） 防人1第4664号
（18.5.12）

薬物乱用防止
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区分 法令等 番号

法律等 火薬類取締法 昭和25年法律第149号

自衛隊法 昭和29年法律第165号

物品管理法 昭和31年法律第113号

火薬類取締法施行令 昭和25年政令第３２３号

火薬類取締法施行規則 昭和25年通商産業省令第８８号

自衛隊法施行規則 昭和29年総理府令第40号

物品管理法施行令 昭和31年政令第339号

陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶におけ
る火薬類の貯蔵等に関する省令

昭和29年総理府令第７４号

海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵
等に関する省令

昭和29年総理府令第７４号

海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵
等に関する省令の一部を改正する省令

平成29年省令第１３号

訓令等 防衛省所管物品管理取扱規則 平成18年防衛省訓令第１１５号

火薬類の取扱いに関する訓令 昭和54年防衛庁訓令第36号

通達等 自衛隊の任務遂行上重要な装備品の亡失に係る防
衛大臣への報告について（通達）

防官文第1057号（26.2.4）

装備品等管理
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区分 法令等 番号

法律 道路交通法 昭和35年法律第105号

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律

平成25年法律第86号

訓令等 隊員の分限、服務等に関する訓令 昭和30年防衛庁訓令第59号

飲酒運転の根絶について（通達） 防運運第9029号（18.9.22）

規律違反の根絶に向けた防衛大臣指示 防衛大臣指示第2号
平成29年10月27日

規律違反の根絶に向けた対策の実施について（通
達）

防人服第15711号
（29.10.27）

規律違反の根絶に向けた対策の実施についての一
部改正について（通達）

防人服第17506号
（29.12.8）

飲酒運転の根絶に関する教育の実施について（通
知）

防人服第15493号
令和3年9月10日

飲酒運転

区分 法令等 番号

訓令等 隊員の分限、服務等に関する訓令 昭和30年防衛庁訓令第59号

海外渡航承認申請手続の周知徹底等について（通
達）

防人服第6868号
（27.4.21）

海外渡航承認申請手続の細部実施要領について
（通達）

防人計第11762号
（18.12.28）

海外渡航承認申請義務に関する懲戒処分等の基準
について（通達）

防人計第11763号
（18.12.28）

部外者からの不自然な働き掛けへの対応及び外国
政府機関関係者等との接触要領について（通達）

防防調第15445号
（23.12.26）

部外者からの不自然な働き掛けへの対応及び外国
政府機関関係者等との接触要領について（防防調
第15445号。23.12.26）のＱ＆Ａ集について
（通知）

防調第976号（24.1.31）

海外渡航承認申請等

区分 法令等 番号

法 律 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰
並びに児童の保護等に関する法律

平成11年法律第52号

刑法 明治40年法律第45号

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関す
る法律

平成26年法律第100号

軽犯罪法 昭和23年法律第39号

条 例 各都道府県青少年保護育成条例、（健全育成条例）、
迷惑行為防止条例

わいせつ事案防止
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区分 法令等 番号

訓令等 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための防
衛省・自衛隊の活動に関する方針について（通達）

防官文（防）第389号
令和3年12月3日

防衛省・自衛隊における新型コロナウイルス感染症対
策に係る防衛大臣の指示

防官文第13495号
令和3年8月2日

勤
務

新型コロナ感染症の感染拡大防止のための対面によら
ない方式での会議開催の推進について（通知）

防官文第14144号
令和3年8月16日

行
事

防衛省・自衛隊が主催する行事等の開催について 防官文（防）第81号
令和2年2月25日

令和２年４月以降の防衛省・自衛隊が主催する行事等
の開催について

防官文（防）第137号
令和2年3月25日

特
別
休
暇

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る隊員に対する
特別休暇の付与について

防人計（事）第54号
令和2年3月2日

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る隊員に対する
特別休暇の付与についての一部改正について

防人計（事）第65号
令和2年3月6日

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る隊員に対する
特別休暇の付与についての一部改正について

防人計（事）第126号
令和2年3月27日

新型コロナウイルス感染症に係る抗体検査を受ける隊
員に対する特別休暇の付与について

防人計（事）第237号
令和2年6月1日

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場
合等における隊員に対する特別休暇の付与について

防人計事第131号
令和3年5月27日

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場
合等における隊員に対する特別休暇の運用について

防人計第9571号
令和3年5月27日

出
勤
時
間

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大の防止につ
いて

防人計第2499号
令和2年2月21日

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大の防止につ
いての一部改正について

防人計第2601号
令和2年2月25日

新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大の防止のた
めのテレワーク等の活用による混雑時間帯を回避した
出勤の推進について

防人計第2602号
令和2年2月25日

異
動

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る地方
公共団体からの協力依頼を踏まえた隊員の赴任に際し
ての対応について（通達）

防人計（事）第214号
令和3年7月27日

飲
食

飲食の場面及び職場における新型コロナウイルス感染
症対策の徹底について（通達）

防人計事第90号
令和3年3月31日

厚
生

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る緊急登庁支援
の活用について

防人厚第2829号
令和2年2月28日

訓
練

緊急事態宣言の解除後の防衛省・自衛隊の活動に関す
る方針についての徹底に係る防衛大臣の指示

防人衛第15732号
令和2年10月5日

衛
生

新型コロナウイルス感染症対策として留意すべき事項
について

防人衛第9001号
令和2年6月12日

各種感染症の拡大防止
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超過勤務の上限等に関する措置

区分 法令等 番号

通達等
防衛省における女性職員活躍とワークライフバラン
ス推進のための取組計画

令和３年３月２５日
防衛大臣
防衛装備庁長官

女性活躍とワークライフバランス推進

区分 法令等 番号

法 律 公益通報者保護法 平成16年法律第122号

訓令等 防衛省本省における公益通報の対応及び公益通報者
の保護に関する訓令

平成18年防衛庁訓令
第49号

防衛省本省における公益通報の対応及び公益通報者
の保護に関する訓令の実施について（通知）

官文第1021号
（30.1.31）

公益通報者保護制度

区分 法令等 番号

法律 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律

平成30年法律第71号

訓令等 自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令 昭和37年防衛庁訓令
第43号

自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令 昭和37年防衛庁訓令
第65号

通知 隊員の勤務時間の運用について（通知） 人１第2476号
（4.4.21）

超過勤務を命ずるに当たっての留意点について（通
知）

防人計第6145号
（31.3.29）

日課を超える勤務時間外の勤務の縮減について（通
知）

防人計第6146号
（31.3.29）

「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」に
定める早出遅出勤務の活用について（通知）

防人計第6147号
（31.3.29）

自衛官の課業時間外の勤務の縮減及び課業時間外の勤
務を命ずるに当たっての留意点について（通知）

防人計第5047号
令和3年3月26日

区分 法令等 番号

通達 平成20年度定期防衛監察の結果に基づく改善措置等に関
する防衛大臣指示

平成21年12月21日
防衛大臣指示第６号

平成22年度定期防衛監察の結果に基づく改善措置等に関
する防衛大臣指示

平成23年11月21日
防衛大臣指示第6号

防衛監察結果に基づく大臣指示
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