


推 進 計 画 実 施 状 況 実施状況の評価

（４） コンプライアンスの取組 （４）コンプライアンスの取組
1)各事務所において活発な意見交換がなさ１） 局幹部による事務所職員とのミーティング １）局幹部による事務所職員とのミーティング

平成２４年度に引き続き、本局と事務所間相互の意識の共有を図る ・８月から１月までの間、局幹部が全事務所を回り、直接事務所職 れ 「本局と事務所間相互の意識の共有化、
ため、局幹部が事務所に出向き、直接事務所職員とコンプライアンス 員とコンプライアンスに関する意識や事業執行における課題等に を図る」という目的が果たされている。
に関する意識や事業執行における課題等について、ディスカッション ついて意見交換を行った。 本局幹部職員と事務所職員が「意識を共有
形式のミーティング（意見交換会）を実施する。 【別紙 ４】 する場」は通常業務の中では行われにくい

ため、方法等工夫しながら今後も継続的に
実施していく。

2)２）コンプライアンス講習会 ２）コンプライアンス講習会
①九州地方整備局が主催するインストラクター養成研修を７月に実施 ①各事務所へのインストラクターの配置がで①コンプライアンス・インストラクターの活用及び養成

各事務所において、自主的なコンプライアンス講習会を推進する し３８名を養成、さらに11月に開催された国土交通大学校主催のコ きたことで、講習会等を実施するにあたっ
ため、コンプライアンス・インストラクターを積極的に活用する。 ンプライアンス指導者養成研修に５名を派遣し、整備局のインスト ての体制整備が図れたことは評価できる。

このため、コンプライアンス・インストラクターを対象とする講 ラクター体制を７６名体制とした。 今後はさらに配置されたインストラクター
習会を実施し、講習内容のポイント等について習得させる。 また、インストラクター養成研修を開催した際の研修の様子をDVD の有効活用について検討を行っていく。

また、事務所毎の配置状況の偏りを少なくするため、新たなコン に収録し、各地整等に紹介した。
プライアンス・インストラクターを養成する。 【別紙 ５】
※整備局指定の研修（コンプライアンス・インストラクター養成

研修）を修了した職員

②適正業務指導官及び各事務所のインストラクターを講師としたコン ② 職員が参加しやすいよう規模の大小を問②コンプライアンス・キャラバン隊による講習会
コンプライアンスの概念や発注者綱紀保持規程に基づく発注担当 プライアンス講習会を全事務所において実施 （合同開催を含む） わず講習会を数多く開催した結果、昨年度。

職員としての責務など職員として守るべき法令やルール等への正し 講習会は不祥事等を題材とした座学形式の法令講習と職員参加型の に比べ４７６名多い参加者が得られた。
い理解を深めるため、コンプライアンス・インストラクターを活用 グループ討議の２部構成で実施した。 講習会は法令遵守の徹底を目的とした座
したキャラバン隊によるコンプライアンス講習会を全事務所におい 平成２５年度は延べ５８回開催し、２，００４名が受講した。 学形式の法令講習と職員参加型のグループ
て実施する。講習会においては、他機関等を含む不祥事事例を題材 平成２４年度は延べ３５回開催し、１，５２８名の受講であった。 討議の２部構成で実施したが、特にグルー
に参加者全員がグループ討議方式によるミーティングを行い、職員 【別紙 ６】 プ討議では活発な意見交換が行われコンプ
一人一人のコンプライアンス意識の更なる向上を図る。 ライアンス意識の向上が図られた。

今後も講習会の内容や方法に工夫を加えな
がら継続的に実施していく。

③外部専門家等による講習会は平成２２年度以降計画的に実施してお ③不祥事事例について、法律の専門的見地か③外部専門家等による講習会
弁護士等の外部専門家による「行政における不正事案の問題点及 り今年度は宮崎地区（12月、60名受講）及び鹿児島地区（12月、60 ら解説・指導をいただく貴重な機会であ

び防止策」についての講習会を引き続き実施する。 名受講）において弁護士による講習会を実施した。 り、受講者の関心も高く今後とも継続して
いく。

各部・各事務所で概ね四半期に１回以上の３） コンプライアンス・ミーティングの実施 ３） コンプライアンス・ミーティングの実施
職員間相互でコンプライアンスに関する意見交換を行うことによる ・各部各事務所において、年平均５回実施し、延べ15,289名が参加し 実施となっており、多数の職員が参加し認識

関係法令の遵守及び法令の背後にある社会的要請に応える意識の涵養 た。全体としては概ね四半期に１回以上の実施ができた。 の共有、意識の向上が図られている。
を目的に、本局各部・各事務所の管理職会議及び各課、各出張所にお 【別紙 ７】 なお、部所によっては実施率が低いところ
いてコンプライアンス・ミーティングを四半期に１回以上実施する。 もあるため、容易にミーティングを開催でき
また、各部、各事務所の実施状況について四半期毎にとりまとめ、 るよう、テーマの設定、進め方、まとめ方等

コンプライアンス推進本部に報告する。 について推進室事務局から資料を提供する等
継続実施に向けて工夫していく。
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推 進 計 画 実 施 状 況 実施状況の評価

４）４） 職員研修における取組 ４） 職員研修における取組
① ①九州技術事務所で実施した全計画研修（36研修）において、コンプ ①研修アンケート結果では、98.9%の研修全計画研修においてコンプライアンスに関する講義を実施

九州地方整備局で実施している全ての計画研修において、コン ライアンスの講義又は講話のカリキュラムを設け、今年度５９７名 生が参考になった（ 非常に参考になっ「
プライアンス及び倫理に関する講義又は講話を実施する。 が受講した。 た」又は「一部参考になった ）と回答」

【別紙 ８】 している。
また 「不足する点がある」とする意見、

「 」の中に いろんな事例を紹介して欲しい
「グループ討議にもっと時間をかけて欲
しい」との前向きな要望も多くみられた
ところであり、今後の課題として改善を
図っていく。

②・用地業務説明会 ②未経験業務に従事することとなる職員の② 未経験業務に従事することとなる職員に対する研修
人事異動等により、未経験の業務に従事することとなる職員に ・河川行政事務担当者会議 基礎知識の習得と負担を緩和し、新分野

対して、新たな業務に必要とされる一般的、基礎的知識等を付与 ・電気通信担当課長（土木職等）研修 での業務マネジメントに寄与している。
することを目的に研修を実施する。 ・会計課業務説明会 これらについては今後も継続した取組を

・契約課業務説明会 推進する。

（５）公的機関のみならず民間事業者を含め（５）他機関不祥事情報等の提供 （５）他機関不祥事情報等の提供
不正事案に関わった場合の職場や家族への影響を意識することや、気 ・民間事業者や公的機関における不祥事情報等について、毎週１ た他機関等における不祥事情報の提供に

づきのアンテナを高くし不正を未然に防止する職場環境を醸成するた 回全部所への情報提供を行った （情報件数 年間 ８９１件） より、各部所におけるコンプライアンス。
め、他機関等における不祥事情報について、継続的に各部、各事務所に ・パソコンポップアップを活用したコンプライアンス意識の啓発 ミーティングの題材等として活用されて
情報提供を行う。また、イントラネットにも随時、概要を掲載し、コン を目的とした情報提供については、概ね２ヶ月１回程度実施し いる。
プライアンス・ミーティングの題材等に活用する。 た。 今後も継続的にタイムリーな情報提供
また、パソコンポップアップを活用したコンプライアンスに関する情 を行っていく。

報等を定期的に発信する。

２． 発注事務における綱紀保持の徹底 ２． 発注事務における綱紀保持の徹底
（１）基本的法令遵守の取組 （１）基本的法令遵守の取組

１）各種会議や講習会等において規程やマニ１）発注者綱紀保持規程等の周知 １）発注者綱紀保持規程等の周知
発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招かない ・ 高知県内における入札談合事案に関する調査報告書」を踏まえ、 ュアルの改正内容等についてポイントを絞「

よう綱紀の保持を図り、もって国民の信頼を確保することを目的とし ４月に発注者綱紀保持規程を、７月に同マニュアルを改正し、各 って周知してきた。今後とも継続的に周知
た発注者綱紀保持規程に基づく職員の責務、秘密の保持及び報告制度 部所におけるコンプライアンス講習会や事務所長会議等各種会議 徹底を図っていく。
等について、引き続き職員への周知徹底を図る。 において周知徹底を図った。

・管内５ブロック毎に副所長等会議を開催し、意見交換を行った。

２）平成２３年度以降継続的に実施している２）入札談合等関与行為防止法に関する講習会 ２）入札談合等関与行為防止法に関する講習会
事務所長等会議など年度当初の各階層別会議において、公正取引委 ・年度初めの事務所長会議や副所長会議をはじめ、発注事務担当官 が、内部講師とは異なる視点からの講習で

員会等の協力を得つつ、入札談合等関与行為防止法に関する講習会を 等が出席する会議において、公正取引委員会から講師を招き講習 あり、また、平成２５年度は事例を多く盛
実施し、特に入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分や共 会を実施した。 り込んだ内容となっており受講者の意識啓
同不法行為としての損害賠償請求の対象となること、さらには刑事罰 ・年間１０回実施、６５５名が受講 発に効果的であった。
等が行われることを十分に認識させる。

３）実施率が８７．６％と全職員実施までに３） 発注者綱紀保持セルフチェックの実施 ３）発注者綱紀保持セルフチェックの実施
発注者綱紀保持規程の内容を理解し、遵守意識の徹底を図るため、 ・職場内LANを使ったアンケートシステムを利用し発注者綱紀保持セ は至らなかったが、これは実施方法を紙配

発注者綱紀保持に関するセルフチェックを全職員を対象に実施する。 ルフチェックを１月に実施した。 付ベースから職場内LANを使ったアンケー
実施率 ８７．６％、正答率 ８２．０％ 【別紙 ９】 トシステム利用へと変更したこと、実施時

・正答率の低い項目については解説を添えて各部所へフィードバッ 期が倫理のセルフチェック時期と前後した
クし、コンプライアンスミーティング等の場での活用を図った。 ことが要因である。今後は操作方法の平易

化や実施時期について改善を図っていく。
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推 進 計 画 実 施 状 況 実施状況の評価

４）整備局のホームページや事務所執務室入４）事業者等との応接方法の徹底 ４）事業者等との応接方法の徹底
事業者等との応接にあたっては 国民の疑惑や不信を招かないよう ・ 高知県内の入札談合事案を受けた再発防止対策」に基づき、局長 口での掲示等で継続して事業者等への周知、 、 「

必要最小限の対応にとどめ、この場合においては、原則として受付カ 通知により周知するとともに、副所長室の入り口に事業者等への が図られている。
ウンターなどのオープンな場所で複数の職員で対応するなど、引き続 協力依頼を掲示する等対応ルールの徹底を図った。 相部屋化については、３事務所を除き25
き対応ルールの徹底を図る。 ・副所長室の相部屋化について、９月２日付け局長通知により年度 年度内に完了し、残りの事務所も26年度中
また、オープンな接客室の設置など、職場環境の改善について、検 内を目標に実施することを周知し、４２事務所中３９事務所にお に実施予定である。

討及び見直しを行う。 いて年度内に大部屋化相部屋化が完了している。
【別紙１０】

５）携帯用コンプライアンスカードを修正す５）不当な働きかけに対する対応 ５）不当な働きかけに対する対応
発注事務に関し事業者等から、不当な働きかけに該当すると思料す ・高知県内における入札談合事案を踏まえ、４月２６日、発注者綱 るとともに、講習会等の機会を利用し対応

る行為を受けた場合の報告について、周知徹底を図る。 紀保持規程を改正。７月１６日同マニュアルを改正し、各部、各 方法の周知徹底が図られている。
また、職員が組織内の不正行為に気づいた場合の報告ルールについ 事務所におけるコンプライアンス講習会等において、周知徹底を

て発注者綱紀保持規程の見直しを含めて検討する。 図った。

６）ホームページ上の工夫や事務所執務室入６）事業者等に対する発注者綱紀保持規程等の周知 ６）事業者等に対する発注者綱紀保持規程等の周知
①コンプライアンスの取組について九州地方整備局ホームページの 口での掲示などにより事業者等への周知が①事業者等に対する発注者綱紀保持規程等の周知

九州地方整備局ホームページに、有資格業者を対象とした発注者 トップページに大きいバナーを設け情報へのアクセスを容易にし 図られている。
綱紀保持の取組についての協力依頼を掲載する。併せて、執務室の た。
入口等に執務室への入室にあたっての協力依頼について周知する。 また、併せて高知県内における入札談合事案を踏まえた発注者綱

また、業界団体等からの要請に応じ、発注者綱紀保持規程や国家 紀保持の取組への協力依頼を掲載した。
公務員倫理法等に関する講習会を実施する。

②再発防止対策の周知
高知県内の入札談合事案に係る再発防止対策の実効性を高めるた ②業界団体等との意見交換会（５月～７月）において、再発防止対

め 業界団体等に対してその趣旨 内容等を周知し 理解を求める 策等の趣旨、内容等を周知し、理解を求めた。、 、 、 。

・再発防止対策の主旨を踏まえ、取組みが適（２）入札契約手続き見直し （２）入札契約手続き見直し
九州地方整備局事務所において発注する工事の一部について、高知県 ・予定価格作成時期の後倒し等、各事務所１件以上の試行を実施し 切に実施された。

内における入札談合事案に関する調査報告書第６章再発防止対策２ １ た。 ・平成２５年度の試行結果を受け、平成２６（ ）
を踏まえた試行を行う。 年４月より本格的に当該取り組みを実施す

【別紙１１】 ることとした。

・情報管理整理役職表を作成し、情報管理ル（３）情報管理の徹底 （３）情報管理の徹底
入札契約手続きにおける機密情報に関する管理方法及び管理責任者に ・発注者綱紀保持マニュアルの改正により、局長、事務所長を情報 ールについて該当職員に周知されたことが

ついて、明確化・ルール化を実施する。 管理総括責任者と定め、情報管理整理役職表により情報の種類毎 情報管理の徹底につながっている。
また、機密情報が含まれる文書の保管に当たっては、技術的セキュリ に管理責任者、及び当該情報を取り扱う者を指定し発注事務に関 ・入札関連情報の管理状況点検についても、

ティの強化を図るなど情報管理の徹底を図る。 する情報を適切に管理することとした。 各部所において確実に実施されている。
・３月末までに入札関連情報の管理状況について、全部所において
情報管理責任者による点検を実施した。

適切に実施されている。（４）首謀者に対する談合違約金の引き上げ－WTO対象工事からの拡大 （４）首謀者に対する談合違約金の引上げ－ＷＴＯ対象工事からの拡大
現行では、受注者が談合等の不正行為を行った場合の違約金について ・契約書の改正を行った。

は、請負代金額の１０％とし、さらにＷＴＯ対象工事においては、確定
した排除措置命令等において談合行為の首謀者であるとされた受注者
は、５％加算することとしている。
今回、本加算措置をＷＴＯ対象工事以外にも拡大し、その旨を工事請

負契約書に明記する。
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推 進 計 画 実 施 状 況 実施状況の評価

適切に実施されている。（５）事務所毎の応札状況の透明化・情報公開の強化 （５）事務所毎の応札状況の透明化・情報公開の強化
入札談合の発見の端緒又はその抑止効果の観点から、事務所毎の年間 「月次入札状況のデータ作成及び提出並びに入札結果データの公表 今後も継続して取り組む。

を通じた応札状況の傾向等についてホームページで公表するなど透明化 について （本省通知）に基づき、平成２５年５月からホームページ」
。 【 】・情報公開を強化する。 において情報の公開を行った 別紙１２

平成２２年度以降に発生した不正事案を踏３． これまでの不正事案に係る再発防止の取組の徹底 ３． これまでの不正事案に係る再発防止の取組の徹底
近年の不正事案の発生を受けて取りまとめられた再発防止策について、 ・高知県内の入札談合事案、川内川（用地）事案、嘉瀬川ダム（電気 まえ、それぞれの再発防止対策への取組み

事務手続きにおけるチェックの強化など、再発防止に向けた取組の徹底を 通信）事案、熊本（電気通信）事案の再発防止対策について、取組 は適切に行われた。
図る。 を継続している。 今後も高知県内における入札談合事案を踏

・例年、電気通信関係全職員を対象として 、管内６ブロック毎にセ まえた再発防止対策と併せて継続して取り
ミナーを開催し周知徹底を図っている。 組む。

・用地関係については、本局用地部の幹部職員を用地補償事務を実施
している管内全事務所に派遣し「用地補償に関する不正の再発防止
策の実施状況調査」を平成２３年度から継続実施しており、再発防
止策の取組状況のフォローアップを行っている。

４． 内部監査の強化・充実 ４． 内部監査の強化・充実
平成２５年度一般監査にあたっても、例年どお一般監査において、コンプライアンスの取組状況及び入札契約の適正な ・平成２５年度一般監査実施計画に基づき、監査対象14箇所の全てに

り、年度当初の監査官会議において一般監査執行等について、重点監査事項として位置付け、監査強化を図る。 おいて実施した。
実施の流れ、前年度一般監査のフォローアッまた、職員からの通報制度の充実強化を図るとともに、その活用や周知 （建設関係：7事務所、2管理所 港湾関係：5事務所）
プ等について情報提供し、意見交換した。その状況についても監査・指導を行い 必要に応じ 臨時的な監査を実施する なお、小規模な管理所においては、他の事務所に比較して少人数、 、 。
結果、より効果的な監査に努めることができ、計で業務しており 職員数に占める若手職員の割合も大きいことから、 、
画どおり１４事務所において実施した。基礎的な事項についても指導するなど、個々の事務所等の事情を勘
一般監査の結果はとりまとめの上、九州地方案した監査を実施した。

整備局ホームページにおいて公表している。・平成２５年度九州地方整備局コンプライアンス推進計画に基づく事
務所推進体制の整備状況、事業者等との応接方法の徹底等の確認を
行った。また、幹部職員（事務所長、管理所長、全副所長）自身の
倫理・発注者綱紀保持・入札談合等関与行為防止・独占禁止に係る
認識並びに組織としての取り組みについて個別ヒアリングを実施す
るとともに、入札・契約手続きの誤り防止と再発防止の徹底につい
て監査した。

・一部の事務所等において発注者綱紀保持マニュアルに基づき所内
の各所に掲示されている「不当な働きかけ対応フロー」や、職員に
配布されている発注者綱紀保持携帯用カードが、平成２５年７月に
改訂されたものに更新されていなかったが、監査後、速やかに更新
された。

■アドバイザリー委員からの意見

（１）全体について
・コンプライアンス向上への取組が、積極的かつ着実に実行されている。委員会としては、非常に達成度が高いと評価する。

（２）取り組み方について
・個々の取組を進めるにあたっては、職員がやらされ感を持たないよう工夫しながら進めていていくことが必要。

（３）職員のコミュニケーションについて
、 。 、 。・一般的にコミュニケーション不足から コンプライアンス上の問題が派生する事例が増える傾向にある 最近は コミュニケーションの取り方が不得手な職員が少なからず見受けられる

例えば、企業が導入しているブラザー・シスター制等を参考にして、職員がコミュニケーションを取りやすい環境作りに努めていただきたい。

（４）職員のモチベーションについて
・自分の仕事が地域に貢献しているというプライドを持たせること、自分の仕事が社会から評価をされているということを事業執行を進める中で確認すること等も職員のモチベーションを
高めるのではないか。このようなこともコンプライアンス教育の一環として考えていただきたい。
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職員 非常勤 計 職員 非常勤 計

総務部 115 11 126 112 11 123 97.6%

人事課 17 1 18 17 1 18 100.0%

総務課 32 4 36 32 4 36 100.0%

会計課 27 1 28 24 1 25 89.3%

契約課 22 3 25 22 3 25 100.0%

厚生課 17 2 19 17 2 19 100.0%

企画部 96 17 113 96 17 113 100.0%

建政部 54 8 62 54 8 62 100.0%

河川部 101 10 111 97 10 107 96.4%

道路部 86 13 99 86 13 99 100.0%

営繕部 69 3 72 69 3 72 100.0%

用地部 35 3 38 35 3 38 100.0%

筑後川河川 168 29 197 168 27 195 99.0%

遠賀川河川 89 18 107 89 18 107 100.0%

福岡国道 136 23 159 136 23 159 100.0%

北九州国道 83 16 99 83 16 99 100.0%

武雄河川 76 15 91 76 15 91 100.0%

佐賀国道 86 16 102 86 16 102 100.0%

長崎河川国道 112 25 137 112 25 137 100.0%

雲仙復興 20 6 26 20 6 26 100.0%

熊本河川国道 153 26 179 153 26 179 100.0%

八代河川国道 69 16 85 69 16 85 100.0%

川辺川ダム砂防 28 10 38 28 10 38 100.0%

菊池川河川 48 10 58 48 10 58 100.0%

立野ダム 22 5 27 22 5 27 100.0%

大分河川国道 111 20 131 111 20 131 100.0%

佐伯河川国道 69 16 85 69 16 85 100.0%

山国川河川 36 5 41 36 5 41 100.0%

大分川ダム 34 5 39 34 5 39 100.0%

宮崎河川国道 141 27 168 141 27 168 100.0%

延岡河川国道 73 21 94 73 21 94 100.0%

川内川河川 83 16 99 83 16 99 100.0%

大隅河川国道 96 20 116 96 20 116 100.0%

鹿児島国道 102 25 127 99 25 124 97.6%

筑後川ダム統管 32 6 38 32 6 38 100.0%

緑川ダム 12 2 14 12 2 14 100.0%

鶴田ダム 11 2 13 11 2 13 100.0%

九州技術 41 9 50 41 9 50 100.0%

海の中 24 7 31 24 7 31 100.0%

熊本営繕 10 1 11 10 1 11 100.0%

鹿児島営繕 9 1 10 9 1 10 100.0%

 建設計 2,530 463 2,993 2,520 461 2,981 99.6%

港湾空港関係 524 111 635 524 111 635 100.0%

合計 3,054 574 3,628 3,044 572 3,616 99.7%

H25倫理セルフチェック実施状況 （12/2～12/11実施分）

部・事務所名
所属人数 実施人数 実施率

（％）

別紙 ２ 
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局幹部による事務所ミーティングにおける主な意見

平成２５年度実施分

１．倫理、コンプライアンス等

・国民目線とは、常識的にやっていればクリアできるものと思う。コンプライアンスも

常識的なものと思っている。

・自分の行動が国土交通省の看板を背負っているという認識でいる。いつどこで国民か

ら見られているか分からないので、常にきちんと説明できるよう行動している。

・昔は、コンプライアンスという言葉すらなく、最近出てきたものである。時代の流れ

とともに社会は厳しくなってきた。我々は、社会の流れを受け入れていかなければな

らない。これを重いと受け止めないで、コンプライアンスのおかげでいい仕事ができ

ると思うようにしている。

、 、 、 。・コンプライアンスは 講習会等に参加し 再確認して 自分を見つめ直すことが大事

このようなことを繰り返し行うことが重要だと思う。

・地域性もあると思うが、地元の為に協力をするといろいろなことを感謝の気持ちで行

動に出されることがある。しかし、言いにくいことではあるが、ダメなことはダメと

伝えると最終的にはわかってもらえる。

組織間でもダメなことはちゃんと言うことが不祥事防止の基になる。

２．不祥事等

・自分自身で心掛けながら、部下にも指導していることは 「必ずしも前例が正しい訳で、

はないこと」を念頭に、出来る限り関係法令やルールを確認するようにするというこ

とである。

・不祥事は誰でも起こし得ることという認識が必要。間違いはつきものであり、すぐに

訂正することが大事。うその上塗りで引き下がれなくなる。

・用地補償に関連する再発防止策は、当初はそこまでの対応をしないといけないものか

との意見も出ていたが、４年目になり定着してきており結果的に不祥事が起きにくい

ようなチェック体制になってきている。

・不祥事の記事を見るたび「なぜこんなバカなことを」と思うが、それでもやってしま

う心理が働いている。抑制のためにも講習を繰り返す必要があるのではないか。

・過去に比べると、不正防止のシステムが整備されてきた。システムが決められている

以上、システムどおりにやっていくしかない。適正な入札契約手続き等、組織として

社会的責任を全うしなければならない。

別紙 ４
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３．コミュニケーション等

・コミュニケーション不足も不祥事が起きる１つの要因ではないか。

・職場の雰囲気を明るくするよう努めている。一緒に取り組む環境作りが大事。地元対

応を含め、現場を実際に見ながら仕事を進めるようにしている。

・再発防止策により職員に対する負担も増えている。このような中でもそれを跳ね返す

ような職員の士気を高めることが必要。

・コンプライアンスを守る上で、組織としては風通しのよいことが大事。気軽に話がで

きることが重要だと思う。

・隣の職員がどんな仕事をしているか判らないことがある。組織的に仕事を進めるので

はなく個人まかせにしているところもある。不祥事は個人のモラルのせいにしている

ことが問題であり、組織にも問題がある。

、 。・上司として自席で待つのではなく なるべく部下職員のところへ行くようにしている

・少数の専門職種については事務所内で一人で業務を行っており、同じ業種の人がいな

く、相談できないため、コンプライアンスに関する不祥事はそのような環境も関係し

ているのではないかと思う。

・高知の案件は個人で判断を行った事による事案であり、上司に相談しなかったことに

より、大きな事件になっている。報・連・相が大事。隠さないで上に伝えていく習慣

をつけるために、言い続けている。

・業者との打合せは複数での対応を徹底している。電話でおかしな対応をしていれば、

すぐに声かけを行い、個人で抱えこまないようにしている。

・出張所は、請負業者と一つ屋根の下で仕事をやっている。倫理、コンプラで職場の雰

囲気がぎこちなくなってきている。

・職員が減る一方で、一人あたりの業務量が増え、自分自身も余裕がなくなり、部下職

員と接する機会が減った。結果、先輩、上司として部下に仕事や生活面などの経験な

どを指導、教育することが少なくなった。

４．事業執行等

・一人で悩まずに、皆で考えて仕事をするように指導している。個人ではなく組織（チ

ーム）として仕事を進めることが、コンプライアンスの向上につながる。

・我々の業務は関係業界と線引をしてしまったら仕事は出来ない。業界の声を意見交換

会などの形で組織として聞くことも求められている。お互いがパートナーとしていい

関係を築いていくためにも、我々だけでなく業界の方の意識も高まるような環境作り

をしたいと考えている。

・予算執行について、使命感を持ってやっているが目標達成のため厳しい事業執行が常

態化している。その結果、色々な弊害が生じやすくなっている。

・予算の次年度への繰越や不用額の処理については、無理しないでいいよう柔軟な対応

をお願いしたい。

別紙 ４
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６１名でワールドカフェ   コンプライアンスインストラクター研修 

 「パワーポイントを使った講習会でのプレゼンテーショ

ンをどう進めたらいいのか」、「コミュニケーションを深め

ながら活発なグループ討議を展開するためにはどんな

手法をとればいいのか」。 

 7月1日午後、福岡第2合同庁舎にはそんな期待と不

安を胸に、新規受講者38名を含む61名が九州地方整備

局管内の各部所から参加しました。 

今後の活躍が期待されます。 

「研修概要」その1 

○フレゼンテーションの進め方 

・まずはアイスブレイク 

・私たちの組織の現状は。 

・国土交通省の使命は何。 

・使命を果たすために必要なのは。 

・不祥事の要因は個人か、組織の体質か。 

・ルールづくりと組織の体質改善は車の両輪 

・違法性の認識の希薄さ 

・個人ではなく組織として判断する体質づくり 

・いつやるか、「ゆでガエル化」する組織 

・コミュニケーションの重要性、「職場の言える化」 

「研修概要」その2 

○ワールドカフェを体験してみましょう 

・ワールドカフェは、メンバーの組み合わせを変え

ながら、4～5人単位での小グループでミーティング

(話)を続けることにより、あたかも参加者全員が話

し合っているのと同じ効果が得られる会話の手法

です。 

・カフェのような肩の凝らない雰囲気を作り、組織、

団体においてコミュニケーションを活性化させていく

手法です。 

・本日のテーマ 

 「コンプライアンスの取組で私たちの職場は変わ

れるのか」 

・7名ずつ9班に分かれて体験したグループ(ワール

ドカフェ)では合計で286もの意見が出されました。 

ふりかえり (研修生の素直な感想) 

・コミュニケーションの大切さを感じた 

・意見を自由に言えたのでスッキリした 

・職場にやらされ感が蔓延していることも

事実 

・コンプラミーティングは構えないこと、ネ

タも不祥事に限定しないほうがやりやす

い 

・コンプラミーティングは国民目線を感じ

取れるいい機会 

・国民目線とは自信をもって国民に説明

できるかどうかということ 

・半日の研修だけでは不安、アフターフォ

ローをよろしく 

・どんなに研修を重ねても変わらない人

は変わらない人 

・失敗覚悟でコンプラ講習をやり続けるこ

とが重要 

・コンプラ向上は、何はともあれトップの

やる気次第 

別紙 ５ 

11













別紙１１






