
平成３０年度 関東地方整備局コンプライアンス報告書

令 和 元 年 ７ 月 ３ １ 日

関 東 地 方 整 備 局

コンプライアンス推進本部

１．はじめに

平成２４年１０月１７日、公正取引委員会から国土交通省に対し、高知県内における当省発注

の土木工事に関し「入札談合等関与行為防止法」に基づく改善措置要求がなされ、これを受け

て国土交通本省において「当面の再発防止対策」が平成２４年１０月１７日付け取りまとめられ

た。

このことを踏まえ、関東地方整備局では、これまでの取組を補強するとともに、入札談合等関

与行為を再度確実に防止するための効果的な措置を含めたコンプライアンス活動について組織

的かつ総合的な取組を推進するため、その推進体制及び実施すべき施策について基本的な方

針となる「関東地方整備局コンプライアンス推進指針」を平成２５年３月２９日付けで策定した。

この推進指針に従い、「関東地方整備局コンプライアンス推進本部」（以下、「推進本部」とい

う。）が中心となって、「関東地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会」（以下、「アドバ

イザリー委員会」という。）の意見を踏まえつつ「平成３０年度関東地方整備局コンプライアンス推

進計画」（以下、「推進計画」という。）を平成３０年３月３０日付けで策定し、継続した取組を行うこ

ととなった。

本報告書は、平成３０年度における、関東地方整備局のコンプライアンス推進の取組状況とそ

れに対する評価について報告するものである。

２．推進本部・アドバイザリー委員会の開催状況

関東地方整備局においては、平成２４年１１月１２日付けで、関東地方整備局におけるコンプ

ライアンスの推進及びそのための内部統制の強化を図るため、従来の「発注者綱紀保持委員

会」を発展的に改組し、「推進本部」及び「アドバイザリー委員会」を設置した。

平成３０年度においては、推進本部会議及びアドバイザリー委員会を以下のとおり開催した。

【推進本部開催状況】

第１回推進本部会議（ ）H30.4.24

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（北首都国道事務所、特定離島港1

湾事務所）

( ) 平成３０年度コンプライアンス推進本部への事務所長の参画予定表について2

( ) 平成３０年度「関東地方整備局コンプライアンス週間」の取組（案）について3

第２回推進本部会議（ ）H30.5.29

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（利根川下流河川事務所、川崎国1

道事務所）

( ) 平成２９年度第４四半期コンプライアンス実施状況について2
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第３回推進本部会議（ ）H30.6.26

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（千葉港湾事務所）1

( ) 平成２９年度関東地方整備局コンプライアンス報告書（原案）について2

第４回推進本部会議（中止につき、持ち回り開催）

議事： ( ) 平成２９年度関東地方整備局コンプライアンス報告書（案）について1

第５回推進本部会議（ ）H30.8.29

( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（大宮国道事務所、甲武営繕事務1

所）

( ) 平成３０年度コンプライアンス週間の実施結果について2

( ) 平成３０年度第１四半期コンプライアンス実施状況について3

第６回推進本部会議（ ）H30.9.25

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（常陸河川国道事務所、国営常陸1

海浜公園事務所）

( ) 平成３０年度第２回本局コンプライアンス講習会の実施結果について2

( ) 局長通知「適正な業務執行について」3

第７回推進本部会議（ ）H30.10.30

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（甲府河川国道事務所、横浜営繕1

事務所）

( ) 平成３０年度第２回本局コンプライアンス講習会の実施結果報告について2

( ) 平成３０年度一般監察の結果について3

第８回推進本部会議（ ）H30.11.27

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（荒川上流河川事務所、関東技術1

事務所）

( ) 平成３１年度コンプライアンス推進計画の作成スケジュールについて2

( ) 平成３０年度第２四半期コンプライアンス実施状況について3

第９回推進本部会議（ ）H30.12.18

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（日光砂防事務所、東京国道事務1

所）

( ) 平成３０年度定期監察結果と今後の対応（案）について2

( ) 平成３１年度コンプライアンス推進計画（素案）について3

第１０回推進本部会議（ ）H31.1.29

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（京浜河川事務所、横浜港湾空港1

技術調査事務所）
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( ) 平成３１年度コンプライアンス推進計画（案）について2

( ) 平成３０年度コンプライアンス推進計画の取組状況（中間報告）（案）について3

( ) 発注者綱紀保持マニュアルの改正（案）について4

第１１回推進本部会議（ ）H31.2.26

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（富士川砂防事務所、東京第一営1

繕事務所）

( ) 平成３０年度第３四半期コンプライアンス実施状況について2

( ) 平成３０年度第２回コンプライアンス・アドバイザリー委員会について3

第１２回推進本部会議（ ）H31.3.26

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（常総国道事務所）1

( ) 平成３０年度第２回コンプライアンス・アドバイザリー委員会議事概要（案）に2

ついて

( ) 平成３１年度関東地方整備局コンプライアンス推進計画（案）について3

( ) 平成３１年度コンプライアンス推進本部開催予定等について4

( ) 発注者綱紀保持マニュアル改正（案）について5

【アドバイザリー委員会開催状況】

（五十音順、敬称略、平成３０年度末現在）◇委員の構成

委員長：池田耕一 立命館大学大学院 経営管理研究科 客員教授

委員 ：赤松幸夫 弁護士 （赤松法律事務所）

委員 ：大野正英 麗澤大学 経済学部 教授

委員 ：岡本直久 筑波大学 システム情報系 教授

委員 ：山田務 筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 教授

第１回委員会（ ～ 各委員に個別に資料提示・説明）H30.6.28 7.17

出席者：池田委員長、赤松委員、大野委員、岡本委員、山田委員

議事 ：平成２９年度関東地方整備局コンプライアンス報告書（案）について

第２回委員会（ 関東地方整備局１４階災害対策本部室）H31.3.7

出席者：池田委員長、赤松委員、大野委員、岡本委員、山田委員

議事： ( ) 平成３０年度関東地方整備局コンプライアンス推進計画の取組状況について1

（中間報告）

( ) 平成３１年度関東地方整備局コンプライアンス推進計画（案）について2
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【アドバイザリー委員会の開催風景】

※実線枠内は推進計画の記述３．推進施策の取組状況と評価

（１） 職員等の意識改革

① 職員のコンプライアンスに対する意識の改革

ⅰ） 組織のトップによる「関東地方整備局職員行動基準」等の周知等

局長をはじめ、事務所及び管理所（以下「各事務所等」という。）の組織のトップは、

自ら率先して意識改革に取り組むとともに、コンプライアンス推進の強い意識を継続し

て表明することにより、意識の改革・向上に引き続き努める。

また、推進本部員は、各事務所等の要請に応じ、現場職員と率直なコミュニケーショ

ンを図るための意見交換を積極的に行うこととする。

〔取組状況〕

局長をはじめ各組織のトップは、幹部会又は所内勉強会等を通じて、所属職員に倫理保持や

発注者綱紀保持の重要性について指導・注意喚起するとともに、自らのコンプライアンス推進に

対する強い意識を表明し、職員の意識改革・向上を図った。

関東地方整備局コンプライアンス推進本部員は、事務所等の現場視察等の際に、現場職員と

意見交換を行い、率直なコミュニケーションを図った。

また、関東地方整備局コンプライアンス週間において、局長からの「コンプライアンス遵守メッ

セージ」を職員に対して表明することにより、コンプライアンス意識の醸成に寄与した。

ⅱ） 危機管理意識の醸成

「関東地方整備局職員行動基準」に掲げる「積極的なコミュニケーションを図り、常に

情報を共有して、組織で課題を解決します。」の趣旨に則り、日常業務等で発生するリ

スクへの対応・危機管理の重要性について、会議、講習会及び所属内でのミーティン

グ等の場を通じて、周知徹底を図るとともに、組織内の迅速な情報共有が図れるよう、

誰とでも相談できる風通しの良い職場づくりに取り組む。

〔取組状況〕

適正業務管理官又は総括調整官は、各事務所等を巡回して開催するコンプライアンス講習会
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において、危機管理の重要性や情報共有の励行について講義し、職員の意識向上を図った。

各事務所等においては、各所属で毎四半期にコンプライアンス・ミーティングを実施し、風通し

の良い職場づくりを図った。

適正業務管理官は、職員のコンプライアンスに関する知識向上とコミュニケーション促進のた

め、各種資料を定期的に提供した。

●配信したもの

① 公務員の不祥事に関する情報 （毎月）

② 入札談合事件に関する情報 （適宜）

③ コンプライアンス・メール（「発注者綱紀保持マニュアル」の解説を連載） （適宜）

④ コンプライアンス推進本部会議の会議資料 （毎月）

⑤ コンプライアンスミーティング題材（「発注者綱紀保持」「情報セキュリティ」「危機管理意

識醸成」「期間業務職員」の各テーマに関する設問・回答） （毎四半期）

☞ 別紙１ 適正業務管理官又は総括調整官による事務所等でのコンプライアンス講習会

実施状況

ⅲ） 不当な働きかけ等に対する報告の徹底

11職員に対し、講習会等を通じて、発注者綱紀保持規程（関東地方整備局訓令第

号）に定める「不当な働きかけに対する対応」の徹底と、発注者綱紀保持マニュアル

（以下、「マニュアル」という。）に定める「不当な働きかけの定義」について十分な周知

を図る。

また、入札契約以外の整備局の業務についても、外部からの不当要求その他の公

正な職務の執行を損なうおそれのある要求を受けた場合における報告について、引き

続き現状の把握と問題点の整理を行う。

〔取組状況〕

「不当な働きかけ」に該当すると思料する行為を受けたときの対応については、関東地方整備

局主催の基幹研修・専門研修において実施するコンプライアンス講義資料に盛り込み、周知を

図った。

また、適正業務管理官から各所属に提供するコンプライアンス・ミーティング題材で「不当な働

きかけ」を取り上げ、職員の意識向上を図った。

なお、平成３０年度において「不当な働きかけ」について報告された事案はなかった。

【評価】

各事務所等において、組織トップがコンプライアンス推進に対する強い意識を表明した

ほか、事務所コンプライアンス推進本部、コンプライアンス・ミーティング、事務所巡回講

習会等を通じて、「関東地方整備局職員行動基準」の周知、危機管理意識の醸成、不当

な働きかけに対する報告の徹底等を図っているが、職員のコンプライアンス意識の向上、
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意識改革を着実に進めるためには、今後もこれらの取組を継続していくことが重要であ

る。

特に「不当な働きかけ」については、他の事案を研修や講習会資料に織り込むなどし

て職員の意識向上に努めたが、今年度も他省庁等で不正事案が発覚していることから、

引き続き周知徹底を図ることが必要である。

② 発注者綱紀保持の徹底

ⅰ） 職員に対する徹底

発注者綱紀保持担当者は、発注者綱紀保持の重要性、特に (ア) 業者との接触ル

ール (イ) 入札談合等関与行為防止法上の違法行為は刑事罰の対象となること、人

事処分の重さ、共同不法行為としての損害賠償請求対象となること等について、講習

会や研修における講義に加え、副所長会議や担当課長会議等、契約・発注担当者が

会する会議の場において周知する。特に、発注情報に接する機会が多い幹部職員に

対しては、確実に周知徹底する。

〔取組状況〕

業者との接触ルール及び入札談合等関与行為防止法違反に関する処分等については、関東

地方整備局主催の基幹研修・専門研修において実施するコンプライアンス講義資料に盛り込ん

だほか、適正業務管理官又は総括調整官が各事務所等を巡回して実施するコンプライアンス講

習会資料に盛り込み、周知を図った。

講義にあたっては具体的な事例に即し、要因・背景の分析、刑事罰や人事処分の重さ、損害

賠償請求額等について説明したほか、再発防止対策についても説明し、職員の意識向上や事

案の風化防止を図った。

☞ 別紙１ 適正業務管理官又は総括調整官による事務所等でのコンプライアンス講習会

実施状況

別紙２ 関東地方整備局主催研修におけるコンプライアンス講義の実施状況

ⅱ） 事業者に対する徹底

工事、業務の競争参加資格者に対して、整備局におけるコンプライアンスの取組み

の趣旨や内容並びに入札談合を行った場合のペナルティ及びその強化 について、認※

定通知書を送付する際、あるいはホームページや入札契約システムの活用に加え、事

業者団体との意見交換の際、又は説明会等においても周知する。

※

ア) 談合の首謀者等に対する違約金の上乗せについて、 対象工事であるか否かを問わず、( WTO

確定した排除措置命令等において首謀者であると認定された業者に拡大

(イ) 談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、談合を行っていたことが明らか

になった場合には、その経緯について書面による説明を求めるとともに、指名停止措置の実施に
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併せてその旨を公表

〔取組状況〕

平成３１・３２年度有資格業者へ認定通知を送付する際、関東地方整備局のコンプライアンス

の取組の内容及び入札談合を行った場合のペナルティ及びその強化について記載した文書を

同封し、周知徹底を図った。

また、工事安全協議会及び事業者団体等との意見交換会において、コンプライアンスの取組

を周知するとともに協力を依頼した。

【評価】

職員に対する取組として、各種研修における発注者綱紀保持に関する講義及び講習

会を継続実施し、その資料については毎年度更新し、直近の事例を盛り込むなどして、

職員が継続的にコンプライアンスを意識するよう努めている。国民の疑惑を招かないよう

全職員が発注事務に係る綱紀の保持を図り、国民の信頼を確保するためにも、これら取

組による発注者綱紀保持の徹底が重要である。

また、事業者に対するコンプライアンスの取組強化に関する周知については、推進計

画に基づき実施しており、事務所では、事業者団体との意見交換会をはじめ、事務所等

と工事受注者で構成する工事安全協議会において、関東地方整備局のコンプライアンス

の取組を紹介し、協力を要請している。発注者綱紀保持の取組は職員だけではなく、事

業者の理解と協力が不可欠であることから、様々な機会を捉えて実施することが重要で

ある。

③ 具体的な各種取組等

ⅰ） 「関東地方整備局コンプライアンス週間」の継続実施

コンプライアンス推進の取組は年度を通し実施するとともに、職員のコンプライアン

ス意識を更に高めるため、 月 日から 月 日までの一週間を「関東地方整備局コ6 1 6 7

ンプライアンス週間」として継続実施し、各種取組を実施する。

〔取組状況〕

本週間においては、業務用パソコンのポップアップ機能を使用した局長メッセージの表示、公

正取引委員会による講習会の実施、全職員による発注者綱紀保持セルフチェックシートの実施

等を行った。

また、所属事務所・職種が異なる職員とも意見交換することにより、職員のコンプライアンス意

識を高めることを目的とした「事務所等横断的ミーティング」については、昨年度好評だったこと

から、平成３０年度においても実施した。

☞ 別紙３ 関東地方整備局コンプライアンス週間（実施結果報告）

別紙４ コンプライアンス週間（Ｈ２７～３０集計結果）
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別紙５ 公正取引委員会による講習会について（実施結果報告）

別紙６ 事務所等横断的ミーティングについて(実施結果報告）

ⅱ） 内部講師によるコンプライアンス講義の実施

コンプライアンス講習会以外の国土交通大学校等で実施される整備局主催の基礎

研修及び専門研修において、コンプライアンス講義を取り入れることを継続して研修計

画に位置づけて実施することとし、その内容については役職別、職種別や時勢と関連

づける等、理解が深まる内容とすることを考慮するものとする。

また、適正業務管理官等は、関係部署との協力の下、本局及び事務所等において、

コンプライアンスに関する講習及び意見交換を行う。

〔取組状況〕

国土交通大学校等で実施された関東地方整備局主催の基幹研修及び専門研修において、コ

ンプライアンスに関する講義を実施した。

講義では、直近に発生した不祥事事案を取り上げ、受講者の興味を引くよう考慮したほか、研

修の対象職種に応じて資料を追加するなどの取組を行った。

また、適正業務管理官又は総括調整官が、全事務所等を巡回して講習及び意見交換を行っ

た。

☞ 別紙１ 適正業務管理官又は総括調整官による事務所等でのコンプライアンス講習会

実施状況

別紙２ 関東地方整備局主催研修におけるコンプライアンス講義の実施状況

別紙７ 事務所巡回コンプライアンス講習会について（実施結果報告）

ⅲ） 外部講師によるコンプライアンス講習会の実施

職員に対してより専門的な知識を修得させ、職員のコンプライアンス意識を高める観

点から、外部講師によるコンプライアンス講習会を実施する。

〔取組状況〕

四半期毎に本局主催のコンプライアンス講習会を開催し、外部講師による講義を実施した。

外部講師については、平成 年度の講習会アンケートで好評なことを踏まえ、これまで講義29

を依頼していた公正取引委員会（官製談合防止）、弁護士（コンプライアンス違反防止）に加え、

弁護士（著作権問題）、一般財団法人公務人材開発協会（不祥事防止）など、新たな分野の外部

講師を起用した。

実施に当たっては、講師の了解を得た上で、今年度から全ての講習会について で全CCTV

事務所に配信した。講習会の資料についてはこれまでもイントラにアップしていたが、講師の了

解を得た映像について、新たにイントラにアップするとともに、 での貸し出しもできるようにDVD

し、出席できなかった職員が職場での受講を可能にするとともに、後日講習内容を確認できるよ

うにした。このため、平成 年度に本局で行った講習会録画映像の上映会（ 回）については、29 2
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参加人数が少なかったことと、これらで対応可能となったことから、取りやめた。

●第１四半期

テーマ 「入札談合の防止に向けて ～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～」

講師 公正取引委員会

●第２四半期

テーマ 「職場における著作権問題」

講師 弁護士

●第３四半期

テーマ 「不祥事防止のために」

講師 一般財団法人公務人材開発協会

●第４四半期

テーマ 「コンプライアンス違反を起こさないためにできること ～企業不祥事の抑止との

比較の視点から Ⅳ～ －違法性の認識（意識）－」

講師 弁護士

☞ 別紙５ 公正取引委員会による講習会について（実施結果報告）

別紙８ 第２回本局（さいたま庁舎）コンプライアンス講習会について（実施結果報告）

別紙９ 第３回本局（さいたま庁舎）コンプライアンス講習会について（実施結果報告）

別紙１０ 第４回本局（さいたま庁舎）コンプライアンス講習会について（実施結果報告）

ⅳ） 実践的でマンネリ化防止に資する情報等の提供

適正業務管理官は、各事務所等の取組を支援することとし、マンネリ化防止や取組

の実効性の向上を図るため、公務員の不祥事事例などコンプライアンス意識の醸成に

資する情報を関係部署との協力の下、職種別などに応じた講義資料として定期的また

は適時、各事務所等に提供するとともに、視覚に訴える題材としての についてもDVD

引き続き、事務所講習会等で活用を図っていく。

また、各事務所等の取組の参考となる取組事例を情報提供する。

〔取組状況〕

適正業務管理官は、各事務所等の取組支援、マンネリ化防止対策として以下の取組を実施し

た。

１）「公務員の不祥事等」を配信

国家公務員・地方公務員等が起こした不祥事例を、新聞・インターネット等から収集し、

概要（懲戒処分、刑事罰等を含む）を取りまとめて、毎月１回各事務所等に配信した。

２）資料ＤＶＤの貸出等
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コンプライアンスに関するＤＶＤを２タイトル追加し、所内講習会やミーティングでの使用

を希望する事務所等に貸し出し、延べ２３回と前年度( 回）から増加した。特にコンプライ9

アンス週間の前後期間での貸出が多かった。

また、関東地方整備局コンプライアンス週間中、職員が業務用パソコンで視聴できるよ

うＣＣＴＶで配信した。

３）コンプライアンス・ミーティングの題材提供

以下の各テーマについてミーティング題材を作成し、四半期毎に各事務所等にメールで

配信した。あわせて期間業務職員向けの題材も配信した。

①発注者綱紀保持

「不当な働きかけ－入札参加者についての情報漏洩要求」

「不当な働きかけ－事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につ

がるおそれのある要求行為」

②情報セキュリティ

「メール送信ミス・みんな に入れてしまった」CC

③危機管理意識醸成

「震災への備え・通勤途上編」

④期間業務職員

「守秘義務」

「電話対応」

４）講習会の動画及び資料の提供

これまでも講習会資料のイントラ掲載、講師の了解を得た上でのＤＶＤ録画は行ってき

たが、今年度はさらにイントラでの動画配信を開始した。

ⅴ） コンプライアンス指導者の養成

各事務所等コンプライアンス推進本部（以下「各事務所等推進本部）という。）等の体

制の下、各事務所等におけるコンプライアンス推進活動を計画的かつ確実に実行する

ことを目的として、各事務所等にコンプライアンス指導者（以下「コンプライアンス・イン

ストラクター」という。）を任命していく。

コンプライアンス・インストラクターを育成するために、候補者を選定し、外部の講習

会等に積極的に参加させる。

〔取組状況〕

国土交通大学校が主催する「コンプライアンス指導者養成」研修に、事務所副所長を６名（事

務官１、技官５）派遣してインストラクター要員の育成を図った。

【評価】
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ⅰ） 「関東地方整備局コンプライアンス週間」の継続実施

コンプライアンス週間については、初めて実施した平成２７年度からの４年分のアンケ

ートを取りまとめたところ、コンプライアンス週間が根付いてきている傾向が伺え、また、コ

ンプライアンスの の貸し出しが週間の前後に増えたことも、職員に週間が定着してDVD

きたものと評価できる。

一方で、マンネリ防止のための工夫を求める声が依然としてあることから、引き続き取

組の改善を検討して、実施する。

ⅱ） 内部講師によるコンプライアンス講義の実施

適正業務管理官又は総括調整官による事務所巡回コンプライアンス講習会について

は、受講者アンケートから、「毎年度適正業務管理官等が事務所に来て講義することが、

職員のコンプライアンス意識の徹底に効果的である」などの評価を得ており、今後も取組

を継続する。

また、関東地方整備局主催の研修にコンプライアンスの講義を組み入れることは、

日常業務とは異なる場面で、再度コンプライアンスの重要性を再認識できる良い機会と

なっており、引き続き実施する。

ⅲ） 外部講師によるコンプライアンス講習会の実施

これまで講義を依頼していた公正取引委員会（官製談合防止）、弁護士（コンプライア

ンス違反防止）に加え、弁護士（著作権問題）、一般財団法人公務人材開発協会（不祥事

防止）など、新たな外部講師を起用したことは、幅広い分野における職員のコンプライア

ンス意識の醸成及び向上に資することができるものであり、今後も様々な分野、新たな講

演依頼先を開拓して、職員の能力向上を図っていくためにも外部講師を活用する。

また、 による動画配信やイントラに映像や資料をアップすることは、講習会の内CCTV

容を全職員が共有可能となり、一層の効果が期待できることから、今後も継続する。

ⅳ） 実践的でマンネリ化防止に資する情報等の提供

新たな外部講師の起用のほか、職種等に応じた研修資料作成によりマンネリ化防止

に努めているが、特に公務員の不祥事の配信は、最新の事案について、職員がその概

要を知るだけでなく、身近で起こりうるものであること、その影響の大きさ（懲戒処分、刑

事罰、損害賠償等）を認識させられるなど違法行為に関与しない意識を持つためには効

果的であり、今後も継続する。

コンプライアンス・ミーティング題材提供については、適正業務管理官から定期的に題

材を送付することは、各所属においてコンプライアンス・ミーティングを実施する契機とも

なっており、今後も取組を継続する。

また、コンプライアンス週間における、事務所等横断的なミーティングは、異なる事務所

や職種の職員と行うことが、新鮮で大変有意義であったと参加者から評価を得ているが、

各事務所においても、実施単位や参加者を工夫することで、より一層の効果が期待でき

る。

ⅴ） コンプライアンス指導者の養成

コンプライアンス指導者養成については計画どおり育成を進めているが、今後はコンプ

ライアンス講習会で講師を務めさせるなど、有効に活用する。
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④ 本局及び各事務所等での取組

本局においては、推進本部の体制の下、適正業務管理官が各部と調整のうえ、コンプ

ライアンス推進を実施する。

各事務所等においては、各事務所等推進本部の体制の下、各事務所等ごとに、コンプ

ライアンスに関する講習会、グループ討議または勉強会等を盛り込んだ「平成 年度コ30

ンプライアンス推進計画」を策定し、計画的かつ効果的に実施する。

なお、研修におけるコンプライアンス講義や本局主催のコンプライアンス講習会等の受

講と併せ、本局職員を含む全職員が各四半期毎に 回以上、コンプライアンスに関する1

講習会等（コンプライアンス・ミーティングを含む）に参加することとし、やむをえず参加で

きない者に対しては内容説明を個別に行う等、フォローアップを実施する。

更に、各所属においては、所内会議、打合せ等の機会を通じて、「公務員の不祥事等」

や「コンプライアンス・メール」等の事例を情報提供することとし、必要に応じて意見交換を

実施するよう努めるものとする。

〔取組状況〕

本局においては、適正業務管理官が主体となって、以下の取組を実施した。

１）コンプライアンス週間（ ～ ）6/1 6/7

２）全事務所でのコンプライアンス講義（講師：適正業務管理官又は総括調整官）

３）本局コンプライアンス講習会（４回）

４）コンプライアンス・ミーティング（四半期毎に題材配信）

５）コンプライアンス・メール（適宜配信）、公務員の不祥事等（毎月配信）の情報発信

☞ 別紙１～１０

各事務所等は、コンプライアンス推進本部において策定したコンプライアンス推進計画に基づ

き、各所属等でコンプライアンス・ミーティングを実施したほか、事務所独自の講習会等を実施し

た。

☞ 別紙１１ 平成３０年度 各所属の取組・参考事例

別紙１２ 平成３０年度 コンプライアンス実施状況

【評価】

本局・各事務所等とも推進計画に基づき確実に取組を実施し、全職員が各四半期ごと

に 回以上コンプライアンスに関する講習会等に参加しているが、職員のコンプライアン1

スに対する意識が薄れないためにも、各所属における継続的な取組が最も重要である。

（２） 業務運営の見直し
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① 文書情報管理の徹底

職員が適正に文書管理を行うよう、研修等を通じて「公文書等の管理に関する法律」

「行政文書の管理に関するガイドライン」等の趣旨を周知徹底する。

② 情報セキュリティの徹底

ⅰ） システム情報管理の徹底

国土交通省情報セキュリティポリシー、関東地方整備局情報セキュリティポリシー実

施手順書に従い情報管理の徹底を図るとともに、情報の格付けの意義について職員

の意識の向上を図り、格付けの実施について徹底する。

具体には、情報を作成・入手した際には、当該情報の重要性・機密性を判断した上

で、適切な「情報の格付け」を決定し、それぞれの重要性・機密性に見合った管理・保

存を行うよう徹底する。

また、特に秘密文書に当たる「機密性３情報」は厳重な管理を徹底するとともに、そ

れ以外の情報にあっても、重要性・機密性の高い情報については、アクセス制限、パ

スワードや暗号などを活用し、情報の管理を徹底する。

更に、情報管理の更なる徹底を図るため、職員に対して情報セキュリティ関連の講

習会を実施する。

〔取組状況〕

文書管理については、文書管理者への対面研修を含め、全職員へのｅラーニングや新規採用

職員研修、基礎研修等、また新任管理職研修やブロック会議等の場を通じて意識啓発を行っ

た。

また、文書整理月間において、各文書管理者に対して点検を実施するよう指示している。点検

の結果、指導が必要な事項については主任文書管理者より、当該文書管理者に改善を求めた。

情報セキュリティについては、情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策の自

己点検及び標的型メール攻撃訓練を実施し、現状の把握と注意喚起を行った。

ⅱ） 入札契約に係る情報管理の徹底

発注者綱紀保持規程に定める情報管理総括責任者は、契約・発注担当者が会する

会議の場等を通じ、情報管理の重要性と厳重な管理について徹底する。

また、情報管理責任者は、マニュアルに定められた発注事務に関する情報の管理

（積算業務と評価業務の分離、アクセス制限・パスワード設定、入札・契約手続運営委

員会資料のマスキング等）を徹底する。

〔取組状況〕

発注者綱紀保持担当者（適正業務管理官）は、副所長会議及び研修等で情報管理等の重要

性及び厳格な管理について講義し、職員への周知徹底を図った。

本局及び各事務所の情報管理責任者（担当課長等）は、発注者綱紀保持規程第５条第３項に

基づき、情報管理総括責任者（局長・事務所長等）に発注事務に関する情報の管理状況を報告

するが、発注事務に関する情報漏洩等の事実はなかった。
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ⅲ） 個人情報保護の徹底

個人情報の保護の重要性と適切な取扱いについて、「国土交通省保有個人情報等

管理規程」（平成 年 月 日改正）、「国土交通省の行う個人情報関係事務にお29 5 30

ける特定個人情報等取扱規程」（平成 年 月 日改正）等を、講習会や研修等28 12 26

を通じて引き続き周知徹底する｡

また、携帯電話などの情報端末機器については、「個人情報の適切な管理運用の

徹底について（再周知）」(平成 年 月 日付け総務部総務課長通知）において改28 5 26

めて周知徹底が図られているところであるが、ストラップ等による携行、暗証番号の登

録（ロック設定等によるセキュリティ設定）、不要な情報の削除等の必要な対策を確実

に行うものとする。

〔取組状況〕

個人情報の取扱いについては、総務部長名で個人情報の適切な管理の徹底について通知し

たほか、総務部総務課長から行政文書の紛失防止に係る事務連絡を発出するなど計４件の文

書を発出し、鞄の置き忘れ等による携帯電話の紛失等について職員に注意喚起した。

また、適正業務管理官から各所属に提供するコンプライアンス・ミーティング題材として「情報

セキュリティ」を提供し、各所属での活用を促した。

③ 応札状況の透明化・情報公開の強化

事務所ごとの一般土木工事又は港湾土木工事について、平均落札率（月平均及び年

平均）及び業者別年間受注額・受注割合をウェブサイトでの公表を引き続き行うことによ

って、応札状況の傾向等について透明化と情報公開の強化を図る。

〔取組状況〕

事務所毎の平均落札率（月平均及び年平均）及び業者別年間受注額・受注割合について、事

務所発注データを本局で集約し、平成２５年５月から本局ホームページで公表している。

各事務所は事務所ホームページに本局ホームページの当該ページをリンクさせ、公表を行っ

た。

【評価】

業務運営の見直し全般については、それぞれ推進計画に基づいた見直しや改善が着

実に行われており、引き続き以下の取組を継続して実施する。

① 文書情報管理の徹底

行政文書の取り扱いに関しては、昨今の社会的要請に応えるため、行政文書に関す

るルールを周知徹底するとともに、職員の公文書に関するコンプライアンス意識改革を促

すために、研修等を実施するなど取組を強化する。

② 情報セキュリティの徹底

ⅰ) システム情報管理については、重要な情報を様々な脅威から守るために、職員一人
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ひとりが情報セキュリティーポリシーを遵守し、適正な運用管理が実施されるよう、引き

続き周知徹底する。

ⅱ) 入札契約に係る情報管理については、情報漏えいなど不正事案の発生が起こりうる

余地をなくすためにも、アクセス制限やマスキングの徹底など発注事務に関する情報管理

の重要性及び厳格な管理について、引き続き会議及び研修等において徹底する。

ⅲ) 個人情報の漏洩に関しては、繰り返し注意喚起を行ったが、職員の個人情報保護の

意識が薄れないためにも、適宜注意喚起を行う。

③ 応札状況の公表は、不正発生の抑止効果も期待されることから、引き続き応札状況の

傾向等について、情報公開を確実に実施する。

（３） コンプライアンス・リスクマネジメント

入札契約監査官は、発注者綱紀保持担当者及び発注事務担当課と連携して、職員と事

業者等との対応がコンプライアンス･リスク要因となっていないかについてモニタリングを行

う等により検証し、適切な接触・対応ルールについて、検討することとする。

〔取組状況〕

職員と事業者等との接触・対応のコンプライアンス・リスクについて、平成３０年度一般監査対

象１７事務所の発注事務担当課長等にヒアリング調査を行い、特段の問題は生じていないことを

確認した。

【評価】

一般監査におけるヒアリング調査によれば、職員と事業者等との接触・対応について

今年度においても問題は生じていないが、事業者との接触ルールにおいて不正事案の

発生が起こりうる余地がないかを確認するために、引き続きモニタリングを実施する。

（４） 職場の環境づくり

① 執務環境の保持

情報漏洩防止を図るため、引き続き執務環境の保持を徹底する。

〔取組状況〕

各事務所等は、庁舎入口及び各執務室入口に入室制限の掲示を行い、秘密漏洩の防止を図

った。

また、職員が事業者等と対応する際の公正性・透明性を確保するため、執務室外に事業者対

応用のオープンスペースを設けている。執務室外に十分なスペースがない場合は、執務室内の

他の職員から見える場所に打合せテーブルを配置している。

本局及び一部の事務所等では、来庁者に来庁者カードを貸与・携行させ、職員が来庁者を目
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視確認できるようにしている。

② ハラスメント等の防止

職員がその能力を充分に発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、次の取組

をはじめとする、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等（以下「ハラスメント

等」という。）の防止に関する取組を実施する。

ⅰ）監督者はハラスメント等の防止に関して求められる役割について理解し、ハラスメ

ント等が生じていないか、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払う。

ⅱ）本局及び各事務所等において開催する講習会等を通じて、職員に対してハラスメント

等に関する基本的な事項について知識を習得させる。

〔取組状況〕

全ての管理職を対象としたセクシャル・ハラスメント防止講習会を実施し、管理職員が自ら先

頭に立ってセクハラ防止を徹底し、部下職員が自信と誇りを持って業務を遂行できる職場環境

の形成に向けた意識の醸成を図った。

さらに、コンプライアンス週間の期間中には、セクハラ、パワハラをテーマとしたＤＶＤ映像を毎

日配信した。

☞ 別紙３ 関東地方整備局コンプライアンス週間（実施結果報告）

【評価】

来庁者に対する執務室への立入制限、副所長室の相部屋化など、職場の環境整備は

各事務所等で着実に実施されており、今後も、国民の疑惑や不信を招かないよう、事業

者等との対応ルールの遵守について、周知徹底を図る。

また、ハラスメント対策については、その防止強化の徹底が必要なことから、良好な勤

務環境を確保するため、ハラスメント防止週間での啓発活動や講習会などを引き続き実

施する。

４．取組状況全般について

平成３０年度推進計画に基づく、コンプライアンス推進の取組状況及び取組に対する評

価は上記のとおりである。本局及び各事務所等ともに総じて当初計画どおりに進めることが

でき、「職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上、意識改革が図られた」と多くの事務

所から報告されており、一定の効果を上げているものと評価する。

今後も職員のコンプライアンス意識を高く保ち続けるため、常に改善を加えるなど工夫を

しながら各種取組を継続していくものとする。

以上
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No. 実施日 実施事務所等 対象者 参加人数 実施者（講師） 備考

1 H30.6.25 二瀬ダム事務所 全職員 8 適正業務管理官

2 H30.7.4 首都国道事務所 全職員 18 適正業務管理官

3 H30.7.6 大宮国道事務所 全職員 15 適正業務管理官

4 H30.7.11 利根川下流河川事務所 全職員 23 適正業務管理官

5 H30.7.11 霞ヶ浦河川事務所 全職員 18 適正業務管理官

6 H30.8.1 東京外かく環状国道事務所 幹部職員 14 適正業務管理官

7 H30.8.29 千葉国道事務所 幹部職員 16 適正業務管理官

8 H30.9.5 東京第一営繕事務所 全職員 14 適正業務管理官

9 H30.9.5 東京第二営繕事務所 全職員 12 適正業務管理官

10 H30.9.7 国営昭和記念公園事務所 全職員 13 適正業務管理官

11 H30.9.7 甲武営繕事務所 全職員 11 適正業務管理官

12 H30.9.10 利根川ダム統合管理事務所 幹部職員 12 適正業務管理官

13 H30.9.19 長野営繕事務所 全職員 11 適正業務管理官

14 H30.9.19 長野国道事務所 全職員 54 適正業務管理官

15 H30.9.21 高崎河川国道事務所 全職員 24 適正業務管理官

16 H30.9.27 川崎国道事務所 全職員 15 適正業務管理官

17 H30.9.27 東京空港整備事務所 全職員 47 総括調整官

18 H30.9.28 相武国道事務所 全職員 38 適正業務管理官

19 H30.9.28 相模川水系広域ダム管理事務所 全職員 15 適正業務管理官

20 H30.10.12 宇都宮国道事務所 幹部職員 20 適正業務管理官

21 H30.10.12 宇都宮営繕事務所 全職員 8 適正業務管理官

22 H30.10.15 江戸川河川事務所 全職員 51 適正業務管理官

23 H30.10.17 横浜港湾空港技術調査事務所 全職員 19 総括調整官

24 H30.10.18 特定離島港湾事務所 全職員 19 総括調整官

25 H30.10.19 日光砂防事務所 全職員 12 適正業務管理官

26 H30.10.22 横浜営繕事務所 全職員 15 適正業務管理官

27 H30.10.22 横浜国道事務所 全職員 25 適正業務管理官

28 H30.10.22 千葉港湾事務所 全職員 24 総括調整官

29 H30.10.24 甲府河川国道事務所 幹部職員 30 適正業務管理官

30 H30.10.24 富士川砂防事務所 幹部職員 9 適正業務管理官 甲府河川国道事務所にて合同開催

31 H30.10.26 北首都国道事務所 全職員 26 適正業務管理官

32 H30.10.31 渡良瀬川河川事務所 全職員 35 適正業務管理官

33 H30.11.2 国営常陸海浜公園事務所 全職員 10 適正業務管理官

34 H30.11.2 常陸河川国道事務所 全職員 27 適正業務管理官

35 H30.11.5 関東技術事務所 全職員 21 適正業務管理官

36 H30.11.6 東京国道事務所 幹部職員 27 適正業務管理官

37 H30.11.7 鬼怒川ダム統合管理事務所 全職員 29 適正業務管理官

38 H30.11.12 東京湾口航路事務所 全職員 14 総括調整官

39 H30.11.15 京浜河川事務所 幹部職員 31 適正業務管理官

　平成３０年度　適正業務管理官又は総括調整官による事務所等でのコンプライアンス講習会　実施状況

別紙１
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No. 実施日 実施事務所等 対象者 参加人数 実施者（講師） 備考

40 H30.11.19 荒川下流河川事務所 全職員 36 適正業務管理官

41 H30.11.19 東京港湾事務所 全職員 22 総括調整官

42 H30.11.20 京浜港湾事務所 全職員 21 総括調整官

43 H30.11.21 利根川水系砂防事務所 全職員 16 適正業務管理官

44 H30.11.28 利根川上流河川事務所 全職員 58 適正業務管理官

45 H30.11.29 霞ヶ浦導水工事事務所 全職員 14 適正業務管理官

46 H30.11.29 常総国道事務所 幹部職員 9 適正業務管理官

47 H30.11.30 荒川上流河川事務所 全職員 24 適正業務管理官

48 H30.12.3 鹿島港湾・空港整備事務所 全職員 32 総括調整官

49 H30.12.5 下館河川事務所 幹部職員 17 適正業務管理官

50 H30.12.7 八ッ場ダム工事事務所 全職員 14 適正業務管理官

51 H30.12.7 品木ダム水質管理所 幹部職員 2 適正業務管理官 八ッ場ダム工事事務所にて合同開催

計 1,095

※上記の他、本局各部が実施した会議等におけるコンプライアンス講義等の実施状況

No. 実施日 会議名等 対象者 参加人数 実施者（講師）

1 H30.4.19 副所長・総務課長会議 担当職員 121 適正業務管理官

2 H30.4.27 用地担当管理者会議 担当職員 108 適正業務管理官

3 H30.5.25 経理担当課長等会議（第１回） 担当職員 106 適正業務管理官

4 H30.10.29 本局（横浜） 全職員 72 総括調整官

5 H31.2.13 経理担当課長等会議（第２回） 担当職員 90 適正業務管理官

計 497

備考

「コンプライアンス推進計画のポイント」

「コンプライアンスについて」

「コンプライアンスについて」

「本省定期監察結果について」

港湾空港部長による講話を実施
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No. 種別 研修名 実施日 講義名 講 師
講義
時間
（分）

受講
者数
（人）

H30.4.4
公務員制度（服務・倫理、ハラスメント防止、ワーク
ライフバランス）

総務部
人事課　建設専門官

90

H30.4.4 コンプライアンス 適正業務管理官 45

2 実践 現場係長（道路） H30.4.19 コンプライアンス・綱紀保持
総務部
総務課　課長補佐

60 9

3 実践 現場係長（河川） H30.4.19 コンプライアンス・綱紀保持
総務部
総務課　課長補佐

60 13

4 基幹 管理能力向上（上期） H30.4.23 コンプライアンス 適正業務管理官 60 71

H30.5.9 コンプライアンス
総務部
総務課　適正業務指導係長

60

H30.5.9 服務・勤務時間・ハラスメント防止
総務部
人事課　建設専門官

90

6 基幹 建設技術（中級） H30.5.31 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 14

7 専門 専門Ⅰ（用地・基礎） H30.6.14 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

50 16

8 基幹 建設技術（初級）前期 H30.6.15 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 52

9 専門 専門（道路管理） H30.6.20 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 22

10 専門 専門（河川管理） H30.7.11 コンプライアンスについて
総務部
総務課　課長補佐

45 11

11 専門 専門（契約） H30.7.18 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 11

12 専門 専門Ⅱ（用地・土地評価） H30.7.20 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 17

13 基幹 新任係長①【必修】 7/30－8/1
服務・公務員倫理・ハラスメント防止・コンプライア
ンス

総務部
港湾空港総室 課長補佐

90 17

14 基幹 建設技術（係長） H30.10.19 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

50 25

15 基幹 新任係長②【必修】 10/29-10/31
服務・公務員倫理・ハラスメント防止・コンプライア
ンス

関東運輸局　総務部
人事課　課長補佐

90 22

16 基幹 新任係長③【必修】 11/19-11/21服務・公務員倫理・コンプライアンス
東京航空局
適正業務管理官

90 18

12/3-12/5 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60

12/3-12/5 服務・倫理・ハラスメント防止
総務部
人事課　建設専門官

90

448１７研修　２０講義

　　　平成３０年度　関東地方整備局主催研修におけるコンプライアンス講義の実施状況

45

58

27

基幹 一般職員能力向上

事務職員（一般職）基幹

新規採用職員（一般職）　【必修】基幹1

5

17

別紙２
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平成30年度 関東地方整備局コンプライアンス週間
（ 実 施 結 果 報 告 ）

２．コンプライアンス遵守メッセージ等の表示

３．外部講師（公正取引委員会）による講習会の実施

１．コンプライアンス週間の周知

5月8日付け「平成３０年度 関東地方整備局コンプライアンス週間の実施について
（依頼）」（5月8日公報掲載）

週間中、行政パソコンのログイン時に、関東地方整備局長（コンプライアンス推進
本部長）名により週間の趣旨、コンプライアンス遵守メッセージを表示

５．発注者綱紀保持に関するセルフチェックシート（１０問）の実施

６．コンプライアンスに関するＤＶＤの映像配信

７．コンプライアンスに関するＤＶＤの貸出

日 時：平成３０年６月１日（金）～平成３０年６月７日（木）
ビデオ名：「パワハラになる時ならない時」１０：００～、

「セクハラを生まない職場コミュニケーション対策」１３：００～、毎日配信

実施期間：平成３０年６月１日（金）～平成３０年６月７日（木）

週間の周知以降、第１四半期において、８事務所に計１５点を貸出、各所属で実施
する講習会・ミーティングで適宜活用

適正業務管理官室にて「発注者綱紀保持セルフチェックシート」を作成、各
部・事務所に配布し、各所属で職員に実施させ、その結果を集計した。

関東地方整備局全体で約９５％（３，７７７名）の職員がセルフチェックシートを
実施した。なお、各設問のうち、正答率の低かった設問については、今後の
コンプライアンス講習会等で重点的に取り扱うこととする。

別紙５（実施結果報告）のとおり

４．事務所等横断的なミーティングの実施

別紙６（実施結果報告）のとおり

別紙３
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週間に関するアンケート 集計結果

１．週間の設定時期及び期間について

 ６月１日からという週間の設定時期、１週間という期間の

いずれも「現状で良い」という意見が大多数であった。

２．各種取組内容に関する意見

※各部・事務所単位で実施（回答数６３）

３．来年度以降の取組継続について
「継続」が大多数であったが、 「改善して継続」も１／４あった。

〔設定時期に関する主な意見〕
• 年度が変わって、慣れが出てきた時期に職員のコンプライアンス

意識の引き締めを行うことはとても良い。
• 四半期に１度、重点日などを設定してはどうか。
• コア期間を各所属で設定し、それぞれで計画的に実施できるようにしてはどうか。

〔肯定的な意見・理由〕
• コンプライアンスの取組はしつこいくらいでちょうどいいのではと感じている。
• 考えるきっかけを定期的に設けることは必要と考える。
• 官製談合を行ってしまった地整として不要とはできない。全員参加義務型の講義を

行ってもよいのではないか。

〔改善についての意見・理由〕
• 各所属の事務作業が負担なので、ＩＴ化等に御尽力いただき、各所属の作業の省力化

を図った上で実施して頂きたい。
• 職員も少なくなり各自多忙な状況であるため、時間的にも、理解度的にも、効果的な

方法、内容に改善しながら継続すべき。

４．その他（コンプライアンス全般について 自由記述）
・違反行為に対する懲戒処分や措置等の内容について、具体例等を積極的に周知することにより、より
身近に考えられることもあるのではないか。

・マンネリ感が否めない。多少お金がかかっても、民間企業が行っている取組なども積極的に導入して
はどうか。

・利害関係者（ＯＢ等）とのつきあい方が不明確である。ＯＢに対してもコンプライアンスの取り組みが必
要ではないか。

良かった点 悪かった点、改善が必要な点

コンプライアンス
遵守メッセージ等
の表示

・期間業務職員も含めて、ＰＣへのメッセージ表示が
あったので、職員全体への周知がはかられていた。
・忘れている職員に対して効果的である。

・メッセージから、アンケートやセルフチェックへ直
接リンクしてあるとよいのでは。

事務所等横断的
なミーティング

・職種の違う職員が集まり、多角的な見方をもって活発
な論議が行われた。
・管理職以外の職員同士のミーティングは効果的。

・もっと技術系職員の声が聞きたかった。

・事務所（ブロック毎等）で実施した方が参加しや
すいのではと感じた。

セルフチェック
シートの実施

・職員に負担にならずに、簡易に実施できる。
・職員が誤りやすいポイントを共有することが出来た。

・事業者の対応は解答より厳しい認識を持っている職
員が多く解説により適切なルールが認識された。

・チェックシートの配布・回収・採点・提出が非常
に手間である。

・読み方によって解釈が分かれるものがあり、前
提条件等をはっきり明示するなど正誤がはっきり
するような工夫があると良い。

講習会 ・資料もわかりやすく、理解が深まった。 ・同じような内容でマンネリ化している印象がある。

ＤＶＤの映像配信 ・内容が新しかったため、新鮮に聴講することが出来た。
次年度以降も教材を一つづつ増やしていただきたい。

・自席で音を出して視聴しづらい。

・開始時間が１３時からとなっており、午後の始業
時間からすぐ見ることは難しい。
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１．設定日＆期間

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目１．】コンプライアンス週間の設定時期及び期間の長さの妥当性について コウモクシュウカンセッテイジキオヨキカンナガダトウセイ				時期について ジキ

		№		事務所名 ジムショメイ		回  答 カイコタエ		現状のままで良い
特になし ゲンジョウヨトク		時期が不適切 ジキフテキセツ		長さが妥当でない ナガダトウ		その他 ホカ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		適当だと思います。		1

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		設定時期、期間ともに概ね妥当 セッテイジキキカンオオムダトウ		1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		時期、期間とも適切 ジキキカンテキセツ		1

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		適切		1

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		年度の初めの頃にコンプライアンスを意識付けることとしては、適切な時期である。期間も週間として実施する意味合いで適切である。		1

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		妥当である		1

		7		建政部 ケンセイブ		・適切という意見が多かった。
・適切かどうか判断できないという意見もあった。		1

		8		河川部 カセンブ		４月の異動期から落ち着いた頃のため、時期は問題ないと思うが、期間を長めにとり、コア期間を各所属で設定し、計画的に実施可能なようにしてはどうか。						1

		9		道路部 ドウロブ		倫理週間と併せて１２月に設定してはどうか。				1

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		コンプライアンスは年間を通じての取り組みですが、新年度体制が落ち着いた頃の６月の設定で適切と思われます。
また、週間の期間も１週間で集中的に取り組むため妥当と思われます。		1

		11		営繕部 エイゼンブ		適切　妥当		1

		12		用地部 ヨウチブ		ちょうどよい。		1												週間の設定時期に関する意見 シュウカンセッテイジキカンイケン

		13		　利根川上流河川事務所		設定時期、期間ともに妥当と考える		1												現状のままで良い
特になし ゲンジョウヨトク		時期が不適切 ジキフテキセツ		長さが妥当でない ナガダトウ		その他 タ

		14		　利根川下流河川事務所		妥当と思われる。		1												55		4		3		1

		15		　霞ヶ浦河川事務所		時期、機関とも現状でよい		1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		適正 テキセイ		1

		17		　江戸川河川事務所		適切だと思う。		1

		18		　渡良瀬川河川事務所		妥当		1

		19		　下館河川事務所		（設定時期及び期間の長さ）ともに妥当		1

		20		　荒川上流河川事務所		適切		1

		21		　荒川下流河川事務所		特に意見はありません。		1

		22		　京浜河川事務所		期間の長さは一週間程度でちょうど良いということでした。
設定時期については、余裕のある時期が良いとの意見がありました。				1

		23		　利根川水系砂防事務所		今年度のとおり、異動者など新たな職場での周知となるので、よいと思う。		1

		24		　日光砂防事務所		時期・４月期の異動が落ち着く６月が妥当　 ・年度当初、発注が多い時期に合わせたほうがよい
期間は妥当		1

		25		　富士川砂防事務所		大幅な人事異動がある５月期の１週間程度で実施した方が効果があると思われる。				1

		26		　八ツ場ダム工事事務所		年度替わりの比較的早い時期に実施され、コンプライアンスについて職員に再認識させることが出来るため、適切で、期間についても妥当だと思われる。		1

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		各年度のコンプライアンス計画が策定させた後の６月という時期は適切であり、期間も妥当と思う。 カクネンドケイカクサクテイアトガツジキテキセツキカンダトウオモ		1

		28		　利根川ダム統合管理事務所		適切、妥当		1

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		設定時期・期間ともに適当である。		1

		30		　二瀬ダム管理所		特になし		1								　

		31		　品木ダム水質管理所		・設定期間は適切と思われるが、その期間のみ注意すれば良いとの間違った認識にならないよう、期間外においも常に注意が必要であることを職員に植え付けることを週間内に徹底すべき。
・年度が変わって、慣れが出てきた時期に職員のコンプライアンス意識の引き締めを行うことはとても良い。集中的にやるには一週間が適していると思う。
・適切な時期に適切な期間、実施されている		1

		32		　東京国道事務所		自己啓発を促すとすれば年１回だけでなく四半期ごと等がよいと思われる。 ジコケイハツウナガネンカイシハンキトウオモ				1

		33		　相武国道事務所		新年度体制が落ち着いた頃で、適切な時期及び期間である。		1

		34		　首都国道事務所		設定時期は適切だと思われるが、設定期間の長さが一週間というのは短い気がする。もう少し実施に幅を持たせた期間設定を頂けるとありがたい。 セッテイジキテキセツオモセッテイキカンナガイッシュウカンミジカキスコジッシハバモキカンセッテイイタダ						1

		35		　川崎国道事務所		時期は適切であり期間も妥当。		1

		36		　横浜国道事務所		適切		1

		37		　大宮国道事務所		・妥当		1

		38		　北首都国道事務所		実施時期は適切かと思います。		1

		39		　千葉国道事務所		適正だと思います。
４月期の人事異動が落ち着いて夏期の前のちょうど良い時期と思います。		1

		40		　宇都宮国道事務所		適切		1

		41		　長野国道事務所		時期については４、５月が望ましいが、大多数の職員が多忙な時期でもあるので、６月は妥当かと思う。		1

		42		　常総国道事務所		設定時期、期間の長さ共に適切であった		1

		43		　東京外かく環状国道事務所		適当な時期、期間と思われる。		1

		44		　常陸河川国道事務所		適切かつ妥当		1

		45		　高崎河川国道事務所		設定時期や期間の長さについて、今年度の設定で特に問題ありません。		1

		46		　甲府河川国道事務所		設定時期：妥当
期間：妥当		1

		47		　関東技術事務所		年度当初としての時期は適切と思われ、期間についても1週間が妥当と思われる。		1

		48		　国営常陸海浜公園事務所		設定時期も適切であり、期間の長さも妥当である。		1

		49		　国営昭和記念公園事務所		土日を挟むと、早く終わる印象がある。						1

		50		　東京第一営繕事務所		妥当と思います		1

		51		　東京第二営繕事務所		年度初めの繁忙期を過ぎた頃で、ちょうど良い時期。期間も長過ぎず妥当です。		1

		52		　甲武営繕事務所		妥当である。		1

		53		　宇都宮営繕事務所		時期、期間ともに妥当である。		1

		54		　横浜営繕事務所		・時期の期間の適切
・新年度業務が動き出したこの時期、期間で適切である
・出納整理期、上半期末、年度末を避けており適切		1

		55		　長野営繕事務所		適切である。		1

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		時期、期間とも適当と考える。		1

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		時期、期間とも適切。		1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		週間としては適切だが、四半期に１度、重点日などを設定してはどうか。								1

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		時期は適切、期間の長さも妥当と考える。		1

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		時期：適切、期間：妥当
（その他の意見）
　忙しい人が多いので、DVDなどは、期間がもう少し長ければ　もっと多くの人が視聴できたのでは。
　（１ヶ月くらいでも良いのではないかとの少数意見もあり）		1

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		設定時期及び期間の長さについては、妥当である。		1

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		新しい体制となって早めに実施することは非常に効果的であるため、今後も実施時期については本週間と同時期が良いと思われる。また、1週間は妥当である。		1

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		特になし		1

								55		4		3		1
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２．周知徹底方法・効果

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目２．】職員への周知徹底方法・効果について コウモクショクインシュウチテッテイホウホウコウカ

		№		事務所名 ジムショメイ		回  答 カイコタエ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		パソコンへの遵守メッセージ表示など、視覚による周知方法について効果的だと思います。

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		庁内放送などもして周知してもいいのではないか チョウナイホウソウシュウチ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		メールやＰＣへの表示はよいと思うが、見た後あまり記憶に残らなかった（課内会議で再周知されて認識） ヒョウジオモミアトキオクノコカナイカイギサイシュウチニンシキ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		普段より気をつけているものの、実は考え方が誤っていた事もあるので、定期的な情報周知は良い。
　定期的な講習会の実施は、最近の事例を知ることができるので役立つ。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		コンプライアンス週間の事前周知は早かったが、セルフチェックシート等の実施が別々に周知されたため、職員周知にはバラバラ感が感じられた。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		十分であった。

		7		建政部 ケンセイブ		・定期的に行うことにより、コンプライアンスについての意識を再確認するために有効である。
・事務所のコンプライアンスの取組に比べると周知徹底がなされていない。よって効果についても希薄のように感じられました。
・週間をもうけることによって、一定の効果はあったのではないか。

		8		河川部 カセンブ		幹部会、課内会議において周知しており、職員も認識している。

		9		道路部 ドウロブ

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		横浜庁舎における幹部会議にて幹部へ周知するとともに、所属職員へ周知を依頼。併せて、主務課より全職員へ取り組みについて一斉にメールすることで、二重に周知徹底を図り、本週間の認識を高めることが出来たと思われます。

		11		営繕部 エイゼンブ

		12		用地部 ヨウチブ		妥当である。

		13		　利根川上流河川事務所		全職員一斉メール及び幹部会にて周知した。
週間の周知自体は充分できたと感じている。

		14		　利根川下流河川事務所		コンプライアンス週間の周知については、（拡大）幹部会、課内会議やメールを通して行い、ほぼ全ての職員が「コンプライアンス週間」の各種取組みに参加した。また、コンプライアンスチェックシートについては、期間業務職員も実施をするようにした。

		15		　霞ヶ浦河川事務所		・幹部会での所属長への周知、週間前に全職員あてメール周知。
・取組実施日に庁内放送により周知 
【効果】コンプライアンス遵守の再認識

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所

		17		　江戸川河川事務所		効果については、今後継続して実施することにより、あらわれるものと思う。

		18		　渡良瀬川河川事務所		幹部会を通じて周知した後、5月31日に全職員あてメールで周知した。複数回周知したことと、パソコンのログイン時にメッセージが表示されることで、コンプライアンス週間であることを意識してもらうことができたと感じた。

		19		　下館河川事務所		幹部会及び全職員へのメールによる事前周知

		20		　荒川上流河川事務所		幹部会及びメールにて周知した。
また、同時に本局から届く「公務員の不祥事」を副所長から紹介した。

		21		　荒川下流河川事務所		職員にコンプライアンスを意識してもらうために週間は有用だと感じています。

		22		　京浜河川事務所		メッセージが表示されるのは効果があるという意見がありました。

		23		　利根川水系砂防事務所		拡大幹部会及び各所属での会議及び所内一斉メールにて、各職員への周知を図った。

		24		　日光砂防事務所		・ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は効果的
・継続的な行動意識を持つため、定期的に取り組むことが重要
・発注業務に携わっていないと危機意識が低い

		25		　富士川砂防事務所		幹部会及びメールにより全職員に周知を行い、発注者綱紀保持セルフチェックシート等の実施率を見る限り、一定の効果があったと思われる。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		本週間実施前に「コンプライアンスメール（その６３）」を全職員に周知するとともに幹部会、事務所全体会議にて本週間の趣旨説明を行ったことにより、効果があったと思われる。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		事務所窓口の総務担当以外、他の職員の積極性があまり感じられない。事務所単位ではなく、各課単位で周知等をしたほうが本週間への意識が高まるような気がする。 ジムショマドグチソウムタントウイガイタショクインセッキョクセイカンジムショタンイカクカタンイシュウチトウホンシュウカンイシキタカキ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		幹部会で周知するとともに、副所長（事務）から職員にメールで周知した。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		メール及び幹部会等を通じ繰り返し周知、週間を踏まえ講習会、ミーティングやチェックシート等を集約することで、コンプライアンスに対する習熟度が高まった。

		30		　二瀬ダム管理所		週間に合わせて、本局主催のコンプラ講習会の資料を抜粋し、所内講習会を実施。
本局から提供されたミーティング題材を利用し、コンプライアンスミーティングを実施。
資料や題材の提供があると、実施しやすい。

		31		　品木ダム水質管理所		・コンプライアンスに関する不祥事は、残念ながら繰り返し発生しているため、不祥事を防止するためには、定期的に、繰り返し
学習し確認することが重要。
・職員同士で情報を共有して、一人一人が危機感を持っている環境を作り出すことができれば、一番の危険防止になると思う。
・またかという感じ、効果は目に見えない
・適切に周知されている

		32		　東京国道事務所		メールのみでは見ない人も多いのでは？多忙のため対応し切れていなかった。周知方法については、今回はあまり積極的ではないと感じた。効果については、それなりにはあるとは思う。 ミヒトオオタボウタイオウキシュウチホウホウコンカイセッキョクテキカンコウカオモ

		33		　相武国道事務所		幹部会やメールでも周知しており、PC起動時のポップアップと組み合わせれば、効果は十分だと思われる。

		34		　首都国道事務所		今年度は当事務所において国道開通式典が６月２日にあり、開通後も事務処理的な業務などに忙殺され、事前周知及びコンプライアンス・ミーティングの実施に至らなかった。 コンネンドトウジムショコクドウカイツウシキテンガツニチカイツウゴジムショリテキギョウムボウサツジゼンシュウチオヨジッシイタ

		35		　川崎国道事務所		周知徹底方法についてはこのままで良いと思われる。
定期的に取り組むことで効果はあると思われる。

		36		　横浜国道事務所		ポップアップ実施により週間の周知が図れた

		37		　大宮国道事務所		・PC立ち上げ時のメッセージ表示は効果的である。

		38		　北首都国道事務所

		39		　千葉国道事務所		PC立ち上げ時のメッセージや、幹部会での周知、映像配信の視聴など、週間の気運を盛り上げることで一定の周知効果はあった。

		40		　宇都宮国道事務所		適切

		41		　長野国道事務所		ＰＣ立ち上げ時のポップアップは良い周知方法である。幹部だけでなく末端職員まで浸透させる為には、このような取り組みは良いことだと思う。

		42		　常総国道事務所		パソコン画面への表示、メールによる周知、幹部会及び所属長から全職員への周知等を実施することにより、一定の効果が見られた。

		43		　東京外かく環状国道事務所		「週間」直前の幹部会において、所属職員への周知、コンプライアンスミーティングの実施を依頼した。殆どの課でミーティング
を実施したことにより、職員への周知徹底が図られた。

		44		　常陸河川国道事務所		・周知方法は特に問題ない。
　 ・職員の反応もよく、効果はある。

		45		　高崎河川国道事務所		幹部会等を通じて本週間の趣旨、実施期間及び実施事項について、周知徹底を図りました。事務所長からも本週間の取組についてお話いただきました。
周知期間に余裕があったのと、幹部会の都度話をしたからか、チェックシートについて、思ったより実施者が多かった。

		46		　甲府河川国道事務所		周知方法：全職員へ一斉メール及び幹部会で周知
効　　果：２つの方法で周知したため、効果はあったと思われる。

		47		　関東技術事務所		ＰＣへの遵守メッセージの表示は及びミーティングは有効と思われる。
効果については、改めて重要性を認識することができた。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		幹部会での事前周知及び期間中の再周知、メールによる全職員への周知、さらには、コンプライアンス週間行事予定表を作成し配布することにより、本週間を強く意識させることができた。

		49		　国営昭和記念公園事務所		どこまで浸透するかは個人差がある。繰り返し、続けることが必要 ヨウ

		50		　東京第一営繕事務所

		51		　東京第二営繕事務所		周知は、メールと月1回の所内全体会議の場で行った。少人数事務所ですので、良く伝わり、全員が趣旨を理解し、活動できていたのではと思います。

		52		　甲武営繕事務所		メール及び所内全体会議にて職員への周知を行った。
パソコンでの週間に関するメッセージ表示は、職員への啓蒙として有効であったと思う。

		53		　宇都宮営繕事務所		所属職員への周知を行う際に、実施要領以外の周知用の文書等があると、一層の効果があると感じた。

		54		　横浜営繕事務所		・定期的に行うことで効果がある
・事務所内の会議等の場を活用して、周知徹底が図られていた
・会議・研修毎に適正業務管理官が注意喚起を促すことは、常日頃からコンプライアンス意識を維持するために必要

		55		　長野営繕事務所		PC立ち上げ時のポップアップによる周知は、職員が必ず目を通すため、効果的だと感じた。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		今回の取組をとおして、各職員がコンプライアンス意識の重要性を認識していることが感じられた。週間の取組を継続していることがひとつの要因（効果）になっていると考える。

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		事前、期間中とも内容等を本局からの情報展開により複数回周知徹底でした。その効果として期間中はある程度の参加者数は確保できた。

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		周知項目が多く、徹底されていなかったところもあった。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		事務所幹部会議での周知、全職員への一斉メールにより、周知は徹底できている。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		メール等により前もって周知されており、意識向上の効果があ　った。
（その他の意見）
・周知方法について、メールだけでは「気づかなかった」「見て　いなかった」人もいるので、朝「本日はコンプラ週間」や「○　○時からDVDを上映する」など放送をかけるとより効果的だ　ったのではないか。
・メールだけでの連絡では意識が低いと感じられるが、当事務所　においては課長会で周知徹底しているため、効果はより高いも　のと思われる。
・打ち合わせ等を切り上げることを考えると、３０分～１時間前　に館内放送して欲しい

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		取り組みを行う都度メール及び口頭により職員への周知を行ったことにより職員の関心を高めることができたと感じている。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		課長連絡会で主旨等説明及びメールによる全職員周知を実施。
事務所の週間スケジュールにも記載し、所属長からも呼びかけしております。なお、所属長の声かけが一番効果的である。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ
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３．取組内容について

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目３．】取組内容について
①パソコンへの遵守メッセージ表示　②講習会　③事務所等横断的なミーティング　④チェックシートの実施　⑤ＤＶＤの映像配信　⑥ＤＶＤの貸出 コウモクトリクミナイヨウジムショトウオウダンテキジッシカシダシ

		№		事務所名 ジムショメイ		良かった点 ヨテン		悪かった点 ワルテン		改善が必要な点 カイゼンヒツヨウテン

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		・パソコンへの遵守メッセージ表示（職員への意識付け）
・チェックシートの実施（定期的に認識を確認）
・事務所等横断的なミーティング（普段、一緒に仕事をしない職員から様々な意見を聞く機会となるため有用）

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ						⑤ＤＶＤの映像配信の午後の時間を午後１じゃない方がいいかもしれないと感じた（１４時とか） エイゾウハイシンゴゴジカンゴゴホウカンジ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		①業務時に必ずパソコンを開くため、遵守メッセージを見て再認識できた。
④時間もかからず隙間時間にできた。個人の判断が確認できるのでよい。 ギョウムジカナラヒラジュンシュミサイニンシキジカンスキマジカンコジンハンダンカクニン				⑤視聴方法がわかりにくい。また、自席で音を出して視聴しづらい。 シチョウホウホウジセキオトダシチョウ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		・日頃気にしていないことを考えるきっかけになった。
・コンプライアンスミーティングは具体例で考えられるので良いと思った。		・研修で毎回コンプライアンスの講義が設けられているが、いずれも同じような内容でマンネリ化している印象がある。
・DVD映像などは時間が無いため、自発的に見るのは難しい		・ポップアップ画面が全体表示になっていない点
　局長メッセージの上段部分から、アンケートやセルフチェックへリンクしていただくとわかりやすい。
・コンプライアンス週間だけ毎朝ＰＣに表示させるのでなく、数ヶ月に１度ランダムに表示してみても良いのではないか。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		週間中のポップアップ表示は、忘れている職員に対しては効果的である。
　チェックシートの実施は、職員に負担にならずに、簡易に実施できるところが良い。				横断的なミーティングよりも簡易に取り組めるチェックシートのような取り組みを増やした方が良いと思う。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		・ＰＣ立ち上げ時の表示は意識的に有効である。
   ・全員を対象としたチェックシートは有効である。

		7		建政部 ケンセイブ		・定期的に行うことにより、コンプライアンスについての意識を再確認するために有効
・チェックシートはコンプライアンスの理解度を深めるには役立つ		・PCメッセージは他でも行っておりマンネリ感がある。		・外部講師による講習会は公取以外の外部講師でも実施を検討してはどうか。

		8		河川部 カセンブ		ＤＶＤの映像配信が、パワハラ・セクハラであり、社会的　 にタイムリーな話題でよかった。

		9		道路部 ドウロブ		チェックシートを集計することで、間違いやすい問題の傾向が把握できた。

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		・ポップアップ表示をすることにより、職員個々がコンプライアンス週間であることを認識することが出来た。
・外部講師による講習会に多数参加頂いた。
　また、講師も昨年と代わったため、説明内容も若干変わりマンネリ化防止になったと思われる。
　なお、今年度は会場の都合上、週間外に講習会を開催しましたが、次年度以降は可能な限り週間中に講習会を開催出来るように日程調整をしたいと思います。
　横浜庁舎のみの受講状況
　　５／１６（水）ＴＶ受講１５名
　　６／　１（金）会場受講９１名
・ＤＶＤの映像配信内容が新しかったため、新鮮に聴講することが出来た。次年度以降も教材を一つづつ増やしていただきたい。				・横浜庁舎においてはＤＶＤの映像配信は机上ＰＣで聴講不可のため、会場にて聴講します。昼休み直後は聴講者と事務局が会場への移動のため、開始時刻に間に合わない場合があるので、１３：００開始から１３：０５開始へ変更いただけるようご検討をお願いいたします。
・ＤＶＤの映像配信は任意で受講が可能ですが、横浜庁舎における会場での受講者は、３日間で延べ６４名（受講率８％）でした。今年度は内容の良いＤＶＤ映像配信であったと思いますので、次年度以降、より多数の職員が受講出来るよう「今回は新たな内容のＤＶＤ映像配信となります。」等、工夫した取り組みが必要と思いました。
・ＤＶＤは週間外など必要な時に貸出可能な旨、四半期毎に周知するコンプライアンス・ミーティング題材等と併せて周知するなどの工夫をお願いしたい。

		11		営繕部 エイゼンブ		一斉メール及び幹部会にて週間の事前周知を行ったが、タイムラグがあるので、週間当日の局長メッセージのポップアップは非常に効果的。		チェックシートの配布・回収・採点・提出が非常に手間である。パソコン上で回答・採点等できるようにならないか。
正解率を集計して何に活用されているのか不透明。

		12		用地部 ヨウチブ		各職員が④チェックシートを実施することにより、コンプライアンスについて確実に意識することに繋がったと思われる。		④チェックシートの集計表がＥｘｃｅｌでないため、入力が面倒だった。		各職員のチェックシートの回答をWeb化（ＩＴ化？）して、各所属での集計作業を無くして頂きたい。

		13		　利根川上流河川事務所		①例年のこととはいえ、全職員がＰＣ起動時に必ず目にすることになるのだから、意識付けに一定の効果はあると考える。

②事務・技術混合の班別討議は、事務所内でも実施することは可能ではあるが、いざ実施するとなるとなかなか難しいこと及び河川、道路その他様々な所属の者で討議する場を設けることは事務所ではできないため、一定の意義があると考える。				②上記のとおり良い点もある一方、技術系職員の出席者が少なかったとの声も聞こえている。

⑤各自が自席のＰＣにてＤＶＤが視聴できるといっても、現実的にはわざわざ視聴する者はほとんどいないのが実状。

		14		　利根川下流河川事務所		・朝にパソコンを点けた時に、自動で表示される事で、コンプライアンスについて見直す契機になったと思う。
・事務所等横断的なミーティングでは、事務・技術を問わず、色々な職種からの意見を聞くことが出来た。
・チェックシート実施は、発注者綱紀保持について、改めて考える機会となった。
・各個人のPCでDVDの映像を配信するのは、時間が取りにくい職員に良いと思われる。		・DVD配信は、手軽である反面、時間が来たことを失念してしまう恐れがあるため、会場等で直接聞いた方が、より集中できる。		・DVD配信の画質が粗く、見づらいと感じることがあった。

		15		　霞ヶ浦河川事務所		②事例を含めての解説、講義により、現実的な話が聞けた

③職種の違う職員が集まり、多角的な見方をもって活発な論議が行われた。なかなか気がつかない発想や着眼点も発表され、あらためて勉強になった。		特になし		④職員全員対象としながらも実施率を集計するのは任意実施ということであり、いっそ実施は必須としてはどうか。

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		取組は法令遵守の再認識が図られた。		ＤＶＤを視聴している様子が無かったので、自席では見づらいからだと思い、総務課内に視聴用ＰＣをセットしましたが視聴者は１人もいませんでした。

		17		　江戸川河川事務所		チェックシートについて、この機会を通じて実施することにより、コンプライアンスについて、再認識できる。		DVDの映像配信の開始時間が１３時からとなっており、午後の始業時間からすぐ見ることは難しいと思う。できたら、１４時若しくは１５時開始の方が良いと思う。

		18		　渡良瀬川河川事務所		④チェックシートを実施することにより、職員が誤りやすいポイントを共有することが出来た。

		19		　下館河川事務所		①局長からのメッセージ

③事務・技術による班別討議だったので、多種多様な意見に触れることができた。		⑤通常勤務時間帯において、自席で全てを視聴するのは、殆ど困難。		③全体の時間が1時間30分では短い。半日程度がよい。

⑤自由に視聴できる方法があると有り難い。
例）期間中に指定のＵＲＬ等から適宜アクセスし視聴

		20		　荒川上流河川事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示により、コンプライアンス週間であることは伝わったと思う。		⑤通常業務が多いため、ビデオ放映を見ている職員がほとんどいない。		各職員の通常業務量が多い中、取組ばかり多くても効果は感 　じられない。

		21		　荒川下流河川事務所		②⑤講習会などをイントラで視聴できることは良かったと思います。

③参加者から、事務所横断的ミーティングは、様々な意見を聞けて有用だったと聞いています。				④チェックシートの設問について、読み方によって解釈が分かれるものがあり、前提条件等をはっきり明示するなど正誤がはっきりするような工夫があると良いと思います。

		22		　京浜河川事務所		④についてはおのおの自分で確認ができて良かった。		②について、参加者の希望が少なかった。		DVD放送や外部講師による講習会やアンケートなどの周知についても、PC立ち上げ時のメッセージを活用しても良いと思った。

⑤DVD視聴は各職員の都合の良いときに視聴できるようにしてほしい。打ち合わせ等で視聴できなかった。

		23		　利根川水系砂防事務所		①期間業務職員も含めて、ＰＣへのメッセージ表示があったので、職員全体への周知がはかられていた。

③「事務所等横断的なミーティング」において、港湾も含めた各事務所職員と意見交換をしながら討議できたので実りあるものとなった。				⑤ＤＶＤの映像配信が業務中では観られる時間があまりないため時間を昼休み中にしてはいかがでしょうか。

		24		　日光砂防事務所		①ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は必ず目に入るのでよい

③事務所等横断的なミーティングは活発な意見交換ができた

④チェックシートは再確認に有効		⑤ＤＶＤの映像配信時間が限定されており見ることができなかった。		①メッセージ表示が細かすぎて頭に残らない。キャッチフレーズ的なものでリアルなもの。絵を入れる。

⑤ＤＶＤの映像配信がいつでも見られるような工夫が必要。ＤＶＤの映像は会議室で人を集めて集中的に実施。

		25		　富士川砂防事務所		①パソコンのログイン時に週間の趣旨及びコンプライアンス遵守メッセージが表示されたことは、週間の趣旨が日々確認できたため、有効だと感じた。				②外部講師による講習会、③事務所等横断的なミーティングは、本局ではなく、事務所（ブロック毎等）で実施した方が参加しやすいのではと感じた。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		事務所職員を③事務所等横断的なミーティングに参加させるとともに④チェックシートを実施したことによりコンプライアンスの意識が高まったと思われる。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示や②外部講師による講習会への参加は、毎年同様の内容であるが、職員のコンプライアンス意識ふりかえりの動機付けとなる。 ジュンシュヒョウジガイブコウシコウシュウカイサンカマイネンドウヨウナイヨウショクインイシキドウキヅ				③事務所横断的ミーティングの結果報告がないので、したきりになっている感がある。

④チェックシートはコンプライアンス・ミーティング等でみんなで議論しながら答え合わせをした方がよい。

⑤DVD配信を見る機会を失ったのでいつでも見る機会があったら良かった。 ジムショオウダンテキケッカホウコクカントウギロンコタアホウハイシンミキカイウシナミキカイヨ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		④チェックシートの実施は、職員への意識付けの良い機会となった。				⑤ＤＶＤの映像配信について、各自の机で見ることが出来るのは良いことだが、イヤフォンがない場合や、始まりの時間を逃したりする場合があるので、会議室等で上映会のような形を取ることを来年度は検討する。
　DVDについて、見る時間があるときにいつでも見られるようにしてほしい。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		①日々のメッセージにより効果があった。

②１名参加
③２名参加
　 ※②③は良い取組みだと思うが参加者から他の職員へ広がるよう取り組みたい。

④効果がある。				⑤視聴が広がらないためミーティング実施時に視聴するなどを検討したい。
   
⑥実施していない。ミーティング実施時に視聴するなどを検討したい。

		30		　二瀬ダム管理所						「②外部講師による講習会」「③事務所等横断的なミーティング」において、技術系職員の参加の促進

		31		　品木ダム水質管理所		①ＰＣは毎日立ち上げるので、自動的に、毎日再認識することができるため効果的。繰り返し学習することが重要。
④見聞きしているだけでは、頭では理解しているつもりでも、体には染み込まないため、自分で手を動かし、チェックシートに考えて記入することにより、体で認識することができるようになるため効果的。
③事務所等横断的なミーティングで、３つの事例に関して意見を伝え合った。自分では気がつけなかった情報を守る対策や職場の環境作りを知ることができた。		④設問に読みきれない部分があり、解釈に迷う。条件明示が不十分で、チェックシート内容が不備に感じた
⑤ＤＶＤの映像配信は、全員そろってＤＶＤを見ることは、非現実的であり、他の職員が仕事をしている中、一人でＤＶＤを見るのも気が引けると思われるので、各自のあいている時間に各自で視聴でるのは効果的。また、自動で配信されるので、見やすい。		②，④外部講師による講習会、事務所等横断的なミーティングは参加した職員しか内容が把握されないため、もったいない。
講習会、ミーティングの成果、エッセンスを、全職員に共有することができれば、効果は数倍になると思われる。
①，⑤PCに表示されたり、映像配信されても見ない

		32		　東京国道事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示は必ず目にするので効果があると思われる。
②外部講師による講習会は、コンプライアンスについての意識を高める上で、良かったと思う。本局２箇所で行うよりも、外部講師が事務所を巡回すればより多くの職員が聞けるので、できれば巡回にすると良い。 ジュンシュヒョウジカナラメコウカオモガイブコウシコウシュウカイイシキタカウエヨオモホンキョクカショオコナガイブコウシジムショジュンカイオオショクインキジュンカイヨ		⑤ＤＶＤの映像配信については、全画面表示にすると画質が悪く、ヘッドホンで聞くなどしないと周りに対して迷惑になるので実際に視聴する人は少ないと思う。事務所全体で会議室で上映するなどした方が良い。 エイゾウハイシンゼンガメンヒョウジガシツワルキマワタイメイワクジッサイシチョウヒトスクオモジムショゼンタイカイギシツジョウエイホウヨ		全員に認識させる方策
①は最初の日だけでいいのでは。 ゼンインニンシキホウサクサイショヒ

		33		　相武国道事務所		外部講師による講習会や事務所横断的ミーティングなど、職員の派遣と併せて、所内でのコンプライアンスミーティングやチェックシートの実施、DVDの映像配信により、よりコンプライアンス週間を周知する機会が増えたことで、効率的に取り組めた。				DVDの映像配信は、字幕表示があればなお自席で視聴しやすくなると思われる。また、13時からの映像配信は、休憩時間の直後のため、庁内放送のタイミングも難しく、見逃すことが多いので、映像配信時間を再検討してほしい。

		34		　首都国道事務所						⑤については、時間指定ではなく、オンデマンドで視聴できるような仕組み（メディアプレーヤーで各自の手が空いたときに視聴できる）にできないでしょうか。視聴効果が上がると思います。 ジカンシテイシチョウシクカクジテアシチョウシチョウコウカアオモ

		35		　川崎国道事務所		①～⑥まで全般的に意識向上につながったとの意見が多い		②、⑤について時間がなく参加できないとの意見あり。		ＤＶＤなどいつでも視聴できるような環境があれば理想。

		36		　横浜国道事務所		週間が各所属でコンプライアンス・ミーティングを実施する契機となった。		行事に参加する職員としない職員の意識の差が大きい		講習会の内容が毎年同様であり、参加する職員も同じになる傾向があることから、内容の改善。若しくは指名性にして、全職員が講習を受けるような仕組みが必要

		37		　大宮国道事務所						①事例等を使い内容を毎日変えたほうがより効果的
②⑤自席のPCで聴講したが音声を出しにくい。電話があると中断してしまうため、会議室等で放映し聴講したほうがよい。

		38		　北首都国道事務所						チェックシートですが、期間業務職員も受講できるような内容のものも作成して頂きたいと思います。

		39		　千葉国道事務所		①週間を各自自覚できて良かったので継続してほしい。
②資料もわかりやすく、理解が深まった。
④空いている時間に自由にできるところが良いし、ミーティングなんかよりも理解が深まった。是非継続してほしい				⑤映像が少し古いのではないか。予算的に難しのかもしれませんが、題材を更新しても良いと思います。
④4半期毎など頻度を増やすとより良い。

		40		　宇都宮国道事務所		ＰＣの啓発ポップアップは有効と思われる。				外部講習会による講習会、事務所等横断的なミーティング参加について、やはり、事務系職員の参加が中心になってしまうところ。
　改善するにあたり、主催者側において、予め「事務１名、技術１名以上出席とすること」等にする必要があると思われる。
　是非、検討して頂きたい。

		41		　長野国道事務所		ＣＡＴＶを週間中は毎日同じ内容で放映したこと。勤務時間中に手を止めてまで視聴するようにとはなかなか言えないので、毎日同じ内容であれば断片的であれ、多くの職員が視ることになり、以外と耳に残ることに気が付いた。		チェックシートは、期間業務職員も対象に含むべきなのではないか。国家公務員倫理法等の遵守は職員と同様に課せられているので、意識を高める取り組みとして不可欠だと思う。		チェックシートの設問について、捉え方に個人差が生じやすく、回答の判断基準が「行為の是非」なのか「経験の有無」なのか曖昧なものがあるという意見が数件あったため、もう少し明瞭な表現になると良いのではないかと思う。

		42		　常総国道事務所		・本局開催の講習会・ミーティングに職員を派遣し、持ち帰った資料を回覧することにより、講習会の内容を職員に周知することができた。
・チェックシートは、明確に自信をもって回答すべきと思うのですが、難しいというか悩ましい項目もあります。継続的な実施により、判断する力等をつける機会となれば、と考えます。
・チェックシートを実施することによって、各職員がコンプライアンスに関する事例について自分自身で考える機会を持つことができた。
・コンプライアンスミーティングについても、他者の考えを知るよい機会と考えます。		・当事務所はCCTVが視聴できない環境であることから、週間　中における映像配信の取り組みを生かすことができなかった。　なお、今後、所内にてDVD・講習会の映像を上映する機会を　設けることによりフォローアップを図ることとしている。		・CCTVが視聴できない環境を前提とした措置を検討する必要　がある

		43		　東京外かく環状国道事務所		①、②、③、④は、非常に有効性のある取組と思われる。		⑥について、コンプライアンスＤＶＤの視聴会を実施し、視聴者は昨年度実績の１１名から１９名に増えたが、総職員数から考慮するとまだ少ないと思われる。		⑤について、当事務所では各個人のＰＣでは配信映像が見られない状況のため、会議室等を使いＤＶＤを視聴しているが、会場設営の手間等もあるため、今後は映像配信が視聴できる環境の整備が必要と思われる。

		44		　常陸河川国道事務所		・遵守メッセージのパソコン表示は再認識できてよい		・パソコン表示は必要ないと思う
・DVD映像配信の時間が限定されすぎている		・映像配信は、勤務時間中での視聴が難しいため、昼休みも映像配信をしてほしい
  ・映像配信をコンプライアンス週間に限定せず、配信してほしい。外出が多期間と重なってしまうため、１週間のみの配信だと見る余裕がない

		45		　高崎河川国道事務所		パソコンへのポップアップ（メッセージ）は、全職員が目にするため。
  チェックシートの実施について。				事務所等横断的なミーティングについて、討論・発表の結果、 解説について、本局でまとめて事務所に周知してもらえると助  かります。

		46		　甲府河川国道事務所		④匿名での実施のため、率直な回答が得られている。また、正解率を把握することでフォローアップに繋がる

		47		　関東技術事務所		ミーティングを行ったことにより、認識を深めることができた。
チェックシートにより現況の認識が規範に照らしてどの程度か確認することができた。				ＰＣへの遵守メッセージは週間とは関係なく、ランダムに表示しても良いのでは。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		いずれの取組も、各職員のコンプライアンス意識を高めるためには、有効であると考える。特に、③及び④は、コンプライアンスについて職員自ら積極的に考える機会となることから、その効果は大きいと思う。

		49		　国営昭和記念公園事務所		・どの取組みも意識喚起の点において意義があると考える				・コンプライアンスは多岐にわたるので、いろいろな観点での取
組み必要

		50		　東京第一営繕事務所		・チェックシートは正誤が分かれる回答があり、基本的考えを修正する機会となった				・PCへのメッセージ内で、チェックシートにある様な問題を日替わりで掲載したらどうか

		51		　東京第二営繕事務所		①については、全員に毎日お知らせとして目にするので、効果が高いと思います。		②について、講習会参加と映像配信視聴がいづれも全員参加では無い事。全員が必ずどちらかに参加必須にしないと全体として効果が薄いのでは。		②について、参加可能人数が限られる点と参加者が事務官に偏っている様だった事。技官の関心の低さも問題。

		52		　甲武営繕事務所		・メッセージ表示。
・事務所横断的なミーティング
  コンプライアンスは、一般の職員にとって実感が湧かない面があると思うので、管理職以外の職員でのミーティングは効果的。
・ＤＶＤの貸し出し
 映像配信が受けられないので、ＤＶＤを借り受け視聴できた。				外部講師による講習会は説明も分かりやすかったが、毎年同じような内容で新鮮味に欠ける。また資料のページ数が多く省略箇所も多々あったので、もう少しコンパクトにして説明しきれる容量にした方が良いと思う。（「後で見ておいて」と言われてもなかなか見ない）

		53		　宇都宮営繕事務所		③について、普段接する機会が少ない他事務所との意見交換等は有意義であると考える。				⑥について、DVDの種類等の充実を図っていただきたい。

		54		　横浜営繕事務所		チェックシートを行うことで、具体的な事例を知ることができ、コンプライアンスへの意識が高まった。
  毎回継続している点
  チェックシートの解答を行い、自分の間違いを解説で確認できたこと				パソコンを立ち上げるとメッセージが出るが、毎回同じような内容なので、「ああまた同じメッセージか」となるので、目に止まるような工夫が欲しい
  メッセージが出るが、見出しくらいしか読まずに仕事にかかってしまうので、工夫が必要と思う

		55		　長野営繕事務所						②外部講師による講習会は、映像配信により聴講可能だが、業務等の都合により、ほとんどの職員は聴講ができていない。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		外部講師による講習会を実施することにより、改めて官製談合などの不正行為に対する注意喚起が図られた。
　ＴＶ会議システムによるＤＶＤ映像配信は短時間で参加しやすく１００％の参加となった。
　チェックシートにより職員が発注者綱紀保持をよく理解していることがわかった。事業者の対応は解答より厳しい認識を持っている職員が多く解説により適切なルールが認識された。		横断的なミーティングは、総務担当者の出席が多く、目的に反して効果が薄いのではないか。あえて全事務所から参加者を集める必要はなかった。		外部講師による講習会（さいたま会場）のＴＶ会議システムによる映像配信が不明瞭で10名程度の参加者が途中退席となった、2回の講習会のどちらかに都合を合わせていたため、出席率が低い結果となった。事前の準備調整が必要。

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		①は喚起という点で不可欠
②は専門的立場からの観点という点が良い
④は全員が強制的に再認識させられる点				②さいたまからの音声が聞き取れなかった

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		③業務多忙の中、2名を参加させることができた。		②もう少し多くの職員が聴講できればよかった。
③開催場所が途中で変わったが、出席者へうまく伝えることができなかった。
④正解率があまりよくなかった設問もあったので、講習会などで取り組みたい。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		チェックシートの集計によって、多くの職員が同じ誤りをしていることに気づくことができた。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・PCでメッセージが表示されるのが良い。
・DVDの上映回数（日数）が例年に比べ多くよかった。
・DVDが「セクハラ」と「パワハラ」の２種類ありよかった。		・DVD（テレビ配信）の画質が不鮮明で見づらかった。
・外部講師による講習会のアンケートについて、提出必須の感があり少し違和感をおぼえた。		・繰り返しが大事なことは理解するが、外部講師の講習会について、講師、講義内容が例年とほぼ同じ。
　講師や内容を少し変えるとかの工夫をししてもらいたい。
・同じような内容なので参加を見合わせるものもあった。
・DVDについて、可能であれば１日中ループで再生して頂けると有り難い。又は、映像データをサーバーにUPしておくことで各自のタイミングで視聴できるので有意義では。

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		職員全員の参加により取り組むことができ、コンプライアンスの確保の重要性についての認識を再確認できたこと。		取組内容が例年とさほど変化がないため、ややマンネリ化しつつあると感じている。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		①毎朝表示される事による、各職員の意識付けがしっかり行われること。
③横断的なミーティングは、普段接していない組織とコンプライアンスについて討議ができ、有意義であった。		②外部講師によるTV会議講習会が2日あったが、１日は音声不通であったため、職員が都合の良い日を選択することができなかった。		④例年　同じ問題ばかりであるものの、正解率はあまり変わっていないので、やはり本取り組みは必要であるが、慣習的にやってしまうのではないか。
  コンプライアンスに対する意識は非常に高まってきているが、毎年同じやり方により慣れが生じ、意識が定着しなくなるため毎年新たな取り組みを実施してほしい。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		③は、係長以下級で実施しているので、置かれている状況が違う事務所の人の意見が聞けて参考になった。
　人数が少ない事務所にとって、2名出すのは大変なので、1日で1名にしてもらった方が良いと思った。今後も続けていくのはいいと思う。
　④は、改めてコンプライアンスについて、確認が出来る。いいと思う。				②も⑤も周知はしていたものの、仕事が入ってしまうなどで、
受講が出来ない（見られない）人が多かった。同時間帯に打合せなど入れないように各課にも協力してもらうと受講出来るのではないかと思う。





４．コンプライアンス・ミーティングの実施状況

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目４．】コンプライアンス・ミーティングの実施状況 コウモクジッシジョウキョウ

		№		事務所名 ジムショメイ		「コンプライアンス・ミーティング題材」 ダイザイ		「公務員の不祥事等」 コウムインフショウジトウ		上記以外の資料 ジョウキイガイシリョウ		実施していない ジッシ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ				1				　

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		1						1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						　

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		1		1		1		　

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		1						　

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		1						　

		7		建政部 ケンセイブ		1		1				　

		8		河川部 カセンブ		1						　

		9		道路部 ドウロブ		1						　

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		1						1

		11		営繕部 エイゼンブ		1		1										コンプライアンス・ミーティングの実施状況 ジッシジョウキョウ

		12		用地部 ヨウチブ		1												「コンプライアンス・ミーティング題材」を用いて実施 ダイザイモチジッシ		「公務員の不祥事等」を用いて実施 コウムインフショウジトウモチジッシ		上記以外の資料を活用して実施 ジョウキイガイシリョウカツヨウジッシ		未実施 ミジッシ

		13		　利根川上流河川事務所		1		1										54		39		8		4

		14		　利根川下流河川事務所		1		1

		15		　霞ヶ浦河川事務所						1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		1		1

		17		　江戸川河川事務所		1		1

		18		　渡良瀬川河川事務所		1		1

		19		　下館河川事務所				1

		20		　荒川上流河川事務所		1

		21		　荒川下流河川事務所		1

		22		　京浜河川事務所		1		1

		23		　利根川水系砂防事務所		1

		24		　日光砂防事務所		1		1

		25		　富士川砂防事務所		1		1

		26		　八ツ場ダム工事事務所		1		1

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		1

		28		　利根川ダム統合管理事務所		1		1		1

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		1

		30		　二瀬ダム管理所		1

		31		　品木ダム水質管理所		1		1

		32		　東京国道事務所				1

		33		　相武国道事務所		1

		34		　首都国道事務所								1

		35		　川崎国道事務所		1		1

		36		　横浜国道事務所		1		1

		37		　大宮国道事務所		1		1

		38		　北首都国道事務所				1

		39		　千葉国道事務所		1		1

		40		　宇都宮国道事務所		1		1

		41		　長野国道事務所		1		1		1

		42		　常総国道事務所		1		1

		43		　東京外かく環状国道事務所		1

		44		　常陸河川国道事務所		1		1

		45		　高崎河川国道事務所		1		1

		46		　甲府河川国道事務所				1

		47		　関東技術事務所		1		1

		48		　国営常陸海浜公園事務所		1		1

		49		　国営昭和記念公園事務所		1		1

		50		　東京第一営繕事務所		1		1		1

		51		　東京第二営繕事務所		1		1		1

		52		　甲武営繕事務所		1

		53		　宇都宮営繕事務所				1		1

		54		　横浜営繕事務所		1		1

		55		　長野営繕事務所		1		1

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		1

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1				1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1		1

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		1

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1				1

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		1

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ				1

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		1						　

				集計 シュウケイ		54		39		8		4





４．コンプライアンス・ミーティングの実施状況

		



コンプライアンス・ミーティングの実施状況



５．来年度以降の継続について

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目５．】来年度以降の取組継続について コウモクライネンドイコウトリクミケイゾク

		№		事務所名 ジムショメイ		継続 ケイゾク		改善して継続 カイゼンケイゾク		廃止 ハイシ		理　由 リヨシ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		1

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		1						コンプライアンスはしつこいくらいでちょうどいいのでは？と感じている カン

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						最近、公務員の不祥事情報が増えており、各自の認識を改める意味からも継続しておくことがいいと思う。 サイキンコウムインフショウジジョウホウフカクジニンシキアラタイミケイゾクオモ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ				1				講習会やミーティングは継続するべきであるが、マンネリ化とならないようトレンドを取り入れたり、重点的に行う内容を絞り込む等工夫が必要と考える。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ				1				横断的なミーティングよりも簡易に取り組めるチェックシートのような取り組みを増やした方が良いと思う。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		1						本取り組みは重要であると考えられる為。

		7		建政部 ケンセイブ				1				・官製談合を行ってしまった地整としては不要とはできないはず。全員参加義務型の講義を行ってもよいのではないか。

		8		河川部 カセンブ		1						コンプライアンスについて、職員に定着しているものの、年１回程度は、コンプライアンスについて考える機会は必要と思います。

		9		道路部 ドウロブ		1

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		1						コンプライアンスは年間を通じての取り組みですが、週間を定めることにより、短期間に様々な取り組みを集中して実施し、職員のコンプライアンス意識を更に高めることや再認識することが出来るため。

		11		営繕部 エイゼンブ		1

		12		用地部 ヨウチブ				1				コンプライアンスについて、改めて意識することができるため、継続すべきと思料。ただ、各所属の事務作業が負担なので、ＩＴ化等に御尽力いただき、各所属の作業の省力化を図った上で実施して頂きたい						来年度以降の継続について

		13		　利根川上流河川事務所				1				コンプライアンスの取り組みはたとえマンネリ化していても継続していくことが重要（とはいえ、そろそろ他の取組内容も検討すべきではないか）。						継続 ケイゾク		改善して継続 カイゼンケイゾク		廃止 ハイシ

		14		　利根川下流河川事務所		1						事務所長を筆頭に、継続学習がコンプライアンスの遵守につながると考えている。						47		15		0

		15		　霞ヶ浦河川事務所		1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		1

		17		　江戸川河川事務所		1						職員にコンプライアンス週間をさらに浸透させるため。

		18		　渡良瀬川河川事務所		1						継続して実施することで、コンプライアンス週間に関する意識が定着していくと考える。また、定期的にチェックシートを行うことで、自身の認識を再確認する機会になる。

		19		　下館河川事務所		1						（改善を行ったうえで）職員の意識向上に繋がる取組だから

		20		　荒川上流河川事務所				1				忙しい職員が多い中、取り組み作業が増えたため。

		21		　荒川下流河川事務所		1						集中してコンプライアンスを意識してもらうため。

		22		　京浜河川事務所		1						繰り返し継続的に行うことが重要といわれているのだから継続すべき。時間のかからないチェックシートのような簡単にできるものが有効と思った。

		23		　利根川水系砂防事務所		1						職場内のコンプライアンスは、継続的に行うことが有用であるため。

		24		　日光砂防事務所		1						再認識、常に行動意識を保つため

		25		　富士川砂防事務所		1						定期的にコンプライアンスについて考える機会を設け、職員の意識改革を促す必要性があると考えているため。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		1						コンプライアンスの意識を継続的に意識させるためには必要な取組であると考える。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		1						コンプライアンスを遵守することは当然のことと認識しているが、再度確認することは大切だと思う。 ジュンシュトウゼンニンシキサイドカクニンタイセツオモ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		1						繰り返し続けることが重要と考える。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		1						繰り返し取り組んでいくことでコンプライアンスに対する習熟度が上がると思う。

		30		　二瀬ダム管理所		1						コンプライアンス意識の持続を図るためには、継続的な実施が必要と考えるため。

		31		　品木ダム水質管理所				1				・重要な取り組みであるが、職員も少なくなり各自多忙な状況であるため、時間的にも、理解度的ににも、効果的な方法、内容に改善しながら継続すべき。
・初めてのコンプライアンス週間で、規則やいろいろな事例について考えることができた。定期的にこのような週間があれば、毎日気を引き締めて業務をこなすことができる。
・繰り返し行うことが重要。あきないような工夫があると良い。
・ミーティング題材のブラッシュアップ及び担当者に応じた題材の設定

		32		　東京国道事務所				1				業務量で日時を調整できないのか。 ギョウムリョウニチジチョウセイ

		33		　相武国道事務所		1						いろいろな取り組みを行う中で、周知の機会が増えるため、関心を集めることが出来る。

		34		　首都国道事務所		1						職員が意図せずコンプライアンス違反事案に巻き込まれる恐れがあるため、ルールの周知と起こりうるケースの分析は必要と考えるため。 ショクインイトイハンジアンマコオソシュウチオブンセキヒツヨウカンガ

		35		　川崎国道事務所		1						コンプライアンスの重要性に関して再認識するためにも、定期的に行う必要があると思われる。

		36		　横浜国道事務所				1

		37		　大宮国道事務所

		38		　北首都国道事務所		1

		39		　千葉国道事務所		1

		40		　宇都宮国道事務所		1						毎年継続して行うことが重要と考える。

		41		　長野国道事務所				1				コンプライアンス週間のみならず、年間通して四半期毎等の講習会やチェックシートを実施することが有効ではないかと感じたため。

		42		　常総国道事務所		1						考えるきっかけを定期的に設けることは必要と考えます。

		43		　東京外かく環状国道事務所		1						コンプライアンスに関する意識を高め、その意識を維持していくためには、このような取組の継続は重要と考える。

		44		　常陸河川国道事務所		1

		45		　高崎河川国道事務所		1						コンプライアンスの意識を高めるために必要であり、周知をはかるきっかけになると思います。

		46		　甲府河川国道事務所		1

		47		　関東技術事務所		1						必要性・重要性を再認識するために必要と思われる。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		1						各職員のコンプライアンスへの意識が希薄にならないよう、今後もコンプライアンス週間を継続的に実施していくことが、必要と考える。

		49		　国営昭和記念公園事務所				1				繰り返し行わなければ定着しない。マンネリにならないような工夫も必要

		50		　東京第一営繕事務所		1						・コンプライアンスに対する意識付けに必要

		51		　東京第二営繕事務所		1						改善しないとルーティン行事になり、関心が低下し、また効果が下がる。

		52		　甲武営繕事務所				1

		53		　宇都宮営繕事務所		1

		54		　横浜営繕事務所		1						職務上、工事現場において受注者と接触する機会があり、距離感を保ちながら行動するための注意が必要なので
  不祥事が絶えない状況にあり、取り組みをやめる理由がない

		55		　長野営繕事務所		1						コンプライアンスについては、毎年度繰り返し行い、意識を浸透させることが重要。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		1						業務多忙な中において、週間という位置づけによる取組みへの参加要請が職員に浸透しており、職員のコンプライアンス意識を保つためのひとつの方法として効果的だと考える

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ				1				全ての者が出席することがなかなか困難であるため、取り組み方法を検討したい。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		1						コンプライアンスの重要性は、職員の意識に深く浸透しているが、その意識を保つためには継続した取り組みが不可欠と考える。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ				1				・毎年度実施することでコンプライアンスに対しての自己啓発に繋がる。
・繰り返しで実施することが重要。継続することで、意識付けも継続できる。ただし、マンネリ化しないよう内容に変化が必要。
（その理由）
・コンプライアンスに対する意識の醸成に大いに効果があるので１．～３．に示した点を改善して継続

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		1						従前からの取り組みによって、コンプライアンス確保の重要性についての職員の認識は充分かと思いますが、薄れることのないようにしていくことが必要であるため。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ				1				アンケートの結果を反映し、悪いところを見直した上で継続して実施することで、コンプライアンスに対する理解が高まると感じるため。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		1

				集計 シュウケイ		47		15		0
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５．来年度以降の継続について

		



来年度以降の継続について



６．その他自由記述

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目６．】その他自由記述 コウモクタジユウキジュツ

		№		事務所名 ジムショメイ		意見等 イケントウ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		継続することが必要・大切とは理解しているが、形式的、形骸化している。
難しいかもしれないが、何か新しい取組が必要かも。 ケイゾクヒツヨウタイセツリカイケイシキテキケイガイカムズカナニアタラトリクミヒツヨウ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		違反行為に対する懲戒処分や措置等の内容について、具体例等を積極的に周知することにより、より身近に考えられることもあるのではないか。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		全員を対象としたセルフチェックシートを実施したことについて職員の認識のずれや改正された点などを把握できた事について有効であったと思われる。
　ただ、問いに対する解説の一部（No8）について、誤解を生じたため、補足の説明があればよかった。
（例：利害関係者と割り勘で飲食をする事は問題ないが、「国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない」という倫理行動基準が求められる）

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ

		9		道路部 ドウロブ

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ

		11		営繕部 エイゼンブ		コンプライアンスミーティングの題材に象徴されているが、コンプライアンスの全般的な取組についてマンネリ感が否めない。多少お金がかかっても、民間企業が行っている取組なども積極的に導入してはどうか。

		12		用地部 ヨウチブ		適正業務管理官が発出するコンプライアンスメールなど、各職員へそのまま送付するもの（※）は、直接、各職員へメール発信して頂きたい。
（※）周知にあたり、各所属で検討を要するものは除く。

		13		　利根川上流河川事務所

		14		　利根川下流河川事務所		・コンプライアンスDVDの事務所内放映会を、７月以降継続して行っていく予定。

		15		　霞ヶ浦河川事務所

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所

		17		　江戸川河川事務所

		18		　渡良瀬川河川事務所

		19		　下館河川事務所		コンプライアンスに関する各講習の参加について呼びかけるも、業務を理由に参加率が低い。

		20		　荒川上流河川事務所		アンケートやミーティング等が多く、事務量がかなり増えた。
講習会等の映像を配信していただいても、仕事が忙しいため、見られない職員が多かった。
時間を取らずに記憶に残る取組を考えてほしい。

		21		　荒川下流河川事務所		設問別正解率の地整全体版の結果を情報提供していただけると今後の事務所内のコンプライアンスミーティング等で活用させていただきます。

		22		　京浜河川事務所		意識の高揚を図るために毎日、館内放送にて周知を行い、とにかく繰り返し行い継続していくことい意味があると思う。
チェックシートについては、回収を行うことによりとテスト方式に近く、出し渋る人がいた。回収を行わない方法でも良いと思った。

		23		　利根川水系砂防事務所		セルフチェックシートについて、問題を更新して年に数回実施してもよいと思う。（集計はしないで周知のみ）

		24		　日光砂防事務所		・ＯＢに対してもコンプライアンスの取り組みが必要
・各役職別に起きた不祥事等を整理してもらうと説明しやすい

		25		　富士川砂防事務所

		26		　八ツ場ダム工事事務所

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		OBが参加する会議にコンプライアンスのコマを入れたほうがよい。（例：防災エキスパート意見交換会）

実際に困るような場面に遭遇した方から題材を募集したらどうか。 サンカカイギイレイボウサイイケンコウカンカイ

		28		　利根川ダム統合管理事務所

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所

		30		　二瀬ダム管理所

		31		　品木ダム水質管理所		・入省まもない職員と、ベテラン職員とでは、学習内容を多少変えた方が効果的と思われる。
・効果的な内容をするためには、このようなアンケートを実施することは意味があり、アンケートを参考に、実施方法の改善をはかることは良いことを思います。
・発注者綱紀保持規定などの規則をこれからしっかり理解していきたい。悪気のない相手の違反な質問を断ることで、相手を守ることにつながる。
・意識するあまり、利害関係者等との技術情報の交換をしなくなり、最新の実績や技術について疎くなった。

		32		　東京国道事務所		・公務員の不祥事等は毎月全ての職員にメール等で配布した方が良いと思われる。
・信賞必罰があると本気で考えるようになるかと思う。コンプライアンスを特に遵守している組織・課等を表彰する等の工夫はできないか。 コウムインフショウジトウマイツキスベショクイントウハイフホウヨオモシンショウヒツバツホンキカンガオモトクジュンシュソシキカトウヒョウショウトウクフウ

		33		　相武国道事務所

		34		　首都国道事務所		コンプライアンスの徹底については、その重要性を認識しているので、当事務所としては、実施できなかった期間中の取組内容について、開催時期をずらして改めて実施する予定で準備しています。 テッテイジュウヨウセイニンシキトウジムショジッシキカンチュウトリクミナイヨウカイサイジキアラタジッシヨテイジュンビ

		35		　川崎国道事務所		忙しい職員は、講習会やＤＶＤ視聴などに参加のタイミングが合わないことが多く、課によっても参加度合いに偏りが生じてしまう。
　著作権等の問題があるかもしれないが、⑤については、オンデマンドの映像配信のようにいつでも視聴できるのが理想。

		36		　横浜国道事務所

		37		　大宮国道事務所

		38		　北首都国道事務所		本週間を関東独自に実施するに当たり、当時のアドバイザリー委員会委員長から、実施するのはいいが、マンネリ化するのである程度経ったら「一度辞めてみる」勇気も必要との意見があった。
　平成３１年度で丸５年目の取組となるため、平成３２年度からはいったん廃止するなど、そろそろ一考するのも良いかと思います。

		39		　千葉国道事務所		コンプライアンスも、人事評価や文書管理で行っているe-ラーニングを実施したらどうでしょうか。

		40		　宇都宮国道事務所		継続する重要性は言うまでもないが、常態化する懸念もある。
特に、外部講師による講習会、適正業務指導官による講習会等において、聴講する側の職員コンプライアンス意識の一層の向上を図るためにも、講義内容の刷新・工夫等も必要であると思われる。

		41		　長野国道事務所		外部講師の講習会は、年間通して定期的に４～５回開催されている。同様に、チェックシートも定期的に全職員に対して実施すると、理解度の統計把握につながるため、今後の周知方法等に活かせると思う。

		42		　常総国道事務所

		43		　東京外かく環状国道事務所

		44		　常陸河川国道事務所		コンプアイアンスに抵触する事ばかりではなく、こういった事は大丈夫といった事例も多く紹介してほしい

		45		　高崎河川国道事務所

		46		　甲府河川国道事務所

		47		　関東技術事務所		利害関係者（ＯＢ等）とのつきあい方が不明確である。
週間のみの取り組みではなく、日常的にコンプライアンスを意識できる環境を整える。

		48		　国営常陸海浜公園事務所

		49		　国営昭和記念公園事務所

		50		　東京第一営繕事務所		・営繕事務所でも映像配信が視聴できるとよい

		51		　東京第二営繕事務所		とにかく係長以下の技官の関心が低く、積極的な参加がない。
  事務官は、関心の高低はともかく、人数合わせでの参加もあり、　結果的に参加機会が多い。

		52		　甲武営繕事務所		・コンプライアンスは繰り返しの啓蒙が必要だが、マンネリ化　克服が課題。しかし、新しいことを始めることに傾注しすぎて　の、職員への「負荷増加」は避けていただきたい。
・チェックシート結果によると、特定の質問に不正解が集中している。回答・解説はあるが、解りにくい・紛らわしい事例について講習等で理解を深める必要がある。

		53		　宇都宮営繕事務所

		54		　横浜営繕事務所		常日頃から国民の目線にたち、遵法意識を持ち続けていきたい
  不正行為などは人の心理と深く関わる面があると思うので、事例研究には、設定背景に心の状態を含めた例で考えることが良いのではないか
  コンプライアンスは継続が重要であり、週間以外の時も意識付けをした方が良い

		55		　長野営繕事務所

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・コンプライアンスへの意識を改めて持つことができ効果的だと感じる。不祥事やトラブルが少なくなるよう、更に内容を改善　しつつ継続されることを望む。
・同じような題材・テーマの講習等を継続することの意義は理解するものの、ややマンネリ化している。

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ
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１．設定日＆期間

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目１．】コンプライアンス週間の設定時期及び期間の長さの妥当性について コウモクシュウカンセッテイジキオヨキカンナガダトウセイ				時期について ジキ

		№		事務所名 ジムショメイ		回  答 カイコタエ		現状のままで良い
特になし ゲンジョウヨトク		時期が不適切 ジキフテキセツ		長さが妥当でない ナガダトウ		その他 ホカ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		適当だと思います。		1

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		設定時期、期間ともに概ね妥当 セッテイジキキカンオオムダトウ		1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		時期、期間とも適切 ジキキカンテキセツ		1

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		適切		1

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		年度の初めの頃にコンプライアンスを意識付けることとしては、適切な時期である。期間も週間として実施する意味合いで適切である。		1

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		妥当である		1

		7		建政部 ケンセイブ		・適切という意見が多かった。
・適切かどうか判断できないという意見もあった。		1

		8		河川部 カセンブ		４月の異動期から落ち着いた頃のため、時期は問題ないと思うが、期間を長めにとり、コア期間を各所属で設定し、計画的に実施可能なようにしてはどうか。						1

		9		道路部 ドウロブ		倫理週間と併せて１２月に設定してはどうか。				1

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		コンプライアンスは年間を通じての取り組みですが、新年度体制が落ち着いた頃の６月の設定で適切と思われます。
また、週間の期間も１週間で集中的に取り組むため妥当と思われます。		1

		11		営繕部 エイゼンブ		適切　妥当		1

		12		用地部 ヨウチブ		ちょうどよい。		1												週間の設定時期に関する意見 シュウカンセッテイジキカンイケン

		13		　利根川上流河川事務所		設定時期、期間ともに妥当と考える		1												現状のままで良い
特になし ゲンジョウヨトク		時期が不適切 ジキフテキセツ		長さが妥当でない ナガダトウ		その他 タ

		14		　利根川下流河川事務所		妥当と思われる。		1												55		4		3		1

		15		　霞ヶ浦河川事務所		時期、機関とも現状でよい		1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		適正 テキセイ		1

		17		　江戸川河川事務所		適切だと思う。		1

		18		　渡良瀬川河川事務所		妥当		1

		19		　下館河川事務所		（設定時期及び期間の長さ）ともに妥当		1

		20		　荒川上流河川事務所		適切		1

		21		　荒川下流河川事務所		特に意見はありません。		1

		22		　京浜河川事務所		期間の長さは一週間程度でちょうど良いということでした。
設定時期については、余裕のある時期が良いとの意見がありました。				1

		23		　利根川水系砂防事務所		今年度のとおり、異動者など新たな職場での周知となるので、よいと思う。		1

		24		　日光砂防事務所		時期・４月期の異動が落ち着く６月が妥当　 ・年度当初、発注が多い時期に合わせたほうがよい
期間は妥当		1

		25		　富士川砂防事務所		大幅な人事異動がある５月期の１週間程度で実施した方が効果があると思われる。				1

		26		　八ツ場ダム工事事務所		年度替わりの比較的早い時期に実施され、コンプライアンスについて職員に再認識させることが出来るため、適切で、期間についても妥当だと思われる。		1

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		各年度のコンプライアンス計画が策定させた後の６月という時期は適切であり、期間も妥当と思う。 カクネンドケイカクサクテイアトガツジキテキセツキカンダトウオモ		1

		28		　利根川ダム統合管理事務所		適切、妥当		1

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		設定時期・期間ともに適当である。		1

		30		　二瀬ダム管理所		特になし		1								　

		31		　品木ダム水質管理所		・設定期間は適切と思われるが、その期間のみ注意すれば良いとの間違った認識にならないよう、期間外においも常に注意が必要であることを職員に植え付けることを週間内に徹底すべき。
・年度が変わって、慣れが出てきた時期に職員のコンプライアンス意識の引き締めを行うことはとても良い。集中的にやるには一週間が適していると思う。
・適切な時期に適切な期間、実施されている		1

		32		　東京国道事務所		自己啓発を促すとすれば年１回だけでなく四半期ごと等がよいと思われる。 ジコケイハツウナガネンカイシハンキトウオモ				1

		33		　相武国道事務所		新年度体制が落ち着いた頃で、適切な時期及び期間である。		1

		34		　首都国道事務所		設定時期は適切だと思われるが、設定期間の長さが一週間というのは短い気がする。もう少し実施に幅を持たせた期間設定を頂けるとありがたい。 セッテイジキテキセツオモセッテイキカンナガイッシュウカンミジカキスコジッシハバモキカンセッテイイタダ						1

		35		　川崎国道事務所		時期は適切であり期間も妥当。		1

		36		　横浜国道事務所		適切		1

		37		　大宮国道事務所		・妥当		1

		38		　北首都国道事務所		実施時期は適切かと思います。		1

		39		　千葉国道事務所		適正だと思います。
４月期の人事異動が落ち着いて夏期の前のちょうど良い時期と思います。		1

		40		　宇都宮国道事務所		適切		1

		41		　長野国道事務所		時期については４、５月が望ましいが、大多数の職員が多忙な時期でもあるので、６月は妥当かと思う。		1

		42		　常総国道事務所		設定時期、期間の長さ共に適切であった		1

		43		　東京外かく環状国道事務所		適当な時期、期間と思われる。		1

		44		　常陸河川国道事務所		適切かつ妥当		1

		45		　高崎河川国道事務所		設定時期や期間の長さについて、今年度の設定で特に問題ありません。		1

		46		　甲府河川国道事務所		設定時期：妥当
期間：妥当		1

		47		　関東技術事務所		年度当初としての時期は適切と思われ、期間についても1週間が妥当と思われる。		1

		48		　国営常陸海浜公園事務所		設定時期も適切であり、期間の長さも妥当である。		1

		49		　国営昭和記念公園事務所		土日を挟むと、早く終わる印象がある。						1

		50		　東京第一営繕事務所		妥当と思います		1

		51		　東京第二営繕事務所		年度初めの繁忙期を過ぎた頃で、ちょうど良い時期。期間も長過ぎず妥当です。		1

		52		　甲武営繕事務所		妥当である。		1

		53		　宇都宮営繕事務所		時期、期間ともに妥当である。		1

		54		　横浜営繕事務所		・時期の期間の適切
・新年度業務が動き出したこの時期、期間で適切である
・出納整理期、上半期末、年度末を避けており適切		1

		55		　長野営繕事務所		適切である。		1

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		時期、期間とも適当と考える。		1

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		時期、期間とも適切。		1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		週間としては適切だが、四半期に１度、重点日などを設定してはどうか。								1

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		時期は適切、期間の長さも妥当と考える。		1

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		時期：適切、期間：妥当
（その他の意見）
　忙しい人が多いので、DVDなどは、期間がもう少し長ければ　もっと多くの人が視聴できたのでは。
　（１ヶ月くらいでも良いのではないかとの少数意見もあり）		1

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		設定時期及び期間の長さについては、妥当である。		1

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		新しい体制となって早めに実施することは非常に効果的であるため、今後も実施時期については本週間と同時期が良いと思われる。また、1週間は妥当である。		1

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		特になし		1
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１．設定日＆期間

		



設定時期及び期間について

現状のままで良い
特になし
81%



２．周知徹底方法・効果

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目２．】職員への周知徹底方法・効果について コウモクショクインシュウチテッテイホウホウコウカ

		№		事務所名 ジムショメイ		回  答 カイコタエ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		パソコンへの遵守メッセージ表示など、視覚による周知方法について効果的だと思います。

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		庁内放送などもして周知してもいいのではないか チョウナイホウソウシュウチ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		メールやＰＣへの表示はよいと思うが、見た後あまり記憶に残らなかった（課内会議で再周知されて認識） ヒョウジオモミアトキオクノコカナイカイギサイシュウチニンシキ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		普段より気をつけているものの、実は考え方が誤っていた事もあるので、定期的な情報周知は良い。
　定期的な講習会の実施は、最近の事例を知ることができるので役立つ。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		コンプライアンス週間の事前周知は早かったが、セルフチェックシート等の実施が別々に周知されたため、職員周知にはバラバラ感が感じられた。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		十分であった。

		7		建政部 ケンセイブ		・定期的に行うことにより、コンプライアンスについての意識を再確認するために有効である。
・事務所のコンプライアンスの取組に比べると周知徹底がなされていない。よって効果についても希薄のように感じられました。
・週間をもうけることによって、一定の効果はあったのではないか。

		8		河川部 カセンブ		幹部会、課内会議において周知しており、職員も認識している。

		9		道路部 ドウロブ

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		横浜庁舎における幹部会議にて幹部へ周知するとともに、所属職員へ周知を依頼。併せて、主務課より全職員へ取り組みについて一斉にメールすることで、二重に周知徹底を図り、本週間の認識を高めることが出来たと思われます。

		11		営繕部 エイゼンブ

		12		用地部 ヨウチブ		妥当である。

		13		　利根川上流河川事務所		全職員一斉メール及び幹部会にて周知した。
週間の周知自体は充分できたと感じている。

		14		　利根川下流河川事務所		コンプライアンス週間の周知については、（拡大）幹部会、課内会議やメールを通して行い、ほぼ全ての職員が「コンプライアンス週間」の各種取組みに参加した。また、コンプライアンスチェックシートについては、期間業務職員も実施をするようにした。

		15		　霞ヶ浦河川事務所		・幹部会での所属長への周知、週間前に全職員あてメール周知。
・取組実施日に庁内放送により周知 
【効果】コンプライアンス遵守の再認識

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所

		17		　江戸川河川事務所		効果については、今後継続して実施することにより、あらわれるものと思う。

		18		　渡良瀬川河川事務所		幹部会を通じて周知した後、5月31日に全職員あてメールで周知した。複数回周知したことと、パソコンのログイン時にメッセージが表示されることで、コンプライアンス週間であることを意識してもらうことができたと感じた。

		19		　下館河川事務所		幹部会及び全職員へのメールによる事前周知

		20		　荒川上流河川事務所		幹部会及びメールにて周知した。
また、同時に本局から届く「公務員の不祥事」を副所長から紹介した。

		21		　荒川下流河川事務所		職員にコンプライアンスを意識してもらうために週間は有用だと感じています。

		22		　京浜河川事務所		メッセージが表示されるのは効果があるという意見がありました。

		23		　利根川水系砂防事務所		拡大幹部会及び各所属での会議及び所内一斉メールにて、各職員への周知を図った。

		24		　日光砂防事務所		・ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は効果的
・継続的な行動意識を持つため、定期的に取り組むことが重要
・発注業務に携わっていないと危機意識が低い

		25		　富士川砂防事務所		幹部会及びメールにより全職員に周知を行い、発注者綱紀保持セルフチェックシート等の実施率を見る限り、一定の効果があったと思われる。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		本週間実施前に「コンプライアンスメール（その６３）」を全職員に周知するとともに幹部会、事務所全体会議にて本週間の趣旨説明を行ったことにより、効果があったと思われる。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		事務所窓口の総務担当以外、他の職員の積極性があまり感じられない。事務所単位ではなく、各課単位で周知等をしたほうが本週間への意識が高まるような気がする。 ジムショマドグチソウムタントウイガイタショクインセッキョクセイカンジムショタンイカクカタンイシュウチトウホンシュウカンイシキタカキ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		幹部会で周知するとともに、副所長（事務）から職員にメールで周知した。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		メール及び幹部会等を通じ繰り返し周知、週間を踏まえ講習会、ミーティングやチェックシート等を集約することで、コンプライアンスに対する習熟度が高まった。

		30		　二瀬ダム管理所		週間に合わせて、本局主催のコンプラ講習会の資料を抜粋し、所内講習会を実施。
本局から提供されたミーティング題材を利用し、コンプライアンスミーティングを実施。
資料や題材の提供があると、実施しやすい。

		31		　品木ダム水質管理所		・コンプライアンスに関する不祥事は、残念ながら繰り返し発生しているため、不祥事を防止するためには、定期的に、繰り返し
学習し確認することが重要。
・職員同士で情報を共有して、一人一人が危機感を持っている環境を作り出すことができれば、一番の危険防止になると思う。
・またかという感じ、効果は目に見えない
・適切に周知されている

		32		　東京国道事務所		メールのみでは見ない人も多いのでは？多忙のため対応し切れていなかった。周知方法については、今回はあまり積極的ではないと感じた。効果については、それなりにはあるとは思う。 ミヒトオオタボウタイオウキシュウチホウホウコンカイセッキョクテキカンコウカオモ

		33		　相武国道事務所		幹部会やメールでも周知しており、PC起動時のポップアップと組み合わせれば、効果は十分だと思われる。

		34		　首都国道事務所		今年度は当事務所において国道開通式典が６月２日にあり、開通後も事務処理的な業務などに忙殺され、事前周知及びコンプライアンス・ミーティングの実施に至らなかった。 コンネンドトウジムショコクドウカイツウシキテンガツニチカイツウゴジムショリテキギョウムボウサツジゼンシュウチオヨジッシイタ

		35		　川崎国道事務所		周知徹底方法についてはこのままで良いと思われる。
定期的に取り組むことで効果はあると思われる。

		36		　横浜国道事務所		ポップアップ実施により週間の周知が図れた

		37		　大宮国道事務所		・PC立ち上げ時のメッセージ表示は効果的である。

		38		　北首都国道事務所

		39		　千葉国道事務所		PC立ち上げ時のメッセージや、幹部会での周知、映像配信の視聴など、週間の気運を盛り上げることで一定の周知効果はあった。

		40		　宇都宮国道事務所		適切

		41		　長野国道事務所		ＰＣ立ち上げ時のポップアップは良い周知方法である。幹部だけでなく末端職員まで浸透させる為には、このような取り組みは良いことだと思う。

		42		　常総国道事務所		パソコン画面への表示、メールによる周知、幹部会及び所属長から全職員への周知等を実施することにより、一定の効果が見られた。

		43		　東京外かく環状国道事務所		「週間」直前の幹部会において、所属職員への周知、コンプライアンスミーティングの実施を依頼した。殆どの課でミーティング
を実施したことにより、職員への周知徹底が図られた。

		44		　常陸河川国道事務所		・周知方法は特に問題ない。
　 ・職員の反応もよく、効果はある。

		45		　高崎河川国道事務所		幹部会等を通じて本週間の趣旨、実施期間及び実施事項について、周知徹底を図りました。事務所長からも本週間の取組についてお話いただきました。
周知期間に余裕があったのと、幹部会の都度話をしたからか、チェックシートについて、思ったより実施者が多かった。

		46		　甲府河川国道事務所		周知方法：全職員へ一斉メール及び幹部会で周知
効　　果：２つの方法で周知したため、効果はあったと思われる。

		47		　関東技術事務所		ＰＣへの遵守メッセージの表示は及びミーティングは有効と思われる。
効果については、改めて重要性を認識することができた。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		幹部会での事前周知及び期間中の再周知、メールによる全職員への周知、さらには、コンプライアンス週間行事予定表を作成し配布することにより、本週間を強く意識させることができた。

		49		　国営昭和記念公園事務所		どこまで浸透するかは個人差がある。繰り返し、続けることが必要 ヨウ

		50		　東京第一営繕事務所

		51		　東京第二営繕事務所		周知は、メールと月1回の所内全体会議の場で行った。少人数事務所ですので、良く伝わり、全員が趣旨を理解し、活動できていたのではと思います。

		52		　甲武営繕事務所		メール及び所内全体会議にて職員への周知を行った。
パソコンでの週間に関するメッセージ表示は、職員への啓蒙として有効であったと思う。

		53		　宇都宮営繕事務所		所属職員への周知を行う際に、実施要領以外の周知用の文書等があると、一層の効果があると感じた。

		54		　横浜営繕事務所		・定期的に行うことで効果がある
・事務所内の会議等の場を活用して、周知徹底が図られていた
・会議・研修毎に適正業務管理官が注意喚起を促すことは、常日頃からコンプライアンス意識を維持するために必要

		55		　長野営繕事務所		PC立ち上げ時のポップアップによる周知は、職員が必ず目を通すため、効果的だと感じた。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		今回の取組をとおして、各職員がコンプライアンス意識の重要性を認識していることが感じられた。週間の取組を継続していることがひとつの要因（効果）になっていると考える。

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		事前、期間中とも内容等を本局からの情報展開により複数回周知徹底でした。その効果として期間中はある程度の参加者数は確保できた。

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		周知項目が多く、徹底されていなかったところもあった。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		事務所幹部会議での周知、全職員への一斉メールにより、周知は徹底できている。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		メール等により前もって周知されており、意識向上の効果があ　った。
（その他の意見）
・周知方法について、メールだけでは「気づかなかった」「見て　いなかった」人もいるので、朝「本日はコンプラ週間」や「○　○時からDVDを上映する」など放送をかけるとより効果的だ　ったのではないか。
・メールだけでの連絡では意識が低いと感じられるが、当事務所　においては課長会で周知徹底しているため、効果はより高いも　のと思われる。
・打ち合わせ等を切り上げることを考えると、３０分～１時間前　に館内放送して欲しい

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		取り組みを行う都度メール及び口頭により職員への周知を行ったことにより職員の関心を高めることができたと感じている。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		課長連絡会で主旨等説明及びメールによる全職員周知を実施。
事務所の週間スケジュールにも記載し、所属長からも呼びかけしております。なお、所属長の声かけが一番効果的である。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ
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３．取組内容について

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目３．】取組内容について
①パソコンへの遵守メッセージ表示　②講習会　③事務所等横断的なミーティング　④チェックシートの実施　⑤ＤＶＤの映像配信　⑥ＤＶＤの貸出 コウモクトリクミナイヨウジムショトウオウダンテキジッシカシダシ

		№		事務所名 ジムショメイ		良かった点 ヨテン		悪かった点 ワルテン		改善が必要な点 カイゼンヒツヨウテン

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		・パソコンへの遵守メッセージ表示（職員への意識付け）
・チェックシートの実施（定期的に認識を確認）
・事務所等横断的なミーティング（普段、一緒に仕事をしない職員から様々な意見を聞く機会となるため有用）

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ						⑤ＤＶＤの映像配信の午後の時間を午後１じゃない方がいいかもしれないと感じた（１４時とか） エイゾウハイシンゴゴジカンゴゴホウカンジ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		①業務時に必ずパソコンを開くため、遵守メッセージを見て再認識できた。
④時間もかからず隙間時間にできた。個人の判断が確認できるのでよい。 ギョウムジカナラヒラジュンシュミサイニンシキジカンスキマジカンコジンハンダンカクニン				⑤視聴方法がわかりにくい。また、自席で音を出して視聴しづらい。 シチョウホウホウジセキオトダシチョウ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		・日頃気にしていないことを考えるきっかけになった。
・コンプライアンスミーティングは具体例で考えられるので良いと思った。		・研修で毎回コンプライアンスの講義が設けられているが、いずれも同じような内容でマンネリ化している印象がある。
・DVD映像などは時間が無いため、自発的に見るのは難しい		・ポップアップ画面が全体表示になっていない点
　局長メッセージの上段部分から、アンケートやセルフチェックへリンクしていただくとわかりやすい。
・コンプライアンス週間だけ毎朝ＰＣに表示させるのでなく、数ヶ月に１度ランダムに表示してみても良いのではないか。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		週間中のポップアップ表示は、忘れている職員に対しては効果的である。
　チェックシートの実施は、職員に負担にならずに、簡易に実施できるところが良い。				横断的なミーティングよりも簡易に取り組めるチェックシートのような取り組みを増やした方が良いと思う。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		・ＰＣ立ち上げ時の表示は意識的に有効である。
   ・全員を対象としたチェックシートは有効である。

		7		建政部 ケンセイブ		・定期的に行うことにより、コンプライアンスについての意識を再確認するために有効
・チェックシートはコンプライアンスの理解度を深めるには役立つ		・PCメッセージは他でも行っておりマンネリ感がある。		・外部講師による講習会は公取以外の外部講師でも実施を検討してはどうか。

		8		河川部 カセンブ		ＤＶＤの映像配信が、パワハラ・セクハラであり、社会的　 にタイムリーな話題でよかった。

		9		道路部 ドウロブ		チェックシートを集計することで、間違いやすい問題の傾向が把握できた。

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		・ポップアップ表示をすることにより、職員個々がコンプライアンス週間であることを認識することが出来た。
・外部講師による講習会に多数参加頂いた。
　また、講師も昨年と代わったため、説明内容も若干変わりマンネリ化防止になったと思われる。
　なお、今年度は会場の都合上、週間外に講習会を開催しましたが、次年度以降は可能な限り週間中に講習会を開催出来るように日程調整をしたいと思います。
　横浜庁舎のみの受講状況
　　５／１６（水）ＴＶ受講１５名
　　６／　１（金）会場受講９１名
・ＤＶＤの映像配信内容が新しかったため、新鮮に聴講することが出来た。次年度以降も教材を一つづつ増やしていただきたい。				・横浜庁舎においてはＤＶＤの映像配信は机上ＰＣで聴講不可のため、会場にて聴講します。昼休み直後は聴講者と事務局が会場への移動のため、開始時刻に間に合わない場合があるので、１３：００開始から１３：０５開始へ変更いただけるようご検討をお願いいたします。
・ＤＶＤの映像配信は任意で受講が可能ですが、横浜庁舎における会場での受講者は、３日間で延べ６４名（受講率８％）でした。今年度は内容の良いＤＶＤ映像配信であったと思いますので、次年度以降、より多数の職員が受講出来るよう「今回は新たな内容のＤＶＤ映像配信となります。」等、工夫した取り組みが必要と思いました。
・ＤＶＤは週間外など必要な時に貸出可能な旨、四半期毎に周知するコンプライアンス・ミーティング題材等と併せて周知するなどの工夫をお願いしたい。

		11		営繕部 エイゼンブ		一斉メール及び幹部会にて週間の事前周知を行ったが、タイムラグがあるので、週間当日の局長メッセージのポップアップは非常に効果的。		チェックシートの配布・回収・採点・提出が非常に手間である。パソコン上で回答・採点等できるようにならないか。
正解率を集計して何に活用されているのか不透明。

		12		用地部 ヨウチブ		各職員が④チェックシートを実施することにより、コンプライアンスについて確実に意識することに繋がったと思われる。		④チェックシートの集計表がＥｘｃｅｌでないため、入力が面倒だった。		各職員のチェックシートの回答をWeb化（ＩＴ化？）して、各所属での集計作業を無くして頂きたい。

		13		　利根川上流河川事務所		①例年のこととはいえ、全職員がＰＣ起動時に必ず目にすることになるのだから、意識付けに一定の効果はあると考える。

②事務・技術混合の班別討議は、事務所内でも実施することは可能ではあるが、いざ実施するとなるとなかなか難しいこと及び河川、道路その他様々な所属の者で討議する場を設けることは事務所ではできないため、一定の意義があると考える。				②上記のとおり良い点もある一方、技術系職員の出席者が少なかったとの声も聞こえている。

⑤各自が自席のＰＣにてＤＶＤが視聴できるといっても、現実的にはわざわざ視聴する者はほとんどいないのが実状。

		14		　利根川下流河川事務所		・朝にパソコンを点けた時に、自動で表示される事で、コンプライアンスについて見直す契機になったと思う。
・事務所等横断的なミーティングでは、事務・技術を問わず、色々な職種からの意見を聞くことが出来た。
・チェックシート実施は、発注者綱紀保持について、改めて考える機会となった。
・各個人のPCでDVDの映像を配信するのは、時間が取りにくい職員に良いと思われる。		・DVD配信は、手軽である反面、時間が来たことを失念してしまう恐れがあるため、会場等で直接聞いた方が、より集中できる。		・DVD配信の画質が粗く、見づらいと感じることがあった。

		15		　霞ヶ浦河川事務所		②事例を含めての解説、講義により、現実的な話が聞けた

③職種の違う職員が集まり、多角的な見方をもって活発な論議が行われた。なかなか気がつかない発想や着眼点も発表され、あらためて勉強になった。		特になし		④職員全員対象としながらも実施率を集計するのは任意実施ということであり、いっそ実施は必須としてはどうか。

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		取組は法令遵守の再認識が図られた。		ＤＶＤを視聴している様子が無かったので、自席では見づらいからだと思い、総務課内に視聴用ＰＣをセットしましたが視聴者は１人もいませんでした。

		17		　江戸川河川事務所		チェックシートについて、この機会を通じて実施することにより、コンプライアンスについて、再認識できる。		DVDの映像配信の開始時間が１３時からとなっており、午後の始業時間からすぐ見ることは難しいと思う。できたら、１４時若しくは１５時開始の方が良いと思う。

		18		　渡良瀬川河川事務所		④チェックシートを実施することにより、職員が誤りやすいポイントを共有することが出来た。

		19		　下館河川事務所		①局長からのメッセージ

③事務・技術による班別討議だったので、多種多様な意見に触れることができた。		⑤通常勤務時間帯において、自席で全てを視聴するのは、殆ど困難。		③全体の時間が1時間30分では短い。半日程度がよい。

⑤自由に視聴できる方法があると有り難い。
例）期間中に指定のＵＲＬ等から適宜アクセスし視聴

		20		　荒川上流河川事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示により、コンプライアンス週間であることは伝わったと思う。		⑤通常業務が多いため、ビデオ放映を見ている職員がほとんどいない。		各職員の通常業務量が多い中、取組ばかり多くても効果は感 　じられない。

		21		　荒川下流河川事務所		②⑤講習会などをイントラで視聴できることは良かったと思います。

③参加者から、事務所横断的ミーティングは、様々な意見を聞けて有用だったと聞いています。				④チェックシートの設問について、読み方によって解釈が分かれるものがあり、前提条件等をはっきり明示するなど正誤がはっきりするような工夫があると良いと思います。

		22		　京浜河川事務所		④についてはおのおの自分で確認ができて良かった。		②について、参加者の希望が少なかった。		DVD放送や外部講師による講習会やアンケートなどの周知についても、PC立ち上げ時のメッセージを活用しても良いと思った。

⑤DVD視聴は各職員の都合の良いときに視聴できるようにしてほしい。打ち合わせ等で視聴できなかった。

		23		　利根川水系砂防事務所		①期間業務職員も含めて、ＰＣへのメッセージ表示があったので、職員全体への周知がはかられていた。

③「事務所等横断的なミーティング」において、港湾も含めた各事務所職員と意見交換をしながら討議できたので実りあるものとなった。				⑤ＤＶＤの映像配信が業務中では観られる時間があまりないため時間を昼休み中にしてはいかがでしょうか。

		24		　日光砂防事務所		①ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は必ず目に入るのでよい

③事務所等横断的なミーティングは活発な意見交換ができた

④チェックシートは再確認に有効		⑤ＤＶＤの映像配信時間が限定されており見ることができなかった。		①メッセージ表示が細かすぎて頭に残らない。キャッチフレーズ的なものでリアルなもの。絵を入れる。

⑤ＤＶＤの映像配信がいつでも見られるような工夫が必要。ＤＶＤの映像は会議室で人を集めて集中的に実施。

		25		　富士川砂防事務所		①パソコンのログイン時に週間の趣旨及びコンプライアンス遵守メッセージが表示されたことは、週間の趣旨が日々確認できたため、有効だと感じた。				②外部講師による講習会、③事務所等横断的なミーティングは、本局ではなく、事務所（ブロック毎等）で実施した方が参加しやすいのではと感じた。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		事務所職員を③事務所等横断的なミーティングに参加させるとともに④チェックシートを実施したことによりコンプライアンスの意識が高まったと思われる。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示や②外部講師による講習会への参加は、毎年同様の内容であるが、職員のコンプライアンス意識ふりかえりの動機付けとなる。 ジュンシュヒョウジガイブコウシコウシュウカイサンカマイネンドウヨウナイヨウショクインイシキドウキヅ				③事務所横断的ミーティングの結果報告がないので、したきりになっている感がある。

④チェックシートはコンプライアンス・ミーティング等でみんなで議論しながら答え合わせをした方がよい。

⑤DVD配信を見る機会を失ったのでいつでも見る機会があったら良かった。 ジムショオウダンテキケッカホウコクカントウギロンコタアホウハイシンミキカイウシナミキカイヨ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		④チェックシートの実施は、職員への意識付けの良い機会となった。				⑤ＤＶＤの映像配信について、各自の机で見ることが出来るのは良いことだが、イヤフォンがない場合や、始まりの時間を逃したりする場合があるので、会議室等で上映会のような形を取ることを来年度は検討する。
　DVDについて、見る時間があるときにいつでも見られるようにしてほしい。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		①日々のメッセージにより効果があった。

②１名参加
③２名参加
　 ※②③は良い取組みだと思うが参加者から他の職員へ広がるよう取り組みたい。

④効果がある。				⑤視聴が広がらないためミーティング実施時に視聴するなどを検討したい。
   
⑥実施していない。ミーティング実施時に視聴するなどを検討したい。

		30		　二瀬ダム管理所						「②外部講師による講習会」「③事務所等横断的なミーティング」において、技術系職員の参加の促進

		31		　品木ダム水質管理所		①ＰＣは毎日立ち上げるので、自動的に、毎日再認識することができるため効果的。繰り返し学習することが重要。
④見聞きしているだけでは、頭では理解しているつもりでも、体には染み込まないため、自分で手を動かし、チェックシートに考えて記入することにより、体で認識することができるようになるため効果的。
③事務所等横断的なミーティングで、３つの事例に関して意見を伝え合った。自分では気がつけなかった情報を守る対策や職場の環境作りを知ることができた。		④設問に読みきれない部分があり、解釈に迷う。条件明示が不十分で、チェックシート内容が不備に感じた
⑤ＤＶＤの映像配信は、全員そろってＤＶＤを見ることは、非現実的であり、他の職員が仕事をしている中、一人でＤＶＤを見るのも気が引けると思われるので、各自のあいている時間に各自で視聴でるのは効果的。また、自動で配信されるので、見やすい。		②，④外部講師による講習会、事務所等横断的なミーティングは参加した職員しか内容が把握されないため、もったいない。
講習会、ミーティングの成果、エッセンスを、全職員に共有することができれば、効果は数倍になると思われる。
①，⑤PCに表示されたり、映像配信されても見ない

		32		　東京国道事務所		①パソコンへの遵守メッセージ表示は必ず目にするので効果があると思われる。
②外部講師による講習会は、コンプライアンスについての意識を高める上で、良かったと思う。本局２箇所で行うよりも、外部講師が事務所を巡回すればより多くの職員が聞けるので、できれば巡回にすると良い。 ジュンシュヒョウジカナラメコウカオモガイブコウシコウシュウカイイシキタカウエヨオモホンキョクカショオコナガイブコウシジムショジュンカイオオショクインキジュンカイヨ		⑤ＤＶＤの映像配信については、全画面表示にすると画質が悪く、ヘッドホンで聞くなどしないと周りに対して迷惑になるので実際に視聴する人は少ないと思う。事務所全体で会議室で上映するなどした方が良い。 エイゾウハイシンゼンガメンヒョウジガシツワルキマワタイメイワクジッサイシチョウヒトスクオモジムショゼンタイカイギシツジョウエイホウヨ		全員に認識させる方策
①は最初の日だけでいいのでは。 ゼンインニンシキホウサクサイショヒ

		33		　相武国道事務所		外部講師による講習会や事務所横断的ミーティングなど、職員の派遣と併せて、所内でのコンプライアンスミーティングやチェックシートの実施、DVDの映像配信により、よりコンプライアンス週間を周知する機会が増えたことで、効率的に取り組めた。				DVDの映像配信は、字幕表示があればなお自席で視聴しやすくなると思われる。また、13時からの映像配信は、休憩時間の直後のため、庁内放送のタイミングも難しく、見逃すことが多いので、映像配信時間を再検討してほしい。

		34		　首都国道事務所						⑤については、時間指定ではなく、オンデマンドで視聴できるような仕組み（メディアプレーヤーで各自の手が空いたときに視聴できる）にできないでしょうか。視聴効果が上がると思います。 ジカンシテイシチョウシクカクジテアシチョウシチョウコウカアオモ

		35		　川崎国道事務所		①～⑥まで全般的に意識向上につながったとの意見が多い		②、⑤について時間がなく参加できないとの意見あり。		ＤＶＤなどいつでも視聴できるような環境があれば理想。

		36		　横浜国道事務所		週間が各所属でコンプライアンス・ミーティングを実施する契機となった。		行事に参加する職員としない職員の意識の差が大きい		講習会の内容が毎年同様であり、参加する職員も同じになる傾向があることから、内容の改善。若しくは指名性にして、全職員が講習を受けるような仕組みが必要

		37		　大宮国道事務所						①事例等を使い内容を毎日変えたほうがより効果的
②⑤自席のPCで聴講したが音声を出しにくい。電話があると中断してしまうため、会議室等で放映し聴講したほうがよい。

		38		　北首都国道事務所						チェックシートですが、期間業務職員も受講できるような内容のものも作成して頂きたいと思います。

		39		　千葉国道事務所		①週間を各自自覚できて良かったので継続してほしい。
②資料もわかりやすく、理解が深まった。
④空いている時間に自由にできるところが良いし、ミーティングなんかよりも理解が深まった。是非継続してほしい				⑤映像が少し古いのではないか。予算的に難しのかもしれませんが、題材を更新しても良いと思います。
④4半期毎など頻度を増やすとより良い。

		40		　宇都宮国道事務所		ＰＣの啓発ポップアップは有効と思われる。				外部講習会による講習会、事務所等横断的なミーティング参加について、やはり、事務系職員の参加が中心になってしまうところ。
　改善するにあたり、主催者側において、予め「事務１名、技術１名以上出席とすること」等にする必要があると思われる。
　是非、検討して頂きたい。

		41		　長野国道事務所		ＣＡＴＶを週間中は毎日同じ内容で放映したこと。勤務時間中に手を止めてまで視聴するようにとはなかなか言えないので、毎日同じ内容であれば断片的であれ、多くの職員が視ることになり、以外と耳に残ることに気が付いた。		チェックシートは、期間業務職員も対象に含むべきなのではないか。国家公務員倫理法等の遵守は職員と同様に課せられているので、意識を高める取り組みとして不可欠だと思う。		チェックシートの設問について、捉え方に個人差が生じやすく、回答の判断基準が「行為の是非」なのか「経験の有無」なのか曖昧なものがあるという意見が数件あったため、もう少し明瞭な表現になると良いのではないかと思う。

		42		　常総国道事務所		・本局開催の講習会・ミーティングに職員を派遣し、持ち帰った資料を回覧することにより、講習会の内容を職員に周知することができた。
・チェックシートは、明確に自信をもって回答すべきと思うのですが、難しいというか悩ましい項目もあります。継続的な実施により、判断する力等をつける機会となれば、と考えます。
・チェックシートを実施することによって、各職員がコンプライアンスに関する事例について自分自身で考える機会を持つことができた。
・コンプライアンスミーティングについても、他者の考えを知るよい機会と考えます。		・当事務所はCCTVが視聴できない環境であることから、週間　中における映像配信の取り組みを生かすことができなかった。　なお、今後、所内にてDVD・講習会の映像を上映する機会を　設けることによりフォローアップを図ることとしている。		・CCTVが視聴できない環境を前提とした措置を検討する必要　がある

		43		　東京外かく環状国道事務所		①、②、③、④は、非常に有効性のある取組と思われる。		⑥について、コンプライアンスＤＶＤの視聴会を実施し、視聴者は昨年度実績の１１名から１９名に増えたが、総職員数から考慮するとまだ少ないと思われる。		⑤について、当事務所では各個人のＰＣでは配信映像が見られない状況のため、会議室等を使いＤＶＤを視聴しているが、会場設営の手間等もあるため、今後は映像配信が視聴できる環境の整備が必要と思われる。

		44		　常陸河川国道事務所		・遵守メッセージのパソコン表示は再認識できてよい		・パソコン表示は必要ないと思う
・DVD映像配信の時間が限定されすぎている		・映像配信は、勤務時間中での視聴が難しいため、昼休みも映像配信をしてほしい
  ・映像配信をコンプライアンス週間に限定せず、配信してほしい。外出が多期間と重なってしまうため、１週間のみの配信だと見る余裕がない

		45		　高崎河川国道事務所		パソコンへのポップアップ（メッセージ）は、全職員が目にするため。
  チェックシートの実施について。				事務所等横断的なミーティングについて、討論・発表の結果、 解説について、本局でまとめて事務所に周知してもらえると助  かります。

		46		　甲府河川国道事務所		④匿名での実施のため、率直な回答が得られている。また、正解率を把握することでフォローアップに繋がる

		47		　関東技術事務所		ミーティングを行ったことにより、認識を深めることができた。
チェックシートにより現況の認識が規範に照らしてどの程度か確認することができた。				ＰＣへの遵守メッセージは週間とは関係なく、ランダムに表示しても良いのでは。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		いずれの取組も、各職員のコンプライアンス意識を高めるためには、有効であると考える。特に、③及び④は、コンプライアンスについて職員自ら積極的に考える機会となることから、その効果は大きいと思う。

		49		　国営昭和記念公園事務所		・どの取組みも意識喚起の点において意義があると考える				・コンプライアンスは多岐にわたるので、いろいろな観点での取
組み必要

		50		　東京第一営繕事務所		・チェックシートは正誤が分かれる回答があり、基本的考えを修正する機会となった				・PCへのメッセージ内で、チェックシートにある様な問題を日替わりで掲載したらどうか

		51		　東京第二営繕事務所		①については、全員に毎日お知らせとして目にするので、効果が高いと思います。		②について、講習会参加と映像配信視聴がいづれも全員参加では無い事。全員が必ずどちらかに参加必須にしないと全体として効果が薄いのでは。		②について、参加可能人数が限られる点と参加者が事務官に偏っている様だった事。技官の関心の低さも問題。

		52		　甲武営繕事務所		・メッセージ表示。
・事務所横断的なミーティング
  コンプライアンスは、一般の職員にとって実感が湧かない面があると思うので、管理職以外の職員でのミーティングは効果的。
・ＤＶＤの貸し出し
 映像配信が受けられないので、ＤＶＤを借り受け視聴できた。				外部講師による講習会は説明も分かりやすかったが、毎年同じような内容で新鮮味に欠ける。また資料のページ数が多く省略箇所も多々あったので、もう少しコンパクトにして説明しきれる容量にした方が良いと思う。（「後で見ておいて」と言われてもなかなか見ない）

		53		　宇都宮営繕事務所		③について、普段接する機会が少ない他事務所との意見交換等は有意義であると考える。				⑥について、DVDの種類等の充実を図っていただきたい。

		54		　横浜営繕事務所		チェックシートを行うことで、具体的な事例を知ることができ、コンプライアンスへの意識が高まった。
  毎回継続している点
  チェックシートの解答を行い、自分の間違いを解説で確認できたこと				パソコンを立ち上げるとメッセージが出るが、毎回同じような内容なので、「ああまた同じメッセージか」となるので、目に止まるような工夫が欲しい
  メッセージが出るが、見出しくらいしか読まずに仕事にかかってしまうので、工夫が必要と思う

		55		　長野営繕事務所						②外部講師による講習会は、映像配信により聴講可能だが、業務等の都合により、ほとんどの職員は聴講ができていない。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		外部講師による講習会を実施することにより、改めて官製談合などの不正行為に対する注意喚起が図られた。
　ＴＶ会議システムによるＤＶＤ映像配信は短時間で参加しやすく１００％の参加となった。
　チェックシートにより職員が発注者綱紀保持をよく理解していることがわかった。事業者の対応は解答より厳しい認識を持っている職員が多く解説により適切なルールが認識された。		横断的なミーティングは、総務担当者の出席が多く、目的に反して効果が薄いのではないか。あえて全事務所から参加者を集める必要はなかった。		外部講師による講習会（さいたま会場）のＴＶ会議システムによる映像配信が不明瞭で10名程度の参加者が途中退席となった、2回の講習会のどちらかに都合を合わせていたため、出席率が低い結果となった。事前の準備調整が必要。

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		①は喚起という点で不可欠
②は専門的立場からの観点という点が良い
④は全員が強制的に再認識させられる点				②さいたまからの音声が聞き取れなかった

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		③業務多忙の中、2名を参加させることができた。		②もう少し多くの職員が聴講できればよかった。
③開催場所が途中で変わったが、出席者へうまく伝えることができなかった。
④正解率があまりよくなかった設問もあったので、講習会などで取り組みたい。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		チェックシートの集計によって、多くの職員が同じ誤りをしていることに気づくことができた。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・PCでメッセージが表示されるのが良い。
・DVDの上映回数（日数）が例年に比べ多くよかった。
・DVDが「セクハラ」と「パワハラ」の２種類ありよかった。		・DVD（テレビ配信）の画質が不鮮明で見づらかった。
・外部講師による講習会のアンケートについて、提出必須の感があり少し違和感をおぼえた。		・繰り返しが大事なことは理解するが、外部講師の講習会について、講師、講義内容が例年とほぼ同じ。
　講師や内容を少し変えるとかの工夫をししてもらいたい。
・同じような内容なので参加を見合わせるものもあった。
・DVDについて、可能であれば１日中ループで再生して頂けると有り難い。又は、映像データをサーバーにUPしておくことで各自のタイミングで視聴できるので有意義では。

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		職員全員の参加により取り組むことができ、コンプライアンスの確保の重要性についての認識を再確認できたこと。		取組内容が例年とさほど変化がないため、ややマンネリ化しつつあると感じている。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		①毎朝表示される事による、各職員の意識付けがしっかり行われること。
③横断的なミーティングは、普段接していない組織とコンプライアンスについて討議ができ、有意義であった。		②外部講師によるTV会議講習会が2日あったが、１日は音声不通であったため、職員が都合の良い日を選択することができなかった。		④例年　同じ問題ばかりであるものの、正解率はあまり変わっていないので、やはり本取り組みは必要であるが、慣習的にやってしまうのではないか。
  コンプライアンスに対する意識は非常に高まってきているが、毎年同じやり方により慣れが生じ、意識が定着しなくなるため毎年新たな取り組みを実施してほしい。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		③は、係長以下級で実施しているので、置かれている状況が違う事務所の人の意見が聞けて参考になった。
　人数が少ない事務所にとって、2名出すのは大変なので、1日で1名にしてもらった方が良いと思った。今後も続けていくのはいいと思う。
　④は、改めてコンプライアンスについて、確認が出来る。いいと思う。				②も⑤も周知はしていたものの、仕事が入ってしまうなどで、
受講が出来ない（見られない）人が多かった。同時間帯に打合せなど入れないように各課にも協力してもらうと受講出来るのではないかと思う。





４．コンプライアンス・ミーティングの実施状況

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目４．】コンプライアンス・ミーティングの実施状況 コウモクジッシジョウキョウ

		№		事務所名 ジムショメイ		「コンプライアンス・ミーティング題材」 ダイザイ		「公務員の不祥事等」 コウムインフショウジトウ		上記以外の資料 ジョウキイガイシリョウ		実施していない ジッシ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ				1				　

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		1						1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						　

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		1		1		1		　

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		1						　

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		1						　

		7		建政部 ケンセイブ		1		1				　

		8		河川部 カセンブ		1						　

		9		道路部 ドウロブ		1						　

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		1						1

		11		営繕部 エイゼンブ		1		1										コンプライアンス・ミーティングの実施状況 ジッシジョウキョウ

		12		用地部 ヨウチブ		1												「コンプライアンス・ミーティング題材」を用いて実施 ダイザイモチジッシ		「公務員の不祥事等」を用いて実施 コウムインフショウジトウモチジッシ		上記以外の資料を活用して実施 ジョウキイガイシリョウカツヨウジッシ		未実施 ミジッシ

		13		　利根川上流河川事務所		1		1										54		39		8		4

		14		　利根川下流河川事務所		1		1

		15		　霞ヶ浦河川事務所						1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		1		1

		17		　江戸川河川事務所		1		1

		18		　渡良瀬川河川事務所		1		1

		19		　下館河川事務所				1

		20		　荒川上流河川事務所		1

		21		　荒川下流河川事務所		1

		22		　京浜河川事務所		1		1

		23		　利根川水系砂防事務所		1

		24		　日光砂防事務所		1		1

		25		　富士川砂防事務所		1		1

		26		　八ツ場ダム工事事務所		1		1

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		1

		28		　利根川ダム統合管理事務所		1		1		1

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		1

		30		　二瀬ダム管理所		1

		31		　品木ダム水質管理所		1		1

		32		　東京国道事務所				1

		33		　相武国道事務所		1

		34		　首都国道事務所								1

		35		　川崎国道事務所		1		1

		36		　横浜国道事務所		1		1

		37		　大宮国道事務所		1		1

		38		　北首都国道事務所				1

		39		　千葉国道事務所		1		1

		40		　宇都宮国道事務所		1		1

		41		　長野国道事務所		1		1		1

		42		　常総国道事務所		1		1

		43		　東京外かく環状国道事務所		1

		44		　常陸河川国道事務所		1		1

		45		　高崎河川国道事務所		1		1

		46		　甲府河川国道事務所				1

		47		　関東技術事務所		1		1

		48		　国営常陸海浜公園事務所		1		1

		49		　国営昭和記念公園事務所		1		1

		50		　東京第一営繕事務所		1		1		1

		51		　東京第二営繕事務所		1		1		1

		52		　甲武営繕事務所		1

		53		　宇都宮営繕事務所				1		1

		54		　横浜営繕事務所		1		1

		55		　長野営繕事務所		1		1

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		1

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1				1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1		1

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		1

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1				1

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		1

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ				1

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		1						　

				集計 シュウケイ		54		39		8		4
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コンプライアンス・ミーティングの実施状況



５．来年度以降の継続について

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目５．】来年度以降の取組継続について コウモクライネンドイコウトリクミケイゾク

		№		事務所名 ジムショメイ		継続 ケイゾク		改善して継続 カイゼンケイゾク		廃止 ハイシ		理　由 リヨシ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ		1

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		1						コンプライアンスはしつこいくらいでちょうどいいのでは？と感じている カン

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						最近、公務員の不祥事情報が増えており、各自の認識を改める意味からも継続しておくことがいいと思う。 サイキンコウムインフショウジジョウホウフカクジニンシキアラタイミケイゾクオモ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ				1				講習会やミーティングは継続するべきであるが、マンネリ化とならないようトレンドを取り入れたり、重点的に行う内容を絞り込む等工夫が必要と考える。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ				1				横断的なミーティングよりも簡易に取り組めるチェックシートのような取り組みを増やした方が良いと思う。

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		1						本取り組みは重要であると考えられる為。

		7		建政部 ケンセイブ				1				・官製談合を行ってしまった地整としては不要とはできないはず。全員参加義務型の講義を行ってもよいのではないか。

		8		河川部 カセンブ		1						コンプライアンスについて、職員に定着しているものの、年１回程度は、コンプライアンスについて考える機会は必要と思います。

		9		道路部 ドウロブ		1

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ		1						コンプライアンスは年間を通じての取り組みですが、週間を定めることにより、短期間に様々な取り組みを集中して実施し、職員のコンプライアンス意識を更に高めることや再認識することが出来るため。

		11		営繕部 エイゼンブ		1

		12		用地部 ヨウチブ				1				コンプライアンスについて、改めて意識することができるため、継続すべきと思料。ただ、各所属の事務作業が負担なので、ＩＴ化等に御尽力いただき、各所属の作業の省力化を図った上で実施して頂きたい						来年度以降の継続について

		13		　利根川上流河川事務所				1				コンプライアンスの取り組みはたとえマンネリ化していても継続していくことが重要（とはいえ、そろそろ他の取組内容も検討すべきではないか）。						継続 ケイゾク		改善して継続 カイゼンケイゾク		廃止 ハイシ

		14		　利根川下流河川事務所		1						事務所長を筆頭に、継続学習がコンプライアンスの遵守につながると考えている。						47		15		0

		15		　霞ヶ浦河川事務所		1

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所		1

		17		　江戸川河川事務所		1						職員にコンプライアンス週間をさらに浸透させるため。

		18		　渡良瀬川河川事務所		1						継続して実施することで、コンプライアンス週間に関する意識が定着していくと考える。また、定期的にチェックシートを行うことで、自身の認識を再確認する機会になる。

		19		　下館河川事務所		1						（改善を行ったうえで）職員の意識向上に繋がる取組だから

		20		　荒川上流河川事務所				1				忙しい職員が多い中、取り組み作業が増えたため。

		21		　荒川下流河川事務所		1						集中してコンプライアンスを意識してもらうため。

		22		　京浜河川事務所		1						繰り返し継続的に行うことが重要といわれているのだから継続すべき。時間のかからないチェックシートのような簡単にできるものが有効と思った。

		23		　利根川水系砂防事務所		1						職場内のコンプライアンスは、継続的に行うことが有用であるため。

		24		　日光砂防事務所		1						再認識、常に行動意識を保つため

		25		　富士川砂防事務所		1						定期的にコンプライアンスについて考える機会を設け、職員の意識改革を促す必要性があると考えているため。

		26		　八ツ場ダム工事事務所		1						コンプライアンスの意識を継続的に意識させるためには必要な取組であると考える。

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		1						コンプライアンスを遵守することは当然のことと認識しているが、再度確認することは大切だと思う。 ジュンシュトウゼンニンシキサイドカクニンタイセツオモ

		28		　利根川ダム統合管理事務所		1						繰り返し続けることが重要と考える。

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所		1						繰り返し取り組んでいくことでコンプライアンスに対する習熟度が上がると思う。

		30		　二瀬ダム管理所		1						コンプライアンス意識の持続を図るためには、継続的な実施が必要と考えるため。

		31		　品木ダム水質管理所				1				・重要な取り組みであるが、職員も少なくなり各自多忙な状況であるため、時間的にも、理解度的ににも、効果的な方法、内容に改善しながら継続すべき。
・初めてのコンプライアンス週間で、規則やいろいろな事例について考えることができた。定期的にこのような週間があれば、毎日気を引き締めて業務をこなすことができる。
・繰り返し行うことが重要。あきないような工夫があると良い。
・ミーティング題材のブラッシュアップ及び担当者に応じた題材の設定

		32		　東京国道事務所				1				業務量で日時を調整できないのか。 ギョウムリョウニチジチョウセイ

		33		　相武国道事務所		1						いろいろな取り組みを行う中で、周知の機会が増えるため、関心を集めることが出来る。

		34		　首都国道事務所		1						職員が意図せずコンプライアンス違反事案に巻き込まれる恐れがあるため、ルールの周知と起こりうるケースの分析は必要と考えるため。 ショクインイトイハンジアンマコオソシュウチオブンセキヒツヨウカンガ

		35		　川崎国道事務所		1						コンプライアンスの重要性に関して再認識するためにも、定期的に行う必要があると思われる。

		36		　横浜国道事務所				1

		37		　大宮国道事務所

		38		　北首都国道事務所		1

		39		　千葉国道事務所		1

		40		　宇都宮国道事務所		1						毎年継続して行うことが重要と考える。

		41		　長野国道事務所				1				コンプライアンス週間のみならず、年間通して四半期毎等の講習会やチェックシートを実施することが有効ではないかと感じたため。

		42		　常総国道事務所		1						考えるきっかけを定期的に設けることは必要と考えます。

		43		　東京外かく環状国道事務所		1						コンプライアンスに関する意識を高め、その意識を維持していくためには、このような取組の継続は重要と考える。

		44		　常陸河川国道事務所		1

		45		　高崎河川国道事務所		1						コンプライアンスの意識を高めるために必要であり、周知をはかるきっかけになると思います。

		46		　甲府河川国道事務所		1

		47		　関東技術事務所		1						必要性・重要性を再認識するために必要と思われる。

		48		　国営常陸海浜公園事務所		1						各職員のコンプライアンスへの意識が希薄にならないよう、今後もコンプライアンス週間を継続的に実施していくことが、必要と考える。

		49		　国営昭和記念公園事務所				1				繰り返し行わなければ定着しない。マンネリにならないような工夫も必要

		50		　東京第一営繕事務所		1						・コンプライアンスに対する意識付けに必要

		51		　東京第二営繕事務所		1						改善しないとルーティン行事になり、関心が低下し、また効果が下がる。

		52		　甲武営繕事務所				1

		53		　宇都宮営繕事務所		1

		54		　横浜営繕事務所		1						職務上、工事現場において受注者と接触する機会があり、距離感を保ちながら行動するための注意が必要なので
  不祥事が絶えない状況にあり、取り組みをやめる理由がない

		55		　長野営繕事務所		1						コンプライアンスについては、毎年度繰り返し行い、意識を浸透させることが重要。

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ		1						業務多忙な中において、週間という位置づけによる取組みへの参加要請が職員に浸透しており、職員のコンプライアンス意識を保つためのひとつの方法として効果的だと考える

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ				1				全ての者が出席することがなかなか困難であるため、取り組み方法を検討したい。

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ		1						コンプライアンスの重要性は、職員の意識に深く浸透しているが、その意識を保つためには継続した取り組みが不可欠と考える。

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ				1				・毎年度実施することでコンプライアンスに対しての自己啓発に繋がる。
・繰り返しで実施することが重要。継続することで、意識付けも継続できる。ただし、マンネリ化しないよう内容に変化が必要。
（その理由）
・コンプライアンスに対する意識の醸成に大いに効果があるので１．～３．に示した点を改善して継続

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ		1						従前からの取り組みによって、コンプライアンス確保の重要性についての職員の認識は充分かと思いますが、薄れることのないようにしていくことが必要であるため。

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ				1				アンケートの結果を反映し、悪いところを見直した上で継続して実施することで、コンプライアンスに対する理解が高まると感じるため。

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ		1

				集計 シュウケイ		47		15		0
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５．来年度以降の継続について

		



来年度以降の継続について



６．その他自由記述

		平成30年度コンプライアンス週間に関するアンケート ヘイセイネンドシュウカンカン

				【項目６．】その他自由記述 コウモクタジユウキジュツ

		№		事務所名 ジムショメイ		意見等 イケントウ

		1		総務部人事課 ソウムブジンジカ

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		継続することが必要・大切とは理解しているが、形式的、形骸化している。
難しいかもしれないが、何か新しい取組が必要かも。 ケイゾクヒツヨウタイセツリカイケイシキテキケイガイカムズカナニアタラトリクミヒツヨウ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ		違反行為に対する懲戒処分や措置等の内容について、具体例等を積極的に周知することにより、より身近に考えられることもあるのではないか。

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部（技術管理課） キカクブギジュツカンリカ		全員を対象としたセルフチェックシートを実施したことについて職員の認識のずれや改正された点などを把握できた事について有効であったと思われる。
　ただ、問いに対する解説の一部（No8）について、誤解を生じたため、補足の説明があればよかった。
（例：利害関係者と割り勘で飲食をする事は問題ないが、「国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない」という倫理行動基準が求められる）

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ

		9		道路部 ドウロブ

		10		総務部（港湾）・港湾空港部 ソウムブコウワンコウワンクウコウブ

		11		営繕部 エイゼンブ		コンプライアンスミーティングの題材に象徴されているが、コンプライアンスの全般的な取組についてマンネリ感が否めない。多少お金がかかっても、民間企業が行っている取組なども積極的に導入してはどうか。

		12		用地部 ヨウチブ		適正業務管理官が発出するコンプライアンスメールなど、各職員へそのまま送付するもの（※）は、直接、各職員へメール発信して頂きたい。
（※）周知にあたり、各所属で検討を要するものは除く。

		13		　利根川上流河川事務所

		14		　利根川下流河川事務所		・コンプライアンスDVDの事務所内放映会を、７月以降継続して行っていく予定。

		15		　霞ヶ浦河川事務所

		16		　霞ヶ浦導水工事事務所

		17		　江戸川河川事務所

		18		　渡良瀬川河川事務所

		19		　下館河川事務所		コンプライアンスに関する各講習の参加について呼びかけるも、業務を理由に参加率が低い。

		20		　荒川上流河川事務所		アンケートやミーティング等が多く、事務量がかなり増えた。
講習会等の映像を配信していただいても、仕事が忙しいため、見られない職員が多かった。
時間を取らずに記憶に残る取組を考えてほしい。

		21		　荒川下流河川事務所		設問別正解率の地整全体版の結果を情報提供していただけると今後の事務所内のコンプライアンスミーティング等で活用させていただきます。

		22		　京浜河川事務所		意識の高揚を図るために毎日、館内放送にて周知を行い、とにかく繰り返し行い継続していくことい意味があると思う。
チェックシートについては、回収を行うことによりとテスト方式に近く、出し渋る人がいた。回収を行わない方法でも良いと思った。

		23		　利根川水系砂防事務所		セルフチェックシートについて、問題を更新して年に数回実施してもよいと思う。（集計はしないで周知のみ）

		24		　日光砂防事務所		・ＯＢに対してもコンプライアンスの取り組みが必要
・各役職別に起きた不祥事等を整理してもらうと説明しやすい

		25		　富士川砂防事務所

		26		　八ツ場ダム工事事務所

		27		　相模川水系広域ダム管理事務所		OBが参加する会議にコンプライアンスのコマを入れたほうがよい。（例：防災エキスパート意見交換会）

実際に困るような場面に遭遇した方から題材を募集したらどうか。 サンカカイギイレイボウサイイケンコウカンカイ

		28		　利根川ダム統合管理事務所

		29		　鬼怒川ダム統合管理事務所

		30		　二瀬ダム管理所

		31		　品木ダム水質管理所		・入省まもない職員と、ベテラン職員とでは、学習内容を多少変えた方が効果的と思われる。
・効果的な内容をするためには、このようなアンケートを実施することは意味があり、アンケートを参考に、実施方法の改善をはかることは良いことを思います。
・発注者綱紀保持規定などの規則をこれからしっかり理解していきたい。悪気のない相手の違反な質問を断ることで、相手を守ることにつながる。
・意識するあまり、利害関係者等との技術情報の交換をしなくなり、最新の実績や技術について疎くなった。

		32		　東京国道事務所		・公務員の不祥事等は毎月全ての職員にメール等で配布した方が良いと思われる。
・信賞必罰があると本気で考えるようになるかと思う。コンプライアンスを特に遵守している組織・課等を表彰する等の工夫はできないか。 コウムインフショウジトウマイツキスベショクイントウハイフホウヨオモシンショウヒツバツホンキカンガオモトクジュンシュソシキカトウヒョウショウトウクフウ

		33		　相武国道事務所

		34		　首都国道事務所		コンプライアンスの徹底については、その重要性を認識しているので、当事務所としては、実施できなかった期間中の取組内容について、開催時期をずらして改めて実施する予定で準備しています。 テッテイジュウヨウセイニンシキトウジムショジッシキカンチュウトリクミナイヨウカイサイジキアラタジッシヨテイジュンビ

		35		　川崎国道事務所		忙しい職員は、講習会やＤＶＤ視聴などに参加のタイミングが合わないことが多く、課によっても参加度合いに偏りが生じてしまう。
　著作権等の問題があるかもしれないが、⑤については、オンデマンドの映像配信のようにいつでも視聴できるのが理想。

		36		　横浜国道事務所

		37		　大宮国道事務所

		38		　北首都国道事務所		本週間を関東独自に実施するに当たり、当時のアドバイザリー委員会委員長から、実施するのはいいが、マンネリ化するのである程度経ったら「一度辞めてみる」勇気も必要との意見があった。
　平成３１年度で丸５年目の取組となるため、平成３２年度からはいったん廃止するなど、そろそろ一考するのも良いかと思います。

		39		　千葉国道事務所		コンプライアンスも、人事評価や文書管理で行っているe-ラーニングを実施したらどうでしょうか。

		40		　宇都宮国道事務所		継続する重要性は言うまでもないが、常態化する懸念もある。
特に、外部講師による講習会、適正業務指導官による講習会等において、聴講する側の職員コンプライアンス意識の一層の向上を図るためにも、講義内容の刷新・工夫等も必要であると思われる。

		41		　長野国道事務所		外部講師の講習会は、年間通して定期的に４～５回開催されている。同様に、チェックシートも定期的に全職員に対して実施すると、理解度の統計把握につながるため、今後の周知方法等に活かせると思う。

		42		　常総国道事務所

		43		　東京外かく環状国道事務所

		44		　常陸河川国道事務所		コンプアイアンスに抵触する事ばかりではなく、こういった事は大丈夫といった事例も多く紹介してほしい

		45		　高崎河川国道事務所

		46		　甲府河川国道事務所

		47		　関東技術事務所		利害関係者（ＯＢ等）とのつきあい方が不明確である。
週間のみの取り組みではなく、日常的にコンプライアンスを意識できる環境を整える。

		48		　国営常陸海浜公園事務所

		49		　国営昭和記念公園事務所

		50		　東京第一営繕事務所		・営繕事務所でも映像配信が視聴できるとよい

		51		　東京第二営繕事務所		とにかく係長以下の技官の関心が低く、積極的な参加がない。
  事務官は、関心の高低はともかく、人数合わせでの参加もあり、　結果的に参加機会が多い。

		52		　甲武営繕事務所		・コンプライアンスは繰り返しの啓蒙が必要だが、マンネリ化　克服が課題。しかし、新しいことを始めることに傾注しすぎて　の、職員への「負荷増加」は避けていただきたい。
・チェックシート結果によると、特定の質問に不正解が集中している。回答・解説はあるが、解りにくい・紛らわしい事例について講習等で理解を深める必要がある。

		53		　宇都宮営繕事務所

		54		　横浜営繕事務所		常日頃から国民の目線にたち、遵法意識を持ち続けていきたい
  不正行為などは人の心理と深く関わる面があると思うので、事例研究には、設定背景に心の状態を含めた例で考えることが良いのではないか
  コンプライアンスは継続が重要であり、週間以外の時も意識付けをした方が良い

		55		　長野営繕事務所

		56		鹿島港湾・空港整備事務所 カシマコウワンクウコウセイビジムショ

		57		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ

		58		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ

		59		東京空港整備事務所 トウキョウクウコウセイビジムショ

		60		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・コンプライアンスへの意識を改めて持つことができ効果的だと感じる。不祥事やトラブルが少なくなるよう、更に内容を改善　しつつ継続されることを望む。
・同じような題材・テーマの講習等を継続することの意義は理解するものの、ややマンネリ化している。

		61		東京湾口航路事務所 トウキョウワンコウコウロジムショ

		62		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ

		63		横浜港湾空港技術調査事務所 ヨコハマコウワンクウコウギジュツチョウサジムショ
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コンプライアンス週間に関するアンケートの取りまとめ
（平成27～30年度）

１．週間の設定時期及び期間について

２．来年度以降の継続について

【アンケート結果を踏まえての改善点】
・平成27年度に11月実施だったものを平成28年度より6月実施とした。

平成27年度より実施しているコンプライアンス週間の本局各部・各事務所のアンケート結果について、
下記のとおり取りまとめ、傾向の把握に努めたものである。

【アンケート結果を踏まえての改善点】
・平成29年度から新たな取り組みとして、「事務所等横断的なミーティング」を実施した。
・平成29年度から「コンプライアンスに関する講習会」の映像配信を実施した。
・平成30年度は新たなDVD映像を配信した。

取りまとめ結果から、コンプライアンス週間が定着してきていることが伺える。一方で、取組を改善すべ
きという意見がまだ一定の割合あることから、よりいっそうの工夫が必要と言える。
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【主なアンケート意見】
・マンネリ防止のための工夫をしてほしい。
・映像をイントラに掲載する等、ITをより活用してほしい。

別紙４
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平成３０年度 関東地方整備局コンプライアンス週間

公正取引委員会による講習会について
（実施結果報告 ）

②日 時：平成３０年６月１日（金）１５：３０～１７：００

場 所：横浜第２合同庁舎 １３階 １３１、１３２会議室

参加者：一般職員１８８名（会場受講者９１名、映像配信受講者９７名）

＜内容＞

講義 「入札談合の防止に向けて」（独占禁止法と入札談合等関与行為防止法）

①入札談合をやらせない（入札談合の監視役）

②入札談合に関与しない（当事者となるリスク）

○官製談合事件の紹介

○職員による入札等の妨害

○官製談合防止に向けて（まとめ）

〔公正取引委員会による講義風景（横浜）〕〔公正取引委員会による講義風景（さいたま）〕

①日 時：平成３０年５月１６日（水）１５：３０～１７：００

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 大研修室５Ａ

参加者：一般職員１６２名（会場受講者１０４名、映像配信受講者５８名）

別紙５
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講習会に関するアンケート 集計結果

１．入札談合の防止及び入札談合等関与行為

防止法についての知識は、

講習会の出席前はどの程度ありましたか？

ある程度、内容を把握していた職員が

多数であったが、内容を知らなかった職員も

２割強いたことから、引き続き講習会を定期

的に実施していくことが必要であると考えられる。

２．講習会への出席により入札談合の防止

及び入札談合等関与行為防止法

についての理解が深まりましたか？

講習会への出席により、理解が「深まった」

あるいは「多少深まった」と回答した職員が

大多数であり、一定の成果があったものと

考えられる。

※（アンケート回答数３４７）

３．講習の内容は、今後の業務で役立つと

思いますか？

講習の内容は、今後の業務で「役立つと

思う」あるいは「多少役立つと思う」と回答した

職員が大多数であり、業務に役立つ内容で

あったと考えられる。

４．その他、講習会に関する意見等（自由記述）

・事例を示して、解説があったので、非常に分かりやすいと思った。

・せっかくの公正取引委員会による講義だったので、最新の中央リニア談合事件の状況とか聞
いてみたかった。

・先日、東北農政局の官製談合がニュースになった。根本的な対策がないまま、繰り返し継続
して精神に働きかけるのも、慣れてしまっているのでは・・・？
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Graph1

		ある程度、内容を把握していた。

		内容については殆ど知らなかった。

		名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。

		名称及び内容について全く知らなかった。
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集計表

		平成30年度公正取引委員会による講習会に関するアンケート ヘイセイネンドコウセイトリヒキイインカイコウシュウカイカン

				（１）担当業務 タントウギョウム								（２）役職 ヤクショク												（３）研修会出席前の知識 ケンシュウカイシュッセキマエ								（４）出席後の理解の深まり ゴ												（５）内容の理解のしやすさ										（６）今後の業務で役立つか										（７）職場での周知等の予定か												（８）その他、研修会に関する意見等について

		№		① 工事・物品・委託業務等の発注業務 コウジブッピンイタクギョウムトウハッチュウギョウム		② 契約・会計業務 ケイヤクカイケイギョウム		③ コンプライアンス等の内部統制業務 トウナイブトウセイギョウム		④ その他 タ		① 部長クラス ブチョウ		② 課長クラス カチョウ		③ 課長補佐クラス カチョウホサ		④ 係長クラス カカリチョウ		⑤ 一般職員 イッパンショクイン		⑥ その他 タ		① ある程度、内容を把握していた。 テイドナイヨウハアク		② 内容については殆ど知らなかった。 ナイヨウホトンシ		③ 名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。 メイショウシナイヨウマッタシ		④ 名称及び内容について全く知らなかった。 メイショウオヨナイヨウマッタシ		① 深まった フカ		② 多少深まった タショウフカ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり深まらなかった フカ		⑤ 深まらなかった フカ		⑥ 既に十分知っている スデジュウブンシ		① 理解しやすかった リカイ		② 比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		③ どちらとも言えない イ		④ やや理解しにくかった リカイ		⑤ 理解しにくかった リカイ		① 役立つと思う ヤクダオモ		② 多少役立つと思う タショウヤクダオモ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり役立たないと思う ヤクダオモ		⑤ 役立たないと思う ヤクダオモ		① 研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		② 上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		③ 同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		④ 職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		⑤ 周知等の予定はない シュウチトウヨテイ		⑥ その他 タ

		1		1										1										1										1												1										1								1

		2				1		1						1										1								1												1										1										1						1

		3		1																1						1						1												1										1												1				1

		4		1		1		1						1										1																		1		1												1														1						開始時間は15時～が良い。事例は何度も聞いている。再認識するのは良いが。詳細な説明で時間をかける必要なあまりないのでは。（防止の方に時間をかける。） カイシジカンジヨジレイナンドキサイニンシキヨショウサイセツメイジカンヒツヨウボウシホウジカン

		5				1										1								1								1												1										1																		1

		6				1										1								1										1										1												1																1

		7		1														1						1								1												1										1																1

		8								1				1										1										1												1										1														1

		9		1										1										1										1										1										1														1		1						これだけ、コンプラの推進等対策を行っているだろうと思われる国等が、まだ先日の農政局の話も出てきました。根本的な対策がないように思えるのと何度も同じことを繰り返し継続して対策をして精神に働きかけているのも慣れてしまっているのでは・・・？（※罰則や報告書の防止策を集中的に行う講習会にしてみては。） スイシントウタイサクオコナオモクニトウセンジツノウセイキョクハナシデコンポンテキタイサクオモナンドオナクカエケイゾクタイサクセイシンハタラナバッソクホウコクショボウシサクシュウチュウテキオコナコウシュウカイ

		10				1								1										1								1												1										1														1		1

		11		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		12						1						1										1								1												1										1																1

		13				1								1										1								1												1										1																1

		14		1										1										1								1												1										1														1		1

		15						1														1		1										1												1										1								1

		16		1		1		1										1						1										1												1										1														1

		17		1														1						1								1														1										1														1

		18				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		19				1												1						1								1												1										1																				1		仕方ないのですが、官製談合の事例を聞くと、いつも嫌な気分になります。 シカタカンセイダンゴウジレイキイヤキブン

		20		1														1						1								1														1								1												1				1

		21		1		1								1										1								1												1										1														1		1

		22		1										1										1								1												1										1														1

		23						1						1										1								1														1								1										1						1

		24		1										1										1								1												1										1																						大変わかりやすい内容でした。 タイヘンナイヨウ

		25		1		1		1						1										1								1												1										1										1

		26						1														1		1										1												1												1												1

		27								1				1										1										1												1								1																1

		28						1						1										1												1												1								1														1

		29								1												1		1										1												1								1																1

		30						1														1		1								1																1						1																1

		31						1						1										1								1												1												1										1		1

		32		1										1										1										1												1								1														1		1

		33				1												1						1										1												1								1																		1

		34		1														1										1				1														1								1																1

		35								1												1								1				1												1								1																		1

		36		1		1		1				1												1								1												1										1														1

		37		1		1								1										1										1												1										1												1		1

		38		1										1										1										1										1										1																1

		39				1								1										1								1												1										1																1

		40						1						1										1								1														1								1																1

		41								1						1								1										1												1										1														1

		42								1								1						1								1												1										1																1

		43								1						1								1								1												1										1														1		1

		44		1														1						1										1												1										1														1

		45						1								1								1										1										1												1																1

		46								1						1								1										1										1										1																		1

		47		1																		1		1								1														1								1																1

		48								1										1								1				1												1										1

		49		1														1						1								1												1										1																1

		50								1						1								1										1												1										1																1

		51								1						1										1								1												1								1																1

		52						1						1										1								1												1										1																1

		53		1										1										1								1														1								1														1

		54				1												1						1										1												1								1														1		1

		55		1												1								1								1												1										1																1

		56				1								1										1								1												1										1																		1

		57				1								1										1								1														1										1														1

		58		1														1						1								1												1										1																1

		59						1								1								1								1												1										1																		1

		60		1												1								1								1												1										1												1		1		1

		61				1										1								1								1												1										1																1

		62				1										1								1								1												1										1																		1

		63								1						1										1						1												1										1										1												事務局の声が聞こえない。 ジムキョクコエキ

		64		1												1								1																1		1		1																		1								1

		65		1												1								1								1														1								1										1

		66		1								1														1								1										1										1																				1

		67						1		1						1								1								1												1										1																1

		68		1												1								1								1												1										1																1

		69								1						1								1										1												1										1												1

		70				1										1										1						1														1										1												1		1						具体事例がもう少し欲しかった。 グタイジレイスコホ

		71		1										1														1				1														1								1																1

		72				1														1						1								1												1								1												1										講義の中で、青森市の例の時、違反業者と排除措置命令を受けた業者の数が違いますがその違いは何なのでしょうか？課徴金の減免は理解できたのですが・・・ コウギナカアオモリシレイトキイハンギョウシャハイジョソチメイレイウギョウシャカズチガチガナンカチョウキンゲンメンリカイ

		73				1										1								1										1												1										1																1

		74		1														1								1						1												1												1														1

		75								1				1										1										1												1										1														1						このような研修は繰り返し行うことが必要。改めて認識を行うことにより、防止につながると思う。 ケンシュウクカエオコナヒツヨウアラタニンシキオコナボウシオモ

		76						1						1										1								1												1										1																1

		77								1				1										1										1										1										1																1

		78		1										1										1										1										1										1																1

		79		1														1										1				1												1										1																		1

		80		1												1								1								1												1										1																				1		わかりやすい説明でした。 セツメイ

		81				1		1						1										1																						1								1														1		1

		82						1						1										1								1												1										1												1				1

		83		1										1										1								1										1		1										1														1		1

		84				1												1						1										1												1										1								1

		85		1										1										1								1														1								1														1

		86				1		1						1										1								1														1								1										1						1

		87						1				1												1								1												1										1														1

		88						1						1										1								1												1										1												1

		89		1										1										1								1														1										1														1

		90		1										1												1								1										1												1														1

		91						1						1										1								1												1										1												1		1		1

		92		1		1								1										1										1												1										1														1

		93				1								1										1								1												1										1																1

		94		1		1												1										1						1												1								1																1

		95		1						1						1												1				1												1												1														1

		96		1										1										1								1												1										1														1

		97				1								1										1								1												1										1												1		1

		98				1								1										1								1														1								1										1						1

		99				1								1										1								1												1										1																1

		100								1										1						1								1												1								1												1		1

		101		1																1						1						1												1										1																1

		102								1						1								1								1												1										1																1

		103		1		1										1								1								1														1								1										1						1

		104						1						1										1								1												1										1												1

		105								1				1										1										1										1										1																1

		106								1						1								1										1												1												1												1

		107								1								1						1												1																1						1																1		映像配信で講師以外の会場音声が大きくて、講師の話が聞き取りにくかった。講師のマイク以外の音声をカットして配信して欲しい。 エイゾウハイシンコウシイガイカイジョウオンセイオオコウシハナシキトコウシイガイオンセイハイシンホ

		108								1				1										1								1														1										1																		1		TV会議システムによる受講だったが、雑音が多かったため、聞き取りにくかった。（紙をめくる音など） カイギジュコウザツオンオオキトカミオト

		109								1												1				1								1												1														1				1

		110		1										1										1										1														1								1																		1

		111								1								1						1								1														1										1																		1

		112								1						1												1						1												1										1																1

		113								1								1								1						1												1										1																				1

		114		1														1						1								1														1								1																				1

		115								1								1						1										1												1								1																				1

		116				1														1				1										1										1										1																		1

		117								1										1						1						1												1										1																				1

		118								1										1				1								1												1										1																				1

		119								1								1						1																		1		1										1																				1

		120		1				1														1		1										1																						1																		1

		121								1				1										1								1												1										1																				1

		122								1				1										1								1												1										1										1

		123								1								1						1										1														1								1																		1

		124								1												1				1						1												1														1																1

		125								1		1												1										1												1										1								1

		126								1				1										1										1										1										1										1												さいたま局の環境のためかあまり聞き取れなかった。 キョクカンキョウキト

		127								1												1		1								1												1										1																				1

		128		1														1						1										1												1										1										1

		129				1				1										1				1										1																		1								1														1

		130								1						1												1						1																1								1												1

		131								1										1				1								1																				1								1												1

		132								1										1								1								1												1								1																1

		133								1										1						1								1										1																1												1

		134								1												1		1								1												1										1																1

		135								1										1								1								1												1												1												1

		136								1												1		1										1												1										1								1

		137		1														1						1										1												1												1														1

		138		1														1						1												1										1										1										1

		139								1								1						1																		1								1						1																		1

		140						1										1						1								1												1										1																				1

		141		1		1		1						1										1										1												1										1																1

		142		1										1										1												1												1										1												1

		143				1																1						1				1												1										1

		144								1												1		1								1												1										1																				1

		145				1		1																1								1												1										1										1

		146		1												1								1										1												1								1																				1

		147		1												1								1										1										1												1																1

		148						1										1						1										1														1								1																		1

		149		1														1						1										1												1										1																		1

		150								1										1								1						1												1										1														1

		151						1										1						1										1												1										1								1

		152								1										1								1						1												1										1								1

		153						1				1												1										1												1										1								1

		154						1						1										1										1												1										1								1

		155								1								1						1										1												1										1										1

		156								1		1												1										1																1						1												1								音声がとぎれ、聞き取れない。 オンセイキト

		157		1								1												1																																																				非常に音声が聞きづらかった。冒頭の5分で断念。よって（4）以下は未記入。 ヒジョウオンセイキボウトウフンダンネンイカミキニュウ

		158						1														1		1										1														1								1																1				事前に資料をイントラに載せて下さい。画面ではパワポが見えない。（ぼやけている） ジゼンシリョウノクダガメンミ

		159						1														1		1								1												1										1														1

		160						1						1										1										1												1										1								1

		161								1										1										1				1												1								1																				1

		162								1										1						1						1												1										1																1

		163						1								1								1								1														1										1												1								独占禁止法と入札談合等関与行為防止法について理解が深まった。来年度以降も引き続き受講したい。 ドクセンキンシホウニュウサツダンゴウトウカンヨコウイボウシホウリカイフカライネンドイコウヒツヅジュコウ

		164								1												1		1								1												1										1										1						1						会場が暑すぎ、せっかくの話に集中できない。 カイジョウアツハナシシュウチュウ

		165				1														1								1				1												1										1																		1				分かり易い説明でした。 ワヤスセツメイ

		166						1						1										1								1												1										1																				1		毎年、丁寧な講習会を行っていただき、当局のコンプライアンス活動に大きく貢献していただいており、ありがとうございます。 マイトシテイネイコウシュウカイオコナトウキョクカツドウオオコウケン

		167						1														1		1								1														1								1												1		1								国交省関東地方整備局においては、本局で年1，2回の研修会となっているが、地方出先機関へも出向いた「講座」があっても良いのではないかと思います。 コッコウショウカントウチホウセイビキョクホンキョクネンカイケンシュウカイチホウデサキキカンデムコウザヨオモ

		168

		169		1														1								1								1												1								1																				1

		170								1										1				1										1										1										1																		1

		171				1												1						1								1												1										1														1		1

		172		1														1						1										1												1										1												1

		173		1										1										1										1												1										1														1

		174								1				1										1								1														1								1																				1

		175		1										1										1								1														1								1																1

		176						1										1						1								1												1										1														1

		177		1		1										1								1										1												1										1								1						1

		178								1												1						1				1												1										1

		179		1				1						1										1										1												1								1																				1

		180		1												1								1										1										1												1														1

		181		1														1						1								1														1								1																				1

		182								1										1				1								1												1										1																				1

		183		1												1								1								1												1										1																1

		184						1						1										1								1												1										1																		1

		185								1						1												1						1										1												1																		1

		186				1														1						1								1												1								1																		1

		187		1		1		1														1		1										1												1								1																				1

		188		1		1										1								1										1												1										1														1

		189		1		1		1						1										1								1														1								1																1

		190		1														1						1										1										1										1																				1

		191				1										1								1								1												1										1										1

		192				1														1				1								1												1										1												1

		193								1				1										1								1												1										1										1

		194						1														1		1								1												1										1														1

		195				1																1				1								1										1												1																1

		196				1										1										1						1												1										1																				1

		197								1												1		1								1												1										1

		198		1		1																1		1												1										1								1

		199						1						1										1								1										1				1								1																1

		200								1										1				1								1												1										1																		1

		201		1														1								1								1												1										1										1		1		1

		202								1						1								1								1												1										1																		1

		203		1																1						1						1														1								1																		1

		204								1								1						1								1												1										1														1

		205								1										1						1								1												1										1																1

		206				1												1						1								1												1										1										1

		207		1		1								1										1								1												1										1																				1

		208				1												1						1								1												1										1																1

		209		1		1								1										1								1												1										1														1

		210				1								1										1								1												1										1														1		1

		211		1																1				1								1														1								1																1

		212		1												1								1								1												1										1																				1

		213						1						1										1								1												1										1										1

		214				1																1		1								1												1										1

		215		1														1						1								1												1										1																				1

		216				1												1								1						1												1										1																				1

		217								1												1						1				1												1										1																				1

		218								1								1								1						1														1										1														1

		219						1										1						1								1												1										1																				1

		220								1				1										1								1														1								1																				1

		221				1												1								1						1												1										1																1

		222		1												1								1										1										1										1																1

		223						1						1										1										1										1										1												1		1		1

		224								1								1						1								1												1										1																				1

		225				1														1								1				1														1										1																1

		226				1								1										1								1														1										1														1

		227								1				1										1								1												1										1																1

		228						1						1										1										1										1										1																1

		229								1						1								1												1								1										1																		1

		230		1																1						1						1												1										1																		1

		231		1						1								1						1								1														1								1																				1

		232		1												1												1						1												1								1																1

		233																																																																										暑くて死にそう。集中できず不快。 アツシシュウチュウフカイ

		234						1						1										1								1												1										1										1

		235								1				1												1						1												1										1																		1

		236								1				1												1						1												1										1																1

		237				1								1										1								1												1										1																1

		238								1												1						1						1												1																												1

		239								1										1				1								1												1										1																		1

		240						1				1												1								1														1								1												1		1

		241								1						1								1								1												1										1																1

		242								1										1						1						1												1										1																		1

		243				1														1								1						1												1										1										1

		244				1														1						1								1												1										1																1

		245								1						1								1								1												1												1														1

		246						1						1										1								1												1										1																1

		247								1						1								1										1												1										1														1

		248		1										1										1								1														1								1																1

		249		1														1						1								1												1										1																		1

		250				1												1						1										1										1										1																				1

		251		1																1				1										1										1										1																1

		252				1														1				1								1												1										1																				1

		253				1												1						1								1												1										1																				1

		254		1														1						1								1												1										1																		1

		255		1										1										1								1														1								1																				1

		256				1								1										1								1												1										1																1

		257		1														1								1								1												1										1																		1

		258		1										1										1										1										1										1																1

		259						1								1								1								1												1										1										1

		260		1		1														1				1										1												1								1																				1

		261		1										1										1								1												1												1																		1

		262		1										1										1										1												1								1																				1		繰り返し受講することも重要。 クカエジュコウジュウヨウ

		263								1				1										1										1												1										1								1

		264		1														1						1								1														1								1																				1

		265				1								1										1										1										1												1																		1		部下に対しては、機会あるごとに談合防止の徹底を促すとともに、常日頃より何でも相談できる風通しの良い職場環境作りが重要だと感じた。 ブカタイキカイダンゴウボウシテッテイウナガツネヒゴロナンソウダンカゼトオヨショクバカンキョウヅクジュウヨウカン

		266								1												1						1				1																1										1														1

		267								1								1								1								1														1								1												1

		268						1						1										1								1												1										1																		1

		269		1																1				1								1												1										1																		1

		270				1												1						1										1												1								1																				1

		271				1												1						1										1										1										1																		1		1

		272		1				1										1						1								1												1										1														1		1

		273				1														1										1		1														1								1																1

		274		1										1										1								1														1								1														1

		275						1						1										1								1												1										1																1

		276								1		1												1								1												1										1																				1

		277		1										1										1								1												1										1																1

		278		1																		1		1								1												1										1																				1

		279		1														1						1										1												1								1																				1

		280		1												1										1						1														1								1														1

		281		1										1										1								1														1								1																				1

		282		1										1										1										1												1										1																1

		283		1		1		1		1		1												1								1												1										1																				1

		284						1						1										1								1												1										1										1

		285		1										1										1								1												1										1																				1

		286		1												1								1								1												1										1																1

		287		1																1				1										1										1												1

		288		1		1								1										1								1												1										1																		1

		289				1														1				1								1												1										1																		1

		290		1														1								1								1												1										1														1

		291		1																1				1								1												1										1																				1

		292						1										1						1								1														1								1																				1

		293								1												1		1								1												1										1																				1

		294				1														1				1								1												1										1																		1

		295		1														1						1										1										1										1																		1

		296		1																1						1								1												1								1												1

		297		1										1										1								1												1										1																				1

		298								1												1		1												1														1								1														1

		299								1										1						1								1														1						1																				1

		300								1										1						1								1												1								1																				1

		301								1								1						1										1										1												1																		1

		302																1								1						1														1								1																				1

		303								1		1												1								1												1										1																				1

		304								1								1						1								1												1										1										1												事例を示して、解説があると非常に分かりやすいと思いました。 ジレイシメカイセツヒジョウワオモ

		305				1										1								1								1												1										1																		1

		306		1														1						1								1														1								1																				1

		307		1														1						1								1												1										1																1

		308								1				1														1				1														1								1																				1

		309				1								1										1								1												1										1																				1

		310								1												1		1								1												1												1

		311								1												1								1				1												1										1																		1

		312				1														1				1								1												1										1												1

		313				1												1						1								1														1								1																				1

		314								1												1		1								1												1										1												1

		315								1												1				1								1														1										1																1

		316						1						1										1																		1		1										1																1

		317		1												1								1								1												1										1																				1

		318		1														1						1										1										1										1																				1

		319								1												1						1						1														1								1

		320				1												1						1								1												1										1																				1

		321		1														1						1								1												1										1																				1

		322								1										1				1								1												1										1										1

		323								1								1						1										1												1								1																		1

		324		1														1												1				1												1								1																		1

		325		1										1										1								1												1														1												1

		326		1														1										1				1														1								1																				1

		327								1												1						1				1														1										1																		1

		328		1												1								1								1												1										1																				1

		329						1										1						1										1												1										1														1				1		近況も連絡あると良い。意識が高まって良かった。 キンキョウレンラクヨイシキタカヨ

		330		1						1								1						1										1										1										1																				1		せっかく外部講師の講義だったので、最新の中央リニア談合事件の状況とか聞いてみたかった。 ガイブコウシコウギサイシンチュウオウダンゴウジケンジョウキョウキ

		331								1												1		1								1												1										1																				1

		332				1												1						1										1														1								1																		1

		333		1												1								1										1												1								1																				1

		334		1														1						1								1												1										1																				1

		335		1																				1								1												1										1																				1

		336		1														1								1								1														1								1																1

		337								1										1				1								1												1										1

		338				1														1						1						1												1										1										1

		339		1																1						1								1												1										1																1

		340		1										1										1								1												1										1																				1

		341		1														1						1								1												1										1																1

		342		1										1										1								1												1										1																1

		343		1										1										1								1												1												1														1

		344		1										1												1						1												1										1																				1

		345		1				1						1										1								1												1										1																1

		346						1										1						1										1												1										1								1

		347								1										1				1										1												1										1								1
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事前知識

		（３）研修会出席前の知識 ケンシュウカイシュッセキマエ

				入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識 ジゼン

				ある程度、内容を把握していた。		内容については殆ど知らなかった。		名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。		名称及び内容について全く知らなかった。

				270		44		26		5





事前知識

		



入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識



理解が深まったか

		（４）出席後の理解の深まり ゴ

				研修会への出席により理解が深まったか

				深まった フカ		多少深まった タショウフカ		どちらとも言えない イ		あまり深まらなかった フカ		深まらなかった フカ		既に十分知っている スデジュウブンシ

				207		122		9		0		1		7





理解が深まったか

		



研修会への出席により理解が深まったか



理解しやすさ

		（５）内容の理解のしやすさ

				理解しやすかった リカイ		比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		どちらとも言えない イ		やや理解しにくかった リカイ		理解しにくかった リカイ
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理解しやすさ

		



研修会の内容の理解のしやすさ



今後の役立ち

		（６）今後の業務で役立つか

				役立つと思う ヤクダオモ		多少役立つと思う タショウヤクダオモ		どちらとも言えない イ		あまり役立たないと思う ヤクダオモ		役立たないと思う ヤクダオモ
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今後の役立ち

		



今後の業務で役立つか



周知の予定

		（７）職場での周知等の予定か

				研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		周知等の予定はない シュウチトウヨテイ
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周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か
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集計表

		平成30年度公正取引委員会による講習会に関するアンケート ヘイセイネンドコウセイトリヒキイインカイコウシュウカイカン

				（１）担当業務 タントウギョウム								（２）役職 ヤクショク												（３）研修会出席前の知識 ケンシュウカイシュッセキマエ								（４）出席後の理解の深まり ゴ												（５）内容の理解のしやすさ										（６）今後の業務で役立つか										（７）職場での周知等の予定か												（８）その他、研修会に関する意見等について

		№		① 工事・物品・委託業務等の発注業務 コウジブッピンイタクギョウムトウハッチュウギョウム		② 契約・会計業務 ケイヤクカイケイギョウム		③ コンプライアンス等の内部統制業務 トウナイブトウセイギョウム		④ その他 タ		① 部長クラス ブチョウ		② 課長クラス カチョウ		③ 課長補佐クラス カチョウホサ		④ 係長クラス カカリチョウ		⑤ 一般職員 イッパンショクイン		⑥ その他 タ		① ある程度、内容を把握していた。 テイドナイヨウハアク		② 内容については殆ど知らなかった。 ナイヨウホトンシ		③ 名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。 メイショウシナイヨウマッタシ		④ 名称及び内容について全く知らなかった。 メイショウオヨナイヨウマッタシ		① 深まった フカ		② 多少深まった タショウフカ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり深まらなかった フカ		⑤ 深まらなかった フカ		⑥ 既に十分知っている スデジュウブンシ		① 理解しやすかった リカイ		② 比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		③ どちらとも言えない イ		④ やや理解しにくかった リカイ		⑤ 理解しにくかった リカイ		① 役立つと思う ヤクダオモ		② 多少役立つと思う タショウヤクダオモ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり役立たないと思う ヤクダオモ		⑤ 役立たないと思う ヤクダオモ		① 研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		② 上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		③ 同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		④ 職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		⑤ 周知等の予定はない シュウチトウヨテイ		⑥ その他 タ

		1		1										1										1										1												1										1								1

		2				1		1						1										1								1												1										1										1						1

		3		1																1						1						1												1										1												1				1

		4		1		1		1						1										1																		1		1												1														1						開始時間は15時～が良い。事例は何度も聞いている。再認識するのは良いが。詳細な説明で時間をかける必要なあまりないのでは。（防止の方に時間をかける。） カイシジカンジヨジレイナンドキサイニンシキヨショウサイセツメイジカンヒツヨウボウシホウジカン

		5				1										1								1								1												1										1																		1

		6				1										1								1										1										1												1																1

		7		1														1						1								1												1										1																1

		8								1				1										1										1												1										1														1

		9		1										1										1										1										1										1														1		1						これだけ、コンプラの推進等対策を行っているだろうと思われる国等が、まだ先日の農政局の話も出てきました。根本的な対策がないように思えるのと何度も同じことを繰り返し継続して対策をして精神に働きかけているのも慣れてしまっているのでは・・・？（※罰則や報告書の防止策を集中的に行う講習会にしてみては。） スイシントウタイサクオコナオモクニトウセンジツノウセイキョクハナシデコンポンテキタイサクオモナンドオナクカエケイゾクタイサクセイシンハタラナバッソクホウコクショボウシサクシュウチュウテキオコナコウシュウカイ

		10				1								1										1								1												1										1														1		1

		11		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		12						1						1										1								1												1										1																1

		13				1								1										1								1												1										1																1

		14		1										1										1								1												1										1														1		1

		15						1														1		1										1												1										1								1

		16		1		1		1										1						1										1												1										1														1

		17		1														1						1								1														1										1														1

		18				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		19				1												1						1								1												1										1																				1		仕方ないのですが、官製談合の事例を聞くと、いつも嫌な気分になります。 シカタカンセイダンゴウジレイキイヤキブン

		20		1														1						1								1														1								1												1				1

		21		1		1								1										1								1												1										1														1		1

		22		1										1										1								1												1										1														1

		23						1						1										1								1														1								1										1						1

		24		1										1										1								1												1										1																						大変わかりやすい内容でした。 タイヘンナイヨウ

		25		1		1		1						1										1								1												1										1										1

		26						1														1		1										1												1												1												1

		27								1				1										1										1												1								1																1

		28						1						1										1												1												1								1														1

		29								1												1		1										1												1								1																1

		30						1														1		1								1																1						1																1

		31						1						1										1								1												1												1										1		1

		32		1										1										1										1												1								1														1		1

		33				1												1						1										1												1								1																		1

		34		1														1										1				1														1								1																1

		35								1												1								1				1												1								1																		1

		36		1		1		1				1												1								1												1										1														1

		37		1		1								1										1										1												1										1												1		1

		38		1										1										1										1										1										1																1

		39				1								1										1								1												1										1																1

		40						1						1										1								1														1								1																1

		41								1						1								1										1												1										1														1

		42								1								1						1								1												1										1																1

		43								1						1								1								1												1										1														1		1

		44		1														1						1										1												1										1														1

		45						1								1								1										1										1												1																1

		46								1						1								1										1										1										1																		1

		47		1																		1		1								1														1								1																1

		48								1										1								1				1												1										1

		49		1														1						1								1												1										1																1

		50								1						1								1										1												1										1																1

		51								1						1										1								1												1								1																1

		52						1						1										1								1												1										1																1

		53		1										1										1								1														1								1														1

		54				1												1						1										1												1								1														1		1

		55		1												1								1								1												1										1																1

		56				1								1										1								1												1										1																		1

		57				1								1										1								1														1										1														1

		58		1														1						1								1												1										1																1

		59						1								1								1								1												1										1																		1

		60		1												1								1								1												1										1												1		1		1

		61				1										1								1								1												1										1																1

		62				1										1								1								1												1										1																		1

		63								1						1										1						1												1										1										1												事務局の声が聞こえない。 ジムキョクコエキ

		64		1												1								1																1		1		1																		1								1

		65		1												1								1								1														1								1										1

		66		1								1														1								1										1										1																				1

		67						1		1						1								1								1												1										1																1

		68		1												1								1								1												1										1																1

		69								1						1								1										1												1										1												1

		70				1										1										1						1														1										1												1		1						具体事例がもう少し欲しかった。 グタイジレイスコホ

		71		1										1														1				1														1								1																1

		72				1														1						1								1												1								1												1										講義の中で、青森市の例の時、違反業者と排除措置命令を受けた業者の数が違いますがその違いは何なのでしょうか？課徴金の減免は理解できたのですが・・・ コウギナカアオモリシレイトキイハンギョウシャハイジョソチメイレイウギョウシャカズチガチガナンカチョウキンゲンメンリカイ

		73				1										1								1										1												1										1																1

		74		1														1								1						1												1												1														1

		75								1				1										1										1												1										1														1						このような研修は繰り返し行うことが必要。改めて認識を行うことにより、防止につながると思う。 ケンシュウクカエオコナヒツヨウアラタニンシキオコナボウシオモ

		76						1						1										1								1												1										1																1

		77								1				1										1										1										1										1																1

		78		1										1										1										1										1										1																1

		79		1														1										1				1												1										1																		1

		80		1												1								1								1												1										1																				1		わかりやすい説明でした。 セツメイ

		81				1		1						1										1																						1								1														1		1

		82						1						1										1								1												1										1												1				1

		83		1										1										1								1										1		1										1														1		1

		84				1												1						1										1												1										1								1

		85		1										1										1								1														1								1														1

		86				1		1						1										1								1														1								1										1						1

		87						1				1												1								1												1										1														1

		88						1						1										1								1												1										1												1

		89		1										1										1								1														1										1														1

		90		1										1												1								1										1												1														1

		91						1						1										1								1												1										1												1		1		1

		92		1		1								1										1										1												1										1														1

		93				1								1										1								1												1										1																1

		94		1		1												1										1						1												1								1																1

		95		1						1						1												1				1												1												1														1

		96		1										1										1								1												1										1														1

		97				1								1										1								1												1										1												1		1

		98				1								1										1								1														1								1										1						1

		99				1								1										1								1												1										1																1

		100								1										1						1								1												1								1												1		1

		101		1																1						1						1												1										1																1

		102								1						1								1								1												1										1																1

		103		1		1										1								1								1														1								1										1						1

		104						1						1										1								1												1										1												1

		105								1				1										1										1										1										1																1

		106								1						1								1										1												1												1												1

		107								1								1						1												1																1						1																1		映像配信で講師以外の会場音声が大きくて、講師の話が聞き取りにくかった。講師のマイク以外の音声をカットして配信して欲しい。 エイゾウハイシンコウシイガイカイジョウオンセイオオコウシハナシキトコウシイガイオンセイハイシンホ

		108								1				1										1								1														1										1																		1		TV会議システムによる受講だったが、雑音が多かったため、聞き取りにくかった。（紙をめくる音など） カイギジュコウザツオンオオキトカミオト

		109								1												1				1								1												1														1				1

		110		1										1										1										1														1								1																		1

		111								1								1						1								1														1										1																		1

		112								1						1												1						1												1										1																1

		113								1								1								1						1												1										1																				1

		114		1														1						1								1														1								1																				1

		115								1								1						1										1												1								1																				1

		116				1														1				1										1										1										1																		1

		117								1										1						1						1												1										1																				1

		118								1										1				1								1												1										1																				1

		119								1								1						1																		1		1										1																				1

		120		1				1														1		1										1																						1																		1

		121								1				1										1								1												1										1																				1

		122								1				1										1								1												1										1										1

		123								1								1						1										1														1								1																		1

		124								1												1				1						1												1														1																1

		125								1		1												1										1												1										1								1

		126								1				1										1										1										1										1										1												さいたま局の環境のためかあまり聞き取れなかった。 キョクカンキョウキト

		127								1												1		1								1												1										1																				1

		128		1														1						1										1												1										1										1

		129				1				1										1				1										1																		1								1														1

		130								1						1												1						1																1								1												1

		131								1										1				1								1																				1								1												1

		132								1										1								1								1												1								1																1

		133								1										1						1								1										1																1												1

		134								1												1		1								1												1										1																1

		135								1										1								1								1												1												1												1

		136								1												1		1										1												1										1								1

		137		1														1						1										1												1												1														1

		138		1														1						1												1										1										1										1

		139								1								1						1																		1								1						1																		1

		140						1										1						1								1												1										1																				1

		141		1		1		1						1										1										1												1										1																1

		142		1										1										1												1												1										1												1

		143				1																1						1				1												1										1

		144								1												1		1								1												1										1																				1

		145				1		1																1								1												1										1										1

		146		1												1								1										1												1								1																				1

		147		1												1								1										1										1												1																1

		148						1										1						1										1														1								1																		1

		149		1														1						1										1												1										1																		1

		150								1										1								1						1												1										1														1

		151						1										1						1										1												1										1								1

		152								1										1								1						1												1										1								1

		153						1				1												1										1												1										1								1

		154						1						1										1										1												1										1								1

		155								1								1						1										1												1										1										1

		156								1		1												1										1																1						1												1								音声がとぎれ、聞き取れない。 オンセイキト

		157		1								1												1																																																				非常に音声が聞きづらかった。冒頭の5分で断念。よって（4）以下は未記入。 ヒジョウオンセイキボウトウフンダンネンイカミキニュウ

		158						1														1		1										1														1								1																1				事前に資料をイントラに載せて下さい。画面ではパワポが見えない。（ぼやけている） ジゼンシリョウノクダガメンミ

		159						1														1		1								1												1										1														1

		160						1						1										1										1												1										1								1

		161								1										1										1				1												1								1																				1

		162								1										1						1						1												1										1																1

		163						1								1								1								1														1										1												1								独占禁止法と入札談合等関与行為防止法について理解が深まった。来年度以降も引き続き受講したい。 ドクセンキンシホウニュウサツダンゴウトウカンヨコウイボウシホウリカイフカライネンドイコウヒツヅジュコウ

		164								1												1		1								1												1										1										1						1						会場が暑すぎ、せっかくの話に集中できない。 カイジョウアツハナシシュウチュウ

		165				1														1								1				1												1										1																		1				分かり易い説明でした。 ワヤスセツメイ

		166						1						1										1								1												1										1																				1		毎年、丁寧な講習会を行っていただき、当局のコンプライアンス活動に大きく貢献していただいており、ありがとうございます。 マイトシテイネイコウシュウカイオコナトウキョクカツドウオオコウケン

		167						1														1		1								1														1								1												1		1								国交省関東地方整備局においては、本局で年1，2回の研修会となっているが、地方出先機関へも出向いた「講座」があっても良いのではないかと思います。 コッコウショウカントウチホウセイビキョクホンキョクネンカイケンシュウカイチホウデサキキカンデムコウザヨオモ

		168

		169		1														1								1								1												1								1																				1

		170								1										1				1										1										1										1																		1

		171				1												1						1								1												1										1														1		1

		172		1														1						1										1												1										1												1

		173		1										1										1										1												1										1														1

		174								1				1										1								1														1								1																				1

		175		1										1										1								1														1								1																1

		176						1										1						1								1												1										1														1

		177		1		1										1								1										1												1										1								1						1

		178								1												1						1				1												1										1

		179		1				1						1										1										1												1								1																				1

		180		1												1								1										1										1												1														1

		181		1														1						1								1														1								1																				1

		182								1										1				1								1												1										1																				1

		183		1												1								1								1												1										1																1

		184						1						1										1								1												1										1																		1

		185								1						1												1						1										1												1																		1

		186				1														1						1								1												1								1																		1

		187		1		1		1														1		1										1												1								1																				1

		188		1		1										1								1										1												1										1														1

		189		1		1		1						1										1								1														1								1																1

		190		1														1						1										1										1										1																				1

		191				1										1								1								1												1										1										1

		192				1														1				1								1												1										1												1

		193								1				1										1								1												1										1										1

		194						1														1		1								1												1										1														1

		195				1																1				1								1										1												1																1

		196				1										1										1						1												1										1																				1

		197								1												1		1								1												1										1

		198		1		1																1		1												1										1								1

		199						1						1										1								1										1				1								1																1

		200								1										1				1								1												1										1																		1

		201		1														1								1								1												1										1										1		1		1

		202								1						1								1								1												1										1																		1

		203		1																1						1						1														1								1																		1

		204								1								1						1								1												1										1														1

		205								1										1						1								1												1										1																1

		206				1												1						1								1												1										1										1

		207		1		1								1										1								1												1										1																				1

		208				1												1						1								1												1										1																1

		209		1		1								1										1								1												1										1														1

		210				1								1										1								1												1										1														1		1

		211		1																1				1								1														1								1																1

		212		1												1								1								1												1										1																				1

		213						1						1										1								1												1										1										1

		214				1																1		1								1												1										1

		215		1														1						1								1												1										1																				1

		216				1												1								1						1												1										1																				1

		217								1												1						1				1												1										1																				1

		218								1								1								1						1														1										1														1

		219						1										1						1								1												1										1																				1

		220								1				1										1								1														1								1																				1

		221				1												1								1						1												1										1																1

		222		1												1								1										1										1										1																1

		223						1						1										1										1										1										1												1		1		1

		224								1								1						1								1												1										1																				1

		225				1														1								1				1														1										1																1

		226				1								1										1								1														1										1														1

		227								1				1										1								1												1										1																1

		228						1						1										1										1										1										1																1

		229								1						1								1												1								1										1																		1

		230		1																1						1						1												1										1																		1

		231		1						1								1						1								1														1								1																				1

		232		1												1												1						1												1								1																1

		233																																																																										暑くて死にそう。集中できず不快。 アツシシュウチュウフカイ

		234						1						1										1								1												1										1										1

		235								1				1												1						1												1										1																		1

		236								1				1												1						1												1										1																1

		237				1								1										1								1												1										1																1

		238								1												1						1						1												1																												1

		239								1										1				1								1												1										1																		1

		240						1				1												1								1														1								1												1		1

		241								1						1								1								1												1										1																1

		242								1										1						1						1												1										1																		1

		243				1														1								1						1												1										1										1

		244				1														1						1								1												1										1																1

		245								1						1								1								1												1												1														1

		246						1						1										1								1												1										1																1

		247								1						1								1										1												1										1														1

		248		1										1										1								1														1								1																1

		249		1														1						1								1												1										1																		1

		250				1												1						1										1										1										1																				1

		251		1																1				1										1										1										1																1

		252				1														1				1								1												1										1																				1

		253				1												1						1								1												1										1																				1

		254		1														1						1								1												1										1																		1

		255		1										1										1								1														1								1																				1

		256				1								1										1								1												1										1																1

		257		1														1								1								1												1										1																		1

		258		1										1										1										1										1										1																1

		259						1								1								1								1												1										1										1

		260		1		1														1				1										1												1								1																				1

		261		1										1										1								1												1												1																		1

		262		1										1										1										1												1								1																				1		繰り返し受講することも重要。 クカエジュコウジュウヨウ

		263								1				1										1										1												1										1								1

		264		1														1						1								1														1								1																				1

		265				1								1										1										1										1												1																		1		部下に対しては、機会あるごとに談合防止の徹底を促すとともに、常日頃より何でも相談できる風通しの良い職場環境作りが重要だと感じた。 ブカタイキカイダンゴウボウシテッテイウナガツネヒゴロナンソウダンカゼトオヨショクバカンキョウヅクジュウヨウカン

		266								1												1						1				1																1										1														1

		267								1								1								1								1														1								1												1

		268						1						1										1								1												1										1																		1

		269		1																1				1								1												1										1																		1

		270				1												1						1										1												1								1																				1

		271				1												1						1										1										1										1																		1		1

		272		1				1										1						1								1												1										1														1		1

		273				1														1										1		1														1								1																1

		274		1										1										1								1														1								1														1

		275						1						1										1								1												1										1																1

		276								1		1												1								1												1										1																				1

		277		1										1										1								1												1										1																1

		278		1																		1		1								1												1										1																				1

		279		1														1						1										1												1								1																				1

		280		1												1										1						1														1								1														1

		281		1										1										1								1														1								1																				1

		282		1										1										1										1												1										1																1

		283		1		1		1		1		1												1								1												1										1																				1

		284						1						1										1								1												1										1										1

		285		1										1										1								1												1										1																				1

		286		1												1								1								1												1										1																1

		287		1																1				1										1										1												1

		288		1		1								1										1								1												1										1																		1

		289				1														1				1								1												1										1																		1

		290		1														1								1								1												1										1														1

		291		1																1				1								1												1										1																				1

		292						1										1						1								1														1								1																				1

		293								1												1		1								1												1										1																				1

		294				1														1				1								1												1										1																		1

		295		1														1						1										1										1										1																		1

		296		1																1						1								1												1								1												1

		297		1										1										1								1												1										1																				1

		298								1												1		1												1														1								1														1

		299								1										1						1								1														1						1																				1

		300								1										1						1								1												1								1																				1

		301								1								1						1										1										1												1																		1

		302																1								1						1														1								1																				1

		303								1		1												1								1												1										1																				1

		304								1								1						1								1												1										1										1												事例を示して、解説があると非常に分かりやすいと思いました。 ジレイシメカイセツヒジョウワオモ

		305				1										1								1								1												1										1																		1

		306		1														1						1								1														1								1																				1

		307		1														1						1								1												1										1																1

		308								1				1														1				1														1								1																				1

		309				1								1										1								1												1										1																				1

		310								1												1		1								1												1												1

		311								1												1								1				1												1										1																		1

		312				1														1				1								1												1										1												1

		313				1												1						1								1														1								1																				1

		314								1												1		1								1												1										1												1

		315								1												1				1								1														1										1																1

		316						1						1										1																		1		1										1																1

		317		1												1								1								1												1										1																				1

		318		1														1						1										1										1										1																				1

		319								1												1						1						1														1								1

		320				1												1						1								1												1										1																				1

		321		1														1						1								1												1										1																				1

		322								1										1				1								1												1										1										1

		323								1								1						1										1												1								1																		1

		324		1														1												1				1												1								1																		1

		325		1										1										1								1												1														1												1

		326		1														1										1				1														1								1																				1

		327								1												1						1				1														1										1																		1

		328		1												1								1								1												1										1																				1

		329						1										1						1										1												1										1														1				1		近況も連絡あると良い。意識が高まって良かった。 キンキョウレンラクヨイシキタカヨ

		330		1						1								1						1										1										1										1																				1		せっかく外部講師の講義だったので、最新の中央リニア談合事件の状況とか聞いてみたかった。 ガイブコウシコウギサイシンチュウオウダンゴウジケンジョウキョウキ

		331								1												1		1								1												1										1																				1

		332				1												1						1										1														1								1																		1

		333		1												1								1										1												1								1																				1

		334		1														1						1								1												1										1																				1

		335		1																				1								1												1										1																				1

		336		1														1								1								1														1								1																1

		337								1										1				1								1												1										1

		338				1														1						1						1												1										1										1

		339		1																1						1								1												1										1																1

		340		1										1										1								1												1										1																				1

		341		1														1						1								1												1										1																1

		342		1										1										1								1												1										1																1

		343		1										1										1								1												1												1														1

		344		1										1												1						1												1										1																				1

		345		1				1						1										1								1												1										1																1

		346						1										1						1										1												1										1								1

		347								1										1				1										1												1										1								1
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事前知識

		（３）研修会出席前の知識 ケンシュウカイシュッセキマエ

				入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識 ジゼン

				ある程度、内容を把握していた。		内容については殆ど知らなかった。		名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。		名称及び内容について全く知らなかった。

				270		44		26		5





事前知識

		



入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識



理解が深まったか

		（４）出席後の理解の深まり ゴ

				研修会への出席により理解が深まったか

				深まった フカ		多少深まった タショウフカ		どちらとも言えない イ		あまり深まらなかった フカ		深まらなかった フカ		既に十分知っている スデジュウブンシ

				207		122		9		0		1		7





理解が深まったか

		



研修会への出席により理解が深まったか



理解しやすさ

		（５）内容の理解のしやすさ

				理解しやすかった リカイ		比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		どちらとも言えない イ		やや理解しにくかった リカイ		理解しにくかった リカイ

				193		127		16		4		3





理解しやすさ

		



研修会の内容の理解のしやすさ



今後の役立ち

		（６）今後の業務で役立つか

				役立つと思う ヤクダオモ		多少役立つと思う タショウヤクダオモ		どちらとも言えない イ		あまり役立たないと思う ヤクダオモ		役立たないと思う ヤクダオモ

				239		87		11		5		1





今後の役立ち

		



今後の業務で役立つか



周知の予定

		（７）職場での周知等の予定か

				研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		周知等の予定はない シュウチトウヨテイ

				37		24		42		121		55





周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か




Graph1

		役立つと思う

		多少役立つと思う

		どちらとも言えない

		あまり役立たないと思う

		役立たないと思う
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		№		① 工事・物品・委託業務等の発注業務 コウジブッピンイタクギョウムトウハッチュウギョウム		② 契約・会計業務 ケイヤクカイケイギョウム		③ コンプライアンス等の内部統制業務 トウナイブトウセイギョウム		④ その他 タ		① 部長クラス ブチョウ		② 課長クラス カチョウ		③ 課長補佐クラス カチョウホサ		④ 係長クラス カカリチョウ		⑤ 一般職員 イッパンショクイン		⑥ その他 タ		① ある程度、内容を把握していた。 テイドナイヨウハアク		② 内容については殆ど知らなかった。 ナイヨウホトンシ		③ 名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。 メイショウシナイヨウマッタシ		④ 名称及び内容について全く知らなかった。 メイショウオヨナイヨウマッタシ		① 深まった フカ		② 多少深まった タショウフカ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり深まらなかった フカ		⑤ 深まらなかった フカ		⑥ 既に十分知っている スデジュウブンシ		① 理解しやすかった リカイ		② 比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		③ どちらとも言えない イ		④ やや理解しにくかった リカイ		⑤ 理解しにくかった リカイ		① 役立つと思う ヤクダオモ		② 多少役立つと思う タショウヤクダオモ		③ どちらとも言えない イ		④ あまり役立たないと思う ヤクダオモ		⑤ 役立たないと思う ヤクダオモ		① 研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		② 上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		③ 同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		④ 職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		⑤ 周知等の予定はない シュウチトウヨテイ		⑥ その他 タ

		1		1										1										1										1												1										1								1

		2				1		1						1										1								1												1										1										1						1

		3		1																1						1						1												1										1												1				1

		4		1		1		1						1										1																		1		1												1														1						開始時間は15時～が良い。事例は何度も聞いている。再認識するのは良いが。詳細な説明で時間をかける必要なあまりないのでは。（防止の方に時間をかける。） カイシジカンジヨジレイナンドキサイニンシキヨショウサイセツメイジカンヒツヨウボウシホウジカン

		5				1										1								1								1												1										1																		1

		6				1										1								1										1										1												1																1

		7		1														1						1								1												1										1																1

		8								1				1										1										1												1										1														1

		9		1										1										1										1										1										1														1		1						これだけ、コンプラの推進等対策を行っているだろうと思われる国等が、まだ先日の農政局の話も出てきました。根本的な対策がないように思えるのと何度も同じことを繰り返し継続して対策をして精神に働きかけているのも慣れてしまっているのでは・・・？（※罰則や報告書の防止策を集中的に行う講習会にしてみては。） スイシントウタイサクオコナオモクニトウセンジツノウセイキョクハナシデコンポンテキタイサクオモナンドオナクカエケイゾクタイサクセイシンハタラナバッソクホウコクショボウシサクシュウチュウテキオコナコウシュウカイ

		10				1								1										1								1												1										1														1		1

		11		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		12						1						1										1								1												1										1																1

		13				1								1										1								1												1										1																1

		14		1										1										1								1												1										1														1		1

		15						1														1		1										1												1										1								1

		16		1		1		1										1						1										1												1										1														1

		17		1														1						1								1														1										1														1

		18				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		19				1												1						1								1												1										1																				1		仕方ないのですが、官製談合の事例を聞くと、いつも嫌な気分になります。 シカタカンセイダンゴウジレイキイヤキブン

		20		1														1						1								1														1								1												1				1

		21		1		1								1										1								1												1										1														1		1

		22		1										1										1								1												1										1														1

		23						1						1										1								1														1								1										1						1

		24		1										1										1								1												1										1																						大変わかりやすい内容でした。 タイヘンナイヨウ

		25		1		1		1						1										1								1												1										1										1

		26						1														1		1										1												1												1												1

		27								1				1										1										1												1								1																1

		28						1						1										1												1												1								1														1

		29								1												1		1										1												1								1																1

		30						1														1		1								1																1						1																1

		31						1						1										1								1												1												1										1		1

		32		1										1										1										1												1								1														1		1

		33				1												1						1										1												1								1																		1

		34		1														1										1				1														1								1																1

		35								1												1								1				1												1								1																		1

		36		1		1		1				1												1								1												1										1														1

		37		1		1								1										1										1												1										1												1		1

		38		1										1										1										1										1										1																1

		39				1								1										1								1												1										1																1

		40						1						1										1								1														1								1																1

		41								1						1								1										1												1										1														1

		42								1								1						1								1												1										1																1

		43								1						1								1								1												1										1														1		1

		44		1														1						1										1												1										1														1

		45						1								1								1										1										1												1																1

		46								1						1								1										1										1										1																		1

		47		1																		1		1								1														1								1																1

		48								1										1								1				1												1										1

		49		1														1						1								1												1										1																1

		50								1						1								1										1												1										1																1

		51								1						1										1								1												1								1																1

		52						1						1										1								1												1										1																1

		53		1										1										1								1														1								1														1

		54				1												1						1										1												1								1														1		1

		55		1												1								1								1												1										1																1

		56				1								1										1								1												1										1																		1

		57				1								1										1								1														1										1														1

		58		1														1						1								1												1										1																1

		59						1								1								1								1												1										1																		1

		60		1												1								1								1												1										1												1		1		1

		61				1										1								1								1												1										1																1

		62				1										1								1								1												1										1																		1

		63								1						1										1						1												1										1										1												事務局の声が聞こえない。 ジムキョクコエキ

		64		1												1								1																1		1		1																		1								1

		65		1												1								1								1														1								1										1

		66		1								1														1								1										1										1																				1

		67						1		1						1								1								1												1										1																1

		68		1												1								1								1												1										1																1

		69								1						1								1										1												1										1												1

		70				1										1										1						1														1										1												1		1						具体事例がもう少し欲しかった。 グタイジレイスコホ

		71		1										1														1				1														1								1																1

		72				1														1						1								1												1								1												1										講義の中で、青森市の例の時、違反業者と排除措置命令を受けた業者の数が違いますがその違いは何なのでしょうか？課徴金の減免は理解できたのですが・・・ コウギナカアオモリシレイトキイハンギョウシャハイジョソチメイレイウギョウシャカズチガチガナンカチョウキンゲンメンリカイ

		73				1										1								1										1												1										1																1

		74		1														1								1						1												1												1														1

		75								1				1										1										1												1										1														1						このような研修は繰り返し行うことが必要。改めて認識を行うことにより、防止につながると思う。 ケンシュウクカエオコナヒツヨウアラタニンシキオコナボウシオモ

		76						1						1										1								1												1										1																1

		77								1				1										1										1										1										1																1

		78		1										1										1										1										1										1																1

		79		1														1										1				1												1										1																		1

		80		1												1								1								1												1										1																				1		わかりやすい説明でした。 セツメイ

		81				1		1						1										1																						1								1														1		1

		82						1						1										1								1												1										1												1				1

		83		1										1										1								1										1		1										1														1		1

		84				1												1						1										1												1										1								1

		85		1										1										1								1														1								1														1

		86				1		1						1										1								1														1								1										1						1

		87						1				1												1								1												1										1														1

		88						1						1										1								1												1										1												1

		89		1										1										1								1														1										1														1

		90		1										1												1								1										1												1														1

		91						1						1										1								1												1										1												1		1		1

		92		1		1								1										1										1												1										1														1

		93				1								1										1								1												1										1																1

		94		1		1												1										1						1												1								1																1

		95		1						1						1												1				1												1												1														1

		96		1										1										1								1												1										1														1

		97				1								1										1								1												1										1												1		1

		98				1								1										1								1														1								1										1						1

		99				1								1										1								1												1										1																1

		100								1										1						1								1												1								1												1		1

		101		1																1						1						1												1										1																1

		102								1						1								1								1												1										1																1

		103		1		1										1								1								1														1								1										1						1

		104						1						1										1								1												1										1												1

		105								1				1										1										1										1										1																1

		106								1						1								1										1												1												1												1

		107								1								1						1												1																1						1																1		映像配信で講師以外の会場音声が大きくて、講師の話が聞き取りにくかった。講師のマイク以外の音声をカットして配信して欲しい。 エイゾウハイシンコウシイガイカイジョウオンセイオオコウシハナシキトコウシイガイオンセイハイシンホ

		108								1				1										1								1														1										1																		1		TV会議システムによる受講だったが、雑音が多かったため、聞き取りにくかった。（紙をめくる音など） カイギジュコウザツオンオオキトカミオト

		109								1												1				1								1												1														1				1

		110		1										1										1										1														1								1																		1

		111								1								1						1								1														1										1																		1

		112								1						1												1						1												1										1																1

		113								1								1								1						1												1										1																				1

		114		1														1						1								1														1								1																				1

		115								1								1						1										1												1								1																				1

		116				1														1				1										1										1										1																		1

		117								1										1						1						1												1										1																				1

		118								1										1				1								1												1										1																				1

		119								1								1						1																		1		1										1																				1

		120		1				1														1		1										1																						1																		1

		121								1				1										1								1												1										1																				1

		122								1				1										1								1												1										1										1

		123								1								1						1										1														1								1																		1

		124								1												1				1						1												1														1																1

		125								1		1												1										1												1										1								1

		126								1				1										1										1										1										1										1												さいたま局の環境のためかあまり聞き取れなかった。 キョクカンキョウキト

		127								1												1		1								1												1										1																				1

		128		1														1						1										1												1										1										1

		129				1				1										1				1										1																		1								1														1

		130								1						1												1						1																1								1												1

		131								1										1				1								1																				1								1												1

		132								1										1								1								1												1								1																1

		133								1										1						1								1										1																1												1

		134								1												1		1								1												1										1																1

		135								1										1								1								1												1												1												1

		136								1												1		1										1												1										1								1

		137		1														1						1										1												1												1														1

		138		1														1						1												1										1										1										1

		139								1								1						1																		1								1						1																		1

		140						1										1						1								1												1										1																				1

		141		1		1		1						1										1										1												1										1																1

		142		1										1										1												1												1										1												1

		143				1																1						1				1												1										1

		144								1												1		1								1												1										1																				1

		145				1		1																1								1												1										1										1

		146		1												1								1										1												1								1																				1

		147		1												1								1										1										1												1																1

		148						1										1						1										1														1								1																		1

		149		1														1						1										1												1										1																		1

		150								1										1								1						1												1										1														1

		151						1										1						1										1												1										1								1

		152								1										1								1						1												1										1								1

		153						1				1												1										1												1										1								1

		154						1						1										1										1												1										1								1

		155								1								1						1										1												1										1										1

		156								1		1												1										1																1						1												1								音声がとぎれ、聞き取れない。 オンセイキト

		157		1								1												1																																																				非常に音声が聞きづらかった。冒頭の5分で断念。よって（4）以下は未記入。 ヒジョウオンセイキボウトウフンダンネンイカミキニュウ

		158						1														1		1										1														1								1																1				事前に資料をイントラに載せて下さい。画面ではパワポが見えない。（ぼやけている） ジゼンシリョウノクダガメンミ

		159						1														1		1								1												1										1														1

		160						1						1										1										1												1										1								1

		161								1										1										1				1												1								1																				1

		162								1										1						1						1												1										1																1

		163						1								1								1								1														1										1												1								独占禁止法と入札談合等関与行為防止法について理解が深まった。来年度以降も引き続き受講したい。 ドクセンキンシホウニュウサツダンゴウトウカンヨコウイボウシホウリカイフカライネンドイコウヒツヅジュコウ

		164								1												1		1								1												1										1										1						1						会場が暑すぎ、せっかくの話に集中できない。 カイジョウアツハナシシュウチュウ

		165				1														1								1				1												1										1																		1				分かり易い説明でした。 ワヤスセツメイ

		166						1						1										1								1												1										1																				1		毎年、丁寧な講習会を行っていただき、当局のコンプライアンス活動に大きく貢献していただいており、ありがとうございます。 マイトシテイネイコウシュウカイオコナトウキョクカツドウオオコウケン

		167						1														1		1								1														1								1												1		1								国交省関東地方整備局においては、本局で年1，2回の研修会となっているが、地方出先機関へも出向いた「講座」があっても良いのではないかと思います。 コッコウショウカントウチホウセイビキョクホンキョクネンカイケンシュウカイチホウデサキキカンデムコウザヨオモ

		168

		169		1														1								1								1												1								1																				1

		170								1										1				1										1										1										1																		1

		171				1												1						1								1												1										1														1		1

		172		1														1						1										1												1										1												1

		173		1										1										1										1												1										1														1

		174								1				1										1								1														1								1																				1

		175		1										1										1								1														1								1																1

		176						1										1						1								1												1										1														1

		177		1		1										1								1										1												1										1								1						1

		178								1												1						1				1												1										1

		179		1				1						1										1										1												1								1																				1

		180		1												1								1										1										1												1														1

		181		1														1						1								1														1								1																				1

		182								1										1				1								1												1										1																				1

		183		1												1								1								1												1										1																1

		184						1						1										1								1												1										1																		1

		185								1						1												1						1										1												1																		1

		186				1														1						1								1												1								1																		1

		187		1		1		1														1		1										1												1								1																				1

		188		1		1										1								1										1												1										1														1

		189		1		1		1						1										1								1														1								1																1

		190		1														1						1										1										1										1																				1

		191				1										1								1								1												1										1										1

		192				1														1				1								1												1										1												1

		193								1				1										1								1												1										1										1

		194						1														1		1								1												1										1														1

		195				1																1				1								1										1												1																1

		196				1										1										1						1												1										1																				1

		197								1												1		1								1												1										1

		198		1		1																1		1												1										1								1

		199						1						1										1								1										1				1								1																1

		200								1										1				1								1												1										1																		1

		201		1														1								1								1												1										1										1		1		1

		202								1						1								1								1												1										1																		1

		203		1																1						1						1														1								1																		1

		204								1								1						1								1												1										1														1

		205								1										1						1								1												1										1																1

		206				1												1						1								1												1										1										1

		207		1		1								1										1								1												1										1																				1

		208				1												1						1								1												1										1																1

		209		1		1								1										1								1												1										1														1

		210				1								1										1								1												1										1														1		1

		211		1																1				1								1														1								1																1

		212		1												1								1								1												1										1																				1

		213						1						1										1								1												1										1										1

		214				1																1		1								1												1										1

		215		1														1						1								1												1										1																				1

		216				1												1								1						1												1										1																				1

		217								1												1						1				1												1										1																				1

		218								1								1								1						1														1										1														1

		219						1										1						1								1												1										1																				1

		220								1				1										1								1														1								1																				1

		221				1												1								1						1												1										1																1

		222		1												1								1										1										1										1																1

		223						1						1										1										1										1										1												1		1		1

		224								1								1						1								1												1										1																				1

		225				1														1								1				1														1										1																1

		226				1								1										1								1														1										1														1

		227								1				1										1								1												1										1																1

		228						1						1										1										1										1										1																1

		229								1						1								1												1								1										1																		1

		230		1																1						1						1												1										1																		1

		231		1						1								1						1								1														1								1																				1

		232		1												1												1						1												1								1																1

		233																																																																										暑くて死にそう。集中できず不快。 アツシシュウチュウフカイ

		234						1						1										1								1												1										1										1

		235								1				1												1						1												1										1																		1

		236								1				1												1						1												1										1																1

		237				1								1										1								1												1										1																1

		238								1												1						1						1												1																												1

		239								1										1				1								1												1										1																		1

		240						1				1												1								1														1								1												1		1

		241								1						1								1								1												1										1																1

		242								1										1						1						1												1										1																		1

		243				1														1								1						1												1										1										1

		244				1														1						1								1												1										1																1

		245								1						1								1								1												1												1														1

		246						1						1										1								1												1										1																1

		247								1						1								1										1												1										1														1

		248		1										1										1								1														1								1																1

		249		1														1						1								1												1										1																		1

		250				1												1						1										1										1										1																				1

		251		1																1				1										1										1										1																1

		252				1														1				1								1												1										1																				1

		253				1												1						1								1												1										1																				1

		254		1														1						1								1												1										1																		1

		255		1										1										1								1														1								1																				1

		256				1								1										1								1												1										1																1

		257		1														1								1								1												1										1																		1

		258		1										1										1										1										1										1																1

		259						1								1								1								1												1										1										1

		260		1		1														1				1										1												1								1																				1

		261		1										1										1								1												1												1																		1

		262		1										1										1										1												1								1																				1		繰り返し受講することも重要。 クカエジュコウジュウヨウ

		263								1				1										1										1												1										1								1

		264		1														1						1								1														1								1																				1

		265				1								1										1										1										1												1																		1		部下に対しては、機会あるごとに談合防止の徹底を促すとともに、常日頃より何でも相談できる風通しの良い職場環境作りが重要だと感じた。 ブカタイキカイダンゴウボウシテッテイウナガツネヒゴロナンソウダンカゼトオヨショクバカンキョウヅクジュウヨウカン

		266								1												1						1				1																1										1														1

		267								1								1								1								1														1								1												1

		268						1						1										1								1												1										1																		1

		269		1																1				1								1												1										1																		1

		270				1												1						1										1												1								1																				1

		271				1												1						1										1										1										1																		1		1

		272		1				1										1						1								1												1										1														1		1

		273				1														1										1		1														1								1																1

		274		1										1										1								1														1								1														1

		275						1						1										1								1												1										1																1

		276								1		1												1								1												1										1																				1

		277		1										1										1								1												1										1																1

		278		1																		1		1								1												1										1																				1

		279		1														1						1										1												1								1																				1

		280		1												1										1						1														1								1														1

		281		1										1										1								1														1								1																				1

		282		1										1										1										1												1										1																1

		283		1		1		1		1		1												1								1												1										1																				1

		284						1						1										1								1												1										1										1

		285		1										1										1								1												1										1																				1

		286		1												1								1								1												1										1																1

		287		1																1				1										1										1												1

		288		1		1								1										1								1												1										1																		1

		289				1														1				1								1												1										1																		1

		290		1														1								1								1												1										1														1

		291		1																1				1								1												1										1																				1

		292						1										1						1								1														1								1																				1

		293								1												1		1								1												1										1																				1

		294				1														1				1								1												1										1																		1

		295		1														1						1										1										1										1																		1

		296		1																1						1								1												1								1												1

		297		1										1										1								1												1										1																				1

		298								1												1		1												1														1								1														1

		299								1										1						1								1														1						1																				1

		300								1										1						1								1												1								1																				1

		301								1								1						1										1										1												1																		1

		302																1								1						1														1								1																				1

		303								1		1												1								1												1										1																				1

		304								1								1						1								1												1										1										1												事例を示して、解説があると非常に分かりやすいと思いました。 ジレイシメカイセツヒジョウワオモ

		305				1										1								1								1												1										1																		1

		306		1														1						1								1														1								1																				1

		307		1														1						1								1												1										1																1

		308								1				1														1				1														1								1																				1

		309				1								1										1								1												1										1																				1

		310								1												1		1								1												1												1

		311								1												1								1				1												1										1																		1

		312				1														1				1								1												1										1												1

		313				1												1						1								1														1								1																				1

		314								1												1		1								1												1										1												1

		315								1												1				1								1														1										1																1

		316						1						1										1																		1		1										1																1

		317		1												1								1								1												1										1																				1

		318		1														1						1										1										1										1																				1

		319								1												1						1						1														1								1

		320				1												1						1								1												1										1																				1

		321		1														1						1								1												1										1																				1

		322								1										1				1								1												1										1										1

		323								1								1						1										1												1								1																		1

		324		1														1												1				1												1								1																		1

		325		1										1										1								1												1														1												1

		326		1														1										1				1														1								1																				1

		327								1												1						1				1														1										1																		1

		328		1												1								1								1												1										1																				1

		329						1										1						1										1												1										1														1				1		近況も連絡あると良い。意識が高まって良かった。 キンキョウレンラクヨイシキタカヨ

		330		1						1								1						1										1										1										1																				1		せっかく外部講師の講義だったので、最新の中央リニア談合事件の状況とか聞いてみたかった。 ガイブコウシコウギサイシンチュウオウダンゴウジケンジョウキョウキ

		331								1												1		1								1												1										1																				1

		332				1												1						1										1														1								1																		1

		333		1												1								1										1												1								1																				1

		334		1														1						1								1												1										1																				1

		335		1																				1								1												1										1																				1

		336		1														1								1								1														1								1																1

		337								1										1				1								1												1										1

		338				1														1						1						1												1										1										1

		339		1																1						1								1												1										1																1

		340		1										1										1								1												1										1																				1

		341		1														1						1								1												1										1																1

		342		1										1										1								1												1										1																1

		343		1										1										1								1												1												1														1

		344		1										1												1						1												1										1																				1

		345		1				1						1										1								1												1										1																1

		346						1										1						1										1												1										1								1

		347								1										1				1										1												1										1								1

				133		84		65		106		11		109		53		82		50		38		270		44		26		5		207		122		9		0		1		7		193		127		16		4		3		239		87		11		5		1		37		24		42		121		55		95





事前知識

		（３）研修会出席前の知識 ケンシュウカイシュッセキマエ

				入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識 ジゼン

				ある程度、内容を把握していた。		内容については殆ど知らなかった。		名称は知っていたが、内容については全く知らなかった。		名称及び内容について全く知らなかった。

				270		44		26		5





事前知識

		



入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法についての事前知識



理解が深まったか

		（４）出席後の理解の深まり ゴ

				研修会への出席により理解が深まったか

				深まった フカ		多少深まった タショウフカ		どちらとも言えない イ		あまり深まらなかった フカ		深まらなかった フカ		既に十分知っている スデジュウブンシ

				207		122		9		0		1		7





理解が深まったか

		



研修会への出席により理解が深まったか



理解しやすさ

		（５）内容の理解のしやすさ

				理解しやすかった リカイ		比較的理解しやすかった ヒカクテキリカイ		どちらとも言えない イ		やや理解しにくかった リカイ		理解しにくかった リカイ

				193		127		16		4		3





理解しやすさ

		



研修会の内容の理解のしやすさ



今後の役立ち

		（６）今後の業務で役立つか

				役立つと思う ヤクダオモ		多少役立つと思う タショウヤクダオモ		どちらとも言えない イ		あまり役立たないと思う ヤクダオモ		役立たないと思う ヤクダオモ

				239		87		11		5		1





今後の役立ち

		



今後の業務で役立つか



周知の予定

		（７）職場での周知等の予定か

				研修会を行う予定 ケンシュウカイオコナヨテイ		上司に報告する予定 ジョウシホウコクヨテイ		同役、部下に報告する予定 ドウヤクブカホウコクヨテイ		職場内回覧をする予定 ショクバナイカイランヨテイ		周知等の予定はない シュウチトウヨテイ

				37		24		42		121		55





周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か





平成３０年度 関東地方整備局コンプライアンス週間

事務所等横断的なミーティングについて
（実施結果報告 ）

＜主な討議内容＞

①事業者からの不当な働きかけに対する対応について
休日に偶然出会った事業者から、提出した技術資料の評価の

内容について、教えてほしいと求められた際の発注担当係長の

対応の問題点と取るべき対応（発注者綱紀保持規程等について）

②発注者綱紀保持違反を報告する際の対応について
同僚が発注者綱紀保持に違反しているのではと感じた場合の

対応の問題点と取るべき対応（通報窓口等について）

③機密情報を郵送する場合の対応について
機密性２情報を郵送する場合に情報漏えい等を防止するために

取るべき対応（関東地方整備局情報セキュリティーポリシー実施

手順書等について）

日時：平成３０年６月６日（水）、７日（木）の両日 １５：００～１６：３０

場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 大研修室５Ａ

参加者：６４名（一般事務４４名、用地６名、技術１４名）

※管理職を除く職員で、各部・各事務（管理）所から最低１名以上参加

※５～６名の班ごとに、事例３題についてグループ討議

※１．班別討議 ２．班別発表 ３．適正業務管理官による講評・解説

別紙６
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事務所等横断的なミーティングに関するアンケート 集計結果

１．課題の内容について

「あまり理解できなかった」、「全く理解できなかった」

と回答した職員はおらず、実務に即した身近な内容に

ついて、グループ討議で理解を深めたことが好結果の

要因と考えられる。

２．グループ討議について

「非常に得るところがあった」又は「おおむね

得るところがあった」と回答した職員が大半であり、

多くのグループが活発なミーティングを行っている

様子であったため、様々な職種間によるグループ

討議については、おおむね好評だったものと考えられる。

３．課題内容等について（意見・感想等 自由記述）

・基本的な内容でも普段忘れがちになるので、こういった機会に思い出すことができて良かったと思う。

・大まかな結論についてはだいたい一致しましたが、具体的な対処法等、細かい部分について、いろい
ろと意見を伺え、参考になりました。

・普段慣れたメンバーで意見を出し合うより、新鮮な意見が多く楽しかったです。発注者綱紀保持や情報
セキュリティーなど、普段意識していない、聞き慣れないことについても考えることができ、とても参考に
なりました。

・課題に対する解説文が最低限ポイントのみですっきりしない。 議論が予想される内容に対する解が
欲しいです。

・最初はどうしても初対面なケースがあるため、役割の決め方に戸惑う。

※（アンケート回答数６４）

４．コンプライアンス全般について（自由記述）

・ふとした所でコンプライアンス違反になってしまうようなことも考えられるので、このような機会に再度確
認を行う重要性を感じました。

・コンプライアンスミーティングの議題について、発注に関するものばかりだとマンネリになるので、でき
るだけ発注以外の議題を取り上げて欲しい。

・局内通報窓口等、周知をさらにしていただきたい。

・コンプライアンスの担当は事務所内で総務との見解があるが、全員で気をつけなければならず、担当
者といったことはないのではないかと思う。

・所属でも四半期に一回コンプライアンスミーティングを実施しているので、コンプライアンスに対して意
識が以前より少し高まったと思います。
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Graph1

		かなり理解できた

		おおむね理解できた

		あまり理解できなかった

		全く理解できなかった
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集計表

		平成30年度事務所等横断的なミーティングに関するアンケート ヘイセイネンドジムショトウオウダンテキカン

				時間 ジカン						課題の内容 カダイナイヨウ								グループ討議 トウギ								課題内容等の自由意見 カダイナイヨウトウジユウイケン		コンプライアンス全般に関して、感じていること・要望・意見・改善点等 ゼンパンカンカンヨウボウイケンカイゼンテントウ

		№		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		非常に得るところがあった ヒジョウエ		おおむね得るところがあった エ		部分的に得るところがあった ブブンテキエ		期待した程のものではなかった キタイホド

		1				1				1								1

		2				1				1								1								情報を守るため、権利を守るためのルール、規則、法律を理解することができた。係長の意見は貴重な知識につながった。 ジョウホウマモケンリマモキソクホウリツリカイカカリチョウイケンキチョウチシキ

		3				1						1								1						基本的な内容でも、普段忘れがちになるので、こういった機会に思い出すことができて良かったと思う。 キホンテキナイヨウフダンワスキカイオモダヨオモ		情報セキュリティーポリシーの内容量が多すぎて把握しきれない。実務的なものになるように、覚えられるような料に整理されるともっと対策も進むのではないかと思う。 ジョウホウナイヨウリョウオオハアクジツムテキオボリョウセイリタイサクススオモ

		4				1						1								1						班別のミーティングにより、自分では気づかない点、視点があり勉強となった。同じ意見が多いけれど、同じ意見、価値観を持っていることで自信がついた、いいことだと思います。 ハンベツジブンキテンシテンベンキョウオナイケンオオオナイケンカチカンモジシンオモ

		5				1						1								1						大まかな結論についてはだいたい一致しましたが、具体的な対処法等、細かい部分について、いろいろと意見を伺え、参考になりました。 オオケツロンイッチグタイテキタイショホウトウコマブブンイケンウカガサンコウ

		6				1						1								1						他事務所の方と話し合えるのは良かったです。 タジムショカタハナアヨ

		7				1				1								1

		8				1				1								1								ミーティングを通じて、他の方の意見を聞けて参考になり得るものが多かった。 ツウタカタイケンキサンコウエオオ

		9				1				1								1								検討課題内容はもう少し意見の分かれるようなものを設定しても良いのでは。（班員ほとんどが同意見のことあり） ケントウカダイナイヨウスコイケンワセッテイヨハンインドウイケン

		10								1								1								他所属の方の意見を聞くことができ、とても参考になりました。 タショゾクカタイケンキサンコウ

		11				1						1								1

		12				1				1								1								職種にかたよることなく班分けができていて、活発に発言・議論ができたと思う。 ショクシュハンワカッパツハツゲンギロンオモ		メール等で幅広く情報提供をお願いします。 トウハバヒロジョウホウテイキョウネガ

		13				1				1								1								他の方の意見も聞けるため、考え方の参考になりました。 タカタイケンキカンガカタサンコウ		大切なことなので、分からないことは確認しながら仕事を進めていきたいと思います。コンプライアンスについて考える良い機会となりました。ありがとうございました。 タイセツワカクニンシゴトススオモカンガヨキカイ

		14						1		1								1								多角的、色々な視点での意見を聞くことができ参考になった。 タカクテキイロイロシテンイケンキサンコウ		コンプライアンス週間だけでなく定期的なミーティングを開催してもよいのではと思います。 シュウカンテイキテキカイサイオモ

		15				1				1										1						コンプライアンスの再確認や他事務所職員の意見が参考になった。 サイカクニンタジムショショクインイケンサンコウ

		16				1						1								1						日頃コンプライアンスについて議論することがないので、こういう機会に考えることが大切だと思う。 ヒゴロギロンキカイカンガタイセツオモ		少なくとも自分の周りを見る限り、皆コンプライアンスを意識して業務を進めていると思う。 スクジブンマワミカギミナイシキギョウムススオモ

		17				1						1								1						設問の設定が曖昧で課題が広がらないものもあったと思う。 セツモンセッテイアイマイカダイヒロオモ

		18				1						1								1								繰り返し研修等を受けることでコンプライアンスの意識が高まると思います。 クカエケンシュウトウウイシキタカオモ

		19				1						1								1						課題2より、部下に自浄能力があることを教える必要があることが分かってよかった。 カダイブカジジョウノウリョクオシヒツヨウワ		良好な職場環境のため、特にコンプライアンスについて、日頃思うことはありません。 リョウコウショクバカンキョウトクヒゴロオモ

		20				1						1								1						皆さんの経験をもとに様々な意見があり、とても参考になった。 ミナケイケンサマザマイケンサンコウ

		21				1						1										1				他の事務所の方の意見を聞くことができて、よかったと思います。 タジムショカタイケンキオモ

		22				1						1								1

		23				1						1								1						職種、事務所の種類等が異なった方々とコンプライアンスについて議論するのは、各々違う立場での意見を聞くことができて有意義でした。 ショクシュジムショシュルイトウコトカタガタギロンオノオノチガタチバイケンキユウイギ		普段からコンプライアンスについて意識することと同時に、職場内で風通しをよくしておくことが大切だと思いました。　現在は契約担当ではなくなり、外部の人と接触する機会が減ってしまったが、引き続き利害関係やコンプライアンスについて気をつけていきたいと思います。 フダンイシキドウジショクバナイカゼトオタイセツオモゲンザイケイヤクタントウガイブヒトセッショクキカイヘヒツヅリガイカンケイキオモ

		24				1						1								1						「発注者綱紀保持規程」は文書的に分かり難いと思う。何か分かりやすい副本のような解説的なものがないと皆読まないと思っています。 ハッチュウシャコウキホジキテイブンショテキワムヅカオモナニワフクホンカイセツテキミナヨオモ		コンプライアンスというと、どうしても業務発注とかが主で、他の法律行為でも当てはまるものだと思うのですが、その当たりはいかがでしょうか。 ギョウムハッチュウオモタホウリツコウイアオモア

		25				1						1								1						日常ありがちな課題だと感じました。よく起こりうる状況だからこそ、今回の課題については意味のあるものだと思います。 ニチジョウカダイカンオジョウキョウコンカイカダイイミオモ		コンプライアンスという言葉は日頃から耳にしますが、どのようなことがその事業になってくるのか、深く考える機会はあまりないように感じます。ふとした所でコンプライアンス違反になってしまうようなことも考えられるので、このような機会に再度確認を行う重要性を感じました。 コトバヒゴロミミジギョウフカカンガキカイカントコロイハンカンガキカイサイドカクニンオコナジュウヨウセイカン

		26				1				1										1								コンプライアンスに関する講習は、ほぼ全ての研修（国交大・柏研修センター・関技）や会議でかなり時間を使って説明されており、かつ事務所でも毎週のようにコンプラに関する資料は説明されている。本局から適正業務管理官が事務所に来て説明を行われている。正直今の状況はコンプラにかなり時間を使っているので、もう少し講習の頻度を減らしてみてもいいのではないかと思う。 カンコウシュウスベケンシュウコッコウダイカシワケンシュウカンギカイギジカンツカセツメイジムショマイシュウカンシリョウセツメイホンキョクテキセイギョウムカンリカンジムショキセツメイオコナショウジキイマジョウキョウジカンツカスココウシュウヒンドヘオモ

		27				1						1								1						活発な意見交換ができて有意義なミーティングでした。 カッパツイケンコウカンユウイギ		コンプライアンスミーティングの議題について、発注に関するものばかりだとマンネリになるので、できるだけ発注以外の議題を取り上げて欲しい。（特に官用車の使用について） ギダイハッチュウカンハッチュウイガイギダイトアホトクカンヨウシャシヨウ

		28				1				1								1								他の部との手法を得て、活用しようと思う。 タブシュホウエカツヨウオモ

		29				1						1										1						理想と現実との差を埋めるべく努力します。 リソウゲンジツサウドリョク

		30		1						1								1								参加できてよかったです。ありがとうございました。 サンカ

		31				1						1								1						いろいろな事務所の人と話し合うことで、いろいろな意見を聞けて参考になった。 ジムショヒトハナアイケンキサンコウ

		32				1				1										1						課内、所内等でこういったミーティングをするのは有効だと感じた。 カナイショナイトウユウコウカン		各種通報制度、報告制度について広く知らしめる必要があるのではないか。（もちろん努力されていることと思う。）　仕事をサボタージュする人のせいで迷惑を被っている場合というのがあるので、その場合はどこに相談したらよいのか悩んでいる。 カクシュツウホウセイドホウコクセイドヒロシヒツヨウドリョクオモシゴトヒトメイワクコウムバアイバアイソウダンナヤ

		33				1						1								1						横断的に行う試みは非常に良かったと思いました。同課内で行うより、良いと思います。 オウダンテキオコナココロヒジョウヨオモドウカナイオコナヨオモ		局内通報窓口等、周知をさらにしていただきたい。 キョクナイツウホウマドグチトウシュウチ

		34				1				1								1								普段あまり係わることがない方と、いろいろ意見交換ができたのが良かった。→所外で行うことにより、意見が活発に出た。　意識しないで行っていたことをこの機会に見直すとても良い場となった。 フダンカカカタイケンコウカンヨショガイオコナイケンカッパツデイシキオコナキカイミナオヨバ		事務所でコンプライアンスの補助的な役割を行っています。なかなか所内では進め方含めて、難しい部分もあるため、外部講師や適正業務管理官による講習会があることにより、みんな集まるような場になると良いなと思いました。引き続き、進めて参ります。 ジムショホジョテキヤクワリオコナショナイススカタフクムズカブブンガイブコウシテキセイギョウムカンリカンコウシュウカイアツバヨオモヒツヅススマイ

		35				1				1										1						日頃、事務所の課内で行っているコンプライアンスミーティングとは違い、事務・技術一緒で幅広い議論ができて、とても良かったと思います。 ヒゴロジムショカナイオコナチガジムギジュツイッショハバヒロギロンヨオモ		今後ともコンプライアンス意識をしっかりと持ち国民から信頼される職員でありたいと思います。 コンゴイシキモコクミンシンライショクインオモ

		36				1				1								1								班員の方、それぞれの意見が聞けて参考になった。 ハンインカタイケンキサンコウ

		37				1						1						1										コンプライアンスに関する職員への意識づけは継続することが、効果的と考えているため、今後も情報提供をよろしくお願いします。 カンショクインイシキケイゾクコウカテキカンガコンゴジョウホウテイキョウネガ

		38				1						1								1						様々な意見を聞くことができた。　日常の業務においても起こりそうな課題であったので、改めて考えるきっかけになってよかった。 サマザマイケンキニチジョウギョウムオカダイアラタカンガ

		39				1						1								1						最初はどうしても初対面なケースがあるため、役割の決め方に戸惑う。　班で取り組むことは正直苦手である。 サイショショタイメンヤクワリキカタトマドハントクショウジキニガテ		むずかしいの一言である。 ヒトコト

		40				1						1						1								他の方の意見を聞くことで考え方も広がるなと感じた。年が違う方と話せたのも大きかったです。 タカタイケンキカンガカタヒロカントシチガカタハナオオ		機密性の分けが難しいです。　今日はありがとうございました。 キミツセイワムズカキョウ

		41				1						1								1						活発なミーティングを行うことができた。 カッパツオコナ		コンプライアンスについて、年々、浸透してきていると感じる。 ネンネンシントウカン

		42				1						1								1						自分だけでは思いもしなかった意見が聞けて良かったです。 ジブンオモイケンキヨ

		43				1						1								1

		44				1						1								1						他の事務所の方との意見交換ができたので良い経験となりました。 タジムショカタイケンコウカンヨケイケン		特に課内の報告・連絡・相談は重要だと考えています。 トクカナイホウコクレンラクソウダンジュウヨウカンガ

		45				1				1								1								普段慣れたメンバーで意見を出し合うより、新鮮な意見が多く楽しかったです。発注者綱紀保持や情報セキュリティーなど、普段意識していない、聞き慣れないことについても考えることができ、とても参考になりました。 フダンナイケンダアシンセンイケンオオタノハッチュウシャコウキホジジョウホウフダンイシキキナカンガサンコウ

		46				1						1								1						普段は同じ課（技術職）での意見交換になるが、今日は自分以外、事務方の職員だったので、いつもとは異なる角度の意見が聞けたのは良かった。 フダンオナカギジュツショクイケンコウカンキョウジブンイガイジムカタショクインコトカクドイケンキヨ

		47				1						1								1						コンプライアンスの意識は一度学べば良いというものではなく、反復が必要であり、知識を更新していく必要。 イシキイチドマナヨハンプクヒツヨウチシキコウシンヒツヨウ		技術・事務のどちらかに偏らない時期の開催を検討して欲しい。 ギジュツジムカタヨジキカイサイケントウホ

		48				1				1								1								ミーティングを通して、自分では気づかなかったポイントを聞くことができ、非常に有意義だったと思います。 トオジブンキキヒジョウユウイギオモ

		49				1						1								1								できれば年2回程度開催して欲しい。 ネンカイテイドカイサイホ

		50				1				1								1								今後もやるべきと思います。 コンゴオモ

		51				1				1												1

		52				1				1								1

		53				1				1								1								他事務所の職員とのミーティングは、自分の所属では出ないような意見もあり、とても新鮮でした。忙しいかもしれませんが、多くの職員にこのような場を経験して欲しいと思いました。ありがとうございました。 タジムショショクインジブンショゾクデイケンシンセンイソガオオショクインバケイケンホオモ		今回のコンプライアンス週間のように、定期的にコンプライアンスを意識することは重要だと思います。 コンカイシュウカンテイキテキイシキジュウヨウオモ

		54						1		1								1								意見を出し合うことで、一人で考えていた以上のことを得られたので有意義だった。 イケンダアヒトリカンガイジョウエユウイギ		課題2について、Nと同じような経験があり、同課の課長に相談しにくかった。（相談していない）　チクったみたいになると感じてしまった。他のラインの同僚に相談したが「昔からああ。まだそんなことをしているのか。」という意見。窓口に相談すればと思った。 カダイオナケイケンドウカカチョウソウダンソウダンカンタドウリョウソウダンムカシイケンマドグチソウダンオモ

		55				1						1										1				課題に対する解説文が最低限ポイントのみですっきりしない。　議論が予想される内容に対する解が欲しいです。　消化不良。 カダイタイカイセツブンサイテイゲンギロンヨソウナイヨウタイカイホショウカフリョウ

		56				1						1								1						普段とは違う環境での討議であり、有意義でした。 フダンチガカンキョウトウギユウイギ

		57				1						1										1				課題の前提条件がより明確具体的であった方が良い。（前提条件についての議論になってしまうことがあるため） カダイゼンテイジョウケンメイカクグタイテキホウヨゼンテイジョウケンギロン		業務別に具体例で示されると理解しやすいと思います。 ギョウムベツグタイレイシメリカイオモ

		58				1				1								1								題材（課題）が分かりやすくて、意見を出しやすかった。そのため、活発な意見が出せた。 ダイザイカダイワイケンダカッパツイケンダ		コンプライアンスの担当は事務所内で総務との見解があるが、全員で気をつけなければならず、担当者といったことはないのではないかと思う。 タントウジムショナイソウムケンカイゼンインキタントウシャオモ

		59				1						1								1						とてもいい勉強になりました。今後も積極的に参加できればと思います。 ベンキョウコンゴセッキョクテキサンカオモ		所属でも四半期に一回コンプライアンスミーティングを実施しているので、コンプライアンスに対して意識が以前より少し高まったと思います。これからも頑張って意識を高めていきたいと思います。 ショゾクシハンキイッカイジッシタイイシキイゼンスコタカオモガンバイシキタカオモ

		60				1						1								1

		61				1				1								1								各事務所の方の意見が聞け、大変参考になった。 カクジムショカタイケンキタイヘンサンコウ

		62				1						1								1

		63				1						1						1								他の事務所、職種の人との意見交換をすることができたのでとても有意でした。 タジムショショクシュヒトイケンコウカンユウイ

		64				1								1						1								定期的に考えていくことが大事と考えます。 テイキテキカンガダイジカンガ

				1		60		2		26		37		0		0		23		33		5		0





時間について

		

				時間について ジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				1		60		2





時間について

		



時間について



課題の内容について

		

				課題の内容について カダイナイヨウ

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				26		37		0		0





課題の内容について

		



課題の内容について



グループ討議について

		

				グループ討議について トウギ

				非常に得るところがあった		おおむね得るところがあった		部分的に得るところがあった		期待した程のものではなかった

				23		33		5		0





グループ討議について

		



グループ討議について




Graph1

		非常に得るところがあった

		おおむね得るところがあった

		部分的に得るところがあった

		期待した程のものではなかった



23

33

5

0



集計表

		平成30年度事務所等横断的なミーティングに関するアンケート ヘイセイネンドジムショトウオウダンテキカン

				時間 ジカン						課題の内容 カダイナイヨウ								グループ討議 トウギ								課題内容等の自由意見 カダイナイヨウトウジユウイケン		コンプライアンス全般に関して、感じていること・要望・意見・改善点等 ゼンパンカンカンヨウボウイケンカイゼンテントウ

		№		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		非常に得るところがあった ヒジョウエ		おおむね得るところがあった エ		部分的に得るところがあった ブブンテキエ		期待した程のものではなかった キタイホド

		1				1				1								1

		2				1				1								1								情報を守るため、権利を守るためのルール、規則、法律を理解することができた。係長の意見は貴重な知識につながった。 ジョウホウマモケンリマモキソクホウリツリカイカカリチョウイケンキチョウチシキ

		3				1						1								1						基本的な内容でも、普段忘れがちになるので、こういった機会に思い出すことができて良かったと思う。 キホンテキナイヨウフダンワスキカイオモダヨオモ		情報セキュリティーポリシーの内容量が多すぎて把握しきれない。実務的なものになるように、覚えられるような料に整理されるともっと対策も進むのではないかと思う。 ジョウホウナイヨウリョウオオハアクジツムテキオボリョウセイリタイサクススオモ

		4				1						1								1						班別のミーティングにより、自分では気づかない点、視点があり勉強となった。同じ意見が多いけれど、同じ意見、価値観を持っていることで自信がついた、いいことだと思います。 ハンベツジブンキテンシテンベンキョウオナイケンオオオナイケンカチカンモジシンオモ

		5				1						1								1						大まかな結論についてはだいたい一致しましたが、具体的な対処法等、細かい部分について、いろいろと意見を伺え、参考になりました。 オオケツロンイッチグタイテキタイショホウトウコマブブンイケンウカガサンコウ

		6				1						1								1						他事務所の方と話し合えるのは良かったです。 タジムショカタハナアヨ

		7				1				1								1

		8				1				1								1								ミーティングを通じて、他の方の意見を聞けて参考になり得るものが多かった。 ツウタカタイケンキサンコウエオオ

		9				1				1								1								検討課題内容はもう少し意見の分かれるようなものを設定しても良いのでは。（班員ほとんどが同意見のことあり） ケントウカダイナイヨウスコイケンワセッテイヨハンインドウイケン

		10								1								1								他所属の方の意見を聞くことができ、とても参考になりました。 タショゾクカタイケンキサンコウ

		11				1						1								1

		12				1				1								1								職種にかたよることなく班分けができていて、活発に発言・議論ができたと思う。 ショクシュハンワカッパツハツゲンギロンオモ		メール等で幅広く情報提供をお願いします。 トウハバヒロジョウホウテイキョウネガ

		13				1				1								1								他の方の意見も聞けるため、考え方の参考になりました。 タカタイケンキカンガカタサンコウ		大切なことなので、分からないことは確認しながら仕事を進めていきたいと思います。コンプライアンスについて考える良い機会となりました。ありがとうございました。 タイセツワカクニンシゴトススオモカンガヨキカイ

		14						1		1								1								多角的、色々な視点での意見を聞くことができ参考になった。 タカクテキイロイロシテンイケンキサンコウ		コンプライアンス週間だけでなく定期的なミーティングを開催してもよいのではと思います。 シュウカンテイキテキカイサイオモ

		15				1				1										1						コンプライアンスの再確認や他事務所職員の意見が参考になった。 サイカクニンタジムショショクインイケンサンコウ

		16				1						1								1						日頃コンプライアンスについて議論することがないので、こういう機会に考えることが大切だと思う。 ヒゴロギロンキカイカンガタイセツオモ		少なくとも自分の周りを見る限り、皆コンプライアンスを意識して業務を進めていると思う。 スクジブンマワミカギミナイシキギョウムススオモ

		17				1						1								1						設問の設定が曖昧で課題が広がらないものもあったと思う。 セツモンセッテイアイマイカダイヒロオモ

		18				1						1								1								繰り返し研修等を受けることでコンプライアンスの意識が高まると思います。 クカエケンシュウトウウイシキタカオモ

		19				1						1								1						課題2より、部下に自浄能力があることを教える必要があることが分かってよかった。 カダイブカジジョウノウリョクオシヒツヨウワ		良好な職場環境のため、特にコンプライアンスについて、日頃思うことはありません。 リョウコウショクバカンキョウトクヒゴロオモ

		20				1						1								1						皆さんの経験をもとに様々な意見があり、とても参考になった。 ミナケイケンサマザマイケンサンコウ

		21				1						1										1				他の事務所の方の意見を聞くことができて、よかったと思います。 タジムショカタイケンキオモ

		22				1						1								1

		23				1						1								1						職種、事務所の種類等が異なった方々とコンプライアンスについて議論するのは、各々違う立場での意見を聞くことができて有意義でした。 ショクシュジムショシュルイトウコトカタガタギロンオノオノチガタチバイケンキユウイギ		普段からコンプライアンスについて意識することと同時に、職場内で風通しをよくしておくことが大切だと思いました。　現在は契約担当ではなくなり、外部の人と接触する機会が減ってしまったが、引き続き利害関係やコンプライアンスについて気をつけていきたいと思います。 フダンイシキドウジショクバナイカゼトオタイセツオモゲンザイケイヤクタントウガイブヒトセッショクキカイヘヒツヅリガイカンケイキオモ

		24				1						1								1						「発注者綱紀保持規程」は文書的に分かり難いと思う。何か分かりやすい副本のような解説的なものがないと皆読まないと思っています。 ハッチュウシャコウキホジキテイブンショテキワムヅカオモナニワフクホンカイセツテキミナヨオモ		コンプライアンスというと、どうしても業務発注とかが主で、他の法律行為でも当てはまるものだと思うのですが、その当たりはいかがでしょうか。 ギョウムハッチュウオモタホウリツコウイアオモア

		25				1						1								1						日常ありがちな課題だと感じました。よく起こりうる状況だからこそ、今回の課題については意味のあるものだと思います。 ニチジョウカダイカンオジョウキョウコンカイカダイイミオモ		コンプライアンスという言葉は日頃から耳にしますが、どのようなことがその事業になってくるのか、深く考える機会はあまりないように感じます。ふとした所でコンプライアンス違反になってしまうようなことも考えられるので、このような機会に再度確認を行う重要性を感じました。 コトバヒゴロミミジギョウフカカンガキカイカントコロイハンカンガキカイサイドカクニンオコナジュウヨウセイカン

		26				1				1										1								コンプライアンスに関する講習は、ほぼ全ての研修（国交大・柏研修センター・関技）や会議でかなり時間を使って説明されており、かつ事務所でも毎週のようにコンプラに関する資料は説明されている。本局から適正業務管理官が事務所に来て説明を行われている。正直今の状況はコンプラにかなり時間を使っているので、もう少し講習の頻度を減らしてみてもいいのではないかと思う。 カンコウシュウスベケンシュウコッコウダイカシワケンシュウカンギカイギジカンツカセツメイジムショマイシュウカンシリョウセツメイホンキョクテキセイギョウムカンリカンジムショキセツメイオコナショウジキイマジョウキョウジカンツカスココウシュウヒンドヘオモ

		27				1						1								1						活発な意見交換ができて有意義なミーティングでした。 カッパツイケンコウカンユウイギ		コンプライアンスミーティングの議題について、発注に関するものばかりだとマンネリになるので、できるだけ発注以外の議題を取り上げて欲しい。（特に官用車の使用について） ギダイハッチュウカンハッチュウイガイギダイトアホトクカンヨウシャシヨウ

		28				1				1								1								他の部との手法を得て、活用しようと思う。 タブシュホウエカツヨウオモ

		29				1						1										1						理想と現実との差を埋めるべく努力します。 リソウゲンジツサウドリョク

		30		1						1								1								参加できてよかったです。ありがとうございました。 サンカ

		31				1						1								1						いろいろな事務所の人と話し合うことで、いろいろな意見を聞けて参考になった。 ジムショヒトハナアイケンキサンコウ

		32				1				1										1						課内、所内等でこういったミーティングをするのは有効だと感じた。 カナイショナイトウユウコウカン		各種通報制度、報告制度について広く知らしめる必要があるのではないか。（もちろん努力されていることと思う。）　仕事をサボタージュする人のせいで迷惑を被っている場合というのがあるので、その場合はどこに相談したらよいのか悩んでいる。 カクシュツウホウセイドホウコクセイドヒロシヒツヨウドリョクオモシゴトヒトメイワクコウムバアイバアイソウダンナヤ

		33				1						1								1						横断的に行う試みは非常に良かったと思いました。同課内で行うより、良いと思います。 オウダンテキオコナココロヒジョウヨオモドウカナイオコナヨオモ		局内通報窓口等、周知をさらにしていただきたい。 キョクナイツウホウマドグチトウシュウチ

		34				1				1								1								普段あまり係わることがない方と、いろいろ意見交換ができたのが良かった。→所外で行うことにより、意見が活発に出た。　意識しないで行っていたことをこの機会に見直すとても良い場となった。 フダンカカカタイケンコウカンヨショガイオコナイケンカッパツデイシキオコナキカイミナオヨバ		事務所でコンプライアンスの補助的な役割を行っています。なかなか所内では進め方含めて、難しい部分もあるため、外部講師や適正業務管理官による講習会があることにより、みんな集まるような場になると良いなと思いました。引き続き、進めて参ります。 ジムショホジョテキヤクワリオコナショナイススカタフクムズカブブンガイブコウシテキセイギョウムカンリカンコウシュウカイアツバヨオモヒツヅススマイ

		35				1				1										1						日頃、事務所の課内で行っているコンプライアンスミーティングとは違い、事務・技術一緒で幅広い議論ができて、とても良かったと思います。 ヒゴロジムショカナイオコナチガジムギジュツイッショハバヒロギロンヨオモ		今後ともコンプライアンス意識をしっかりと持ち国民から信頼される職員でありたいと思います。 コンゴイシキモコクミンシンライショクインオモ

		36				1				1								1								班員の方、それぞれの意見が聞けて参考になった。 ハンインカタイケンキサンコウ

		37				1						1						1										コンプライアンスに関する職員への意識づけは継続することが、効果的と考えているため、今後も情報提供をよろしくお願いします。 カンショクインイシキケイゾクコウカテキカンガコンゴジョウホウテイキョウネガ

		38				1						1								1						様々な意見を聞くことができた。　日常の業務においても起こりそうな課題であったので、改めて考えるきっかけになってよかった。 サマザマイケンキニチジョウギョウムオカダイアラタカンガ

		39				1						1								1						最初はどうしても初対面なケースがあるため、役割の決め方に戸惑う。　班で取り組むことは正直苦手である。 サイショショタイメンヤクワリキカタトマドハントクショウジキニガテ		むずかしいの一言である。 ヒトコト

		40				1						1						1								他の方の意見を聞くことで考え方も広がるなと感じた。年が違う方と話せたのも大きかったです。 タカタイケンキカンガカタヒロカントシチガカタハナオオ		機密性の分けが難しいです。　今日はありがとうございました。 キミツセイワムズカキョウ

		41				1						1								1						活発なミーティングを行うことができた。 カッパツオコナ		コンプライアンスについて、年々、浸透してきていると感じる。 ネンネンシントウカン

		42				1						1								1						自分だけでは思いもしなかった意見が聞けて良かったです。 ジブンオモイケンキヨ

		43				1						1								1

		44				1						1								1						他の事務所の方との意見交換ができたので良い経験となりました。 タジムショカタイケンコウカンヨケイケン		特に課内の報告・連絡・相談は重要だと考えています。 トクカナイホウコクレンラクソウダンジュウヨウカンガ

		45				1				1								1								普段慣れたメンバーで意見を出し合うより、新鮮な意見が多く楽しかったです。発注者綱紀保持や情報セキュリティーなど、普段意識していない、聞き慣れないことについても考えることができ、とても参考になりました。 フダンナイケンダアシンセンイケンオオタノハッチュウシャコウキホジジョウホウフダンイシキキナカンガサンコウ

		46				1						1								1						普段は同じ課（技術職）での意見交換になるが、今日は自分以外、事務方の職員だったので、いつもとは異なる角度の意見が聞けたのは良かった。 フダンオナカギジュツショクイケンコウカンキョウジブンイガイジムカタショクインコトカクドイケンキヨ

		47				1						1								1						コンプライアンスの意識は一度学べば良いというものではなく、反復が必要であり、知識を更新していく必要。 イシキイチドマナヨハンプクヒツヨウチシキコウシンヒツヨウ		技術・事務のどちらかに偏らない時期の開催を検討して欲しい。 ギジュツジムカタヨジキカイサイケントウホ

		48				1				1								1								ミーティングを通して、自分では気づかなかったポイントを聞くことができ、非常に有意義だったと思います。 トオジブンキキヒジョウユウイギオモ

		49				1						1								1								できれば年2回程度開催して欲しい。 ネンカイテイドカイサイホ

		50				1				1								1								今後もやるべきと思います。 コンゴオモ

		51				1				1												1

		52				1				1								1

		53				1				1								1								他事務所の職員とのミーティングは、自分の所属では出ないような意見もあり、とても新鮮でした。忙しいかもしれませんが、多くの職員にこのような場を経験して欲しいと思いました。ありがとうございました。 タジムショショクインジブンショゾクデイケンシンセンイソガオオショクインバケイケンホオモ		今回のコンプライアンス週間のように、定期的にコンプライアンスを意識することは重要だと思います。 コンカイシュウカンテイキテキイシキジュウヨウオモ

		54						1		1								1								意見を出し合うことで、一人で考えていた以上のことを得られたので有意義だった。 イケンダアヒトリカンガイジョウエユウイギ		課題2について、Nと同じような経験があり、同課の課長に相談しにくかった。（相談していない）　チクったみたいになると感じてしまった。他のラインの同僚に相談したが「昔からああ。まだそんなことをしているのか。」という意見。窓口に相談すればと思った。 カダイオナケイケンドウカカチョウソウダンソウダンカンタドウリョウソウダンムカシイケンマドグチソウダンオモ

		55				1						1										1				課題に対する解説文が最低限ポイントのみですっきりしない。　議論が予想される内容に対する解が欲しいです。　消化不良。 カダイタイカイセツブンサイテイゲンギロンヨソウナイヨウタイカイホショウカフリョウ

		56				1						1								1						普段とは違う環境での討議であり、有意義でした。 フダンチガカンキョウトウギユウイギ

		57				1						1										1				課題の前提条件がより明確具体的であった方が良い。（前提条件についての議論になってしまうことがあるため） カダイゼンテイジョウケンメイカクグタイテキホウヨゼンテイジョウケンギロン		業務別に具体例で示されると理解しやすいと思います。 ギョウムベツグタイレイシメリカイオモ

		58				1				1								1								題材（課題）が分かりやすくて、意見を出しやすかった。そのため、活発な意見が出せた。 ダイザイカダイワイケンダカッパツイケンダ		コンプライアンスの担当は事務所内で総務との見解があるが、全員で気をつけなければならず、担当者といったことはないのではないかと思う。 タントウジムショナイソウムケンカイゼンインキタントウシャオモ

		59				1						1								1						とてもいい勉強になりました。今後も積極的に参加できればと思います。 ベンキョウコンゴセッキョクテキサンカオモ		所属でも四半期に一回コンプライアンスミーティングを実施しているので、コンプライアンスに対して意識が以前より少し高まったと思います。これからも頑張って意識を高めていきたいと思います。 ショゾクシハンキイッカイジッシタイイシキイゼンスコタカオモガンバイシキタカオモ

		60				1						1								1

		61				1				1								1								各事務所の方の意見が聞け、大変参考になった。 カクジムショカタイケンキタイヘンサンコウ

		62				1						1								1

		63				1						1						1								他の事務所、職種の人との意見交換をすることができたのでとても有意でした。 タジムショショクシュヒトイケンコウカンユウイ

		64				1								1						1								定期的に考えていくことが大事と考えます。 テイキテキカンガダイジカンガ
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平成３０年度 事務所巡回コンプライアンス
講習会について

（実施結果報告 ）
日 時：平成３０年６月２５日～１２月７日にかけて、各事務所を巡回

講 師：適正業務管理官又は総括調整官（横浜）

参加者： １，０９５名

＜講義の内容＞

１ コンプライアンスとは（コンプライアンスの定義）

２ コンプライアンス推進の取組強化の経緯（過去の談合事案を振り返る）

３ 関東地方整備局の取組（推進本部の設置、ＨＰでの公表等）

４ 公務員の不祥事例（近年の不祥事の紹介）

５ コンプライアンス実現のために（個人として、組織として、なすべきこと）

＜事例研究の内容＞

・中部地方整備局における、職員の官製談合防止法違反、収賄の不祥事を題材に

考える。（ＯＢとの付き合い方、上司・同僚にできることはなかったのか等）

【講習会についての要望、意見、感想等】

・収賄事件の典型的な経過について、心理面も含めて示されていたのは分かりやす

かった。

・総括調整官（適正業務管理官）自らの来所による講習だったので、重要性を認識し、

意識も高まった。

・事例研究では討議できる時間を十分設けた方が良い。

・事件の背景や職員の家族を含めたその後の状況等について、詳しく教えてほしい。

・ＤＶＤ等も活用してほしい。

・ＯＢに対する講習等を検討してほしい。

（利根川上流河川事務所）（千葉国道事務所）

別紙７

27



平成３０年度 第２回本局（さいたま庁舎）
コンプライアンス講習会について

（実施結果報告 ）

日 時：平成３０年９月２０日（木）１４：３０～１６：１０

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 共用大会議室５０１

参加者：１６５名

＜内容＞

外部講師による講義
「職場における著作権問題」
・著作権とは
・著作者人格権の内容
・著作権に含まれる権利の種類
・著作物
・権利の目的とならない著作物
・著作権が制限される場合
・適法な著作権の引用
・具体的事案の検討
・著作権の侵害

〔講義風景①〕 〔講義風景②〕

講師：澤野法律不動産鑑定事務所
弁護士・不動産鑑定士
澤野 順彦 氏

別紙８
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講習会に関するアンケート 集計結果

１．講義について

※（アンケート回答数１６０）

【今回の講義についての自由記述】

・業務に関わる内容であったので、参考になった。

・インターネット上の地図の利用等、具体的事例について、もっと詳細に紹介していただ

きたかった。

・判断が分かれるためか、はっきりしない部分があり分かりづらかった。

・業務に関わる著作権の解釈、判例等については、事務所に広く周知してほしい。

２．講習会全般に関する意見

・講習会等を繰り返し行うことは大切だと思う。

・外部講師による講習会は有意義なので続けていくべき。

・ブロックごと、参加者指定等、講習会によって、やり方を工夫してほしい。
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集計表

		平成30年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1				1						1										1								1								1								1

		2		1								1										1						1										1								1

		3		1								1										1								1								1								1

		4		1								1										1						1										1								1						業務を行っている中で、著作権の侵害となることが多々あることを認識した。今後は注意して業務を行いたい。 ギョウムオコナナカチョサクケンシンガイタタニンシキコンゴチュウイギョウムオコナ

		5				1						1										1						1												1								1

		6		1				1														1						1										1						1

		7		1				1														1				1												1								1										コンプライアンスは繰り返しが大事だと思う。 クカエダイジオモ

		8		1						1												1				1														1								1

		9				1				1										1										1										1						1						講義内容は貴重なものとなったが、ケースが様々あり、難しいという感想が正直なところ。 コウギナイヨウキチョウサマザマムズカカンソウショウジキ

		10				1		1														1								1																1						事例を用いての説明が分かりやすいと思う。 ジレイモチセツメイワオモ

		11		1								1										1						1										1										1				著作権法の概要はおおむね理解できたが、具体的事案について、ケースごとにＯＫの場合、ＮＧの場合と事例を挙げていただけるとよかったように思う。条文は記載してほしかった。 チョサクケンホウガイヨウリカイグタイテキジアンバアイバアイジレイアオモジョウブンキサイ

		12				1		1														1								1								1						1

		13		1								1										1								1								1						1												地図の件は、議論になっており、参考になった。今後も発注以外のテーマも行っていただきたい。 チズケンギロンサンコウコンゴハッチュウイガイオコナ

		14		1								1										1						1										1								1

		15		1				1														1								1								1						1								講義のうち、具体的事案の検討について、もう少し深い解説が欲しかった。例えば、留意が必要ということなら、対処方法の具体内容を紹介する等。 コウギグタイテキジアンケントウスコフカカイセツホタトリュウイヒツヨウタイショホウホウグタイナイヨウショウカイトウ

		16				1						1										1						1										1						1

		17		1				1														1								1								1								1

		18		1								1										1						1										1								1						具体的事例について、話が聞けるとさらによかった。 グタイテキジレイハナシキ

		19				1						1										1				1												1								1

		20		1						1												1								1								1								1

		21				1				1														1				1										1								1

		22		1								1										1								1								1								1						具体的事案の検討の話をもう少し増やしてもらいたい。 グタイテキジアンケントウハナシスコフ

		23				1						1										1								1								1								1

		24				1										1						1								1								1								1

		25				1						1														1														1								1				著作者人格権あたりでついて行けなくなった。 チョサクシャジンカクケンイ

		26				1		1												1						1														1						1

		27		1				1														1						1										1								1						資料として、参照条文の添付があると理解しやすかったと思う。 シリョウサンショウジョウブンテンプリカイオモ

		28				1						1										1								1								1								1

		29				1				1												1						1												1								1				体系的な説明になっていなかったので、分かりづらい。 タイケイテキセツメイワ

		30				1						1										1						1												1						1						具体的事案の検討についてもっといろいろな事例を聞いてみたかった。 グタイテキジアンケントウジレイキ

		31				1						1										1						1										1						1

		32		1								1										1						1										1								1

		33		1								1										1								1								1								1						著作権は多様であり、地図等の使用には違法となる可能性もあることから、使用方法についてまとめた資料の配付があると違反も減ると思う。 チョサクケンタヨウチズトウシヨウイホウカノウセイシヨウホウホウシリョウハイフイハンヘオモ

		34		1						1														1						1								1								1						事例の紹介の時間がもっと多く必要だった。 ジレイショウカイジカンオオヒツヨウ

		35				1						1										1																		1								1				著作権の判断について具体的な説明があったが、理解できなかった。 チョサクケンハンダングタイテキセツメイリカイ

		36		1				1														1														1								1								丁寧な説明でよく理解できた。 テイネイセツメイリカイ

		37				1						1								1										1								1								1

		38		1														1				1								1								1								1

		39		1														1				1								1						1										1

		40		1								1												1				1										1								1						例題をたくさん伺えてよかったが、もう少し例題があるとなおよかった。 レイダイウカガスコレイダイ

		41		1												1						1						1										1								1

		42		1												1						1								1								1										1				地図の転載について、グーグルマップなど主なサイトの具体的な使い方を教えてもらいたかった。（利用規則を見てもよく分からないので。） チズテンサイオモグタイテキツカカタオシリヨウキソクミワ

		43		1														1				1								1								1								1										国民の公務員に対する目が厳しくなっている今、こういったコンプライアンスにまつわる講習会が多く行われ、職員全体の意識が高まっていけばいいと思う。 コクミンコウムインタイメキビイマコウシュウカイオオオコナショクインゼンタイイシキタカオモ

		44																				1								1								1								1						新聞記事のpdf化による情報共有など現に広く行われていることをどうするか。講習会の内容を組織全体に浸透させていくための取組が必要ではないか。 シンブンキジカジョウホウキョウユウゲンヒロオコナコウシュウカイナイヨウソシキゼンタイシントウトリクミヒツヨウ				公文書管理法に関する知識、コンプライアンス意識が組織全体でまだまだ不十分な状況にあると思う。次回の講習会では公文書管理法をテーマにしてはどうか。 コウブンショカンリホウカンチシキイシキソシキゼンタイフジュウブンジョウキョウオモジカイコウシュウカイコウブンショカンリホウ

		45		1						1												1						1										1								1						文字だけではなく、イラスト、図などが入るともっと解りやすいと思った。 モジズハイワカオモ

		46		1								1										1						1										1						1

		47		1						1												1								1																1

		48				1				1												1						1										1										1								外部講師によるコンプライアンス講習を引き続きお願いしたい。 ガイブコウシコウシュウヒツヅネガ

		49		1								1														1												1								1										地図利用（複製）に許諾が必要なのかが気になった。 チズリヨウフクセイキョダクヒツヨウキ

		50		1				1														1						1										1						1								レジュメの１～６の説明が細かく長かった一方で、７～９が実務上のポイントであったので、いろいろな事例、パターン、判例を多く紹介してほしかった。 セツメイコマナガイッポウジツムジョウジレイハンレイオオショウカイ

		51				1				1												1								1								1										1				より具体的事例で説明していただきたかった。 グタイテキジレイセツメイ				座席指定はよい。 ザセキシテイ

		52		1								1										1						1										1								1

		53				1						1										1				1														1								1

		54		1				1														1						1										1						1

		55		1								1										1								1								1										1				個別事例をもう少したくさん聞きたかった。 コベツジレイスコキ

		56				1		1														1								1								1								1

		57		1						1												1						1										1										1				具体的事例についてもっと話を聞きたかった。 グタイテキジレイハナシキ

		58				1				1										1								1												1								1

		59		1								1										1						1										1						1								基本から具体事例に基づいた説明で分かりやすくとても参考になった。業務に生かしたいと思った。 キホングタイジレイモトセツメイワサンコウギョウムイオモ				今回のような外部講師による講習はとても有意義なので、これからもこういう機会を設けてほしい。 コンカイガイブコウシコウシュウユウイギキカイモウ

		60		1				1														1						1										1

		61				1						1										1						1										1								1						クレジットをつけたり、５０年過ぎれば、利用できると思っていたので、今回の講義を聞けて少し本質的な理解ができて、ためになった。 ネンスリヨウオモコンカイコウギキスコホンシツテキリカイ

		62				1						1										1						1										1								1						具体的な事案について、内容をもっと記載してもらえると良い。 グタイテキジアンナイヨウキサイヨ

		63				1				1														1				1										1								1

		64		1						1												1						1								1								1

		65		1								1										1				1														1				1

		66		1								1										1						1										1						1								インターネット上の地図の利用に関しては、近年地図会社（特にゼンリン）の権利意識が高まっており、特に注意が必要と感じている。この点についてもっと突っ込んだ話がほしかった。 ジョウチズリヨウカンキンネンチズガイシャトクケンリイシキタカトクチュウイヒツヨウカンテンツコハナシ

		67		1								1										1												1				1												1		前半は法の概要を読み上げるだけで講義でやるまでもないレベル。後半の具体的事業の検討をより手厚く扱ってもらいたかった。 ゼンハンホウガイヨウヨアコウギコウハングタイテキジギョウケントウテアツアツカ

		68		1										1								1								1								1								1

		69		1										1								1				1												1								1

		70		1										1								1						1										1						1

		71		1														1				1						1										1								1						図やイラストを用いて説明してもらえるとさらに理解しやすいと感じた。 ズモチセツメイリカイカン

		72		1												1						1						1												1								1				著作権の概念の部分が長かった。抽象的な部分であまりよく分からなかった。 チョサクケンガイネンブブンナガチュウショウテキブブンワ

		73		1										1								1								1								1								1

		74		1								1										1						1										1								1

		75		1										1								1								1								1								1

		76		1												1						1								1						1										1

		77		1						1												1						1										1								1

		78				1						1										1						1										1								1						具体的事案の検討に時間を長く取ってほしかった。 グタイテキジアンケントウジカンナガト

		79				1										1						1				1												1								1										講習会の参加者がいつも決まった人になってしまい、聞かないといけない人が参加していない。そういう人が講習会に出る機会を考えた方がいい。 コウシュウカイサンカシャキヒトキヒトサンカヒトコウシュウカイデキカイカンガホウ

		80		1						1												1						1										1

		81		1												1						1								1								1								1

		82		1														1				1				1												1						1

		83		1														1				1								1								1								1

		84				1												1				1								1						1								1

		85		1								1										1								1						1								1												今回のような講習を増やしてほしい。 コンカイコウシュウフ

		86		1										1								1						1										1						1

		87				1												1				1						1										1								1

		88		1														1				1										1				1								1

		89		1														1				1				1														1								1				著作権についてグレーな部分が多く難しかった。 チョサクケンブブンオオムズカ

		90		1												1						1								1								1								1

		91		1										1								1						1										1								1

		92				1												1						1				1										1														具体的事案の検討が分かりやすく良かった。あと３０分程度講習時間があっても良いのでは。 グタイテキジアンケントウワヨフンテイドコウシュウジカンヨ

		93		1												1						1						1										1								1

		94		1										1										1						1								1										1				具体例をもっと詳細にしてほしかった。 グタイレイショウサイ

		95		1														1				1				1												1										1				もう少し業務に直結する内容を多く話してほしかった。 スコギョウムチョッケツナイヨウオオハナ

		96				1												1		1								1												1								1				具体的事例から著作権の説明の方が理解しやすい。 グタイテキジレイチョサクケンセツメイホウリカイ

		97		1														1				1						1										1						1								著作権法の条文も資料としていただけるともっとわかりやすかったのでは。 チョサクケンホウジョウブンシリョウ

		98				1										1						1						1												1								1				具体的にどういった場合に著作権の侵害になるのか例示してほしかった。 グタイテキバアイチョサクケンシンガイレイジ

		99		1										1								1								1								1								1						具体的事例についての説明をもう少し細かくしてほしい。 グタイテキジレイセツメイスココマ

		100		1														1				1										1						1								1										なるべく事務所単位ではなく、局でいろいろなテーマを基にミーティング講習等を行ってほしい。 ジムショタンイキョクモトコウシュウトウオコナ

		101		1										1								1						1										1						1												・コンプライアンス違反とならないようこのような講習会が必要である。
・一部過度な「コンプライアンスもどき」で仕事をしているところがある。あまりに保守的な思考がフロンティアな思考を妨げないようにしたいところ。 イハンコウシュウカイヒツヨウイチブカドシゴトホシュテキシコウシコウサマタ

		102		1												1						1								1								1						1

		103		1														1				1				1												1								1

		104		1														1				1										1						1								1

		105												1								1								1										1								1

		106		1										1								1								1						1								1

		107		1										1								1								1								1								1

		108		1												1						1								1								1								1

		109		1														1				1						1										1								1

		110		1														1				1								1								1								1										所内での講習会が毎回似た案件になっており、意見が少なくなってきているので、業務の実例を挙げて経理関係者を集めて講習会をしてほしい。 ショナイコウシュウカイマイカイニアンケンイケンスクギョウムジツレイアケイリカンケイシャアツコウシュウカイ

		111		1										1								1								1						1										1						インターネット上の地図利用について、もっと詳しく知りたかった。 ジョウチズリヨウクワシ

		112		1										1								1								1								1								1

		113				1												1				1								1								1								1

		114				1																1								1						1										1

		115		1												1						1						1										1								1

		116				1												1				1								1								1										1

		117		1												1						1												1		1										1										新聞スクラップの利用について講義内で話題となったが、利用料を局で支払っているため、地整では問題なしとの解説があった。この点について事務所ではアナウンスされていない、また、報道対応でTV番組の画面キャプチャで４コマを作成することがあるが著作権上問題ないのか。 シンブンリヨウコウギナイワダイリヨウリョウキョクシハラチセイモンダイカイセツテンジムショホウドウタイオウバングミガメンサクセイチョサクケンジョウモンダイ

		118				1								1								1						1								1								1

		119		1				1												1								1										1						1								難しい問題だが、気をつけなければならない部分はよく理解できた。 ムズカモンダイキブブンリカイ		変更契約における適正な手続きがなされていない。（先行指示による多額の増額変更後、精算変更での決算） ヘンコウケイヤクテキセイテツヅセンコウシジタガクゾウガクヘンコウゴセイサンヘンコウケッサン		繰り返し学習することが大事。 クカエガクシュウダイジ

		120				1								1								1								1						1								1												他の知的財産権の全体についても勉強したい。 タチテキザイサンケンゼンタイベンキョウ

		121		1														1				1								1						1								1

		122		1										1								1								1								1								1						土地評価に関して著作権法上の疑問がある。
・国が購入した明細地図を受注者に貸与して成果品に利用することの是非
・現地状況を示すため元範囲の明細図を貼り合わせて利用することの是非 トチヒョウカカンチョサクケンホウジョウギモンクニコウニュウメイサイチズジュチュウシャタイヨセイカヒンリヨウゼヒゲンチジョウキョウシメモトハンイメイサイズハアリヨウゼヒ

		123				1								1								1						1										1						1										不調不落の理由を問われた時の対応について フチョウフラクリユウトトキタイオウ		視覚障害者に対するパソコン読み上げ機能は著作権に抵触するのか？ シカクショウガイシャタイヨアキノウチョサクケンテイショク

		124		1				1														1								1								1								1						具体事例等の説明があればなお良かった。 グタイジレイトウセツメイヨ

		125		1														1				1				1														1								1				もう少し実務に関係する内容が良かった。 スコジツムカンケイナイヨウヨ

		126		1										1										1								1						1								1

		127				1								1						1										1								1								1						・著作権法の基本を理解しないと、実例への応用はできないのだが、もう少しスマートに圧縮して講義してもらえるとありがたい。
・著作権法の打ち出しも配布してほしい。 チョサクケンホウキホンリカイジツレイオウヨウスコアッシュクコウギチョサクケンホウウダハイフ				・講師から関東地整は新聞複製の利用料を包括的に支払っているとの話があったが、どの範囲まで複製が許諾されているのか周知してほしい。
・著作権は日常業務でも関係することが多いので、全職員の必須研修とすべきでは。 コウシカントウチセイシンブンフクセイリヨウリョウホウカツテキシハラハナシハンイフクセイキョダクシュウチチョサクケンニチジョウギョウムカンケイオオゼンショクインヒッスケンシュウ

		128		1										1								1						1										1								1						特に具体的事業については、その考え方などを広く周知すべき。 トクグタイテキジギョウカンガカタヒロシュウチ				今回のように日頃の業務の中で疑問に感じていることを講習会のテーマにすると参考になる。 コンカイヒゴロギョウムナカギモンカンコウシュウカイサンコウ

		129				1												1				1				1														1						1						実務的な話題もあり、参考になった。 ジツムテキワダイサンコウ

		130		1										1								1						1										1								1

		131		1										1								1						1										1								1

		132		1										1								1								1										1						1

		133				1												1				1								1								1								1

		134		1										1								1								1								1						1

		135		1										1								1				1												1								1

		136		1										1								1								1								1								1

		137				1										1						1								1						1										1

		138				1								1														1												1								1				業務上悩む場面も多く興味のあるテーマだったが、理解を深めるには至らなかった。具体的事案の検討をもっと具体的に解説してほしかった。 ギョウムジョウナヤバメンオオキョウミリカイフカイタグタイテキジアンケントウグタイテキカイセツ

		139		1														1				1								1								1						1												日常の業務においても、気をつけていないと問題になり得ることが多いように感じる。 ニチジョウギョウムキモンダイウオオカン

		140				1										1						1						1										1								1						著作権の基本の説明が長すぎて、具体的なところの説明が短すぎる。 チョサクケンキホンセツメイナガグタイテキセツメイミジカ

		141		1														1				1								1								1								1

		142				1								1								1						1										1								1

		143				1										1						1								1								1						1

		144		1												1								1				1										1						1								内容が多いので、もう少し長くやってほしかった。個別ケースの説明を主に講演してもらっても良かったのでは。 ナイヨウオオスコナガコベツセツメイシュコウエンヨ

		145		1												1						1				1												1								1						自分でも詳しく調べたい。業務及び私生活に役立てたい。 ジブンクワシラギョウムオヨシセイカツヤクダ				コンプライアンスは幅広い。大いに講習会等を行ってほしい。 ハバヒロオオコウシュウカイトウオコナ

		146		1										1								1								1								1								1

		147		1										1								1								1								1								1

		148		1														1				1						1										1								1						具体事例を挙げての話だったので分かりやすい部分もあったが、判例が分かれるため、1つの答えが出せない部分も多いのだと感じた。 グタイジレイアハナワブブンハンレイワコタダブブンオオカン

		149				1												1				1						1										1								1						業務で撮影した写真を使用したいといわれた時、その発行物が有償の場合断っているが、販売目的でない一般の業者に提供して良いか悩んでいる。（現在は断っている。） ギョウムサツエイシャシンシヨウトキハッコウブツユウショウバアイコトワハンバイモクテキイッパンギョウシャテイキョウヨナヤゲンザイコトワ

		150				1								1								1								1								1								1						分かりやすいポンチ絵等の資料がほしかった。 ワエトウシリョウ		発注担当課と経理課、品確課の役割分担を明確にしてほしい。特に事務所（ブロック）で違うことのないようにしてほしい。 ハッチュウタントウカケイリカヒンカクカヤクワリブンタンメイカクトクジムショチガ

		151				1				1												1								1						1								1

		152				1										1						1								1								1						1

		153		1												1						1								1								1								1						時間制限なくもっと具体例を説明してほしかった。 ジカンセイゲングタイレイセツメイ

		154		1										1								1						1										1								1

		155				1												1				1								1								1								1

		156		1														1				1								1								1						1								基本的なことから聞けたので分かりやすかった。 キホンテキキワ

		157		1												1						1								1								1								1						発注時に提示する図面（位置図）として、インターネット上のマップを切り取り加工することは可能なのか。 ハッチュウジテイジズメンイチズジョウキトカコウカノウ

		158																1				1								1										1								1				結局、白黒の判断が分からず一番知りたいところが曖昧だった。 ケッキョクシロクロハンダンワイチバンシアイマイ

		159		1														1				1								1								1						1								分かりやすい内容だったが、図、写真等も充実しているとより良かった。 ワナイヨウズシャシントウジュウジツヨ

		160		1										1								1						1										1								1						スライドに図、絵等があると良かった。 ズエトウヨ				今回のような講習会をブロックごとで行うと参加人員も増えるのではと思った。 コンカイコウシュウカイオコナサンカジンインフオモ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				7		142		8





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				18		63		71		4		2





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				16		121		21		0





理解度

		



講義の難易度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		95		24		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		難しい

		やや難しい

		普通

		やや易しい

		易しい



講義の難易度

18

63

71

4

2



集計表

		平成30年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1				1						1										1								1								1								1

		2		1								1										1						1										1								1

		3		1								1										1								1								1								1

		4		1								1										1						1										1								1						業務を行っている中で、著作権の侵害となることが多々あることを認識した。今後は注意して業務を行いたい。 ギョウムオコナナカチョサクケンシンガイタタニンシキコンゴチュウイギョウムオコナ

		5				1						1										1						1												1								1

		6		1				1														1						1										1						1

		7		1				1														1				1												1								1										コンプライアンスは繰り返しが大事だと思う。 クカエダイジオモ

		8		1						1												1				1														1								1

		9				1				1										1										1										1						1						講義内容は貴重なものとなったが、ケースが様々あり、難しいという感想が正直なところ。 コウギナイヨウキチョウサマザマムズカカンソウショウジキ

		10				1		1														1								1																1						事例を用いての説明が分かりやすいと思う。 ジレイモチセツメイワオモ

		11		1								1										1						1										1										1				著作権法の概要はおおむね理解できたが、具体的事案について、ケースごとにＯＫの場合、ＮＧの場合と事例を挙げていただけるとよかったように思う。条文は記載してほしかった。 チョサクケンホウガイヨウリカイグタイテキジアンバアイバアイジレイアオモジョウブンキサイ

		12				1		1														1								1								1						1

		13		1								1										1								1								1						1												地図の件は、議論になっており、参考になった。今後も発注以外のテーマも行っていただきたい。 チズケンギロンサンコウコンゴハッチュウイガイオコナ

		14		1								1										1						1										1								1

		15		1				1														1								1								1						1								講義のうち、具体的事案の検討について、もう少し深い解説が欲しかった。例えば、留意が必要ということなら、対処方法の具体内容を紹介する等。 コウギグタイテキジアンケントウスコフカカイセツホタトリュウイヒツヨウタイショホウホウグタイナイヨウショウカイトウ

		16				1						1										1						1										1						1

		17		1				1														1								1								1								1

		18		1								1										1						1										1								1						具体的事例について、話が聞けるとさらによかった。 グタイテキジレイハナシキ

		19				1						1										1				1												1								1

		20		1						1												1								1								1								1

		21				1				1														1				1										1								1

		22		1								1										1								1								1								1						具体的事案の検討の話をもう少し増やしてもらいたい。 グタイテキジアンケントウハナシスコフ

		23				1						1										1								1								1								1

		24				1										1						1								1								1								1

		25				1						1														1														1								1				著作者人格権あたりでついて行けなくなった。 チョサクシャジンカクケンイ

		26				1		1												1						1														1						1

		27		1				1														1						1										1								1						資料として、参照条文の添付があると理解しやすかったと思う。 シリョウサンショウジョウブンテンプリカイオモ

		28				1						1										1								1								1								1

		29				1				1												1						1												1								1				体系的な説明になっていなかったので、分かりづらい。 タイケイテキセツメイワ

		30				1						1										1						1												1						1						具体的事案の検討についてもっといろいろな事例を聞いてみたかった。 グタイテキジアンケントウジレイキ

		31				1						1										1						1										1						1

		32		1								1										1						1										1								1

		33		1								1										1								1								1								1						著作権は多様であり、地図等の使用には違法となる可能性もあることから、使用方法についてまとめた資料の配付があると違反も減ると思う。 チョサクケンタヨウチズトウシヨウイホウカノウセイシヨウホウホウシリョウハイフイハンヘオモ

		34		1						1														1						1								1								1						事例の紹介の時間がもっと多く必要だった。 ジレイショウカイジカンオオヒツヨウ

		35				1						1										1																		1								1				著作権の判断について具体的な説明があったが、理解できなかった。 チョサクケンハンダングタイテキセツメイリカイ

		36		1				1														1														1								1								丁寧な説明でよく理解できた。 テイネイセツメイリカイ

		37				1						1								1										1								1								1

		38		1														1				1								1								1								1

		39		1														1				1								1						1										1

		40		1								1												1				1										1								1						例題をたくさん伺えてよかったが、もう少し例題があるとなおよかった。 レイダイウカガスコレイダイ

		41		1												1						1						1										1								1

		42		1												1						1								1								1										1				地図の転載について、グーグルマップなど主なサイトの具体的な使い方を教えてもらいたかった。（利用規則を見てもよく分からないので。） チズテンサイオモグタイテキツカカタオシリヨウキソクミワ

		43		1														1				1								1								1								1										国民の公務員に対する目が厳しくなっている今、こういったコンプライアンスにまつわる講習会が多く行われ、職員全体の意識が高まっていけばいいと思う。 コクミンコウムインタイメキビイマコウシュウカイオオオコナショクインゼンタイイシキタカオモ

		44																				1								1								1								1						新聞記事のpdf化による情報共有など現に広く行われていることをどうするか。講習会の内容を組織全体に浸透させていくための取組が必要ではないか。 シンブンキジカジョウホウキョウユウゲンヒロオコナコウシュウカイナイヨウソシキゼンタイシントウトリクミヒツヨウ				公文書管理法に関する知識、コンプライアンス意識が組織全体でまだまだ不十分な状況にあると思う。次回の講習会では公文書管理法をテーマにしてはどうか。 コウブンショカンリホウカンチシキイシキソシキゼンタイフジュウブンジョウキョウオモジカイコウシュウカイコウブンショカンリホウ

		45		1						1												1						1										1								1						文字だけではなく、イラスト、図などが入るともっと解りやすいと思った。 モジズハイワカオモ

		46		1								1										1						1										1						1

		47		1						1												1								1																1

		48				1				1												1						1										1										1								外部講師によるコンプライアンス講習を引き続きお願いしたい。 ガイブコウシコウシュウヒツヅネガ

		49		1								1														1												1								1										地図利用（複製）に許諾が必要なのかが気になった。 チズリヨウフクセイキョダクヒツヨウキ

		50		1				1														1						1										1						1								レジュメの１～６の説明が細かく長かった一方で、７～９が実務上のポイントであったので、いろいろな事例、パターン、判例を多く紹介してほしかった。 セツメイコマナガイッポウジツムジョウジレイハンレイオオショウカイ

		51				1				1												1								1								1										1				より具体的事例で説明していただきたかった。 グタイテキジレイセツメイ				座席指定はよい。 ザセキシテイ

		52		1								1										1						1										1								1

		53				1						1										1				1														1								1

		54		1				1														1						1										1						1

		55		1								1										1								1								1										1				個別事例をもう少したくさん聞きたかった。 コベツジレイスコキ

		56				1		1														1								1								1								1

		57		1						1												1						1										1										1				具体的事例についてもっと話を聞きたかった。 グタイテキジレイハナシキ

		58				1				1										1								1												1								1

		59		1								1										1						1										1						1								基本から具体事例に基づいた説明で分かりやすくとても参考になった。業務に生かしたいと思った。 キホングタイジレイモトセツメイワサンコウギョウムイオモ				今回のような外部講師による講習はとても有意義なので、これからもこういう機会を設けてほしい。 コンカイガイブコウシコウシュウユウイギキカイモウ

		60		1				1														1						1										1

		61				1						1										1						1										1								1						クレジットをつけたり、５０年過ぎれば、利用できると思っていたので、今回の講義を聞けて少し本質的な理解ができて、ためになった。 ネンスリヨウオモコンカイコウギキスコホンシツテキリカイ

		62				1						1										1						1										1								1						具体的な事案について、内容をもっと記載してもらえると良い。 グタイテキジアンナイヨウキサイヨ

		63				1				1														1				1										1								1

		64		1						1												1						1								1								1

		65		1								1										1				1														1				1

		66		1								1										1						1										1						1								インターネット上の地図の利用に関しては、近年地図会社（特にゼンリン）の権利意識が高まっており、特に注意が必要と感じている。この点についてもっと突っ込んだ話がほしかった。 ジョウチズリヨウカンキンネンチズガイシャトクケンリイシキタカトクチュウイヒツヨウカンテンツコハナシ

		67		1								1										1												1				1												1		前半は法の概要を読み上げるだけで講義でやるまでもないレベル。後半の具体的事業の検討をより手厚く扱ってもらいたかった。 ゼンハンホウガイヨウヨアコウギコウハングタイテキジギョウケントウテアツアツカ

		68		1										1								1								1								1								1

		69		1										1								1				1												1								1

		70		1										1								1						1										1						1

		71		1														1				1						1										1								1						図やイラストを用いて説明してもらえるとさらに理解しやすいと感じた。 ズモチセツメイリカイカン

		72		1												1						1						1												1								1				著作権の概念の部分が長かった。抽象的な部分であまりよく分からなかった。 チョサクケンガイネンブブンナガチュウショウテキブブンワ

		73		1										1								1								1								1								1

		74		1								1										1						1										1								1

		75		1										1								1								1								1								1

		76		1												1						1								1						1										1

		77		1						1												1						1										1								1

		78				1						1										1						1										1								1						具体的事案の検討に時間を長く取ってほしかった。 グタイテキジアンケントウジカンナガト

		79				1										1						1				1												1								1										講習会の参加者がいつも決まった人になってしまい、聞かないといけない人が参加していない。そういう人が講習会に出る機会を考えた方がいい。 コウシュウカイサンカシャキヒトキヒトサンカヒトコウシュウカイデキカイカンガホウ

		80		1						1												1						1										1

		81		1												1						1								1								1								1

		82		1														1				1				1												1						1

		83		1														1				1								1								1								1

		84				1												1				1								1						1								1

		85		1								1										1								1						1								1												今回のような講習を増やしてほしい。 コンカイコウシュウフ

		86		1										1								1						1										1						1

		87				1												1				1						1										1								1

		88		1														1				1										1				1								1

		89		1														1				1				1														1								1				著作権についてグレーな部分が多く難しかった。 チョサクケンブブンオオムズカ

		90		1												1						1								1								1								1

		91		1										1								1						1										1								1

		92				1												1						1				1										1														具体的事案の検討が分かりやすく良かった。あと３０分程度講習時間があっても良いのでは。 グタイテキジアンケントウワヨフンテイドコウシュウジカンヨ

		93		1												1						1						1										1								1

		94		1										1										1						1								1										1				具体例をもっと詳細にしてほしかった。 グタイレイショウサイ

		95		1														1				1				1												1										1				もう少し業務に直結する内容を多く話してほしかった。 スコギョウムチョッケツナイヨウオオハナ

		96				1												1		1								1												1								1				具体的事例から著作権の説明の方が理解しやすい。 グタイテキジレイチョサクケンセツメイホウリカイ

		97		1														1				1						1										1						1								著作権法の条文も資料としていただけるともっとわかりやすかったのでは。 チョサクケンホウジョウブンシリョウ

		98				1										1						1						1												1								1				具体的にどういった場合に著作権の侵害になるのか例示してほしかった。 グタイテキバアイチョサクケンシンガイレイジ

		99		1										1								1								1								1								1						具体的事例についての説明をもう少し細かくしてほしい。 グタイテキジレイセツメイスココマ

		100		1														1				1										1						1								1										なるべく事務所単位ではなく、局でいろいろなテーマを基にミーティング講習等を行ってほしい。 ジムショタンイキョクモトコウシュウトウオコナ

		101		1										1								1						1										1						1												・コンプライアンス違反とならないようこのような講習会が必要である。
・一部過度な「コンプライアンスもどき」で仕事をしているところがある。あまりに保守的な思考がフロンティアな思考を妨げないようにしたいところ。 イハンコウシュウカイヒツヨウイチブカドシゴトホシュテキシコウシコウサマタ

		102		1												1						1								1								1						1

		103		1														1				1				1												1								1

		104		1														1				1										1						1								1

		105												1								1								1										1								1

		106		1										1								1								1						1								1

		107		1										1								1								1								1								1

		108		1												1						1								1								1								1

		109		1														1				1						1										1								1

		110		1														1				1								1								1								1										所内での講習会が毎回似た案件になっており、意見が少なくなってきているので、業務の実例を挙げて経理関係者を集めて講習会をしてほしい。 ショナイコウシュウカイマイカイニアンケンイケンスクギョウムジツレイアケイリカンケイシャアツコウシュウカイ

		111		1										1								1								1						1										1						インターネット上の地図利用について、もっと詳しく知りたかった。 ジョウチズリヨウクワシ

		112		1										1								1								1								1								1

		113				1												1				1								1								1								1

		114				1																1								1						1										1

		115		1												1						1						1										1								1

		116				1												1				1								1								1										1

		117		1												1						1												1		1										1										新聞スクラップの利用について講義内で話題となったが、利用料を局で支払っているため、地整では問題なしとの解説があった。この点について事務所ではアナウンスされていない、また、報道対応でTV番組の画面キャプチャで４コマを作成することがあるが著作権上問題ないのか。 シンブンリヨウコウギナイワダイリヨウリョウキョクシハラチセイモンダイカイセツテンジムショホウドウタイオウバングミガメンサクセイチョサクケンジョウモンダイ

		118				1								1								1						1								1								1

		119		1				1												1								1										1						1								難しい問題だが、気をつけなければならない部分はよく理解できた。 ムズカモンダイキブブンリカイ		変更契約における適正な手続きがなされていない。（先行指示による多額の増額変更後、精算変更での決算） ヘンコウケイヤクテキセイテツヅセンコウシジタガクゾウガクヘンコウゴセイサンヘンコウケッサン		繰り返し学習することが大事。 クカエガクシュウダイジ

		120				1								1								1								1						1								1												他の知的財産権の全体についても勉強したい。 タチテキザイサンケンゼンタイベンキョウ

		121		1														1				1								1						1								1

		122		1										1								1								1								1								1						土地評価に関して著作権法上の疑問がある。
・国が購入した明細地図を受注者に貸与して成果品に利用することの是非
・現地状況を示すため元範囲の明細図を貼り合わせて利用することの是非 トチヒョウカカンチョサクケンホウジョウギモンクニコウニュウメイサイチズジュチュウシャタイヨセイカヒンリヨウゼヒゲンチジョウキョウシメモトハンイメイサイズハアリヨウゼヒ

		123				1								1								1						1										1						1										不調不落の理由を問われた時の対応について フチョウフラクリユウトトキタイオウ		視覚障害者に対するパソコン読み上げ機能は著作権に抵触するのか？ シカクショウガイシャタイヨアキノウチョサクケンテイショク

		124		1				1														1								1								1								1						具体事例等の説明があればなお良かった。 グタイジレイトウセツメイヨ

		125		1														1				1				1														1								1				もう少し実務に関係する内容が良かった。 スコジツムカンケイナイヨウヨ

		126		1										1										1								1						1								1

		127				1								1						1										1								1								1						・著作権法の基本を理解しないと、実例への応用はできないのだが、もう少しスマートに圧縮して講義してもらえるとありがたい。
・著作権法の打ち出しも配布してほしい。 チョサクケンホウキホンリカイジツレイオウヨウスコアッシュクコウギチョサクケンホウウダハイフ				・講師から関東地整は新聞複製の利用料を包括的に支払っているとの話があったが、どの範囲まで複製が許諾されているのか周知してほしい。
・著作権は日常業務でも関係することが多いので、全職員の必須研修とすべきでは。 コウシカントウチセイシンブンフクセイリヨウリョウホウカツテキシハラハナシハンイフクセイキョダクシュウチチョサクケンニチジョウギョウムカンケイオオゼンショクインヒッスケンシュウ

		128		1										1								1						1										1								1						特に具体的事業については、その考え方などを広く周知すべき。 トクグタイテキジギョウカンガカタヒロシュウチ				今回のように日頃の業務の中で疑問に感じていることを講習会のテーマにすると参考になる。 コンカイヒゴロギョウムナカギモンカンコウシュウカイサンコウ

		129				1												1				1				1														1						1						実務的な話題もあり、参考になった。 ジツムテキワダイサンコウ

		130		1										1								1						1										1								1

		131		1										1								1						1										1								1

		132		1										1								1								1										1						1

		133				1												1				1								1								1								1

		134		1										1								1								1								1						1

		135		1										1								1				1												1								1

		136		1										1								1								1								1								1

		137				1										1						1								1						1										1

		138				1								1														1												1								1				業務上悩む場面も多く興味のあるテーマだったが、理解を深めるには至らなかった。具体的事案の検討をもっと具体的に解説してほしかった。 ギョウムジョウナヤバメンオオキョウミリカイフカイタグタイテキジアンケントウグタイテキカイセツ

		139		1														1				1								1								1						1												日常の業務においても、気をつけていないと問題になり得ることが多いように感じる。 ニチジョウギョウムキモンダイウオオカン

		140				1										1						1						1										1								1						著作権の基本の説明が長すぎて、具体的なところの説明が短すぎる。 チョサクケンキホンセツメイナガグタイテキセツメイミジカ

		141		1														1				1								1								1								1

		142				1								1								1						1										1								1

		143				1										1						1								1								1						1

		144		1												1								1				1										1						1								内容が多いので、もう少し長くやってほしかった。個別ケースの説明を主に講演してもらっても良かったのでは。 ナイヨウオオスコナガコベツセツメイシュコウエンヨ

		145		1												1						1				1												1								1						自分でも詳しく調べたい。業務及び私生活に役立てたい。 ジブンクワシラギョウムオヨシセイカツヤクダ				コンプライアンスは幅広い。大いに講習会等を行ってほしい。 ハバヒロオオコウシュウカイトウオコナ

		146		1										1								1								1								1								1

		147		1										1								1								1								1								1

		148		1														1				1						1										1								1						具体事例を挙げての話だったので分かりやすい部分もあったが、判例が分かれるため、1つの答えが出せない部分も多いのだと感じた。 グタイジレイアハナワブブンハンレイワコタダブブンオオカン

		149				1												1				1						1										1								1						業務で撮影した写真を使用したいといわれた時、その発行物が有償の場合断っているが、販売目的でない一般の業者に提供して良いか悩んでいる。（現在は断っている。） ギョウムサツエイシャシンシヨウトキハッコウブツユウショウバアイコトワハンバイモクテキイッパンギョウシャテイキョウヨナヤゲンザイコトワ

		150				1								1								1								1								1								1						分かりやすいポンチ絵等の資料がほしかった。 ワエトウシリョウ		発注担当課と経理課、品確課の役割分担を明確にしてほしい。特に事務所（ブロック）で違うことのないようにしてほしい。 ハッチュウタントウカケイリカヒンカクカヤクワリブンタンメイカクトクジムショチガ

		151				1				1												1								1						1								1

		152				1										1						1								1								1						1

		153		1												1						1								1								1								1						時間制限なくもっと具体例を説明してほしかった。 ジカンセイゲングタイレイセツメイ

		154		1										1								1						1										1								1

		155				1												1				1								1								1								1

		156		1														1				1								1								1						1								基本的なことから聞けたので分かりやすかった。 キホンテキキワ

		157		1												1						1								1								1								1						発注時に提示する図面（位置図）として、インターネット上のマップを切り取り加工することは可能なのか。 ハッチュウジテイジズメンイチズジョウキトカコウカノウ

		158																1				1								1										1								1				結局、白黒の判断が分からず一番知りたいところが曖昧だった。 ケッキョクシロクロハンダンワイチバンシアイマイ

		159		1														1				1								1								1						1								分かりやすい内容だったが、図、写真等も充実しているとより良かった。 ワナイヨウズシャシントウジュウジツヨ

		160		1										1								1						1										1								1						スライドに図、絵等があると良かった。 ズエトウヨ				今回のような講習会をブロックごとで行うと参加人員も増えるのではと思った。 コンカイコウシュウカイオコナサンカジンインフオモ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				7		142		8





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				18		63		71		4		2





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				16		121		21		0





理解度

		



講義の難易度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		95		24		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		かなり理解できた

		おおむね理解できた

		あまり理解できなかった

		全く理解できなかった



講義の理解度
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集計表

		平成30年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1				1						1										1								1								1								1

		2		1								1										1						1										1								1

		3		1								1										1								1								1								1

		4		1								1										1						1										1								1						業務を行っている中で、著作権の侵害となることが多々あることを認識した。今後は注意して業務を行いたい。 ギョウムオコナナカチョサクケンシンガイタタニンシキコンゴチュウイギョウムオコナ

		5				1						1										1						1												1								1

		6		1				1														1						1										1						1

		7		1				1														1				1												1								1										コンプライアンスは繰り返しが大事だと思う。 クカエダイジオモ

		8		1						1												1				1														1								1

		9				1				1										1										1										1						1						講義内容は貴重なものとなったが、ケースが様々あり、難しいという感想が正直なところ。 コウギナイヨウキチョウサマザマムズカカンソウショウジキ

		10				1		1														1								1																1						事例を用いての説明が分かりやすいと思う。 ジレイモチセツメイワオモ

		11		1								1										1						1										1										1				著作権法の概要はおおむね理解できたが、具体的事案について、ケースごとにＯＫの場合、ＮＧの場合と事例を挙げていただけるとよかったように思う。条文は記載してほしかった。 チョサクケンホウガイヨウリカイグタイテキジアンバアイバアイジレイアオモジョウブンキサイ

		12				1		1														1								1								1						1

		13		1								1										1								1								1						1												地図の件は、議論になっており、参考になった。今後も発注以外のテーマも行っていただきたい。 チズケンギロンサンコウコンゴハッチュウイガイオコナ

		14		1								1										1						1										1								1

		15		1				1														1								1								1						1								講義のうち、具体的事案の検討について、もう少し深い解説が欲しかった。例えば、留意が必要ということなら、対処方法の具体内容を紹介する等。 コウギグタイテキジアンケントウスコフカカイセツホタトリュウイヒツヨウタイショホウホウグタイナイヨウショウカイトウ

		16				1						1										1						1										1						1

		17		1				1														1								1								1								1

		18		1								1										1						1										1								1						具体的事例について、話が聞けるとさらによかった。 グタイテキジレイハナシキ

		19				1						1										1				1												1								1

		20		1						1												1								1								1								1

		21				1				1														1				1										1								1

		22		1								1										1								1								1								1						具体的事案の検討の話をもう少し増やしてもらいたい。 グタイテキジアンケントウハナシスコフ

		23				1						1										1								1								1								1

		24				1										1						1								1								1								1

		25				1						1														1														1								1				著作者人格権あたりでついて行けなくなった。 チョサクシャジンカクケンイ

		26				1		1												1						1														1						1

		27		1				1														1						1										1								1						資料として、参照条文の添付があると理解しやすかったと思う。 シリョウサンショウジョウブンテンプリカイオモ

		28				1						1										1								1								1								1

		29				1				1												1						1												1								1				体系的な説明になっていなかったので、分かりづらい。 タイケイテキセツメイワ

		30				1						1										1						1												1						1						具体的事案の検討についてもっといろいろな事例を聞いてみたかった。 グタイテキジアンケントウジレイキ

		31				1						1										1						1										1						1

		32		1								1										1						1										1								1

		33		1								1										1								1								1								1						著作権は多様であり、地図等の使用には違法となる可能性もあることから、使用方法についてまとめた資料の配付があると違反も減ると思う。 チョサクケンタヨウチズトウシヨウイホウカノウセイシヨウホウホウシリョウハイフイハンヘオモ

		34		1						1														1						1								1								1						事例の紹介の時間がもっと多く必要だった。 ジレイショウカイジカンオオヒツヨウ

		35				1						1										1																		1								1				著作権の判断について具体的な説明があったが、理解できなかった。 チョサクケンハンダングタイテキセツメイリカイ

		36		1				1														1														1								1								丁寧な説明でよく理解できた。 テイネイセツメイリカイ

		37				1						1								1										1								1								1

		38		1														1				1								1								1								1

		39		1														1				1								1						1										1

		40		1								1												1				1										1								1						例題をたくさん伺えてよかったが、もう少し例題があるとなおよかった。 レイダイウカガスコレイダイ

		41		1												1						1						1										1								1

		42		1												1						1								1								1										1				地図の転載について、グーグルマップなど主なサイトの具体的な使い方を教えてもらいたかった。（利用規則を見てもよく分からないので。） チズテンサイオモグタイテキツカカタオシリヨウキソクミワ

		43		1														1				1								1								1								1										国民の公務員に対する目が厳しくなっている今、こういったコンプライアンスにまつわる講習会が多く行われ、職員全体の意識が高まっていけばいいと思う。 コクミンコウムインタイメキビイマコウシュウカイオオオコナショクインゼンタイイシキタカオモ

		44																				1								1								1								1						新聞記事のpdf化による情報共有など現に広く行われていることをどうするか。講習会の内容を組織全体に浸透させていくための取組が必要ではないか。 シンブンキジカジョウホウキョウユウゲンヒロオコナコウシュウカイナイヨウソシキゼンタイシントウトリクミヒツヨウ				公文書管理法に関する知識、コンプライアンス意識が組織全体でまだまだ不十分な状況にあると思う。次回の講習会では公文書管理法をテーマにしてはどうか。 コウブンショカンリホウカンチシキイシキソシキゼンタイフジュウブンジョウキョウオモジカイコウシュウカイコウブンショカンリホウ

		45		1						1												1						1										1								1						文字だけではなく、イラスト、図などが入るともっと解りやすいと思った。 モジズハイワカオモ

		46		1								1										1						1										1						1

		47		1						1												1								1																1

		48				1				1												1						1										1										1								外部講師によるコンプライアンス講習を引き続きお願いしたい。 ガイブコウシコウシュウヒツヅネガ

		49		1								1														1												1								1										地図利用（複製）に許諾が必要なのかが気になった。 チズリヨウフクセイキョダクヒツヨウキ

		50		1				1														1						1										1						1								レジュメの１～６の説明が細かく長かった一方で、７～９が実務上のポイントであったので、いろいろな事例、パターン、判例を多く紹介してほしかった。 セツメイコマナガイッポウジツムジョウジレイハンレイオオショウカイ

		51				1				1												1								1								1										1				より具体的事例で説明していただきたかった。 グタイテキジレイセツメイ				座席指定はよい。 ザセキシテイ

		52		1								1										1						1										1								1

		53				1						1										1				1														1								1

		54		1				1														1						1										1						1

		55		1								1										1								1								1										1				個別事例をもう少したくさん聞きたかった。 コベツジレイスコキ

		56				1		1														1								1								1								1

		57		1						1												1						1										1										1				具体的事例についてもっと話を聞きたかった。 グタイテキジレイハナシキ

		58				1				1										1								1												1								1

		59		1								1										1						1										1						1								基本から具体事例に基づいた説明で分かりやすくとても参考になった。業務に生かしたいと思った。 キホングタイジレイモトセツメイワサンコウギョウムイオモ				今回のような外部講師による講習はとても有意義なので、これからもこういう機会を設けてほしい。 コンカイガイブコウシコウシュウユウイギキカイモウ

		60		1				1														1						1										1

		61				1						1										1						1										1								1						クレジットをつけたり、５０年過ぎれば、利用できると思っていたので、今回の講義を聞けて少し本質的な理解ができて、ためになった。 ネンスリヨウオモコンカイコウギキスコホンシツテキリカイ

		62				1						1										1						1										1								1						具体的な事案について、内容をもっと記載してもらえると良い。 グタイテキジアンナイヨウキサイヨ

		63				1				1														1				1										1								1

		64		1						1												1						1								1								1

		65		1								1										1				1														1				1

		66		1								1										1						1										1						1								インターネット上の地図の利用に関しては、近年地図会社（特にゼンリン）の権利意識が高まっており、特に注意が必要と感じている。この点についてもっと突っ込んだ話がほしかった。 ジョウチズリヨウカンキンネンチズガイシャトクケンリイシキタカトクチュウイヒツヨウカンテンツコハナシ

		67		1								1										1												1				1												1		前半は法の概要を読み上げるだけで講義でやるまでもないレベル。後半の具体的事業の検討をより手厚く扱ってもらいたかった。 ゼンハンホウガイヨウヨアコウギコウハングタイテキジギョウケントウテアツアツカ

		68		1										1								1								1								1								1

		69		1										1								1				1												1								1

		70		1										1								1						1										1						1

		71		1														1				1						1										1								1						図やイラストを用いて説明してもらえるとさらに理解しやすいと感じた。 ズモチセツメイリカイカン

		72		1												1						1						1												1								1				著作権の概念の部分が長かった。抽象的な部分であまりよく分からなかった。 チョサクケンガイネンブブンナガチュウショウテキブブンワ

		73		1										1								1								1								1								1

		74		1								1										1						1										1								1

		75		1										1								1								1								1								1

		76		1												1						1								1						1										1

		77		1						1												1						1										1								1

		78				1						1										1						1										1								1						具体的事案の検討に時間を長く取ってほしかった。 グタイテキジアンケントウジカンナガト

		79				1										1						1				1												1								1										講習会の参加者がいつも決まった人になってしまい、聞かないといけない人が参加していない。そういう人が講習会に出る機会を考えた方がいい。 コウシュウカイサンカシャキヒトキヒトサンカヒトコウシュウカイデキカイカンガホウ

		80		1						1												1						1										1

		81		1												1						1								1								1								1

		82		1														1				1				1												1						1

		83		1														1				1								1								1								1

		84				1												1				1								1						1								1

		85		1								1										1								1						1								1												今回のような講習を増やしてほしい。 コンカイコウシュウフ

		86		1										1								1						1										1						1

		87				1												1				1						1										1								1

		88		1														1				1										1				1								1

		89		1														1				1				1														1								1				著作権についてグレーな部分が多く難しかった。 チョサクケンブブンオオムズカ

		90		1												1						1								1								1								1

		91		1										1								1						1										1								1

		92				1												1						1				1										1														具体的事案の検討が分かりやすく良かった。あと３０分程度講習時間があっても良いのでは。 グタイテキジアンケントウワヨフンテイドコウシュウジカンヨ

		93		1												1						1						1										1								1

		94		1										1										1						1								1										1				具体例をもっと詳細にしてほしかった。 グタイレイショウサイ

		95		1														1				1				1												1										1				もう少し業務に直結する内容を多く話してほしかった。 スコギョウムチョッケツナイヨウオオハナ

		96				1												1		1								1												1								1				具体的事例から著作権の説明の方が理解しやすい。 グタイテキジレイチョサクケンセツメイホウリカイ

		97		1														1				1						1										1						1								著作権法の条文も資料としていただけるともっとわかりやすかったのでは。 チョサクケンホウジョウブンシリョウ

		98				1										1						1						1												1								1				具体的にどういった場合に著作権の侵害になるのか例示してほしかった。 グタイテキバアイチョサクケンシンガイレイジ

		99		1										1								1								1								1								1						具体的事例についての説明をもう少し細かくしてほしい。 グタイテキジレイセツメイスココマ

		100		1														1				1										1						1								1										なるべく事務所単位ではなく、局でいろいろなテーマを基にミーティング講習等を行ってほしい。 ジムショタンイキョクモトコウシュウトウオコナ

		101		1										1								1						1										1						1												・コンプライアンス違反とならないようこのような講習会が必要である。
・一部過度な「コンプライアンスもどき」で仕事をしているところがある。あまりに保守的な思考がフロンティアな思考を妨げないようにしたいところ。 イハンコウシュウカイヒツヨウイチブカドシゴトホシュテキシコウシコウサマタ

		102		1												1						1								1								1						1

		103		1														1				1				1												1								1

		104		1														1				1										1						1								1

		105												1								1								1										1								1

		106		1										1								1								1						1								1

		107		1										1								1								1								1								1

		108		1												1						1								1								1								1

		109		1														1				1						1										1								1

		110		1														1				1								1								1								1										所内での講習会が毎回似た案件になっており、意見が少なくなってきているので、業務の実例を挙げて経理関係者を集めて講習会をしてほしい。 ショナイコウシュウカイマイカイニアンケンイケンスクギョウムジツレイアケイリカンケイシャアツコウシュウカイ

		111		1										1								1								1						1										1						インターネット上の地図利用について、もっと詳しく知りたかった。 ジョウチズリヨウクワシ

		112		1										1								1								1								1								1

		113				1												1				1								1								1								1

		114				1																1								1						1										1

		115		1												1						1						1										1								1

		116				1												1				1								1								1										1

		117		1												1						1												1		1										1										新聞スクラップの利用について講義内で話題となったが、利用料を局で支払っているため、地整では問題なしとの解説があった。この点について事務所ではアナウンスされていない、また、報道対応でTV番組の画面キャプチャで４コマを作成することがあるが著作権上問題ないのか。 シンブンリヨウコウギナイワダイリヨウリョウキョクシハラチセイモンダイカイセツテンジムショホウドウタイオウバングミガメンサクセイチョサクケンジョウモンダイ

		118				1								1								1						1								1								1

		119		1				1												1								1										1						1								難しい問題だが、気をつけなければならない部分はよく理解できた。 ムズカモンダイキブブンリカイ		変更契約における適正な手続きがなされていない。（先行指示による多額の増額変更後、精算変更での決算） ヘンコウケイヤクテキセイテツヅセンコウシジタガクゾウガクヘンコウゴセイサンヘンコウケッサン		繰り返し学習することが大事。 クカエガクシュウダイジ

		120				1								1								1								1						1								1												他の知的財産権の全体についても勉強したい。 タチテキザイサンケンゼンタイベンキョウ

		121		1														1				1								1						1								1

		122		1										1								1								1								1								1						土地評価に関して著作権法上の疑問がある。
・国が購入した明細地図を受注者に貸与して成果品に利用することの是非
・現地状況を示すため元範囲の明細図を貼り合わせて利用することの是非 トチヒョウカカンチョサクケンホウジョウギモンクニコウニュウメイサイチズジュチュウシャタイヨセイカヒンリヨウゼヒゲンチジョウキョウシメモトハンイメイサイズハアリヨウゼヒ

		123				1								1								1						1										1						1										不調不落の理由を問われた時の対応について フチョウフラクリユウトトキタイオウ		視覚障害者に対するパソコン読み上げ機能は著作権に抵触するのか？ シカクショウガイシャタイヨアキノウチョサクケンテイショク

		124		1				1														1								1								1								1						具体事例等の説明があればなお良かった。 グタイジレイトウセツメイヨ

		125		1														1				1				1														1								1				もう少し実務に関係する内容が良かった。 スコジツムカンケイナイヨウヨ

		126		1										1										1								1						1								1

		127				1								1						1										1								1								1						・著作権法の基本を理解しないと、実例への応用はできないのだが、もう少しスマートに圧縮して講義してもらえるとありがたい。
・著作権法の打ち出しも配布してほしい。 チョサクケンホウキホンリカイジツレイオウヨウスコアッシュクコウギチョサクケンホウウダハイフ				・講師から関東地整は新聞複製の利用料を包括的に支払っているとの話があったが、どの範囲まで複製が許諾されているのか周知してほしい。
・著作権は日常業務でも関係することが多いので、全職員の必須研修とすべきでは。 コウシカントウチセイシンブンフクセイリヨウリョウホウカツテキシハラハナシハンイフクセイキョダクシュウチチョサクケンニチジョウギョウムカンケイオオゼンショクインヒッスケンシュウ

		128		1										1								1						1										1								1						特に具体的事業については、その考え方などを広く周知すべき。 トクグタイテキジギョウカンガカタヒロシュウチ				今回のように日頃の業務の中で疑問に感じていることを講習会のテーマにすると参考になる。 コンカイヒゴロギョウムナカギモンカンコウシュウカイサンコウ

		129				1												1				1				1														1						1						実務的な話題もあり、参考になった。 ジツムテキワダイサンコウ

		130		1										1								1						1										1								1

		131		1										1								1						1										1								1

		132		1										1								1								1										1						1

		133				1												1				1								1								1								1

		134		1										1								1								1								1						1

		135		1										1								1				1												1								1

		136		1										1								1								1								1								1

		137				1										1						1								1						1										1

		138				1								1														1												1								1				業務上悩む場面も多く興味のあるテーマだったが、理解を深めるには至らなかった。具体的事案の検討をもっと具体的に解説してほしかった。 ギョウムジョウナヤバメンオオキョウミリカイフカイタグタイテキジアンケントウグタイテキカイセツ

		139		1														1				1								1								1						1												日常の業務においても、気をつけていないと問題になり得ることが多いように感じる。 ニチジョウギョウムキモンダイウオオカン

		140				1										1						1						1										1								1						著作権の基本の説明が長すぎて、具体的なところの説明が短すぎる。 チョサクケンキホンセツメイナガグタイテキセツメイミジカ

		141		1														1				1								1								1								1

		142				1								1								1						1										1								1

		143				1										1						1								1								1						1

		144		1												1								1				1										1						1								内容が多いので、もう少し長くやってほしかった。個別ケースの説明を主に講演してもらっても良かったのでは。 ナイヨウオオスコナガコベツセツメイシュコウエンヨ

		145		1												1						1				1												1								1						自分でも詳しく調べたい。業務及び私生活に役立てたい。 ジブンクワシラギョウムオヨシセイカツヤクダ				コンプライアンスは幅広い。大いに講習会等を行ってほしい。 ハバヒロオオコウシュウカイトウオコナ

		146		1										1								1								1								1								1

		147		1										1								1								1								1								1

		148		1														1				1						1										1								1						具体事例を挙げての話だったので分かりやすい部分もあったが、判例が分かれるため、1つの答えが出せない部分も多いのだと感じた。 グタイジレイアハナワブブンハンレイワコタダブブンオオカン

		149				1												1				1						1										1								1						業務で撮影した写真を使用したいといわれた時、その発行物が有償の場合断っているが、販売目的でない一般の業者に提供して良いか悩んでいる。（現在は断っている。） ギョウムサツエイシャシンシヨウトキハッコウブツユウショウバアイコトワハンバイモクテキイッパンギョウシャテイキョウヨナヤゲンザイコトワ

		150				1								1								1								1								1								1						分かりやすいポンチ絵等の資料がほしかった。 ワエトウシリョウ		発注担当課と経理課、品確課の役割分担を明確にしてほしい。特に事務所（ブロック）で違うことのないようにしてほしい。 ハッチュウタントウカケイリカヒンカクカヤクワリブンタンメイカクトクジムショチガ

		151				1				1												1								1						1								1

		152				1										1						1								1								1						1

		153		1												1						1								1								1								1						時間制限なくもっと具体例を説明してほしかった。 ジカンセイゲングタイレイセツメイ

		154		1										1								1						1										1								1

		155				1												1				1								1								1								1

		156		1														1				1								1								1						1								基本的なことから聞けたので分かりやすかった。 キホンテキキワ

		157		1												1						1								1								1								1						発注時に提示する図面（位置図）として、インターネット上のマップを切り取り加工することは可能なのか。 ハッチュウジテイジズメンイチズジョウキトカコウカノウ

		158																1				1								1										1								1				結局、白黒の判断が分からず一番知りたいところが曖昧だった。 ケッキョクシロクロハンダンワイチバンシアイマイ

		159		1														1				1								1								1						1								分かりやすい内容だったが、図、写真等も充実しているとより良かった。 ワナイヨウズシャシントウジュウジツヨ

		160		1										1								1						1										1								1						スライドに図、絵等があると良かった。 ズエトウヨ				今回のような講習会をブロックごとで行うと参加人員も増えるのではと思った。 コンカイコウシュウカイオコナサンカジンインフオモ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				7		142		8





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				18		63		71		4		2





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				16		121		21		0





理解度

		



講義の難易度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		95		24		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		満足

		やや満足

		やや不満

		不満



講義の満足度

37

95

24
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集計表

		平成30年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1				1						1										1								1								1								1

		2		1								1										1						1										1								1

		3		1								1										1								1								1								1

		4		1								1										1						1										1								1						業務を行っている中で、著作権の侵害となることが多々あることを認識した。今後は注意して業務を行いたい。 ギョウムオコナナカチョサクケンシンガイタタニンシキコンゴチュウイギョウムオコナ

		5				1						1										1						1												1								1

		6		1				1														1						1										1						1

		7		1				1														1				1												1								1										コンプライアンスは繰り返しが大事だと思う。 クカエダイジオモ

		8		1						1												1				1														1								1

		9				1				1										1										1										1						1						講義内容は貴重なものとなったが、ケースが様々あり、難しいという感想が正直なところ。 コウギナイヨウキチョウサマザマムズカカンソウショウジキ

		10				1		1														1								1																1						事例を用いての説明が分かりやすいと思う。 ジレイモチセツメイワオモ

		11		1								1										1						1										1										1				著作権法の概要はおおむね理解できたが、具体的事案について、ケースごとにＯＫの場合、ＮＧの場合と事例を挙げていただけるとよかったように思う。条文は記載してほしかった。 チョサクケンホウガイヨウリカイグタイテキジアンバアイバアイジレイアオモジョウブンキサイ

		12				1		1														1								1								1						1

		13		1								1										1								1								1						1												地図の件は、議論になっており、参考になった。今後も発注以外のテーマも行っていただきたい。 チズケンギロンサンコウコンゴハッチュウイガイオコナ

		14		1								1										1						1										1								1

		15		1				1														1								1								1						1								講義のうち、具体的事案の検討について、もう少し深い解説が欲しかった。例えば、留意が必要ということなら、対処方法の具体内容を紹介する等。 コウギグタイテキジアンケントウスコフカカイセツホタトリュウイヒツヨウタイショホウホウグタイナイヨウショウカイトウ

		16				1						1										1						1										1						1

		17		1				1														1								1								1								1

		18		1								1										1						1										1								1						具体的事例について、話が聞けるとさらによかった。 グタイテキジレイハナシキ

		19				1						1										1				1												1								1

		20		1						1												1								1								1								1

		21				1				1														1				1										1								1

		22		1								1										1								1								1								1						具体的事案の検討の話をもう少し増やしてもらいたい。 グタイテキジアンケントウハナシスコフ

		23				1						1										1								1								1								1

		24				1										1						1								1								1								1

		25				1						1														1														1								1				著作者人格権あたりでついて行けなくなった。 チョサクシャジンカクケンイ

		26				1		1												1						1														1						1

		27		1				1														1						1										1								1						資料として、参照条文の添付があると理解しやすかったと思う。 シリョウサンショウジョウブンテンプリカイオモ

		28				1						1										1								1								1								1

		29				1				1												1						1												1								1				体系的な説明になっていなかったので、分かりづらい。 タイケイテキセツメイワ

		30				1						1										1						1												1						1						具体的事案の検討についてもっといろいろな事例を聞いてみたかった。 グタイテキジアンケントウジレイキ

		31				1						1										1						1										1						1

		32		1								1										1						1										1								1

		33		1								1										1								1								1								1						著作権は多様であり、地図等の使用には違法となる可能性もあることから、使用方法についてまとめた資料の配付があると違反も減ると思う。 チョサクケンタヨウチズトウシヨウイホウカノウセイシヨウホウホウシリョウハイフイハンヘオモ

		34		1						1														1						1								1								1						事例の紹介の時間がもっと多く必要だった。 ジレイショウカイジカンオオヒツヨウ

		35				1						1										1																		1								1				著作権の判断について具体的な説明があったが、理解できなかった。 チョサクケンハンダングタイテキセツメイリカイ

		36		1				1														1														1								1								丁寧な説明でよく理解できた。 テイネイセツメイリカイ

		37				1						1								1										1								1								1

		38		1														1				1								1								1								1

		39		1														1				1								1						1										1

		40		1								1												1				1										1								1						例題をたくさん伺えてよかったが、もう少し例題があるとなおよかった。 レイダイウカガスコレイダイ

		41		1												1						1						1										1								1

		42		1												1						1								1								1										1				地図の転載について、グーグルマップなど主なサイトの具体的な使い方を教えてもらいたかった。（利用規則を見てもよく分からないので。） チズテンサイオモグタイテキツカカタオシリヨウキソクミワ

		43		1														1				1								1								1								1										国民の公務員に対する目が厳しくなっている今、こういったコンプライアンスにまつわる講習会が多く行われ、職員全体の意識が高まっていけばいいと思う。 コクミンコウムインタイメキビイマコウシュウカイオオオコナショクインゼンタイイシキタカオモ

		44																				1								1								1								1						新聞記事のpdf化による情報共有など現に広く行われていることをどうするか。講習会の内容を組織全体に浸透させていくための取組が必要ではないか。 シンブンキジカジョウホウキョウユウゲンヒロオコナコウシュウカイナイヨウソシキゼンタイシントウトリクミヒツヨウ				公文書管理法に関する知識、コンプライアンス意識が組織全体でまだまだ不十分な状況にあると思う。次回の講習会では公文書管理法をテーマにしてはどうか。 コウブンショカンリホウカンチシキイシキソシキゼンタイフジュウブンジョウキョウオモジカイコウシュウカイコウブンショカンリホウ

		45		1						1												1						1										1								1						文字だけではなく、イラスト、図などが入るともっと解りやすいと思った。 モジズハイワカオモ

		46		1								1										1						1										1						1

		47		1						1												1								1																1

		48				1				1												1						1										1										1								外部講師によるコンプライアンス講習を引き続きお願いしたい。 ガイブコウシコウシュウヒツヅネガ

		49		1								1														1												1								1										地図利用（複製）に許諾が必要なのかが気になった。 チズリヨウフクセイキョダクヒツヨウキ

		50		1				1														1						1										1						1								レジュメの１～６の説明が細かく長かった一方で、７～９が実務上のポイントであったので、いろいろな事例、パターン、判例を多く紹介してほしかった。 セツメイコマナガイッポウジツムジョウジレイハンレイオオショウカイ

		51				1				1												1								1								1										1				より具体的事例で説明していただきたかった。 グタイテキジレイセツメイ				座席指定はよい。 ザセキシテイ

		52		1								1										1						1										1								1

		53				1						1										1				1														1								1

		54		1				1														1						1										1						1

		55		1								1										1								1								1										1				個別事例をもう少したくさん聞きたかった。 コベツジレイスコキ

		56				1		1														1								1								1								1

		57		1						1												1						1										1										1				具体的事例についてもっと話を聞きたかった。 グタイテキジレイハナシキ

		58				1				1										1								1												1								1

		59		1								1										1						1										1						1								基本から具体事例に基づいた説明で分かりやすくとても参考になった。業務に生かしたいと思った。 キホングタイジレイモトセツメイワサンコウギョウムイオモ				今回のような外部講師による講習はとても有意義なので、これからもこういう機会を設けてほしい。 コンカイガイブコウシコウシュウユウイギキカイモウ

		60		1				1														1						1										1

		61				1						1										1						1										1								1						クレジットをつけたり、５０年過ぎれば、利用できると思っていたので、今回の講義を聞けて少し本質的な理解ができて、ためになった。 ネンスリヨウオモコンカイコウギキスコホンシツテキリカイ

		62				1						1										1						1										1								1						具体的な事案について、内容をもっと記載してもらえると良い。 グタイテキジアンナイヨウキサイヨ

		63				1				1														1				1										1								1

		64		1						1												1						1								1								1

		65		1								1										1				1														1				1

		66		1								1										1						1										1						1								インターネット上の地図の利用に関しては、近年地図会社（特にゼンリン）の権利意識が高まっており、特に注意が必要と感じている。この点についてもっと突っ込んだ話がほしかった。 ジョウチズリヨウカンキンネンチズガイシャトクケンリイシキタカトクチュウイヒツヨウカンテンツコハナシ

		67		1								1										1												1				1												1		前半は法の概要を読み上げるだけで講義でやるまでもないレベル。後半の具体的事業の検討をより手厚く扱ってもらいたかった。 ゼンハンホウガイヨウヨアコウギコウハングタイテキジギョウケントウテアツアツカ

		68		1										1								1								1								1								1

		69		1										1								1				1												1								1

		70		1										1								1						1										1						1

		71		1														1				1						1										1								1						図やイラストを用いて説明してもらえるとさらに理解しやすいと感じた。 ズモチセツメイリカイカン

		72		1												1						1						1												1								1				著作権の概念の部分が長かった。抽象的な部分であまりよく分からなかった。 チョサクケンガイネンブブンナガチュウショウテキブブンワ

		73		1										1								1								1								1								1

		74		1								1										1						1										1								1

		75		1										1								1								1								1								1

		76		1												1						1								1						1										1

		77		1						1												1						1										1								1

		78				1						1										1						1										1								1						具体的事案の検討に時間を長く取ってほしかった。 グタイテキジアンケントウジカンナガト

		79				1										1						1				1												1								1										講習会の参加者がいつも決まった人になってしまい、聞かないといけない人が参加していない。そういう人が講習会に出る機会を考えた方がいい。 コウシュウカイサンカシャキヒトキヒトサンカヒトコウシュウカイデキカイカンガホウ

		80		1						1												1						1										1

		81		1												1						1								1								1								1

		82		1														1				1				1												1						1

		83		1														1				1								1								1								1

		84				1												1				1								1						1								1

		85		1								1										1								1						1								1												今回のような講習を増やしてほしい。 コンカイコウシュウフ

		86		1										1								1						1										1						1

		87				1												1				1						1										1								1

		88		1														1				1										1				1								1

		89		1														1				1				1														1								1				著作権についてグレーな部分が多く難しかった。 チョサクケンブブンオオムズカ

		90		1												1						1								1								1								1

		91		1										1								1						1										1								1

		92				1												1						1				1										1														具体的事案の検討が分かりやすく良かった。あと３０分程度講習時間があっても良いのでは。 グタイテキジアンケントウワヨフンテイドコウシュウジカンヨ

		93		1												1						1						1										1								1

		94		1										1										1						1								1										1				具体例をもっと詳細にしてほしかった。 グタイレイショウサイ

		95		1														1				1				1												1										1				もう少し業務に直結する内容を多く話してほしかった。 スコギョウムチョッケツナイヨウオオハナ

		96				1												1		1								1												1								1				具体的事例から著作権の説明の方が理解しやすい。 グタイテキジレイチョサクケンセツメイホウリカイ

		97		1														1				1						1										1						1								著作権法の条文も資料としていただけるともっとわかりやすかったのでは。 チョサクケンホウジョウブンシリョウ

		98				1										1						1						1												1								1				具体的にどういった場合に著作権の侵害になるのか例示してほしかった。 グタイテキバアイチョサクケンシンガイレイジ

		99		1										1								1								1								1								1						具体的事例についての説明をもう少し細かくしてほしい。 グタイテキジレイセツメイスココマ

		100		1														1				1										1						1								1										なるべく事務所単位ではなく、局でいろいろなテーマを基にミーティング講習等を行ってほしい。 ジムショタンイキョクモトコウシュウトウオコナ

		101		1										1								1						1										1						1												・コンプライアンス違反とならないようこのような講習会が必要である。
・一部過度な「コンプライアンスもどき」で仕事をしているところがある。あまりに保守的な思考がフロンティアな思考を妨げないようにしたいところ。 イハンコウシュウカイヒツヨウイチブカドシゴトホシュテキシコウシコウサマタ

		102		1												1						1								1								1						1

		103		1														1				1				1												1								1

		104		1														1				1										1						1								1

		105												1								1								1										1								1

		106		1										1								1								1						1								1

		107		1										1								1								1								1								1

		108		1												1						1								1								1								1

		109		1														1				1						1										1								1

		110		1														1				1								1								1								1										所内での講習会が毎回似た案件になっており、意見が少なくなってきているので、業務の実例を挙げて経理関係者を集めて講習会をしてほしい。 ショナイコウシュウカイマイカイニアンケンイケンスクギョウムジツレイアケイリカンケイシャアツコウシュウカイ

		111		1										1								1								1						1										1						インターネット上の地図利用について、もっと詳しく知りたかった。 ジョウチズリヨウクワシ

		112		1										1								1								1								1								1

		113				1												1				1								1								1								1

		114				1																1								1						1										1

		115		1												1						1						1										1								1

		116				1												1				1								1								1										1

		117		1												1						1												1		1										1										新聞スクラップの利用について講義内で話題となったが、利用料を局で支払っているため、地整では問題なしとの解説があった。この点について事務所ではアナウンスされていない、また、報道対応でTV番組の画面キャプチャで４コマを作成することがあるが著作権上問題ないのか。 シンブンリヨウコウギナイワダイリヨウリョウキョクシハラチセイモンダイカイセツテンジムショホウドウタイオウバングミガメンサクセイチョサクケンジョウモンダイ

		118				1								1								1						1								1								1

		119		1				1												1								1										1						1								難しい問題だが、気をつけなければならない部分はよく理解できた。 ムズカモンダイキブブンリカイ		変更契約における適正な手続きがなされていない。（先行指示による多額の増額変更後、精算変更での決算） ヘンコウケイヤクテキセイテツヅセンコウシジタガクゾウガクヘンコウゴセイサンヘンコウケッサン		繰り返し学習することが大事。 クカエガクシュウダイジ

		120				1								1								1								1						1								1												他の知的財産権の全体についても勉強したい。 タチテキザイサンケンゼンタイベンキョウ

		121		1														1				1								1						1								1

		122		1										1								1								1								1								1						土地評価に関して著作権法上の疑問がある。
・国が購入した明細地図を受注者に貸与して成果品に利用することの是非
・現地状況を示すため元範囲の明細図を貼り合わせて利用することの是非 トチヒョウカカンチョサクケンホウジョウギモンクニコウニュウメイサイチズジュチュウシャタイヨセイカヒンリヨウゼヒゲンチジョウキョウシメモトハンイメイサイズハアリヨウゼヒ

		123				1								1								1						1										1						1										不調不落の理由を問われた時の対応について フチョウフラクリユウトトキタイオウ		視覚障害者に対するパソコン読み上げ機能は著作権に抵触するのか？ シカクショウガイシャタイヨアキノウチョサクケンテイショク

		124		1				1														1								1								1								1						具体事例等の説明があればなお良かった。 グタイジレイトウセツメイヨ

		125		1														1				1				1														1								1				もう少し実務に関係する内容が良かった。 スコジツムカンケイナイヨウヨ

		126		1										1										1								1						1								1

		127				1								1						1										1								1								1						・著作権法の基本を理解しないと、実例への応用はできないのだが、もう少しスマートに圧縮して講義してもらえるとありがたい。
・著作権法の打ち出しも配布してほしい。 チョサクケンホウキホンリカイジツレイオウヨウスコアッシュクコウギチョサクケンホウウダハイフ				・講師から関東地整は新聞複製の利用料を包括的に支払っているとの話があったが、どの範囲まで複製が許諾されているのか周知してほしい。
・著作権は日常業務でも関係することが多いので、全職員の必須研修とすべきでは。 コウシカントウチセイシンブンフクセイリヨウリョウホウカツテキシハラハナシハンイフクセイキョダクシュウチチョサクケンニチジョウギョウムカンケイオオゼンショクインヒッスケンシュウ

		128		1										1								1						1										1								1						特に具体的事業については、その考え方などを広く周知すべき。 トクグタイテキジギョウカンガカタヒロシュウチ				今回のように日頃の業務の中で疑問に感じていることを講習会のテーマにすると参考になる。 コンカイヒゴロギョウムナカギモンカンコウシュウカイサンコウ

		129				1												1				1				1														1						1						実務的な話題もあり、参考になった。 ジツムテキワダイサンコウ

		130		1										1								1						1										1								1

		131		1										1								1						1										1								1

		132		1										1								1								1										1						1

		133				1												1				1								1								1								1

		134		1										1								1								1								1						1

		135		1										1								1				1												1								1

		136		1										1								1								1								1								1

		137				1										1						1								1						1										1

		138				1								1														1												1								1				業務上悩む場面も多く興味のあるテーマだったが、理解を深めるには至らなかった。具体的事案の検討をもっと具体的に解説してほしかった。 ギョウムジョウナヤバメンオオキョウミリカイフカイタグタイテキジアンケントウグタイテキカイセツ

		139		1														1				1								1								1						1												日常の業務においても、気をつけていないと問題になり得ることが多いように感じる。 ニチジョウギョウムキモンダイウオオカン

		140				1										1						1						1										1								1						著作権の基本の説明が長すぎて、具体的なところの説明が短すぎる。 チョサクケンキホンセツメイナガグタイテキセツメイミジカ

		141		1														1				1								1								1								1

		142				1								1								1						1										1								1

		143				1										1						1								1								1						1

		144		1												1								1				1										1						1								内容が多いので、もう少し長くやってほしかった。個別ケースの説明を主に講演してもらっても良かったのでは。 ナイヨウオオスコナガコベツセツメイシュコウエンヨ

		145		1												1						1				1												1								1						自分でも詳しく調べたい。業務及び私生活に役立てたい。 ジブンクワシラギョウムオヨシセイカツヤクダ				コンプライアンスは幅広い。大いに講習会等を行ってほしい。 ハバヒロオオコウシュウカイトウオコナ

		146		1										1								1								1								1								1

		147		1										1								1								1								1								1

		148		1														1				1						1										1								1						具体事例を挙げての話だったので分かりやすい部分もあったが、判例が分かれるため、1つの答えが出せない部分も多いのだと感じた。 グタイジレイアハナワブブンハンレイワコタダブブンオオカン

		149				1												1				1						1										1								1						業務で撮影した写真を使用したいといわれた時、その発行物が有償の場合断っているが、販売目的でない一般の業者に提供して良いか悩んでいる。（現在は断っている。） ギョウムサツエイシャシンシヨウトキハッコウブツユウショウバアイコトワハンバイモクテキイッパンギョウシャテイキョウヨナヤゲンザイコトワ

		150				1								1								1								1								1								1						分かりやすいポンチ絵等の資料がほしかった。 ワエトウシリョウ		発注担当課と経理課、品確課の役割分担を明確にしてほしい。特に事務所（ブロック）で違うことのないようにしてほしい。 ハッチュウタントウカケイリカヒンカクカヤクワリブンタンメイカクトクジムショチガ

		151				1				1												1								1						1								1

		152				1										1						1								1								1						1

		153		1												1						1								1								1								1						時間制限なくもっと具体例を説明してほしかった。 ジカンセイゲングタイレイセツメイ

		154		1										1								1						1										1								1

		155				1												1				1								1								1								1

		156		1														1				1								1								1						1								基本的なことから聞けたので分かりやすかった。 キホンテキキワ

		157		1												1						1								1								1								1						発注時に提示する図面（位置図）として、インターネット上のマップを切り取り加工することは可能なのか。 ハッチュウジテイジズメンイチズジョウキトカコウカノウ

		158																1				1								1										1								1				結局、白黒の判断が分からず一番知りたいところが曖昧だった。 ケッキョクシロクロハンダンワイチバンシアイマイ

		159		1														1				1								1								1						1								分かりやすい内容だったが、図、写真等も充実しているとより良かった。 ワナイヨウズシャシントウジュウジツヨ

		160		1										1								1						1										1								1						スライドに図、絵等があると良かった。 ズエトウヨ				今回のような講習会をブロックごとで行うと参加人員も増えるのではと思った。 コンカイコウシュウカイオコナサンカジンインフオモ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				7		142		8





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				18		63		71		4		2





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				16		121		21		0





理解度

		



講義の難易度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		95		24		1





満足度

		



講義の満足度





平成３０年度 第３回本局コンプライアンス
講習会について

（実施結果報告 ）

① 日 時：平成３０年１１月１４日（水）１４：００～１６：００

場 所：横浜第二合同庁舎 １３階 １３１，１３２会議室５０１

参加者：６１名

＜内容＞

外部講師による講義

「不祥事防止のために」

１ 不祥事をリスクマネジメントとして捉える

２ コンプライアンスとは

３ 皆さんで考えて下さい（事例研究）

〔講義風景①〕 〔講義風景②〕

講師：一般財団法人公務人材開発協会

深堀 清 氏

② 日 時：平成３０年１１月１６日（金）１４：００～１６：００

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 大研修室５Ａ

参加者：１０４名

（両日とも、ＣＣＴＶによる同時映像配信を実施）

別紙９
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講習会に関するアンケート 集計結果

１．講義について

※（アンケート回答数２５３）

【今回の講義についての自由記述】

・講師自身の経験談を交えた講義で、民間の立場に立った話が新鮮で考えさせられるも
のだった。

・グループ討議で様々な意見が出て勉強になった。もう少しグループ討議の時間を確保
しても良かったのではと思った。

・ＴＶ会議での参加のため、事例研究の討論が実施されなかった。

・テレビ会議の音質が悪く、聞き取れなかった。

２．コンプライアンスの取組全般に関する意見

・受注者側の取組、意識がどの程度なのか、特にＯＢが現役世代と同じ意識なのか知っ
ておくべき。

・講習に参加できない人への周知方法を検討してほしい。

・実際の不祥事の背景、職場環境、心理状況はどうだったか、反対にうまくいっている職
場はどんななのか知りたい。
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グラフ1

		長かった

		適当

		短かった



講習会の時間

66

178

3



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1								1								1								1								業者との対応は複数で対応（カウンター、窓口以外の場合）となっているが、職員も少なく難しい場合もある。 ギョウシャタイオウフクスウタイオウマドグチイガイバアイショクインスクムズカバアイ

		2		1				1														1								1						1								1

		3		1										1								1								1								1								1						グループ討議の時間をもう少し確保してもいいのでは。 トウギジカンスコカクホ		来客に対して、窓口一元化で入室制限等を行っているが、ＯＢはそういった仕組みに関わらず入室してくることがあり、対応に苦慮している。 ライキャクタイマドグチイチゲンカニュウシツセイゲントウオコナシクカカニュウシツタイオウクリョ		遠方の事務所のために年１回でもいいので、ブロックごとの講習会を開催してほしい。 エンポウジムショネンカイコウシュウカイカイサイ

		4		1										1								1								1								1								1

		5		1										1								1								1								1								1

		6		1												1						1								1						1								1												コンプライアンスを教える立場のものが、上っ面の言葉だけの場合が多いように感じる。組織改革をこつこつと行っていくためにも、このような講習会への参加をもっと呼びかける必要がある。 オシタチバウワツラコトババアイオオカンソシキカイカクオコナコウシュウカイサンカヨヒツヨウ

		7				1										1						1												1		1								1												このような講習会は、同じ内容でも定期的に続けてほしい。 コウシュウカイオナナイヨウテイキテキツヅ

		8		1										1								1								1								1								1

		9				1										1						1								1						1								1								内部の者では聞けないような内容で話してもらえたので良かった。 ナイブモノキナイヨウハナヨ

		10		1										1								1												1		1										1						引き続き外部講師による講習会をやってほしい。 ヒツヅガイブコウシコウシュウカイ				多くの事例を示し、当事者の行く末等、生の情報をできるだけ話していけば、注意喚起につながると思う。 オオジレイシメトウジシャユスエトウナマジョウホウハナチュウイカンキオモ

		11				1								1								1						1										1								1								ＪＲからの占用申請でグッズや時刻表を受け取っていたが、今後はことわったほうがいいのかか。 センヨウシンセイジコクヒョウウトコンゴ

		12		1								1										1								1								1								1										今後も継続的に講習会を子もなってほしい コンゴケイゾクテキコウシュウカイコ

		13				1								1								1												1		1								1												人間は忘れてしまうので、何度も講習会に参加して、耳にタコができるくらいがちょうどいい。講習会不参加の人のほうが問題。 ニンゲンワスナンドコウシュウカイサンカミミコウシュウカイフサンカヒトモンダイ

		14				1								1								1								1								1								1

		15		1												1						1								1								1								1										コンプライアンス講習会をやっているのに公務員の不祥事の回覧を見るとがっかりしてしまう。規範意識をしっかり持とうと思う。 コウシュウカイコウムインフショウジカイランミキハンイシキモオモ

		16		1										1						1										1								1						1								定時で終われるよう配慮してほしい。 テイジオハイリョ

		17		1										1								1								1																				1				国交省のコンプライアンス意識はある程度高いと思われる一方、受注者側の取組、意識がどの程度なのか知っておくべき。特にOBが現役時代と同じ意識なのか知っておくべき。 コッコウショウイシキテイドタカオモイッポウジュチュウシャガワトリクミイシキテイドシトクゲンエキジダイオナイシキシ		今回の講師の話はよく分からず、漠然と話を聞いていただけで得るものがなかった。講師の慎重な選択をお願いしたい。 コンカイコウシハナシワバクゼンハナシキエコウシシンチョウセンタクネガ

		18		1										1						1								1										1								1

		19				1								1								1								1								1						1

		20		1														1				1								1								1						1

		21		1										1								1								1								1								1

		22		1														1				1								1						1										1

		23		1												1						1								1						1								1

		24				1								1								1								1								1								1						自戒につながる話で良かった。 ジカイハナシヨ

		25				1								1																1								1								1						良い講師であった。また呼んでほしい。 ヨコウシヨ

		26		1										1								1								1						1								1

		27				1								1								1						1										1								1								設計コンサルの精度が低く、ペナルティーを科すべきと思うが、OBがおり何もせず、さらに誤りのある設計を行ってしまっている。 セッケイセイドヒクカオモナニアヤマセッケイオコナ

		28		1										1								1								1						1

		29		1										1								1												1		1										1										流されず、批判的思考を持って踏みとどまることを心がけたい。 ナガヒハンテキシコウモフココロ

		30		1										1								1								1						1								1

		31		1										1								1										1				1										1

		32		1												1						1								1								1								1

		33		1										1										1						1								1								1

		34		1														1				1								1						1								1

		35				1								1								1								1								1								1

		36		1										1								1																1						1								自身の経験を交えた、楽しい講義だった。民間目線の話が多く考えさせられた。 ジシンケイケンマジタノコウギミンカンメセンハナシオオカンガ

		37				1								1								1								1								1								1

		38																						1						1						1								1								より多くの職員に受講させるべきと思った。 オオショクインジュコウオモ

		39				1								1								1										1				1								1												講習に参加できない人への周知方法を検討してほしい。 コウシュウサンカヒトシュウチホウホウケントウ

		40				1								1						1										1								1								1										最近の文書管理の問題はコンプライアンスの問題でもあるが、統一的なやり方がされていないと感じる。 サイキンブンショカンリモンダイモンダイトウイツテキカタカン

		41		1										1								1								1								1								1						班別討議で様々な意見が出て勉強になった。 ハンベツトウギサマザマイケンデベンキョウ		現状特にないが、常にリスクを意識する必要は感じている。 ゲンジョウトクツネイシキヒツヨウカン		未然の防止には、職場内のコミュニケーションが大切と思う。 ミゼンボウシショクバナイタイセツオモ

		42		1										1								1										1						1								1

		43		1										1								1								1						1								1

		44		1										1								1								1								1						1								事前に資料配付があったため、理解を深めることができた。 ジゼンシリョウハイフリカイフカ				コンプライアンスは組織だけでなく、個人を守る面もあるので、日々の講習等は重要。 ソシキコジンマモメンヒビコウシュウトウジュウヨウ

		45		1										1								1								1								1								1

		46		1										1								1								1								1								1

		47				1								1								1								1								1								1

		48		1										1								1						1												1								1

		49				1								1								1						1										1								1										担当者レベルで理解できる講習会を実施してほしい。 タントウシャリカイコウシュウカイジッシ

		50		1										1								1								1						1										1

		51		1										1								1								1								1								1

		52																				1						1										1								1

		53		1										1								1								1								1								1

		54		1										1								1								1								1								1								何名聴講したという結果報告より、一人一人がどれだけ意識を持って業務に取り組んでいるかが大事。量より質。 ナンメイチョウコウケッカホウコクヒトリヒトリイシキモギョウムトクダイジリョウシツ		聴講者に偏りがあるように感じる。業務が多忙で参加できないという意見が多い。 チョウコウシャカタヨカンギョウムタボウサンカイケンオオ

		55				1								1								1								1								1								1								他省庁や自治体等、組織によっても考え方、行動に温度差があるように感じる。 タショウチョウジチタイトウソシキカンガカタコウドウオンドサカン		ジョン・ケラー「ルールを守らない４つの言い訳」は参考になった。自分のハードルを安易に下げないことが大切。 マモイワケサンコウジブンアンイサタイセツ

		56				1								1								1								1								1						1

		57				1								1								1								1								1								1

		58		1										1								1								1								1								1

		59		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスは継続が大事。 ケイゾクダイジ

		60		1														1				1								1								1						1								実例を交えた講義内容で大変興味深かった。 ジツレイマジコウギナイヨウタイヘンキョウミブカ				倫理・服務に関する講義を増やしてほしい。 リンリフクムカンコウギフ

		61				1								1								1								1								1						1

		62		1										1								1								1						1								1

		63		1														1				1								1								1						1

		64		1				1														1								1								1								1								公平性担保のため、発注手続きが複雑化している。 コウヘイセイタンポハッチュウテツヅフクザツカ		事例討議中心の講習会を増やしてほしい。 ジレイトウギチュウシンコウシュウカイフ

		65		1						1												1								1								1								1

		66				1				1												1								1								1						1										当たり前を当たり前と感じないのはなぜか。 アマエアマエカン		講習会等はやむを得ず参加している感があったが、一度は参加すべきと思った。 コウシュウカイトウエサンカカンイチドサンカオモ

		67				1						1										1								1						1										1										討議を交えて、分かりやすかった。 トウギマジワ

		68		1				1																1						1						1										1						外部の講習は新鮮。 ガイブコウシュウシンセン

		69		1										1								1								1								1								1										継続しての実施が大切。 ケイゾクジッシタイセツ

		70		1										1								1								1								1								1

		71				1				1												1								1								1								1

		72				1				1												1								1						1								1

		73		1								1								1										1								1								1

		74		1										1								1								1								1										1

		75				1								1								1						1										1						1

		76		1								1										1										1						1								1

		77		1						1												1								1								1								1

		78		1								1										1								1								1						1

		79				1												1				1						1										1								1

		80				1												1				1								1								1						1

		81		1								1										1								1								1								1

		82		1						1												1								1								1								1

		83		1												1						1								1								1								1

		84		1				1														1								1						1								1

		85		1						1												1								1								1						1

		86		1				1														1								1						1								1

		87				1				1												1								1						1										1

		88		1				1														1								1								1								1

		89		1						1												1								1								1								1

		90				1		1														1								1								1								1

		91		1						1												1								1						1								1

		92				1				1										1										1								1								1

		93		1						1												1								1								1						1												具体事例を示すことでより身近な問題に感じられると思う。 グタイジレイシメミジカモンダイカンオモ

		94																		1										1								1										1				話が脱線して、結論がわかりにくい。 ハナシダッセンケツロン

		95				1		1														1								1								1								1						コンプライアンス講習とは違う視点からの検証ができたと思う。 コウシュウチガシテンケンショウオモ

		96				1		1												1										1								1								1

		97				1						1										1								1								1								1						グループ討議は良い。 トウギヨ

		98				1						1										1								1						1								1

		99				1		1														1								1								1								1

		100				1				1												1						1										1								1

		101		1								1										1								1						1								1

		102				1				1												1								1								1								1

		103		1						1												1								1								1										1				具体的な事案をもっと掘り下げて原因や心の動き等の話も聞ければなお良かった。一般的な話が多く、心に響かなかった。 グタイテキジアンホサゲンインココロウゴトウハナシキヨイッパンテキハナシオオココロヒビ

		104				1						1																		1								1								1

		105				1						1										1								1								1						1

		106		1												1				1										1								1								1

		107		1						1												1								1								1						1

		108		1								1										1								1						1								1

		109		1														1				1								1						1								1

		110		1												1						1								1								1								1

		111		1								1										1								1								1								1						外部（民間）と公務員の両方向からの視点、アプローチがあり、大変有意義だった。 ガイブミンカンコウムインリョウホウコウシテンタイヘンユウイギ				不祥事防止には上司や周囲の気づきが重要だと再認識した。 フショウジボウシジョウシシュウイキジュウヨウサイニンシキ

		112		1								1										1								1						1								1

		113		1												1						1								1								1								1

		114		1								1										1								1						1								1												定期的な講習会開催で、意識が高まると思う。 テイキテキコウシュウカイカイサイイシキタカオモ

		115				1						1										1								1								1								1										コンプライアンスといっても、文章にできない部分が大事で難しい。時とともに意識が変化するところも難しい。 ブンショウブブンダイジムズカトキイシキヘンカムズカ

		116				1						1										1								1

		117		1														1				1								1						1								1

		118				1		1														1								1								1								1

		119				1		1														1								1								1						1								様々な角度から留意事項に触れた講義内容で非常に有意義だった サマザマカクドリュウイジコウフコウギナイヨウヒジョウユウイギ				外部講師による講習は国民目線での話も聞けるので、引き続き取り組んでほしい。 ガイブコウシコウシュウコクミンメセンハナシキヒツヅトク

		120				1								1						1												1						1								1

		121		1								1								1										1						1								1												読むだけでなく、自分の言葉で話していたので、有意義だった。 ヨジブンコトバハナユウイギ

		122				1				1												1								1						1								1								討議もあり具体的に考えられていた。 トウギグタイテキカンガ

		123		1								1										1										1						1						1

		124		1				1														1								1								1						1

		125				1		1														1								1								1						1																																																																																																								1

		126				1						1								1										1						1								1												理想論だけでは意味がない。実際の不祥事がどのような背景、心理状況、職場環境にあったのか。うまくいっている事例、職場はどんななのか知りたい。 リソウロンイミジッサイフショウジハイケイシンリジョウキョウショクバカンキョウジレイショクバシ

		127		1				1												1								1										1								1

		128		1								1										1								1								1								1								法律等でがちがちに決まっているので、問題ない。 ホウリツトウキモンダイ		白黒をしっかり意識して、グレーゾーンをなくしていけば問題は起こらないと思う。 シロクロイシキモンダイオオモ

		129		1						1												1								1								1						1												今後もこのような講習会をお願いしたい。 コンゴコウシュウカイネガ

		130				1										1						1								1						1								1								分かりやすかった。 ワ		事務と技術、入契担当と現場担当、それぞれの立場で業者との付き合いが変わるので、見合った講習をお願いしたい。 ジムギジュツニュウケイタントウゲンバタントウタチバギョウシャツアカミアコウシュウネガ		講習会に参加するのはいつも同じ人。１度は参加を義務にしてはどうか、参加しない人は意識が低いと思う。 コウシュウカイサンカオナヒトドサンカギムサンカヒトイシキヒクオモ

		131				1		1														1								1						1								1

		132		1						1												1								1								1								1										今回のように事例研究を含めた講習会を開催してほしい。 コンカイジレイケンキュウフクコウシュウカイカイサイ

		133				1								1								1								1								1						1												講習会は全員受講とするべき。 コウシュウカイゼンインジュコウ

		134		1														1				1						1										1								1

		135				1				1										1										1						1												1				余分な話が多い割に休憩時間が多い。休憩時間を考慮したカリキュラムにすべき。 ヨブンハナシオオワリキュウケイジカンオオキュウケイジカンコウリョ		コンプライアンスを理由に毎年入契手続きが変更、複雑化されるが、現状の業務量を考えると過剰な対応である部分も多いと思う。 リユウマイネンニュウケイテツヅヘンコウフクザツカゲンジョウギョウムリョウカンガカジョウタイオウブブンオオオモ		入契に関するコンプライアンスと日常業務や社会規範的コンプライアンスの講習は分けて行うべき。また、個人情報やICTに関する内容も説明すべき。 ニュウケイカンニチジョウギョウムシャカイキハンテキコウシュウワオコナコジンジョウホウカンナイヨウセツメイ

		136		1										1								1								1								1								1

		137		1						1										1								1										1						1								分かりやすい話の仕方でためになった。 ワハナシシカタ		発注時の見積徴収と情報の秘匿の関係がよく分からない。 ハッチュウジミツモリチョウシュウジョウホウヒトクカンケイワ		コンプラミーティングなど有効だと思う。職場でのコミュニケーションが大事という意見があるが、実態はなかなか難しい。 ユウコウオモショクバダイジイケンジッタイムズカ

		138		1														1				1												1				1								1						普段職場で行っているコンプライアンスミーティングの議題のほうが高度でためになる。 フダンショクバオコナギダイコウド				部屋が暑かった。休憩はあった方が良い。直帰できるよう１５～１７時にしてほしかった。 ヘヤアツキュウケイホウヨチョッキジ

		139		1										1								1								1						1								1												講習後は意識が高いが、期間が空くと意識が薄れるので、定期的（四半期に１回とか）に開催してほしい。 コウシュウゴイシキタカキカンアイシキウステイキテキシハンキカイカイサイ

		140		1														1				1										1						1						1

		141		1										1								1								1						1										1

		142		1												1						1								1								1						1

		143		1										1								1								1								1								1

		144		1								1								1										1								1								1								仕組み上必要な点もあるが、工事発注に限らず縦割りで担当以外分からないのは問題。縦割りで業務量に差があるが、助け合う感覚がないように見えることがある。新人にOJT指導してはどうか。 シクジョウヒツヨウテンコウジハッチュウカギタテワタントウイガイワモンダイタテワギョウムリョウサタスアカンカクミシンジンシドウ		公務員の仕事の仕方を根本的に変えてほしい。引継書だけで仕事は分からない。 コウムインシゴトシカタコンポンテキカヒキツギショシゴトワ

		145				1		1														1								1						1								1

		146		1														1				1								1						1								1

		147		1						1												1								1								1								1

		148				1		1														1								1						1								1

		149				1				1												1								1								1						1

		150				1		1												1										1								1								1

		151				1		1														1								1								1								1

		152		1						1												1						1										1						1								コンプライアンスの考え方、リスクマネジメントについて、深く考えることができて良かった。また、事例が身近で良いミーティングになった。このような参加型の講習会は有意義。 カンガカタフカカンガヨジレイミヂカヨサンカガタコウシュウカイユウイギ

		153		1										1								1										1				1										1										公務員経験者が講師を務めるのは良いと思った。 コウムインケイケンシャコウシツトヨオモ

		154				1		1														1								1								1								1						休憩を１０分程度おくべき。 キュウケイフンテイド

		155		1				1														1																														講師のこれまでの経験談（誘惑を仕掛ける立場）は違った視点の講義で考えさせられた。 コウシケイケンダンユウワクシカタチバチガシテンコウギカンガ				いろいろな切り口で講習会をセットしてもらい感謝している。全職員が集まることは難しいが、工夫しつつ集まりやすい講習会の開催を期待している。 キクチコウシュウカイカンシャゼンショクインアツムズカクフウアツコウシュウカイカイサイキタイ

		156		1										1								1								1								1						1												こういう講習は希望参加ではなく全員参加とすべき。 コウシュウキボウサンカゼンインサンカ

		157												1								1								1								1								1

		158		1										1								1								1						1										1

		159		1				1														1								1								1								1						ポイント、挿し絵等で資料をもう少し分かりやすくしてほしい。 サエトウシリョウスコワ

		160																1				1								1						1								1												時々、コンプライアンス講習を行う必要があると思う。（前の職場では定期的にコンプライアンステストをしていた） トキドキコウシュウオコナヒツヨウオモマエショクバテイキテキ

		161				1						1										1								1								1								1								変更契約時の業者との金額調整の考え方などがあれば提示してほしい。 ヘンコウケイヤクジギョウシャキンガクチョウセイカンガカタテイジ

		162				1				1										1										1								1						1								マイクボリュームが大きく音割れを起こしていて、聞き取りにくかった。 オオオトワオキト

		163				1								1						1										1								1										1				テレビ会議で受講したが、音声が割れて聞き取りづらかった。 カイギジュコウオンセイワキト

		164		1														1		1														1				1								1										同じ内容でも繰り返し受講することが重要だと思う。 オナナイヨウクカエジュコウジュウヨウオモ

		165				1												1		1										1								1								1

		166				1												1		1												1								1				1								内容、視点は良いが、テレビ会議の音質が悪く聞き取れない。しゃべり方に合わせてマイクの大きさを調整してほしい。 ナイヨウシテンヨカイギオンシツワルキトカタアオオチョウセイ				どういう罰がある、どのようなことが禁止されている、だけでなく、どういうとき、どのような状況の人が違反してしまうのかという視点の研修は今後も多く行ってほしい。 バツキンシジョウキョウヒトイハンシテンケンシュウコンゴオオオコナ

		167				1								1						1										1								1								1

		168		1										1						1										1								1								1

		169		1										1								1								1								1								1						TV会議で聴講したが、白板に記入されている部分が見づらかった。講義の形式としては白板を使うほうがいいのかも知れないが、PCの方が見やすくて良い。 カイギチョウコウハクバンキニュウブブンミコウギケイシキハクバンツカシホウミヨ

		170				1												1				1												1		1								1

		171				1								1						1								1												1						1

		172																1		1										1								1								1						時間が長すぎた。90分くらいが集中できる時間では。今回は工事発注に特化せず、コンプライアンスの本質の説明で良かった。 ジカンナガフンシュウチュウジカンコンカイコウジハッチュウトッカホンシツセツメイヨ				事例検討の時間をもっと割くと、倫理観の意識が高まると思う。他の職員の考えと自分の思っていることを比較できて良い。 ジレイケントウジカンサリンリカンイシキタカオモタショクインカンガジブンオモヒカクヨ

		173		1										1								1								1								1								1						映像、音声の感度が悪い。 エイゾウオンセイカンドワル				講師が変わった人でおもしろかった。今後も講師の人選をしっかりとしてほしい。 コウシカヒトコンゴコウシジンセン

		174		1										1								1								1						1								1												コンプライアンスの醸成を図るには、講習会等の継続が重要と考えている。今後も定期的な開催をお願いしたい。 ジョウセイハカコウシュウカイトウケイゾクジュウヨウカンガコンゴテイキテキカイサイネガ

		175		1										1						1										1								1						1

		176		1														1		1						1														1										1

		177		1														1		1										1										1										1

		178		1														1		1								1										1								1

		179				1								1								1								1								1

		180				1								1						1										1								1								1						TV会議の声が聞き取りにくい。 カイギコエキト

		181				1								1						1								1												1										1		話題、資料の並び等飛びすぎて理解に苦しむ。 ワダイシリョウナラナドトリカイクル				研修形式は不要。TV会議は不要。 ケンシュウケイシキフヨウカイギフヨウ

		182				1												1		1										1								1						1

		183				1								1						1										1								1								1										同じような内容でも繰り返し講習会で聞くことが大切。 オナナイヨウクカエコウシュウカイキタイセツ

		184		1										1						1										1								1								1

		185		1										1						1								1										1								1						音声が聞き取りにくかった。 オンセイキト

		186		1										1								1								1								1								1						TV会議での参加のため、事例研究の討論が実施されなかった。 カイギサンカジレイケンキュウトウロンジッシ		行動経済学でも明らかなとおり、チェックするものがいない場面では手を抜く傾向がある。性弱説との表現は当を得ている。 コウドウケイザイガクアキバメンテヌケイコウセイジャクセツヒョウゲントウエ

		187		1										1								1								1								1						1

		188		1														1		1								1										1						1

		189				1								1								1								1						1								1

		190				1								1								1								1								1								1

		191				1								1								1								1								1								1

		192				1								1								1								1								1										1

		193				1								1						1										1								1								1

		194				1								1								1								1						1								1

		195				1								1								1								1								1								1										事例を多く教えてほしい。 ジレイオオオシ

		196				1								1								1								1						1										1						特に目新しい情報はないように感じた。むしろ、一連の不祥事で、なぜそのようなことをしてしまったのかといった心象に的を絞ってはどうか。 トクメアタラジョウホウカンイチレンフショウジシンショウマトシボ

		197				1								1								1								1						1								1

		198				1								1								1								1								1						1

		199				1								1								1								1								1								1

		200				1										1						1						1										1								1						マイクの音質向上 オンシツコウジョウ				コンプライアンスの考え方が、法令遵守→法令と社会規範遵守に変化したが、変化した時の考え方が皆一律であるのか、が分からない。 カンガカタホウレイジュンシュホウレイシャカイキハンジュンシュヘンカヘンカトキカンガカタミナイチリツワ

		201				1												1				1								1								1								1						事例において、自分ならどうすると考えることで、よりコンプライアンス意識が高まった。 ジレイジブンカンガイシキタカ

		202				1												1		1										1								1								1

		203		1										1						1										1								1										1				時間が長い。1時間を希望。 ジカンナガジカンキボウ

		204		1														1				1						1										1						1

		205		1														1		1										1								1								1										コンプライアンス違反は、自分だけでなく組織全体が大きなダメージを受けることを再認識した。信頼を築くのは年月がかかるが崩れるのは一瞬ということをあらためて心にとどめたい。 イハンジブンソシキゼンタイオオウサイニンシキシンライキズネンゲツクズイッシュンココロ

		206		1														1				1										1						1								1						テキストどおりでなく、話題を交ぜながらの説明が良かった。TV会議は音が割れて聞き取りづらい。 ワダイマセツメイヨカイギオトワキト

		207		1														1		1										1						1										1

		208		1														1		1										1								1								1

		209		1										1								1								1								1								1

		210		1												1						1								1								1						1								映像、音声が悪すぎ。機器の更新を望む。 エイゾウオンセイワルキキコウシンノゾ

		211		1														1								1														1										1		TVがとにかく声が割れて聞きにくかった。改善してほしい。 コエワキカイゼン

		212		1														1		1														1		1										1						心理的な面からの話で、研修等での内容と異なり興味深かった。 シンリテキメンハナシケンシュウトウナイヨウコトキョウミブカ				研修等で頻繁に話を聞くようになり、意識が強くなっている。良い傾向なので、今後も続けてほしい。 ケンシュウトウヒンパンハナシキイシキツヨヨケイコウコンゴツヅ

		213		1														1												1						1										1

		214				1												1		1										1								1								1						日本人は自律性に欠けるというのが今日の議論でよく分かった。こういう見方は新鮮だった。 ニホンジンジリツセイカキョウギロンワミカタシンセン

		215				1										1						1								1								1						1

		216				1								1								1								1								1								1

		217				1												1		1										1								1												1

		218				1												1		1										1								1										1

		219				1												1		1										1								1								1

		220				1												1		1										1								1										1				音声が悪く、聞き取りづらかった。 オンセイワルキト

		221				1												1		1														1		1										1

		222				1												1				1						1										1								1						一方的に講義を行うのではなく、周りと話し合う時間を設けることでさらに理解を深める講義になっていた。 イッポウテキコウギオコナマワハナシアジカンモウリカイフカコウギ		ある工事を行っている期間中、受注者側の友達と仕事以外でご飯を食べに行く時、おごってもらったり、多めに払ってもらったりということはダメなのか。 コウジオコナキカンチュウジュチュウシャガワトモダチシゴトイガイハンタイトキオオハラ

		223																1		1										1								1								1

		224				1												1		1										1								1								1

		225				1												1		1										1								1						1

		226				1												1				1								1								1								1

		227				1								1						1								1												1								1

		228				1												1				1								1								1								1

		229				1										1				1												1						1

		230		1								1										1								1						1								1												何でも話ができる職場の雰囲気作りが大切だと思う。 ナンハナシショクバフンイキヅクタイセツオモ

		231		1														1		1												1				1												1				内容の割に時間が長い。1時間程度でお願いしたい。具体的な事例が示され理解しやすかった。 ナイヨウワリジカンナガジカンテイドネガグタイテキジレイシメリカイ

		232				1												1		1										1								1								1

		233				1								1						1										1								1										1				音声不良の影響かも知れないが、話に引き込まれることなく、内容、話し方も自分の意識や感覚に合わず、満足できなかった。資料も内容を把握するのが容易でなかった。 オンセイフリョウエイキョウシハナシヒコナイヨウハナカタジブンイシキカンカクアマンゾクシリョウナイヨウハアクヨウイ

		234																		1								1										1								1

		235		1														1		1						1														1								1				よく聞こえなかった。話の要点がつかめない。 キハナシヨウテン

		236				1								1						1										1						1												1

		237				1												1		1										1								1								1

		238		1														1		1												1						1								1

		239				1												1		1										1										1								1				TV会議だったが、声が割れて聞きづらかった。 カイギコエワキ

		240				1												1		1										1								1								1						TV会議だと音声が聞き取りづらい。 カイギオンセイキト

		241		1														1

		242		1														1				1						1																								TV会議を想定して講義してもらえると良い。音割れが酷く聞き取りづらい。 カイギソウテイコウギヨオトワヒドキト				繰り返しの実施がコンプライアンス違反の抑止につながる。 クカエジッシイハンヨクシ

		243		1														1				1								1								1						1								外部講師により違う視点で考えることができ、有意義な講習会だった。事例をたくさん共有でき理解しやすかった。 ガイブコウシチガシテンカンガユウイギコウシュウカイジレイキョウユウリカイ				定期的な講習会で知識を深め、当事者意識を持って事例に接し、意識を高めることが大切だと思った。組織で具体的な取組を実践していくことも効果的だと思う。 テイキテキコウシュウカイチシキフカトウジシャイシキモジレイセッイシキタカタイセツオモソシキグタイテキトリクミジッセンコウカテキオモ

		244		1														1				1						1										1										1				聞き取りにくかった。 キト

		245				1								1								1								1

		246				1												1				1						1												1						1						精神論が結論であったように思う。意識を持つことが大事なので、繰り返し意識づけするしか対策がない。個人での対応は困難なので、組織的な対策が必要。 セイシンロンケツロンオモイシキモダイジクカエイシキタイサクコジンタイオウコンナンソシキテキタイサクヒツヨウ

		247				1												1

		248				1										1				1										1								1								1						不祥事を起こすと様々な影響が生じることを繰り返し討論することが有効と感じた。 フショウジオサマザマエイキョウショウクカエトウロンユウコウカン

		249		1														1				1								1								1						1

		250		1														1				1								1						1								1

		251				1								1								1								1								1								1

		252				1								1						1										1								1								1

		253				1												1				1								1						1								1								これまで受講したコンプライアンス講習会の中で一番集中して聞ける内容だった。次の講演もお願いしたい。 ジュコウコウシュウカイナカイチバンシュウチュウキナイヨウツギコウエンネガ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				66		178		3





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				3		26		198		13		9





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				62		173		11		0





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				85		136		17		6





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		難しい

		やや難しい

		普通

		やや易しい

		易しい



講義の難易度

3

26

198

13

9



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1								1								1								1								業者との対応は複数で対応（カウンター、窓口以外の場合）となっているが、職員も少なく難しい場合もある。 ギョウシャタイオウフクスウタイオウマドグチイガイバアイショクインスクムズカバアイ

		2		1				1														1								1						1								1

		3		1										1								1								1								1								1						グループ討議の時間をもう少し確保してもいいのでは。 トウギジカンスコカクホ		来客に対して、窓口一元化で入室制限等を行っているが、ＯＢはそういった仕組みに関わらず入室してくることがあり、対応に苦慮している。 ライキャクタイマドグチイチゲンカニュウシツセイゲントウオコナシクカカニュウシツタイオウクリョ		遠方の事務所のために年１回でもいいので、ブロックごとの講習会を開催してほしい。 エンポウジムショネンカイコウシュウカイカイサイ

		4		1										1								1								1								1								1

		5		1										1								1								1								1								1

		6		1												1						1								1						1								1												コンプライアンスを教える立場のものが、上っ面の言葉だけの場合が多いように感じる。組織改革をこつこつと行っていくためにも、このような講習会への参加をもっと呼びかける必要がある。 オシタチバウワツラコトババアイオオカンソシキカイカクオコナコウシュウカイサンカヨヒツヨウ

		7				1										1						1												1		1								1												このような講習会は、同じ内容でも定期的に続けてほしい。 コウシュウカイオナナイヨウテイキテキツヅ

		8		1										1								1								1								1								1

		9				1										1						1								1						1								1								内部の者では聞けないような内容で話してもらえたので良かった。 ナイブモノキナイヨウハナヨ

		10		1										1								1												1		1										1						引き続き外部講師による講習会をやってほしい。 ヒツヅガイブコウシコウシュウカイ				多くの事例を示し、当事者の行く末等、生の情報をできるだけ話していけば、注意喚起につながると思う。 オオジレイシメトウジシャユスエトウナマジョウホウハナチュウイカンキオモ

		11				1								1								1						1										1								1								ＪＲからの占用申請でグッズや時刻表を受け取っていたが、今後はことわったほうがいいのかか。 センヨウシンセイジコクヒョウウトコンゴ

		12		1								1										1								1								1								1										今後も継続的に講習会を子もなってほしい コンゴケイゾクテキコウシュウカイコ

		13				1								1								1												1		1								1												人間は忘れてしまうので、何度も講習会に参加して、耳にタコができるくらいがちょうどいい。講習会不参加の人のほうが問題。 ニンゲンワスナンドコウシュウカイサンカミミコウシュウカイフサンカヒトモンダイ

		14				1								1								1								1								1								1

		15		1												1						1								1								1								1										コンプライアンス講習会をやっているのに公務員の不祥事の回覧を見るとがっかりしてしまう。規範意識をしっかり持とうと思う。 コウシュウカイコウムインフショウジカイランミキハンイシキモオモ

		16		1										1						1										1								1						1								定時で終われるよう配慮してほしい。 テイジオハイリョ

		17		1										1								1								1																				1				国交省のコンプライアンス意識はある程度高いと思われる一方、受注者側の取組、意識がどの程度なのか知っておくべき。特にOBが現役時代と同じ意識なのか知っておくべき。 コッコウショウイシキテイドタカオモイッポウジュチュウシャガワトリクミイシキテイドシトクゲンエキジダイオナイシキシ		今回の講師の話はよく分からず、漠然と話を聞いていただけで得るものがなかった。講師の慎重な選択をお願いしたい。 コンカイコウシハナシワバクゼンハナシキエコウシシンチョウセンタクネガ

		18		1										1						1								1										1								1

		19				1								1								1								1								1						1

		20		1														1				1								1								1						1

		21		1										1								1								1								1								1

		22		1														1				1								1						1										1

		23		1												1						1								1						1								1

		24				1								1								1								1								1								1						自戒につながる話で良かった。 ジカイハナシヨ

		25				1								1																1								1								1						良い講師であった。また呼んでほしい。 ヨコウシヨ

		26		1										1								1								1						1								1

		27				1								1								1						1										1								1								設計コンサルの精度が低く、ペナルティーを科すべきと思うが、OBがおり何もせず、さらに誤りのある設計を行ってしまっている。 セッケイセイドヒクカオモナニアヤマセッケイオコナ

		28		1										1								1								1						1

		29		1										1								1												1		1										1										流されず、批判的思考を持って踏みとどまることを心がけたい。 ナガヒハンテキシコウモフココロ

		30		1										1								1								1						1								1

		31		1										1								1										1				1										1

		32		1												1						1								1								1								1

		33		1										1										1						1								1								1

		34		1														1				1								1						1								1

		35				1								1								1								1								1								1

		36		1										1								1																1						1								自身の経験を交えた、楽しい講義だった。民間目線の話が多く考えさせられた。 ジシンケイケンマジタノコウギミンカンメセンハナシオオカンガ

		37				1								1								1								1								1								1

		38																						1						1						1								1								より多くの職員に受講させるべきと思った。 オオショクインジュコウオモ

		39				1								1								1										1				1								1												講習に参加できない人への周知方法を検討してほしい。 コウシュウサンカヒトシュウチホウホウケントウ

		40				1								1						1										1								1								1										最近の文書管理の問題はコンプライアンスの問題でもあるが、統一的なやり方がされていないと感じる。 サイキンブンショカンリモンダイモンダイトウイツテキカタカン

		41		1										1								1								1								1								1						班別討議で様々な意見が出て勉強になった。 ハンベツトウギサマザマイケンデベンキョウ		現状特にないが、常にリスクを意識する必要は感じている。 ゲンジョウトクツネイシキヒツヨウカン		未然の防止には、職場内のコミュニケーションが大切と思う。 ミゼンボウシショクバナイタイセツオモ

		42		1										1								1										1						1								1

		43		1										1								1								1						1								1

		44		1										1								1								1								1						1								事前に資料配付があったため、理解を深めることができた。 ジゼンシリョウハイフリカイフカ				コンプライアンスは組織だけでなく、個人を守る面もあるので、日々の講習等は重要。 ソシキコジンマモメンヒビコウシュウトウジュウヨウ

		45		1										1								1								1								1								1

		46		1										1								1								1								1								1

		47				1								1								1								1								1								1

		48		1										1								1						1												1								1

		49				1								1								1						1										1								1										担当者レベルで理解できる講習会を実施してほしい。 タントウシャリカイコウシュウカイジッシ

		50		1										1								1								1						1										1

		51		1										1								1								1								1								1

		52																				1						1										1								1

		53		1										1								1								1								1								1

		54		1										1								1								1								1								1								何名聴講したという結果報告より、一人一人がどれだけ意識を持って業務に取り組んでいるかが大事。量より質。 ナンメイチョウコウケッカホウコクヒトリヒトリイシキモギョウムトクダイジリョウシツ		聴講者に偏りがあるように感じる。業務が多忙で参加できないという意見が多い。 チョウコウシャカタヨカンギョウムタボウサンカイケンオオ

		55				1								1								1								1								1								1								他省庁や自治体等、組織によっても考え方、行動に温度差があるように感じる。 タショウチョウジチタイトウソシキカンガカタコウドウオンドサカン		ジョン・ケラー「ルールを守らない４つの言い訳」は参考になった。自分のハードルを安易に下げないことが大切。 マモイワケサンコウジブンアンイサタイセツ

		56				1								1								1								1								1						1

		57				1								1								1								1								1								1

		58		1										1								1								1								1								1

		59		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスは継続が大事。 ケイゾクダイジ

		60		1														1				1								1								1						1								実例を交えた講義内容で大変興味深かった。 ジツレイマジコウギナイヨウタイヘンキョウミブカ				倫理・服務に関する講義を増やしてほしい。 リンリフクムカンコウギフ

		61				1								1								1								1								1						1

		62		1										1								1								1						1								1

		63		1														1				1								1								1						1

		64		1				1														1								1								1								1								公平性担保のため、発注手続きが複雑化している。 コウヘイセイタンポハッチュウテツヅフクザツカ		事例討議中心の講習会を増やしてほしい。 ジレイトウギチュウシンコウシュウカイフ

		65		1						1												1								1								1								1

		66				1				1												1								1								1						1										当たり前を当たり前と感じないのはなぜか。 アマエアマエカン		講習会等はやむを得ず参加している感があったが、一度は参加すべきと思った。 コウシュウカイトウエサンカカンイチドサンカオモ

		67				1						1										1								1						1										1										討議を交えて、分かりやすかった。 トウギマジワ

		68		1				1																1						1						1										1						外部の講習は新鮮。 ガイブコウシュウシンセン

		69		1										1								1								1								1								1										継続しての実施が大切。 ケイゾクジッシタイセツ

		70		1										1								1								1								1								1

		71				1				1												1								1								1								1

		72				1				1												1								1						1								1

		73		1								1								1										1								1								1

		74		1										1								1								1								1										1

		75				1								1								1						1										1						1

		76		1								1										1										1						1								1

		77		1						1												1								1								1								1

		78		1								1										1								1								1						1

		79				1												1				1						1										1								1

		80				1												1				1								1								1						1

		81		1								1										1								1								1								1

		82		1						1												1								1								1								1

		83		1												1						1								1								1								1

		84		1				1														1								1						1								1

		85		1						1												1								1								1						1

		86		1				1														1								1						1								1

		87				1				1												1								1						1										1

		88		1				1														1								1								1								1

		89		1						1												1								1								1								1

		90				1		1														1								1								1								1

		91		1						1												1								1						1								1

		92				1				1										1										1								1								1

		93		1						1												1								1								1						1												具体事例を示すことでより身近な問題に感じられると思う。 グタイジレイシメミジカモンダイカンオモ

		94																		1										1								1										1				話が脱線して、結論がわかりにくい。 ハナシダッセンケツロン

		95				1		1														1								1								1								1						コンプライアンス講習とは違う視点からの検証ができたと思う。 コウシュウチガシテンケンショウオモ

		96				1		1												1										1								1								1

		97				1						1										1								1								1								1						グループ討議は良い。 トウギヨ

		98				1						1										1								1						1								1

		99				1		1														1								1								1								1

		100				1				1												1						1										1								1

		101		1								1										1								1						1								1

		102				1				1												1								1								1								1

		103		1						1												1								1								1										1				具体的な事案をもっと掘り下げて原因や心の動き等の話も聞ければなお良かった。一般的な話が多く、心に響かなかった。 グタイテキジアンホサゲンインココロウゴトウハナシキヨイッパンテキハナシオオココロヒビ

		104				1						1																		1								1								1

		105				1						1										1								1								1						1

		106		1												1				1										1								1								1

		107		1						1												1								1								1						1

		108		1								1										1								1						1								1

		109		1														1				1								1						1								1

		110		1												1						1								1								1								1

		111		1								1										1								1								1								1						外部（民間）と公務員の両方向からの視点、アプローチがあり、大変有意義だった。 ガイブミンカンコウムインリョウホウコウシテンタイヘンユウイギ				不祥事防止には上司や周囲の気づきが重要だと再認識した。 フショウジボウシジョウシシュウイキジュウヨウサイニンシキ

		112		1								1										1								1						1								1

		113		1												1						1								1								1								1

		114		1								1										1								1						1								1												定期的な講習会開催で、意識が高まると思う。 テイキテキコウシュウカイカイサイイシキタカオモ

		115				1						1										1								1								1								1										コンプライアンスといっても、文章にできない部分が大事で難しい。時とともに意識が変化するところも難しい。 ブンショウブブンダイジムズカトキイシキヘンカムズカ

		116				1						1										1								1

		117		1														1				1								1						1								1

		118				1		1														1								1								1								1

		119				1		1														1								1								1						1								様々な角度から留意事項に触れた講義内容で非常に有意義だった サマザマカクドリュウイジコウフコウギナイヨウヒジョウユウイギ				外部講師による講習は国民目線での話も聞けるので、引き続き取り組んでほしい。 ガイブコウシコウシュウコクミンメセンハナシキヒツヅトク

		120				1								1						1												1						1								1

		121		1								1								1										1						1								1												読むだけでなく、自分の言葉で話していたので、有意義だった。 ヨジブンコトバハナユウイギ

		122				1				1												1								1						1								1								討議もあり具体的に考えられていた。 トウギグタイテキカンガ

		123		1								1										1										1						1						1

		124		1				1														1								1								1						1

		125				1		1														1								1								1						1																																																																																																								1

		126				1						1								1										1						1								1												理想論だけでは意味がない。実際の不祥事がどのような背景、心理状況、職場環境にあったのか。うまくいっている事例、職場はどんななのか知りたい。 リソウロンイミジッサイフショウジハイケイシンリジョウキョウショクバカンキョウジレイショクバシ

		127		1				1												1								1										1								1

		128		1								1										1								1								1								1								法律等でがちがちに決まっているので、問題ない。 ホウリツトウキモンダイ		白黒をしっかり意識して、グレーゾーンをなくしていけば問題は起こらないと思う。 シロクロイシキモンダイオオモ

		129		1						1												1								1								1						1												今後もこのような講習会をお願いしたい。 コンゴコウシュウカイネガ

		130				1										1						1								1						1								1								分かりやすかった。 ワ		事務と技術、入契担当と現場担当、それぞれの立場で業者との付き合いが変わるので、見合った講習をお願いしたい。 ジムギジュツニュウケイタントウゲンバタントウタチバギョウシャツアカミアコウシュウネガ		講習会に参加するのはいつも同じ人。１度は参加を義務にしてはどうか、参加しない人は意識が低いと思う。 コウシュウカイサンカオナヒトドサンカギムサンカヒトイシキヒクオモ

		131				1		1														1								1						1								1

		132		1						1												1								1								1								1										今回のように事例研究を含めた講習会を開催してほしい。 コンカイジレイケンキュウフクコウシュウカイカイサイ

		133				1								1								1								1								1						1												講習会は全員受講とするべき。 コウシュウカイゼンインジュコウ

		134		1														1				1						1										1								1

		135				1				1										1										1						1												1				余分な話が多い割に休憩時間が多い。休憩時間を考慮したカリキュラムにすべき。 ヨブンハナシオオワリキュウケイジカンオオキュウケイジカンコウリョ		コンプライアンスを理由に毎年入契手続きが変更、複雑化されるが、現状の業務量を考えると過剰な対応である部分も多いと思う。 リユウマイネンニュウケイテツヅヘンコウフクザツカゲンジョウギョウムリョウカンガカジョウタイオウブブンオオオモ		入契に関するコンプライアンスと日常業務や社会規範的コンプライアンスの講習は分けて行うべき。また、個人情報やICTに関する内容も説明すべき。 ニュウケイカンニチジョウギョウムシャカイキハンテキコウシュウワオコナコジンジョウホウカンナイヨウセツメイ

		136		1										1								1								1								1								1

		137		1						1										1								1										1						1								分かりやすい話の仕方でためになった。 ワハナシシカタ		発注時の見積徴収と情報の秘匿の関係がよく分からない。 ハッチュウジミツモリチョウシュウジョウホウヒトクカンケイワ		コンプラミーティングなど有効だと思う。職場でのコミュニケーションが大事という意見があるが、実態はなかなか難しい。 ユウコウオモショクバダイジイケンジッタイムズカ

		138		1														1				1												1				1								1						普段職場で行っているコンプライアンスミーティングの議題のほうが高度でためになる。 フダンショクバオコナギダイコウド				部屋が暑かった。休憩はあった方が良い。直帰できるよう１５～１７時にしてほしかった。 ヘヤアツキュウケイホウヨチョッキジ

		139		1										1								1								1						1								1												講習後は意識が高いが、期間が空くと意識が薄れるので、定期的（四半期に１回とか）に開催してほしい。 コウシュウゴイシキタカキカンアイシキウステイキテキシハンキカイカイサイ

		140		1														1				1										1						1						1

		141		1										1								1								1						1										1

		142		1												1						1								1								1						1

		143		1										1								1								1								1								1

		144		1								1								1										1								1								1								仕組み上必要な点もあるが、工事発注に限らず縦割りで担当以外分からないのは問題。縦割りで業務量に差があるが、助け合う感覚がないように見えることがある。新人にOJT指導してはどうか。 シクジョウヒツヨウテンコウジハッチュウカギタテワタントウイガイワモンダイタテワギョウムリョウサタスアカンカクミシンジンシドウ		公務員の仕事の仕方を根本的に変えてほしい。引継書だけで仕事は分からない。 コウムインシゴトシカタコンポンテキカヒキツギショシゴトワ

		145				1		1														1								1						1								1

		146		1														1				1								1						1								1

		147		1						1												1								1								1								1

		148				1		1														1								1						1								1

		149				1				1												1								1								1						1

		150				1		1												1										1								1								1

		151				1		1														1								1								1								1

		152		1						1												1						1										1						1								コンプライアンスの考え方、リスクマネジメントについて、深く考えることができて良かった。また、事例が身近で良いミーティングになった。このような参加型の講習会は有意義。 カンガカタフカカンガヨジレイミヂカヨサンカガタコウシュウカイユウイギ

		153		1										1								1										1				1										1										公務員経験者が講師を務めるのは良いと思った。 コウムインケイケンシャコウシツトヨオモ

		154				1		1														1								1								1								1						休憩を１０分程度おくべき。 キュウケイフンテイド

		155		1				1														1																														講師のこれまでの経験談（誘惑を仕掛ける立場）は違った視点の講義で考えさせられた。 コウシケイケンダンユウワクシカタチバチガシテンコウギカンガ				いろいろな切り口で講習会をセットしてもらい感謝している。全職員が集まることは難しいが、工夫しつつ集まりやすい講習会の開催を期待している。 キクチコウシュウカイカンシャゼンショクインアツムズカクフウアツコウシュウカイカイサイキタイ

		156		1										1								1								1								1						1												こういう講習は希望参加ではなく全員参加とすべき。 コウシュウキボウサンカゼンインサンカ

		157												1								1								1								1								1

		158		1										1								1								1						1										1

		159		1				1														1								1								1								1						ポイント、挿し絵等で資料をもう少し分かりやすくしてほしい。 サエトウシリョウスコワ

		160																1				1								1						1								1												時々、コンプライアンス講習を行う必要があると思う。（前の職場では定期的にコンプライアンステストをしていた） トキドキコウシュウオコナヒツヨウオモマエショクバテイキテキ

		161				1						1										1								1								1								1								変更契約時の業者との金額調整の考え方などがあれば提示してほしい。 ヘンコウケイヤクジギョウシャキンガクチョウセイカンガカタテイジ

		162				1				1										1										1								1						1								マイクボリュームが大きく音割れを起こしていて、聞き取りにくかった。 オオオトワオキト

		163				1								1						1										1								1										1				テレビ会議で受講したが、音声が割れて聞き取りづらかった。 カイギジュコウオンセイワキト

		164		1														1		1														1				1								1										同じ内容でも繰り返し受講することが重要だと思う。 オナナイヨウクカエジュコウジュウヨウオモ

		165				1												1		1										1								1								1

		166				1												1		1												1								1				1								内容、視点は良いが、テレビ会議の音質が悪く聞き取れない。しゃべり方に合わせてマイクの大きさを調整してほしい。 ナイヨウシテンヨカイギオンシツワルキトカタアオオチョウセイ				どういう罰がある、どのようなことが禁止されている、だけでなく、どういうとき、どのような状況の人が違反してしまうのかという視点の研修は今後も多く行ってほしい。 バツキンシジョウキョウヒトイハンシテンケンシュウコンゴオオオコナ

		167				1								1						1										1								1								1

		168		1										1						1										1								1								1

		169		1										1								1								1								1								1						TV会議で聴講したが、白板に記入されている部分が見づらかった。講義の形式としては白板を使うほうがいいのかも知れないが、PCの方が見やすくて良い。 カイギチョウコウハクバンキニュウブブンミコウギケイシキハクバンツカシホウミヨ

		170				1												1				1												1		1								1

		171				1								1						1								1												1						1

		172																1		1										1								1								1						時間が長すぎた。90分くらいが集中できる時間では。今回は工事発注に特化せず、コンプライアンスの本質の説明で良かった。 ジカンナガフンシュウチュウジカンコンカイコウジハッチュウトッカホンシツセツメイヨ				事例検討の時間をもっと割くと、倫理観の意識が高まると思う。他の職員の考えと自分の思っていることを比較できて良い。 ジレイケントウジカンサリンリカンイシキタカオモタショクインカンガジブンオモヒカクヨ

		173		1										1								1								1								1								1						映像、音声の感度が悪い。 エイゾウオンセイカンドワル				講師が変わった人でおもしろかった。今後も講師の人選をしっかりとしてほしい。 コウシカヒトコンゴコウシジンセン

		174		1										1								1								1						1								1												コンプライアンスの醸成を図るには、講習会等の継続が重要と考えている。今後も定期的な開催をお願いしたい。 ジョウセイハカコウシュウカイトウケイゾクジュウヨウカンガコンゴテイキテキカイサイネガ

		175		1										1						1										1								1						1

		176		1														1		1						1														1										1

		177		1														1		1										1										1										1

		178		1														1		1								1										1								1

		179				1								1								1								1								1

		180				1								1						1										1								1								1						TV会議の声が聞き取りにくい。 カイギコエキト

		181				1								1						1								1												1										1		話題、資料の並び等飛びすぎて理解に苦しむ。 ワダイシリョウナラナドトリカイクル				研修形式は不要。TV会議は不要。 ケンシュウケイシキフヨウカイギフヨウ

		182				1												1		1										1								1						1

		183				1								1						1										1								1								1										同じような内容でも繰り返し講習会で聞くことが大切。 オナナイヨウクカエコウシュウカイキタイセツ

		184		1										1						1										1								1								1

		185		1										1						1								1										1								1						音声が聞き取りにくかった。 オンセイキト

		186		1										1								1								1								1								1						TV会議での参加のため、事例研究の討論が実施されなかった。 カイギサンカジレイケンキュウトウロンジッシ		行動経済学でも明らかなとおり、チェックするものがいない場面では手を抜く傾向がある。性弱説との表現は当を得ている。 コウドウケイザイガクアキバメンテヌケイコウセイジャクセツヒョウゲントウエ

		187		1										1								1								1								1						1

		188		1														1		1								1										1						1

		189				1								1								1								1						1								1

		190				1								1								1								1								1								1

		191				1								1								1								1								1								1

		192				1								1								1								1								1										1

		193				1								1						1										1								1								1

		194				1								1								1								1						1								1

		195				1								1								1								1								1								1										事例を多く教えてほしい。 ジレイオオオシ

		196				1								1								1								1						1										1						特に目新しい情報はないように感じた。むしろ、一連の不祥事で、なぜそのようなことをしてしまったのかといった心象に的を絞ってはどうか。 トクメアタラジョウホウカンイチレンフショウジシンショウマトシボ

		197				1								1								1								1						1								1

		198				1								1								1								1								1						1

		199				1								1								1								1								1								1

		200				1										1						1						1										1								1						マイクの音質向上 オンシツコウジョウ				コンプライアンスの考え方が、法令遵守→法令と社会規範遵守に変化したが、変化した時の考え方が皆一律であるのか、が分からない。 カンガカタホウレイジュンシュホウレイシャカイキハンジュンシュヘンカヘンカトキカンガカタミナイチリツワ

		201				1												1				1								1								1								1						事例において、自分ならどうすると考えることで、よりコンプライアンス意識が高まった。 ジレイジブンカンガイシキタカ

		202				1												1		1										1								1								1

		203		1										1						1										1								1										1				時間が長い。1時間を希望。 ジカンナガジカンキボウ

		204		1														1				1						1										1						1

		205		1														1		1										1								1								1										コンプライアンス違反は、自分だけでなく組織全体が大きなダメージを受けることを再認識した。信頼を築くのは年月がかかるが崩れるのは一瞬ということをあらためて心にとどめたい。 イハンジブンソシキゼンタイオオウサイニンシキシンライキズネンゲツクズイッシュンココロ

		206		1														1				1										1						1								1						テキストどおりでなく、話題を交ぜながらの説明が良かった。TV会議は音が割れて聞き取りづらい。 ワダイマセツメイヨカイギオトワキト

		207		1														1		1										1						1										1

		208		1														1		1										1								1								1

		209		1										1								1								1								1								1

		210		1												1						1								1								1						1								映像、音声が悪すぎ。機器の更新を望む。 エイゾウオンセイワルキキコウシンノゾ

		211		1														1								1														1										1		TVがとにかく声が割れて聞きにくかった。改善してほしい。 コエワキカイゼン

		212		1														1		1														1		1										1						心理的な面からの話で、研修等での内容と異なり興味深かった。 シンリテキメンハナシケンシュウトウナイヨウコトキョウミブカ				研修等で頻繁に話を聞くようになり、意識が強くなっている。良い傾向なので、今後も続けてほしい。 ケンシュウトウヒンパンハナシキイシキツヨヨケイコウコンゴツヅ

		213		1														1												1						1										1

		214				1												1		1										1								1								1						日本人は自律性に欠けるというのが今日の議論でよく分かった。こういう見方は新鮮だった。 ニホンジンジリツセイカキョウギロンワミカタシンセン

		215				1										1						1								1								1						1

		216				1								1								1								1								1								1

		217				1												1		1										1								1												1

		218				1												1		1										1								1										1

		219				1												1		1										1								1								1

		220				1												1		1										1								1										1				音声が悪く、聞き取りづらかった。 オンセイワルキト

		221				1												1		1														1		1										1

		222				1												1				1						1										1								1						一方的に講義を行うのではなく、周りと話し合う時間を設けることでさらに理解を深める講義になっていた。 イッポウテキコウギオコナマワハナシアジカンモウリカイフカコウギ		ある工事を行っている期間中、受注者側の友達と仕事以外でご飯を食べに行く時、おごってもらったり、多めに払ってもらったりということはダメなのか。 コウジオコナキカンチュウジュチュウシャガワトモダチシゴトイガイハンタイトキオオハラ

		223																1		1										1								1								1

		224				1												1		1										1								1								1

		225				1												1		1										1								1						1

		226				1												1				1								1								1								1

		227				1								1						1								1												1								1

		228				1												1				1								1								1								1

		229				1										1				1												1						1

		230		1								1										1								1						1								1												何でも話ができる職場の雰囲気作りが大切だと思う。 ナンハナシショクバフンイキヅクタイセツオモ

		231		1														1		1												1				1												1				内容の割に時間が長い。1時間程度でお願いしたい。具体的な事例が示され理解しやすかった。 ナイヨウワリジカンナガジカンテイドネガグタイテキジレイシメリカイ

		232				1												1		1										1								1								1

		233				1								1						1										1								1										1				音声不良の影響かも知れないが、話に引き込まれることなく、内容、話し方も自分の意識や感覚に合わず、満足できなかった。資料も内容を把握するのが容易でなかった。 オンセイフリョウエイキョウシハナシヒコナイヨウハナカタジブンイシキカンカクアマンゾクシリョウナイヨウハアクヨウイ

		234																		1								1										1								1

		235		1														1		1						1														1								1				よく聞こえなかった。話の要点がつかめない。 キハナシヨウテン

		236				1								1						1										1						1												1

		237				1												1		1										1								1								1

		238		1														1		1												1						1								1

		239				1												1		1										1										1								1				TV会議だったが、声が割れて聞きづらかった。 カイギコエワキ

		240				1												1		1										1								1								1						TV会議だと音声が聞き取りづらい。 カイギオンセイキト

		241		1														1

		242		1														1				1						1																								TV会議を想定して講義してもらえると良い。音割れが酷く聞き取りづらい。 カイギソウテイコウギヨオトワヒドキト				繰り返しの実施がコンプライアンス違反の抑止につながる。 クカエジッシイハンヨクシ

		243		1														1				1								1								1						1								外部講師により違う視点で考えることができ、有意義な講習会だった。事例をたくさん共有でき理解しやすかった。 ガイブコウシチガシテンカンガユウイギコウシュウカイジレイキョウユウリカイ				定期的な講習会で知識を深め、当事者意識を持って事例に接し、意識を高めることが大切だと思った。組織で具体的な取組を実践していくことも効果的だと思う。 テイキテキコウシュウカイチシキフカトウジシャイシキモジレイセッイシキタカタイセツオモソシキグタイテキトリクミジッセンコウカテキオモ

		244		1														1				1						1										1										1				聞き取りにくかった。 キト

		245				1								1								1								1

		246				1												1				1						1												1						1						精神論が結論であったように思う。意識を持つことが大事なので、繰り返し意識づけするしか対策がない。個人での対応は困難なので、組織的な対策が必要。 セイシンロンケツロンオモイシキモダイジクカエイシキタイサクコジンタイオウコンナンソシキテキタイサクヒツヨウ

		247				1												1

		248				1										1				1										1								1								1						不祥事を起こすと様々な影響が生じることを繰り返し討論することが有効と感じた。 フショウジオサマザマエイキョウショウクカエトウロンユウコウカン

		249		1														1				1								1								1						1

		250		1														1				1								1						1								1

		251				1								1								1								1								1								1

		252				1								1						1										1								1								1

		253				1												1				1								1						1								1								これまで受講したコンプライアンス講習会の中で一番集中して聞ける内容だった。次の講演もお願いしたい。 ジュコウコウシュウカイナカイチバンシュウチュウキナイヨウツギコウエンネガ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				66		178		3





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				3		26		198		13		9





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				62		173		11		0





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				85		136		17		6





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		かなり理解できた

		おおむね理解できた

		あまり理解できなかった

		全く理解できなかった



講義の理解度

62

173

11

0



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1								1								1								1								業者との対応は複数で対応（カウンター、窓口以外の場合）となっているが、職員も少なく難しい場合もある。 ギョウシャタイオウフクスウタイオウマドグチイガイバアイショクインスクムズカバアイ

		2		1				1														1								1						1								1

		3		1										1								1								1								1								1						グループ討議の時間をもう少し確保してもいいのでは。 トウギジカンスコカクホ		来客に対して、窓口一元化で入室制限等を行っているが、ＯＢはそういった仕組みに関わらず入室してくることがあり、対応に苦慮している。 ライキャクタイマドグチイチゲンカニュウシツセイゲントウオコナシクカカニュウシツタイオウクリョ		遠方の事務所のために年１回でもいいので、ブロックごとの講習会を開催してほしい。 エンポウジムショネンカイコウシュウカイカイサイ

		4		1										1								1								1								1								1

		5		1										1								1								1								1								1

		6		1												1						1								1						1								1												コンプライアンスを教える立場のものが、上っ面の言葉だけの場合が多いように感じる。組織改革をこつこつと行っていくためにも、このような講習会への参加をもっと呼びかける必要がある。 オシタチバウワツラコトババアイオオカンソシキカイカクオコナコウシュウカイサンカヨヒツヨウ

		7				1										1						1												1		1								1												このような講習会は、同じ内容でも定期的に続けてほしい。 コウシュウカイオナナイヨウテイキテキツヅ

		8		1										1								1								1								1								1

		9				1										1						1								1						1								1								内部の者では聞けないような内容で話してもらえたので良かった。 ナイブモノキナイヨウハナヨ

		10		1										1								1												1		1										1						引き続き外部講師による講習会をやってほしい。 ヒツヅガイブコウシコウシュウカイ				多くの事例を示し、当事者の行く末等、生の情報をできるだけ話していけば、注意喚起につながると思う。 オオジレイシメトウジシャユスエトウナマジョウホウハナチュウイカンキオモ

		11				1								1								1						1										1								1								ＪＲからの占用申請でグッズや時刻表を受け取っていたが、今後はことわったほうがいいのかか。 センヨウシンセイジコクヒョウウトコンゴ

		12		1								1										1								1								1								1										今後も継続的に講習会を子もなってほしい コンゴケイゾクテキコウシュウカイコ

		13				1								1								1												1		1								1												人間は忘れてしまうので、何度も講習会に参加して、耳にタコができるくらいがちょうどいい。講習会不参加の人のほうが問題。 ニンゲンワスナンドコウシュウカイサンカミミコウシュウカイフサンカヒトモンダイ

		14				1								1								1								1								1								1

		15		1												1						1								1								1								1										コンプライアンス講習会をやっているのに公務員の不祥事の回覧を見るとがっかりしてしまう。規範意識をしっかり持とうと思う。 コウシュウカイコウムインフショウジカイランミキハンイシキモオモ

		16		1										1						1										1								1						1								定時で終われるよう配慮してほしい。 テイジオハイリョ

		17		1										1								1								1																				1				国交省のコンプライアンス意識はある程度高いと思われる一方、受注者側の取組、意識がどの程度なのか知っておくべき。特にOBが現役時代と同じ意識なのか知っておくべき。 コッコウショウイシキテイドタカオモイッポウジュチュウシャガワトリクミイシキテイドシトクゲンエキジダイオナイシキシ		今回の講師の話はよく分からず、漠然と話を聞いていただけで得るものがなかった。講師の慎重な選択をお願いしたい。 コンカイコウシハナシワバクゼンハナシキエコウシシンチョウセンタクネガ

		18		1										1						1								1										1								1

		19				1								1								1								1								1						1

		20		1														1				1								1								1						1

		21		1										1								1								1								1								1

		22		1														1				1								1						1										1

		23		1												1						1								1						1								1

		24				1								1								1								1								1								1						自戒につながる話で良かった。 ジカイハナシヨ

		25				1								1																1								1								1						良い講師であった。また呼んでほしい。 ヨコウシヨ

		26		1										1								1								1						1								1

		27				1								1								1						1										1								1								設計コンサルの精度が低く、ペナルティーを科すべきと思うが、OBがおり何もせず、さらに誤りのある設計を行ってしまっている。 セッケイセイドヒクカオモナニアヤマセッケイオコナ

		28		1										1								1								1						1

		29		1										1								1												1		1										1										流されず、批判的思考を持って踏みとどまることを心がけたい。 ナガヒハンテキシコウモフココロ

		30		1										1								1								1						1								1

		31		1										1								1										1				1										1

		32		1												1						1								1								1								1

		33		1										1										1						1								1								1

		34		1														1				1								1						1								1

		35				1								1								1								1								1								1

		36		1										1								1																1						1								自身の経験を交えた、楽しい講義だった。民間目線の話が多く考えさせられた。 ジシンケイケンマジタノコウギミンカンメセンハナシオオカンガ

		37				1								1								1								1								1								1

		38																						1						1						1								1								より多くの職員に受講させるべきと思った。 オオショクインジュコウオモ

		39				1								1								1										1				1								1												講習に参加できない人への周知方法を検討してほしい。 コウシュウサンカヒトシュウチホウホウケントウ

		40				1								1						1										1								1								1										最近の文書管理の問題はコンプライアンスの問題でもあるが、統一的なやり方がされていないと感じる。 サイキンブンショカンリモンダイモンダイトウイツテキカタカン

		41		1										1								1								1								1								1						班別討議で様々な意見が出て勉強になった。 ハンベツトウギサマザマイケンデベンキョウ		現状特にないが、常にリスクを意識する必要は感じている。 ゲンジョウトクツネイシキヒツヨウカン		未然の防止には、職場内のコミュニケーションが大切と思う。 ミゼンボウシショクバナイタイセツオモ

		42		1										1								1										1						1								1

		43		1										1								1								1						1								1

		44		1										1								1								1								1						1								事前に資料配付があったため、理解を深めることができた。 ジゼンシリョウハイフリカイフカ				コンプライアンスは組織だけでなく、個人を守る面もあるので、日々の講習等は重要。 ソシキコジンマモメンヒビコウシュウトウジュウヨウ

		45		1										1								1								1								1								1

		46		1										1								1								1								1								1

		47				1								1								1								1								1								1

		48		1										1								1						1												1								1

		49				1								1								1						1										1								1										担当者レベルで理解できる講習会を実施してほしい。 タントウシャリカイコウシュウカイジッシ

		50		1										1								1								1						1										1

		51		1										1								1								1								1								1

		52																				1						1										1								1

		53		1										1								1								1								1								1

		54		1										1								1								1								1								1								何名聴講したという結果報告より、一人一人がどれだけ意識を持って業務に取り組んでいるかが大事。量より質。 ナンメイチョウコウケッカホウコクヒトリヒトリイシキモギョウムトクダイジリョウシツ		聴講者に偏りがあるように感じる。業務が多忙で参加できないという意見が多い。 チョウコウシャカタヨカンギョウムタボウサンカイケンオオ

		55				1								1								1								1								1								1								他省庁や自治体等、組織によっても考え方、行動に温度差があるように感じる。 タショウチョウジチタイトウソシキカンガカタコウドウオンドサカン		ジョン・ケラー「ルールを守らない４つの言い訳」は参考になった。自分のハードルを安易に下げないことが大切。 マモイワケサンコウジブンアンイサタイセツ

		56				1								1								1								1								1						1

		57				1								1								1								1								1								1

		58		1										1								1								1								1								1

		59		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスは継続が大事。 ケイゾクダイジ

		60		1														1				1								1								1						1								実例を交えた講義内容で大変興味深かった。 ジツレイマジコウギナイヨウタイヘンキョウミブカ				倫理・服務に関する講義を増やしてほしい。 リンリフクムカンコウギフ

		61				1								1								1								1								1						1

		62		1										1								1								1						1								1

		63		1														1				1								1								1						1

		64		1				1														1								1								1								1								公平性担保のため、発注手続きが複雑化している。 コウヘイセイタンポハッチュウテツヅフクザツカ		事例討議中心の講習会を増やしてほしい。 ジレイトウギチュウシンコウシュウカイフ

		65		1						1												1								1								1								1

		66				1				1												1								1								1						1										当たり前を当たり前と感じないのはなぜか。 アマエアマエカン		講習会等はやむを得ず参加している感があったが、一度は参加すべきと思った。 コウシュウカイトウエサンカカンイチドサンカオモ

		67				1						1										1								1						1										1										討議を交えて、分かりやすかった。 トウギマジワ

		68		1				1																1						1						1										1						外部の講習は新鮮。 ガイブコウシュウシンセン

		69		1										1								1								1								1								1										継続しての実施が大切。 ケイゾクジッシタイセツ

		70		1										1								1								1								1								1

		71				1				1												1								1								1								1

		72				1				1												1								1						1								1

		73		1								1								1										1								1								1

		74		1										1								1								1								1										1

		75				1								1								1						1										1						1

		76		1								1										1										1						1								1

		77		1						1												1								1								1								1

		78		1								1										1								1								1						1

		79				1												1				1						1										1								1

		80				1												1				1								1								1						1

		81		1								1										1								1								1								1

		82		1						1												1								1								1								1

		83		1												1						1								1								1								1

		84		1				1														1								1						1								1

		85		1						1												1								1								1						1

		86		1				1														1								1						1								1

		87				1				1												1								1						1										1

		88		1				1														1								1								1								1

		89		1						1												1								1								1								1

		90				1		1														1								1								1								1

		91		1						1												1								1						1								1

		92				1				1										1										1								1								1

		93		1						1												1								1								1						1												具体事例を示すことでより身近な問題に感じられると思う。 グタイジレイシメミジカモンダイカンオモ

		94																		1										1								1										1				話が脱線して、結論がわかりにくい。 ハナシダッセンケツロン

		95				1		1														1								1								1								1						コンプライアンス講習とは違う視点からの検証ができたと思う。 コウシュウチガシテンケンショウオモ

		96				1		1												1										1								1								1

		97				1						1										1								1								1								1						グループ討議は良い。 トウギヨ

		98				1						1										1								1						1								1

		99				1		1														1								1								1								1

		100				1				1												1						1										1								1

		101		1								1										1								1						1								1

		102				1				1												1								1								1								1

		103		1						1												1								1								1										1				具体的な事案をもっと掘り下げて原因や心の動き等の話も聞ければなお良かった。一般的な話が多く、心に響かなかった。 グタイテキジアンホサゲンインココロウゴトウハナシキヨイッパンテキハナシオオココロヒビ

		104				1						1																		1								1								1

		105				1						1										1								1								1						1

		106		1												1				1										1								1								1

		107		1						1												1								1								1						1

		108		1								1										1								1						1								1

		109		1														1				1								1						1								1

		110		1												1						1								1								1								1

		111		1								1										1								1								1								1						外部（民間）と公務員の両方向からの視点、アプローチがあり、大変有意義だった。 ガイブミンカンコウムインリョウホウコウシテンタイヘンユウイギ				不祥事防止には上司や周囲の気づきが重要だと再認識した。 フショウジボウシジョウシシュウイキジュウヨウサイニンシキ

		112		1								1										1								1						1								1

		113		1												1						1								1								1								1

		114		1								1										1								1						1								1												定期的な講習会開催で、意識が高まると思う。 テイキテキコウシュウカイカイサイイシキタカオモ

		115				1						1										1								1								1								1										コンプライアンスといっても、文章にできない部分が大事で難しい。時とともに意識が変化するところも難しい。 ブンショウブブンダイジムズカトキイシキヘンカムズカ

		116				1						1										1								1

		117		1														1				1								1						1								1

		118				1		1														1								1								1								1

		119				1		1														1								1								1						1								様々な角度から留意事項に触れた講義内容で非常に有意義だった サマザマカクドリュウイジコウフコウギナイヨウヒジョウユウイギ				外部講師による講習は国民目線での話も聞けるので、引き続き取り組んでほしい。 ガイブコウシコウシュウコクミンメセンハナシキヒツヅトク

		120				1								1						1												1						1								1

		121		1								1								1										1						1								1												読むだけでなく、自分の言葉で話していたので、有意義だった。 ヨジブンコトバハナユウイギ

		122				1				1												1								1						1								1								討議もあり具体的に考えられていた。 トウギグタイテキカンガ

		123		1								1										1										1						1						1

		124		1				1														1								1								1						1

		125				1		1														1								1								1						1																																																																																																								1

		126				1						1								1										1						1								1												理想論だけでは意味がない。実際の不祥事がどのような背景、心理状況、職場環境にあったのか。うまくいっている事例、職場はどんななのか知りたい。 リソウロンイミジッサイフショウジハイケイシンリジョウキョウショクバカンキョウジレイショクバシ

		127		1				1												1								1										1								1

		128		1								1										1								1								1								1								法律等でがちがちに決まっているので、問題ない。 ホウリツトウキモンダイ		白黒をしっかり意識して、グレーゾーンをなくしていけば問題は起こらないと思う。 シロクロイシキモンダイオオモ

		129		1						1												1								1								1						1												今後もこのような講習会をお願いしたい。 コンゴコウシュウカイネガ

		130				1										1						1								1						1								1								分かりやすかった。 ワ		事務と技術、入契担当と現場担当、それぞれの立場で業者との付き合いが変わるので、見合った講習をお願いしたい。 ジムギジュツニュウケイタントウゲンバタントウタチバギョウシャツアカミアコウシュウネガ		講習会に参加するのはいつも同じ人。１度は参加を義務にしてはどうか、参加しない人は意識が低いと思う。 コウシュウカイサンカオナヒトドサンカギムサンカヒトイシキヒクオモ

		131				1		1														1								1						1								1

		132		1						1												1								1								1								1										今回のように事例研究を含めた講習会を開催してほしい。 コンカイジレイケンキュウフクコウシュウカイカイサイ

		133				1								1								1								1								1						1												講習会は全員受講とするべき。 コウシュウカイゼンインジュコウ

		134		1														1				1						1										1								1

		135				1				1										1										1						1												1				余分な話が多い割に休憩時間が多い。休憩時間を考慮したカリキュラムにすべき。 ヨブンハナシオオワリキュウケイジカンオオキュウケイジカンコウリョ		コンプライアンスを理由に毎年入契手続きが変更、複雑化されるが、現状の業務量を考えると過剰な対応である部分も多いと思う。 リユウマイネンニュウケイテツヅヘンコウフクザツカゲンジョウギョウムリョウカンガカジョウタイオウブブンオオオモ		入契に関するコンプライアンスと日常業務や社会規範的コンプライアンスの講習は分けて行うべき。また、個人情報やICTに関する内容も説明すべき。 ニュウケイカンニチジョウギョウムシャカイキハンテキコウシュウワオコナコジンジョウホウカンナイヨウセツメイ

		136		1										1								1								1								1								1

		137		1						1										1								1										1						1								分かりやすい話の仕方でためになった。 ワハナシシカタ		発注時の見積徴収と情報の秘匿の関係がよく分からない。 ハッチュウジミツモリチョウシュウジョウホウヒトクカンケイワ		コンプラミーティングなど有効だと思う。職場でのコミュニケーションが大事という意見があるが、実態はなかなか難しい。 ユウコウオモショクバダイジイケンジッタイムズカ

		138		1														1				1												1				1								1						普段職場で行っているコンプライアンスミーティングの議題のほうが高度でためになる。 フダンショクバオコナギダイコウド				部屋が暑かった。休憩はあった方が良い。直帰できるよう１５～１７時にしてほしかった。 ヘヤアツキュウケイホウヨチョッキジ

		139		1										1								1								1						1								1												講習後は意識が高いが、期間が空くと意識が薄れるので、定期的（四半期に１回とか）に開催してほしい。 コウシュウゴイシキタカキカンアイシキウステイキテキシハンキカイカイサイ

		140		1														1				1										1						1						1

		141		1										1								1								1						1										1

		142		1												1						1								1								1						1

		143		1										1								1								1								1								1

		144		1								1								1										1								1								1								仕組み上必要な点もあるが、工事発注に限らず縦割りで担当以外分からないのは問題。縦割りで業務量に差があるが、助け合う感覚がないように見えることがある。新人にOJT指導してはどうか。 シクジョウヒツヨウテンコウジハッチュウカギタテワタントウイガイワモンダイタテワギョウムリョウサタスアカンカクミシンジンシドウ		公務員の仕事の仕方を根本的に変えてほしい。引継書だけで仕事は分からない。 コウムインシゴトシカタコンポンテキカヒキツギショシゴトワ

		145				1		1														1								1						1								1

		146		1														1				1								1						1								1

		147		1						1												1								1								1								1

		148				1		1														1								1						1								1

		149				1				1												1								1								1						1

		150				1		1												1										1								1								1

		151				1		1														1								1								1								1

		152		1						1												1						1										1						1								コンプライアンスの考え方、リスクマネジメントについて、深く考えることができて良かった。また、事例が身近で良いミーティングになった。このような参加型の講習会は有意義。 カンガカタフカカンガヨジレイミヂカヨサンカガタコウシュウカイユウイギ

		153		1										1								1										1				1										1										公務員経験者が講師を務めるのは良いと思った。 コウムインケイケンシャコウシツトヨオモ

		154				1		1														1								1								1								1						休憩を１０分程度おくべき。 キュウケイフンテイド

		155		1				1														1																														講師のこれまでの経験談（誘惑を仕掛ける立場）は違った視点の講義で考えさせられた。 コウシケイケンダンユウワクシカタチバチガシテンコウギカンガ				いろいろな切り口で講習会をセットしてもらい感謝している。全職員が集まることは難しいが、工夫しつつ集まりやすい講習会の開催を期待している。 キクチコウシュウカイカンシャゼンショクインアツムズカクフウアツコウシュウカイカイサイキタイ

		156		1										1								1								1								1						1												こういう講習は希望参加ではなく全員参加とすべき。 コウシュウキボウサンカゼンインサンカ

		157												1								1								1								1								1

		158		1										1								1								1						1										1

		159		1				1														1								1								1								1						ポイント、挿し絵等で資料をもう少し分かりやすくしてほしい。 サエトウシリョウスコワ

		160																1				1								1						1								1												時々、コンプライアンス講習を行う必要があると思う。（前の職場では定期的にコンプライアンステストをしていた） トキドキコウシュウオコナヒツヨウオモマエショクバテイキテキ

		161				1						1										1								1								1								1								変更契約時の業者との金額調整の考え方などがあれば提示してほしい。 ヘンコウケイヤクジギョウシャキンガクチョウセイカンガカタテイジ

		162				1				1										1										1								1						1								マイクボリュームが大きく音割れを起こしていて、聞き取りにくかった。 オオオトワオキト

		163				1								1						1										1								1										1				テレビ会議で受講したが、音声が割れて聞き取りづらかった。 カイギジュコウオンセイワキト

		164		1														1		1														1				1								1										同じ内容でも繰り返し受講することが重要だと思う。 オナナイヨウクカエジュコウジュウヨウオモ

		165				1												1		1										1								1								1

		166				1												1		1												1								1				1								内容、視点は良いが、テレビ会議の音質が悪く聞き取れない。しゃべり方に合わせてマイクの大きさを調整してほしい。 ナイヨウシテンヨカイギオンシツワルキトカタアオオチョウセイ				どういう罰がある、どのようなことが禁止されている、だけでなく、どういうとき、どのような状況の人が違反してしまうのかという視点の研修は今後も多く行ってほしい。 バツキンシジョウキョウヒトイハンシテンケンシュウコンゴオオオコナ

		167				1								1						1										1								1								1

		168		1										1						1										1								1								1

		169		1										1								1								1								1								1						TV会議で聴講したが、白板に記入されている部分が見づらかった。講義の形式としては白板を使うほうがいいのかも知れないが、PCの方が見やすくて良い。 カイギチョウコウハクバンキニュウブブンミコウギケイシキハクバンツカシホウミヨ

		170				1												1				1												1		1								1

		171				1								1						1								1												1						1

		172																1		1										1								1								1						時間が長すぎた。90分くらいが集中できる時間では。今回は工事発注に特化せず、コンプライアンスの本質の説明で良かった。 ジカンナガフンシュウチュウジカンコンカイコウジハッチュウトッカホンシツセツメイヨ				事例検討の時間をもっと割くと、倫理観の意識が高まると思う。他の職員の考えと自分の思っていることを比較できて良い。 ジレイケントウジカンサリンリカンイシキタカオモタショクインカンガジブンオモヒカクヨ

		173		1										1								1								1								1								1						映像、音声の感度が悪い。 エイゾウオンセイカンドワル				講師が変わった人でおもしろかった。今後も講師の人選をしっかりとしてほしい。 コウシカヒトコンゴコウシジンセン

		174		1										1								1								1						1								1												コンプライアンスの醸成を図るには、講習会等の継続が重要と考えている。今後も定期的な開催をお願いしたい。 ジョウセイハカコウシュウカイトウケイゾクジュウヨウカンガコンゴテイキテキカイサイネガ

		175		1										1						1										1								1						1

		176		1														1		1						1														1										1

		177		1														1		1										1										1										1

		178		1														1		1								1										1								1

		179				1								1								1								1								1

		180				1								1						1										1								1								1						TV会議の声が聞き取りにくい。 カイギコエキト

		181				1								1						1								1												1										1		話題、資料の並び等飛びすぎて理解に苦しむ。 ワダイシリョウナラナドトリカイクル				研修形式は不要。TV会議は不要。 ケンシュウケイシキフヨウカイギフヨウ

		182				1												1		1										1								1						1

		183				1								1						1										1								1								1										同じような内容でも繰り返し講習会で聞くことが大切。 オナナイヨウクカエコウシュウカイキタイセツ

		184		1										1						1										1								1								1

		185		1										1						1								1										1								1						音声が聞き取りにくかった。 オンセイキト

		186		1										1								1								1								1								1						TV会議での参加のため、事例研究の討論が実施されなかった。 カイギサンカジレイケンキュウトウロンジッシ		行動経済学でも明らかなとおり、チェックするものがいない場面では手を抜く傾向がある。性弱説との表現は当を得ている。 コウドウケイザイガクアキバメンテヌケイコウセイジャクセツヒョウゲントウエ

		187		1										1								1								1								1						1

		188		1														1		1								1										1						1

		189				1								1								1								1						1								1

		190				1								1								1								1								1								1

		191				1								1								1								1								1								1

		192				1								1								1								1								1										1

		193				1								1						1										1								1								1

		194				1								1								1								1						1								1

		195				1								1								1								1								1								1										事例を多く教えてほしい。 ジレイオオオシ

		196				1								1								1								1						1										1						特に目新しい情報はないように感じた。むしろ、一連の不祥事で、なぜそのようなことをしてしまったのかといった心象に的を絞ってはどうか。 トクメアタラジョウホウカンイチレンフショウジシンショウマトシボ

		197				1								1								1								1						1								1

		198				1								1								1								1								1						1

		199				1								1								1								1								1								1

		200				1										1						1						1										1								1						マイクの音質向上 オンシツコウジョウ				コンプライアンスの考え方が、法令遵守→法令と社会規範遵守に変化したが、変化した時の考え方が皆一律であるのか、が分からない。 カンガカタホウレイジュンシュホウレイシャカイキハンジュンシュヘンカヘンカトキカンガカタミナイチリツワ

		201				1												1				1								1								1								1						事例において、自分ならどうすると考えることで、よりコンプライアンス意識が高まった。 ジレイジブンカンガイシキタカ

		202				1												1		1										1								1								1

		203		1										1						1										1								1										1				時間が長い。1時間を希望。 ジカンナガジカンキボウ

		204		1														1				1						1										1						1

		205		1														1		1										1								1								1										コンプライアンス違反は、自分だけでなく組織全体が大きなダメージを受けることを再認識した。信頼を築くのは年月がかかるが崩れるのは一瞬ということをあらためて心にとどめたい。 イハンジブンソシキゼンタイオオウサイニンシキシンライキズネンゲツクズイッシュンココロ

		206		1														1				1										1						1								1						テキストどおりでなく、話題を交ぜながらの説明が良かった。TV会議は音が割れて聞き取りづらい。 ワダイマセツメイヨカイギオトワキト

		207		1														1		1										1						1										1

		208		1														1		1										1								1								1

		209		1										1								1								1								1								1

		210		1												1						1								1								1						1								映像、音声が悪すぎ。機器の更新を望む。 エイゾウオンセイワルキキコウシンノゾ

		211		1														1								1														1										1		TVがとにかく声が割れて聞きにくかった。改善してほしい。 コエワキカイゼン

		212		1														1		1														1		1										1						心理的な面からの話で、研修等での内容と異なり興味深かった。 シンリテキメンハナシケンシュウトウナイヨウコトキョウミブカ				研修等で頻繁に話を聞くようになり、意識が強くなっている。良い傾向なので、今後も続けてほしい。 ケンシュウトウヒンパンハナシキイシキツヨヨケイコウコンゴツヅ

		213		1														1												1						1										1

		214				1												1		1										1								1								1						日本人は自律性に欠けるというのが今日の議論でよく分かった。こういう見方は新鮮だった。 ニホンジンジリツセイカキョウギロンワミカタシンセン

		215				1										1						1								1								1						1

		216				1								1								1								1								1								1

		217				1												1		1										1								1												1

		218				1												1		1										1								1										1

		219				1												1		1										1								1								1

		220				1												1		1										1								1										1				音声が悪く、聞き取りづらかった。 オンセイワルキト

		221				1												1		1														1		1										1

		222				1												1				1						1										1								1						一方的に講義を行うのではなく、周りと話し合う時間を設けることでさらに理解を深める講義になっていた。 イッポウテキコウギオコナマワハナシアジカンモウリカイフカコウギ		ある工事を行っている期間中、受注者側の友達と仕事以外でご飯を食べに行く時、おごってもらったり、多めに払ってもらったりということはダメなのか。 コウジオコナキカンチュウジュチュウシャガワトモダチシゴトイガイハンタイトキオオハラ

		223																1		1										1								1								1

		224				1												1		1										1								1								1

		225				1												1		1										1								1						1

		226				1												1				1								1								1								1

		227				1								1						1								1												1								1

		228				1												1				1								1								1								1

		229				1										1				1												1						1

		230		1								1										1								1						1								1												何でも話ができる職場の雰囲気作りが大切だと思う。 ナンハナシショクバフンイキヅクタイセツオモ

		231		1														1		1												1				1												1				内容の割に時間が長い。1時間程度でお願いしたい。具体的な事例が示され理解しやすかった。 ナイヨウワリジカンナガジカンテイドネガグタイテキジレイシメリカイ

		232				1												1		1										1								1								1

		233				1								1						1										1								1										1				音声不良の影響かも知れないが、話に引き込まれることなく、内容、話し方も自分の意識や感覚に合わず、満足できなかった。資料も内容を把握するのが容易でなかった。 オンセイフリョウエイキョウシハナシヒコナイヨウハナカタジブンイシキカンカクアマンゾクシリョウナイヨウハアクヨウイ

		234																		1								1										1								1

		235		1														1		1						1														1								1				よく聞こえなかった。話の要点がつかめない。 キハナシヨウテン

		236				1								1						1										1						1												1

		237				1												1		1										1								1								1

		238		1														1		1												1						1								1

		239				1												1		1										1										1								1				TV会議だったが、声が割れて聞きづらかった。 カイギコエワキ

		240				1												1		1										1								1								1						TV会議だと音声が聞き取りづらい。 カイギオンセイキト

		241		1														1

		242		1														1				1						1																								TV会議を想定して講義してもらえると良い。音割れが酷く聞き取りづらい。 カイギソウテイコウギヨオトワヒドキト				繰り返しの実施がコンプライアンス違反の抑止につながる。 クカエジッシイハンヨクシ

		243		1														1				1								1								1						1								外部講師により違う視点で考えることができ、有意義な講習会だった。事例をたくさん共有でき理解しやすかった。 ガイブコウシチガシテンカンガユウイギコウシュウカイジレイキョウユウリカイ				定期的な講習会で知識を深め、当事者意識を持って事例に接し、意識を高めることが大切だと思った。組織で具体的な取組を実践していくことも効果的だと思う。 テイキテキコウシュウカイチシキフカトウジシャイシキモジレイセッイシキタカタイセツオモソシキグタイテキトリクミジッセンコウカテキオモ

		244		1														1				1						1										1										1				聞き取りにくかった。 キト

		245				1								1								1								1

		246				1												1				1						1												1						1						精神論が結論であったように思う。意識を持つことが大事なので、繰り返し意識づけするしか対策がない。個人での対応は困難なので、組織的な対策が必要。 セイシンロンケツロンオモイシキモダイジクカエイシキタイサクコジンタイオウコンナンソシキテキタイサクヒツヨウ

		247				1												1

		248				1										1				1										1								1								1						不祥事を起こすと様々な影響が生じることを繰り返し討論することが有効と感じた。 フショウジオサマザマエイキョウショウクカエトウロンユウコウカン

		249		1														1				1								1								1						1

		250		1														1				1								1						1								1

		251				1								1								1								1								1								1

		252				1								1						1										1								1								1

		253				1												1				1								1						1								1								これまで受講したコンプライアンス講習会の中で一番集中して聞ける内容だった。次の講演もお願いしたい。 ジュコウコウシュウカイナカイチバンシュウチュウキナイヨウツギコウエンネガ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				66		178		3





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				3		26		198		13		9





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				62		173		11		0





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				85		136		17		6





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		満足

		やや満足

		やや不満

		不満



講義の満足度

85

136

17

6



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1								1								1								1								業者との対応は複数で対応（カウンター、窓口以外の場合）となっているが、職員も少なく難しい場合もある。 ギョウシャタイオウフクスウタイオウマドグチイガイバアイショクインスクムズカバアイ

		2		1				1														1								1						1								1

		3		1										1								1								1								1								1						グループ討議の時間をもう少し確保してもいいのでは。 トウギジカンスコカクホ		来客に対して、窓口一元化で入室制限等を行っているが、ＯＢはそういった仕組みに関わらず入室してくることがあり、対応に苦慮している。 ライキャクタイマドグチイチゲンカニュウシツセイゲントウオコナシクカカニュウシツタイオウクリョ		遠方の事務所のために年１回でもいいので、ブロックごとの講習会を開催してほしい。 エンポウジムショネンカイコウシュウカイカイサイ

		4		1										1								1								1								1								1

		5		1										1								1								1								1								1

		6		1												1						1								1						1								1												コンプライアンスを教える立場のものが、上っ面の言葉だけの場合が多いように感じる。組織改革をこつこつと行っていくためにも、このような講習会への参加をもっと呼びかける必要がある。 オシタチバウワツラコトババアイオオカンソシキカイカクオコナコウシュウカイサンカヨヒツヨウ

		7				1										1						1												1		1								1												このような講習会は、同じ内容でも定期的に続けてほしい。 コウシュウカイオナナイヨウテイキテキツヅ

		8		1										1								1								1								1								1

		9				1										1						1								1						1								1								内部の者では聞けないような内容で話してもらえたので良かった。 ナイブモノキナイヨウハナヨ

		10		1										1								1												1		1										1						引き続き外部講師による講習会をやってほしい。 ヒツヅガイブコウシコウシュウカイ				多くの事例を示し、当事者の行く末等、生の情報をできるだけ話していけば、注意喚起につながると思う。 オオジレイシメトウジシャユスエトウナマジョウホウハナチュウイカンキオモ

		11				1								1								1						1										1								1								ＪＲからの占用申請でグッズや時刻表を受け取っていたが、今後はことわったほうがいいのかか。 センヨウシンセイジコクヒョウウトコンゴ

		12		1								1										1								1								1								1										今後も継続的に講習会を子もなってほしい コンゴケイゾクテキコウシュウカイコ

		13				1								1								1												1		1								1												人間は忘れてしまうので、何度も講習会に参加して、耳にタコができるくらいがちょうどいい。講習会不参加の人のほうが問題。 ニンゲンワスナンドコウシュウカイサンカミミコウシュウカイフサンカヒトモンダイ

		14				1								1								1								1								1								1

		15		1												1						1								1								1								1										コンプライアンス講習会をやっているのに公務員の不祥事の回覧を見るとがっかりしてしまう。規範意識をしっかり持とうと思う。 コウシュウカイコウムインフショウジカイランミキハンイシキモオモ

		16		1										1						1										1								1						1								定時で終われるよう配慮してほしい。 テイジオハイリョ

		17		1										1								1								1																				1				国交省のコンプライアンス意識はある程度高いと思われる一方、受注者側の取組、意識がどの程度なのか知っておくべき。特にOBが現役時代と同じ意識なのか知っておくべき。 コッコウショウイシキテイドタカオモイッポウジュチュウシャガワトリクミイシキテイドシトクゲンエキジダイオナイシキシ		今回の講師の話はよく分からず、漠然と話を聞いていただけで得るものがなかった。講師の慎重な選択をお願いしたい。 コンカイコウシハナシワバクゼンハナシキエコウシシンチョウセンタクネガ

		18		1										1						1								1										1								1

		19				1								1								1								1								1						1

		20		1														1				1								1								1						1

		21		1										1								1								1								1								1

		22		1														1				1								1						1										1

		23		1												1						1								1						1								1

		24				1								1								1								1								1								1						自戒につながる話で良かった。 ジカイハナシヨ

		25				1								1																1								1								1						良い講師であった。また呼んでほしい。 ヨコウシヨ

		26		1										1								1								1						1								1

		27				1								1								1						1										1								1								設計コンサルの精度が低く、ペナルティーを科すべきと思うが、OBがおり何もせず、さらに誤りのある設計を行ってしまっている。 セッケイセイドヒクカオモナニアヤマセッケイオコナ

		28		1										1								1								1						1

		29		1										1								1												1		1										1										流されず、批判的思考を持って踏みとどまることを心がけたい。 ナガヒハンテキシコウモフココロ

		30		1										1								1								1						1								1

		31		1										1								1										1				1										1

		32		1												1						1								1								1								1

		33		1										1										1						1								1								1

		34		1														1				1								1						1								1

		35				1								1								1								1								1								1

		36		1										1								1																1						1								自身の経験を交えた、楽しい講義だった。民間目線の話が多く考えさせられた。 ジシンケイケンマジタノコウギミンカンメセンハナシオオカンガ

		37				1								1								1								1								1								1

		38																						1						1						1								1								より多くの職員に受講させるべきと思った。 オオショクインジュコウオモ

		39				1								1								1										1				1								1												講習に参加できない人への周知方法を検討してほしい。 コウシュウサンカヒトシュウチホウホウケントウ

		40				1								1						1										1								1								1										最近の文書管理の問題はコンプライアンスの問題でもあるが、統一的なやり方がされていないと感じる。 サイキンブンショカンリモンダイモンダイトウイツテキカタカン

		41		1										1								1								1								1								1						班別討議で様々な意見が出て勉強になった。 ハンベツトウギサマザマイケンデベンキョウ		現状特にないが、常にリスクを意識する必要は感じている。 ゲンジョウトクツネイシキヒツヨウカン		未然の防止には、職場内のコミュニケーションが大切と思う。 ミゼンボウシショクバナイタイセツオモ

		42		1										1								1										1						1								1

		43		1										1								1								1						1								1

		44		1										1								1								1								1						1								事前に資料配付があったため、理解を深めることができた。 ジゼンシリョウハイフリカイフカ				コンプライアンスは組織だけでなく、個人を守る面もあるので、日々の講習等は重要。 ソシキコジンマモメンヒビコウシュウトウジュウヨウ

		45		1										1								1								1								1								1

		46		1										1								1								1								1								1

		47				1								1								1								1								1								1

		48		1										1								1						1												1								1

		49				1								1								1						1										1								1										担当者レベルで理解できる講習会を実施してほしい。 タントウシャリカイコウシュウカイジッシ

		50		1										1								1								1						1										1

		51		1										1								1								1								1								1

		52																				1						1										1								1

		53		1										1								1								1								1								1

		54		1										1								1								1								1								1								何名聴講したという結果報告より、一人一人がどれだけ意識を持って業務に取り組んでいるかが大事。量より質。 ナンメイチョウコウケッカホウコクヒトリヒトリイシキモギョウムトクダイジリョウシツ		聴講者に偏りがあるように感じる。業務が多忙で参加できないという意見が多い。 チョウコウシャカタヨカンギョウムタボウサンカイケンオオ

		55				1								1								1								1								1								1								他省庁や自治体等、組織によっても考え方、行動に温度差があるように感じる。 タショウチョウジチタイトウソシキカンガカタコウドウオンドサカン		ジョン・ケラー「ルールを守らない４つの言い訳」は参考になった。自分のハードルを安易に下げないことが大切。 マモイワケサンコウジブンアンイサタイセツ

		56				1								1								1								1								1						1

		57				1								1								1								1								1								1

		58		1										1								1								1								1								1

		59		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスは継続が大事。 ケイゾクダイジ

		60		1														1				1								1								1						1								実例を交えた講義内容で大変興味深かった。 ジツレイマジコウギナイヨウタイヘンキョウミブカ				倫理・服務に関する講義を増やしてほしい。 リンリフクムカンコウギフ

		61				1								1								1								1								1						1

		62		1										1								1								1						1								1

		63		1														1				1								1								1						1

		64		1				1														1								1								1								1								公平性担保のため、発注手続きが複雑化している。 コウヘイセイタンポハッチュウテツヅフクザツカ		事例討議中心の講習会を増やしてほしい。 ジレイトウギチュウシンコウシュウカイフ

		65		1						1												1								1								1								1

		66				1				1												1								1								1						1										当たり前を当たり前と感じないのはなぜか。 アマエアマエカン		講習会等はやむを得ず参加している感があったが、一度は参加すべきと思った。 コウシュウカイトウエサンカカンイチドサンカオモ

		67				1						1										1								1						1										1										討議を交えて、分かりやすかった。 トウギマジワ

		68		1				1																1						1						1										1						外部の講習は新鮮。 ガイブコウシュウシンセン

		69		1										1								1								1								1								1										継続しての実施が大切。 ケイゾクジッシタイセツ

		70		1										1								1								1								1								1

		71				1				1												1								1								1								1

		72				1				1												1								1						1								1

		73		1								1								1										1								1								1

		74		1										1								1								1								1										1

		75				1								1								1						1										1						1

		76		1								1										1										1						1								1

		77		1						1												1								1								1								1

		78		1								1										1								1								1						1

		79				1												1				1						1										1								1

		80				1												1				1								1								1						1

		81		1								1										1								1								1								1

		82		1						1												1								1								1								1

		83		1												1						1								1								1								1

		84		1				1														1								1						1								1

		85		1						1												1								1								1						1

		86		1				1														1								1						1								1

		87				1				1												1								1						1										1

		88		1				1														1								1								1								1

		89		1						1												1								1								1								1

		90				1		1														1								1								1								1

		91		1						1												1								1						1								1

		92				1				1										1										1								1								1

		93		1						1												1								1								1						1												具体事例を示すことでより身近な問題に感じられると思う。 グタイジレイシメミジカモンダイカンオモ

		94																		1										1								1										1				話が脱線して、結論がわかりにくい。 ハナシダッセンケツロン

		95				1		1														1								1								1								1						コンプライアンス講習とは違う視点からの検証ができたと思う。 コウシュウチガシテンケンショウオモ

		96				1		1												1										1								1								1

		97				1						1										1								1								1								1						グループ討議は良い。 トウギヨ

		98				1						1										1								1						1								1

		99				1		1														1								1								1								1

		100				1				1												1						1										1								1

		101		1								1										1								1						1								1

		102				1				1												1								1								1								1

		103		1						1												1								1								1										1				具体的な事案をもっと掘り下げて原因や心の動き等の話も聞ければなお良かった。一般的な話が多く、心に響かなかった。 グタイテキジアンホサゲンインココロウゴトウハナシキヨイッパンテキハナシオオココロヒビ

		104				1						1																		1								1								1

		105				1						1										1								1								1						1

		106		1												1				1										1								1								1

		107		1						1												1								1								1						1

		108		1								1										1								1						1								1

		109		1														1				1								1						1								1

		110		1												1						1								1								1								1

		111		1								1										1								1								1								1						外部（民間）と公務員の両方向からの視点、アプローチがあり、大変有意義だった。 ガイブミンカンコウムインリョウホウコウシテンタイヘンユウイギ				不祥事防止には上司や周囲の気づきが重要だと再認識した。 フショウジボウシジョウシシュウイキジュウヨウサイニンシキ

		112		1								1										1								1						1								1

		113		1												1						1								1								1								1

		114		1								1										1								1						1								1												定期的な講習会開催で、意識が高まると思う。 テイキテキコウシュウカイカイサイイシキタカオモ

		115				1						1										1								1								1								1										コンプライアンスといっても、文章にできない部分が大事で難しい。時とともに意識が変化するところも難しい。 ブンショウブブンダイジムズカトキイシキヘンカムズカ

		116				1						1										1								1

		117		1														1				1								1						1								1

		118				1		1														1								1								1								1

		119				1		1														1								1								1						1								様々な角度から留意事項に触れた講義内容で非常に有意義だった サマザマカクドリュウイジコウフコウギナイヨウヒジョウユウイギ				外部講師による講習は国民目線での話も聞けるので、引き続き取り組んでほしい。 ガイブコウシコウシュウコクミンメセンハナシキヒツヅトク

		120				1								1						1												1						1								1

		121		1								1								1										1						1								1												読むだけでなく、自分の言葉で話していたので、有意義だった。 ヨジブンコトバハナユウイギ

		122				1				1												1								1						1								1								討議もあり具体的に考えられていた。 トウギグタイテキカンガ

		123		1								1										1										1						1						1

		124		1				1														1								1								1						1

		125				1		1														1								1								1						1																																																																																																								1

		126				1						1								1										1						1								1												理想論だけでは意味がない。実際の不祥事がどのような背景、心理状況、職場環境にあったのか。うまくいっている事例、職場はどんななのか知りたい。 リソウロンイミジッサイフショウジハイケイシンリジョウキョウショクバカンキョウジレイショクバシ

		127		1				1												1								1										1								1

		128		1								1										1								1								1								1								法律等でがちがちに決まっているので、問題ない。 ホウリツトウキモンダイ		白黒をしっかり意識して、グレーゾーンをなくしていけば問題は起こらないと思う。 シロクロイシキモンダイオオモ

		129		1						1												1								1								1						1												今後もこのような講習会をお願いしたい。 コンゴコウシュウカイネガ

		130				1										1						1								1						1								1								分かりやすかった。 ワ		事務と技術、入契担当と現場担当、それぞれの立場で業者との付き合いが変わるので、見合った講習をお願いしたい。 ジムギジュツニュウケイタントウゲンバタントウタチバギョウシャツアカミアコウシュウネガ		講習会に参加するのはいつも同じ人。１度は参加を義務にしてはどうか、参加しない人は意識が低いと思う。 コウシュウカイサンカオナヒトドサンカギムサンカヒトイシキヒクオモ

		131				1		1														1								1						1								1

		132		1						1												1								1								1								1										今回のように事例研究を含めた講習会を開催してほしい。 コンカイジレイケンキュウフクコウシュウカイカイサイ

		133				1								1								1								1								1						1												講習会は全員受講とするべき。 コウシュウカイゼンインジュコウ

		134		1														1				1						1										1								1

		135				1				1										1										1						1												1				余分な話が多い割に休憩時間が多い。休憩時間を考慮したカリキュラムにすべき。 ヨブンハナシオオワリキュウケイジカンオオキュウケイジカンコウリョ		コンプライアンスを理由に毎年入契手続きが変更、複雑化されるが、現状の業務量を考えると過剰な対応である部分も多いと思う。 リユウマイネンニュウケイテツヅヘンコウフクザツカゲンジョウギョウムリョウカンガカジョウタイオウブブンオオオモ		入契に関するコンプライアンスと日常業務や社会規範的コンプライアンスの講習は分けて行うべき。また、個人情報やICTに関する内容も説明すべき。 ニュウケイカンニチジョウギョウムシャカイキハンテキコウシュウワオコナコジンジョウホウカンナイヨウセツメイ

		136		1										1								1								1								1								1

		137		1						1										1								1										1						1								分かりやすい話の仕方でためになった。 ワハナシシカタ		発注時の見積徴収と情報の秘匿の関係がよく分からない。 ハッチュウジミツモリチョウシュウジョウホウヒトクカンケイワ		コンプラミーティングなど有効だと思う。職場でのコミュニケーションが大事という意見があるが、実態はなかなか難しい。 ユウコウオモショクバダイジイケンジッタイムズカ

		138		1														1				1												1				1								1						普段職場で行っているコンプライアンスミーティングの議題のほうが高度でためになる。 フダンショクバオコナギダイコウド				部屋が暑かった。休憩はあった方が良い。直帰できるよう１５～１７時にしてほしかった。 ヘヤアツキュウケイホウヨチョッキジ

		139		1										1								1								1						1								1												講習後は意識が高いが、期間が空くと意識が薄れるので、定期的（四半期に１回とか）に開催してほしい。 コウシュウゴイシキタカキカンアイシキウステイキテキシハンキカイカイサイ

		140		1														1				1										1						1						1

		141		1										1								1								1						1										1

		142		1												1						1								1								1						1

		143		1										1								1								1								1								1

		144		1								1								1										1								1								1								仕組み上必要な点もあるが、工事発注に限らず縦割りで担当以外分からないのは問題。縦割りで業務量に差があるが、助け合う感覚がないように見えることがある。新人にOJT指導してはどうか。 シクジョウヒツヨウテンコウジハッチュウカギタテワタントウイガイワモンダイタテワギョウムリョウサタスアカンカクミシンジンシドウ		公務員の仕事の仕方を根本的に変えてほしい。引継書だけで仕事は分からない。 コウムインシゴトシカタコンポンテキカヒキツギショシゴトワ

		145				1		1														1								1						1								1

		146		1														1				1								1						1								1

		147		1						1												1								1								1								1

		148				1		1														1								1						1								1

		149				1				1												1								1								1						1

		150				1		1												1										1								1								1

		151				1		1														1								1								1								1

		152		1						1												1						1										1						1								コンプライアンスの考え方、リスクマネジメントについて、深く考えることができて良かった。また、事例が身近で良いミーティングになった。このような参加型の講習会は有意義。 カンガカタフカカンガヨジレイミヂカヨサンカガタコウシュウカイユウイギ

		153		1										1								1										1				1										1										公務員経験者が講師を務めるのは良いと思った。 コウムインケイケンシャコウシツトヨオモ

		154				1		1														1								1								1								1						休憩を１０分程度おくべき。 キュウケイフンテイド

		155		1				1														1																														講師のこれまでの経験談（誘惑を仕掛ける立場）は違った視点の講義で考えさせられた。 コウシケイケンダンユウワクシカタチバチガシテンコウギカンガ				いろいろな切り口で講習会をセットしてもらい感謝している。全職員が集まることは難しいが、工夫しつつ集まりやすい講習会の開催を期待している。 キクチコウシュウカイカンシャゼンショクインアツムズカクフウアツコウシュウカイカイサイキタイ

		156		1										1								1								1								1						1												こういう講習は希望参加ではなく全員参加とすべき。 コウシュウキボウサンカゼンインサンカ

		157												1								1								1								1								1

		158		1										1								1								1						1										1

		159		1				1														1								1								1								1						ポイント、挿し絵等で資料をもう少し分かりやすくしてほしい。 サエトウシリョウスコワ

		160																1				1								1						1								1												時々、コンプライアンス講習を行う必要があると思う。（前の職場では定期的にコンプライアンステストをしていた） トキドキコウシュウオコナヒツヨウオモマエショクバテイキテキ

		161				1						1										1								1								1								1								変更契約時の業者との金額調整の考え方などがあれば提示してほしい。 ヘンコウケイヤクジギョウシャキンガクチョウセイカンガカタテイジ

		162				1				1										1										1								1						1								マイクボリュームが大きく音割れを起こしていて、聞き取りにくかった。 オオオトワオキト

		163				1								1						1										1								1										1				テレビ会議で受講したが、音声が割れて聞き取りづらかった。 カイギジュコウオンセイワキト

		164		1														1		1														1				1								1										同じ内容でも繰り返し受講することが重要だと思う。 オナナイヨウクカエジュコウジュウヨウオモ

		165				1												1		1										1								1								1

		166				1												1		1												1								1				1								内容、視点は良いが、テレビ会議の音質が悪く聞き取れない。しゃべり方に合わせてマイクの大きさを調整してほしい。 ナイヨウシテンヨカイギオンシツワルキトカタアオオチョウセイ				どういう罰がある、どのようなことが禁止されている、だけでなく、どういうとき、どのような状況の人が違反してしまうのかという視点の研修は今後も多く行ってほしい。 バツキンシジョウキョウヒトイハンシテンケンシュウコンゴオオオコナ

		167				1								1						1										1								1								1

		168		1										1						1										1								1								1

		169		1										1								1								1								1								1						TV会議で聴講したが、白板に記入されている部分が見づらかった。講義の形式としては白板を使うほうがいいのかも知れないが、PCの方が見やすくて良い。 カイギチョウコウハクバンキニュウブブンミコウギケイシキハクバンツカシホウミヨ

		170				1												1				1												1		1								1

		171				1								1						1								1												1						1

		172																1		1										1								1								1						時間が長すぎた。90分くらいが集中できる時間では。今回は工事発注に特化せず、コンプライアンスの本質の説明で良かった。 ジカンナガフンシュウチュウジカンコンカイコウジハッチュウトッカホンシツセツメイヨ				事例検討の時間をもっと割くと、倫理観の意識が高まると思う。他の職員の考えと自分の思っていることを比較できて良い。 ジレイケントウジカンサリンリカンイシキタカオモタショクインカンガジブンオモヒカクヨ

		173		1										1								1								1								1								1						映像、音声の感度が悪い。 エイゾウオンセイカンドワル				講師が変わった人でおもしろかった。今後も講師の人選をしっかりとしてほしい。 コウシカヒトコンゴコウシジンセン

		174		1										1								1								1						1								1												コンプライアンスの醸成を図るには、講習会等の継続が重要と考えている。今後も定期的な開催をお願いしたい。 ジョウセイハカコウシュウカイトウケイゾクジュウヨウカンガコンゴテイキテキカイサイネガ

		175		1										1						1										1								1						1

		176		1														1		1						1														1										1

		177		1														1		1										1										1										1

		178		1														1		1								1										1								1

		179				1								1								1								1								1

		180				1								1						1										1								1								1						TV会議の声が聞き取りにくい。 カイギコエキト

		181				1								1						1								1												1										1		話題、資料の並び等飛びすぎて理解に苦しむ。 ワダイシリョウナラナドトリカイクル				研修形式は不要。TV会議は不要。 ケンシュウケイシキフヨウカイギフヨウ

		182				1												1		1										1								1						1

		183				1								1						1										1								1								1										同じような内容でも繰り返し講習会で聞くことが大切。 オナナイヨウクカエコウシュウカイキタイセツ

		184		1										1						1										1								1								1

		185		1										1						1								1										1								1						音声が聞き取りにくかった。 オンセイキト

		186		1										1								1								1								1								1						TV会議での参加のため、事例研究の討論が実施されなかった。 カイギサンカジレイケンキュウトウロンジッシ		行動経済学でも明らかなとおり、チェックするものがいない場面では手を抜く傾向がある。性弱説との表現は当を得ている。 コウドウケイザイガクアキバメンテヌケイコウセイジャクセツヒョウゲントウエ

		187		1										1								1								1								1						1

		188		1														1		1								1										1						1

		189				1								1								1								1						1								1

		190				1								1								1								1								1								1

		191				1								1								1								1								1								1

		192				1								1								1								1								1										1

		193				1								1						1										1								1								1

		194				1								1								1								1						1								1

		195				1								1								1								1								1								1										事例を多く教えてほしい。 ジレイオオオシ

		196				1								1								1								1						1										1						特に目新しい情報はないように感じた。むしろ、一連の不祥事で、なぜそのようなことをしてしまったのかといった心象に的を絞ってはどうか。 トクメアタラジョウホウカンイチレンフショウジシンショウマトシボ

		197				1								1								1								1						1								1

		198				1								1								1								1								1						1

		199				1								1								1								1								1								1

		200				1										1						1						1										1								1						マイクの音質向上 オンシツコウジョウ				コンプライアンスの考え方が、法令遵守→法令と社会規範遵守に変化したが、変化した時の考え方が皆一律であるのか、が分からない。 カンガカタホウレイジュンシュホウレイシャカイキハンジュンシュヘンカヘンカトキカンガカタミナイチリツワ

		201				1												1				1								1								1								1						事例において、自分ならどうすると考えることで、よりコンプライアンス意識が高まった。 ジレイジブンカンガイシキタカ

		202				1												1		1										1								1								1

		203		1										1						1										1								1										1				時間が長い。1時間を希望。 ジカンナガジカンキボウ

		204		1														1				1						1										1						1

		205		1														1		1										1								1								1										コンプライアンス違反は、自分だけでなく組織全体が大きなダメージを受けることを再認識した。信頼を築くのは年月がかかるが崩れるのは一瞬ということをあらためて心にとどめたい。 イハンジブンソシキゼンタイオオウサイニンシキシンライキズネンゲツクズイッシュンココロ

		206		1														1				1										1						1								1						テキストどおりでなく、話題を交ぜながらの説明が良かった。TV会議は音が割れて聞き取りづらい。 ワダイマセツメイヨカイギオトワキト

		207		1														1		1										1						1										1

		208		1														1		1										1								1								1

		209		1										1								1								1								1								1

		210		1												1						1								1								1						1								映像、音声が悪すぎ。機器の更新を望む。 エイゾウオンセイワルキキコウシンノゾ

		211		1														1								1														1										1		TVがとにかく声が割れて聞きにくかった。改善してほしい。 コエワキカイゼン

		212		1														1		1														1		1										1						心理的な面からの話で、研修等での内容と異なり興味深かった。 シンリテキメンハナシケンシュウトウナイヨウコトキョウミブカ				研修等で頻繁に話を聞くようになり、意識が強くなっている。良い傾向なので、今後も続けてほしい。 ケンシュウトウヒンパンハナシキイシキツヨヨケイコウコンゴツヅ

		213		1														1												1						1										1

		214				1												1		1										1								1								1						日本人は自律性に欠けるというのが今日の議論でよく分かった。こういう見方は新鮮だった。 ニホンジンジリツセイカキョウギロンワミカタシンセン

		215				1										1						1								1								1						1

		216				1								1								1								1								1								1

		217				1												1		1										1								1												1

		218				1												1		1										1								1										1

		219				1												1		1										1								1								1

		220				1												1		1										1								1										1				音声が悪く、聞き取りづらかった。 オンセイワルキト

		221				1												1		1														1		1										1

		222				1												1				1						1										1								1						一方的に講義を行うのではなく、周りと話し合う時間を設けることでさらに理解を深める講義になっていた。 イッポウテキコウギオコナマワハナシアジカンモウリカイフカコウギ		ある工事を行っている期間中、受注者側の友達と仕事以外でご飯を食べに行く時、おごってもらったり、多めに払ってもらったりということはダメなのか。 コウジオコナキカンチュウジュチュウシャガワトモダチシゴトイガイハンタイトキオオハラ

		223																1		1										1								1								1

		224				1												1		1										1								1								1

		225				1												1		1										1								1						1

		226				1												1				1								1								1								1

		227				1								1						1								1												1								1

		228				1												1				1								1								1								1

		229				1										1				1												1						1

		230		1								1										1								1						1								1												何でも話ができる職場の雰囲気作りが大切だと思う。 ナンハナシショクバフンイキヅクタイセツオモ

		231		1														1		1												1				1												1				内容の割に時間が長い。1時間程度でお願いしたい。具体的な事例が示され理解しやすかった。 ナイヨウワリジカンナガジカンテイドネガグタイテキジレイシメリカイ

		232				1												1		1										1								1								1

		233				1								1						1										1								1										1				音声不良の影響かも知れないが、話に引き込まれることなく、内容、話し方も自分の意識や感覚に合わず、満足できなかった。資料も内容を把握するのが容易でなかった。 オンセイフリョウエイキョウシハナシヒコナイヨウハナカタジブンイシキカンカクアマンゾクシリョウナイヨウハアクヨウイ

		234																		1								1										1								1

		235		1														1		1						1														1								1				よく聞こえなかった。話の要点がつかめない。 キハナシヨウテン

		236				1								1						1										1						1												1

		237				1												1		1										1								1								1

		238		1														1		1												1						1								1

		239				1												1		1										1										1								1				TV会議だったが、声が割れて聞きづらかった。 カイギコエワキ

		240				1												1		1										1								1								1						TV会議だと音声が聞き取りづらい。 カイギオンセイキト

		241		1														1

		242		1														1				1						1																								TV会議を想定して講義してもらえると良い。音割れが酷く聞き取りづらい。 カイギソウテイコウギヨオトワヒドキト				繰り返しの実施がコンプライアンス違反の抑止につながる。 クカエジッシイハンヨクシ

		243		1														1				1								1								1						1								外部講師により違う視点で考えることができ、有意義な講習会だった。事例をたくさん共有でき理解しやすかった。 ガイブコウシチガシテンカンガユウイギコウシュウカイジレイキョウユウリカイ				定期的な講習会で知識を深め、当事者意識を持って事例に接し、意識を高めることが大切だと思った。組織で具体的な取組を実践していくことも効果的だと思う。 テイキテキコウシュウカイチシキフカトウジシャイシキモジレイセッイシキタカタイセツオモソシキグタイテキトリクミジッセンコウカテキオモ

		244		1														1				1						1										1										1				聞き取りにくかった。 キト

		245				1								1								1								1

		246				1												1				1						1												1						1						精神論が結論であったように思う。意識を持つことが大事なので、繰り返し意識づけするしか対策がない。個人での対応は困難なので、組織的な対策が必要。 セイシンロンケツロンオモイシキモダイジクカエイシキタイサクコジンタイオウコンナンソシキテキタイサクヒツヨウ

		247				1												1

		248				1										1				1										1								1								1						不祥事を起こすと様々な影響が生じることを繰り返し討論することが有効と感じた。 フショウジオサマザマエイキョウショウクカエトウロンユウコウカン

		249		1														1				1								1								1						1

		250		1														1				1								1						1								1

		251				1								1								1								1								1								1

		252				1								1						1										1								1								1

		253				1												1				1								1						1								1								これまで受講したコンプライアンス講習会の中で一番集中して聞ける内容だった。次の講演もお願いしたい。 ジュコウコウシュウカイナカイチバンシュウチュウキナイヨウツギコウエンネガ
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				66		178		3





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				3		26		198		13		9





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				62		173		11		0





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				85		136		17		6





満足度

		



講義の満足度





平成３０年度 第４回本局コンプライアンス
講習会について

（実施結果報告 ）

日 時：平成３１年２月１日（金）１４：３０～１６：００

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 大研修室５Ａ

参加者：９５名

＜内容＞

外部講師による講義

「コンプライアンス違反を起こさないためにできること」

－ 違法性の認識（意識） －

１ 発注者綱紀保持担当弁護士として

２ 品質データ不正事件

３ 刑法「総論」、「故意論」を少し学ぶ！

４ 企業不祥事の抑止との比較の観点から

５ 結論 コンプライアンス違反を起こさないためにできることは何か？

〔講義風景①〕 〔講義風景②〕

講師：阿部記念法律事務所

弁護士 阿部 鋼 氏

（ＣＣＴＶによる同時映像配信を実施）

別紙１０
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講習会に関するアンケート 集計結果

１．講義について

※（アンケート回答数９２）

【今回の講義についての自由記述】

・外部講師は話がうまく、講義が分かりやすい。

・無意識のうちに違法行為となっている事例を詳しく紹介してほしい。

・パワーポイント等を使って、視覚的に説明してほしい。

・故意によるコンプライアンス違反はあまり考えられないが、過失による違反は誰にでも
起こりうるので、こういった講義を定期的に受講することは重要である。

２．コンプライアンスの取組全般に関する意見

・映像を共有サーバ等に保存しておけば、各自で自由に視聴できるのではないか。

・より整備局に身近なテーマと内容での講習を希望する。

・事前に資料をもらえると、読み込むことができる。
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グラフ1

		長かった

		適当

		短かった



講習会の時間

6

74

10



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1						1										1								1

		2		1										1								1						1										1						1

		3				1								1								1								1						1								1								具体的な法令による解説で理解が深まった。 グタイテキホウレイカイセツリカイフカ

		4		1										1								1						1								1										1

		5		1														1				1								1								1								1								契約措置請求時に支出区分表を作成し予算担当係長から合議をもらうことが通常の手続きだが、予定価格の類推につながる恐れもあり、情報漏えい防止の観点からも工夫が必要。 ケイヤクソチセイキュウジシシュツクブンヒョウサクセイヨサンタントウカカリチョウゴウギツウジョウテツヅヨテイカカクルイスイオソジョウホウロウボウシカンテンクフウヒツヨウ

		6		1												1								1						1								1														できればレジュメⅢ以降の見解も伺いたかった。 イコウケンカイウカガ

		7		1										1																1								1								1

		8				1												1				1								1								1						1

		9				1												1		1										1								1										1

		10		1										1								1						1										1								1										映像を共有サーバ等に保存しておけば、各所属で自由に視聴できるので検討してほしい。 エイゾウキョウユウトウホゾンカクショゾクジユウシチョウケントウ

		11		1														1				1						1										1								1

		12		1										1								1								1								1								1

		13		1												1						1								1								1						1								法学部だったので、興味深く満足できた。 ホウガクブキョウミブカマンゾク

		14				1												1				1				1														1						1

		15		1										1								1								1								1								1

		16		1										1								1								1								1						1

		17		1														1				1						1										1								1						講義内容はとてもおもしろかったが、コンプライアンスへのつながり、気をつける点が分かりづらかったと感じた。 コウギナイヨウキテンワカン

		18		1										1								1						1										1								1

		19				1												1				1						1										1								1

		20				1								1								1						1										1										1				判例の説明が長く、理解するまでに時間がかかった。 ハンレイセツメイナガリカイジカン		個々の決まり事が多いことで、事業を早期に進め効果を上げることの妨げとなっているのではないか。 ココキゴトオオジギョウソウキススコウカアサマタ		整備局の仕事に多く関わる判例での講習を希望。 セイビキョクシゴトオオカカハンレイコウシュウキボウ

		21		1										1								1								1								1						1

		22				1								1								1						1										1								1

		23		1										1								1								1						1								1

		24				1										1						1						1										1								1

		25		1										1								1								1								1						1								外部講師は話がうまく、講義が分かりやすい。 ガイブコウシハナシコウギワ

		26		1										1						1								1										1										1

		27		1										1								1						1										1								1

		28				1										1						1								1								1										1

		29		1										1								1						1										1								1						大学の講義のようであったが、興味深かった。 ダイガクコウギキョウミブカ

		30		1												1						1				1																1								1

		31		1														1				1								1								1								1

		32				1												1				1								1						1								1										判例、考え方をDB化し、引き継いでほしい。担当者により考え方に違いが出ないような仕組みが必要。 ハンレイカンガカタカヒツタントウシャカンガカタチガデシクヒツヨウ		TV会議にしてほしい。 カイギ

		33		1																		1								1						1								1

		34				1										1						1								1								1						1

		35		1												1						1						1												1								1								身近なテーマと内容での講習を希望。 ミジカナイヨウコウシュウキボウ

		36		1										1								1								1								1								1

		37				1												1				1				1												1								1						具体的な役所の裁判事例があると、より良かった。 グタイテキヤクショサイバンジレイヨ

		38		1										1								1						1										1								1

		39		1										1								1								1								1						1

		40		1												1								1				1								1										1								食事、送迎など具体の事柄にリンクさせたところまで話があるともっとわかりやすかったかも。 ショクジソウゲイグタイコトガラハナシ		寝てる人が多い。コンプライアンスを学ぼうという意識が低すぎる。 ネヒトオオマナイシキヒク

		41		1										1								1								1								1						1

		42		1														1						1						1								1								1						具体的な例示があり、退屈しない講義だった。時間がもう少し長いほうが結論まで細かく説明できただろう。尻切れになっていたのは残念。 グタイテキレイジタイクツコウギジカンスコナガケツロンコマセツメイシリキザンネン		故意によるコンプライアンス違反はあまりないと思うが、過失による違反は誰でも起こりうる。こういった講義を定期的に受けておくことは重要だと思った。 コイイハンオモカシツイハンダレオコウギテイキテキウジュウヨウオモ

		43		1										1						1						1														1								1				パワーポイント等を使って、視覚的に説明してほしかった。 トウツカシカクテキセツメイ

		44																				1																		1				1

		45		1										1										1				1												1						1

		46		1										1								1						1												1						1

		47		1										1								1						1										1						1

		48		1										1								1																														違反を起こさないためには、意識づけも大事であることが分かりよかった。 イハンオイシキダイジワ

		49		1										1								1								1								1						1												コンプライアンス意識の醸成には、継続が必要。引き続き講習の開催をお願いしたい。 イシキジョウセイケイゾクヒツヨウヒツヅコウシュウカイサイネガ

		50		1												1								1				1										1						1

		51		1												1								1				1										1								1

		52		1														1				1								1								1						1								丁寧な説明で分かりやすかった。 テイネイセツメイワ				用地買収に特化したコンプライアンス講習会があれば良い。 ヨウチバイシュウトッカコウシュウカイヨ

		53		1										1								1						1										1								1						職場に持ち帰ってという内容ではなかったが、知識としては役に立ったかと思う。 ショクバモカエナイヨウチシキヤクタオモ

		54		1										1								1						1										1						1

		55		1												1						1								1								1								1

		56		1										1								1								1						1										1

		57		1										1								1						1										1								1

		58				1								1										1				1										1						1								大変おもしろい講義内容だった。 タイヘンコウギナイヨウ

		59				1								1								1						1										1						1

		60		1										1								1						1										1						1

		61		1										1								1						1										1								1

		62				1								1								1						1										1								1

		63				1								1								1						1										1						1												今回のような「無意識で違法」行為となっている事例の紹介等。 コンカイムイシキイホウコウイジレイショウカイトウ

		64		1										1								1						1										1						1

		65		1										1								1						1										1								1

		66				1								1										1				1										1

		67		1														1				1						1										1								1										地整に焦点を当てた事例等があればと思った。 チセイショウテンアジレイトウオモ

		68		1														1				1								1						1								1

		69		1														1				1								1								1						1

		70		1				1												1								1										1						1								当てはめの錯誤について、事例等を用いた話も聞きたい。 アサクゴジレイトウモチハナシキ

		71		1				1														1								1						1								1												事前に資料をもらえると、読み込める。 ジゼンシリョウヨコ

		72		1				1														1						1										1								1

		73		1						1										1								1										1						1

		74		1								1										1						1										1						1

		75		1								1										1						1										1								1

		76		1								1										1				1														1						1

		77		1								1										1						1										1								1

		78		1						1												1						1										1						1								大学の授業のようで、とても参考になった。 ダイガクジュギョウサンコウ

		79		1						1												1						1										1						1

		80		1								1										1						1										1								1						コンプライアンス違反防止というテーマとは異なる気がしたが、非常に参考になった。 イハンボウシコトキヒジョウサンコウ

		81		1						1												1								1								1								1

		82				1						1										1						1										1						1

		83				1						1								1								1										1								1

		84		1								1										1								1								1						1

		85		1						1												1						1										1								1										今後も定期的に講習会を開催してほしい。 コンゴテイキテキコウシュウカイカイサイ

		86		1				1																																												講義としてはおもしろいが、テーマの選定がなぜこれかは不明。 コウギセンテイフメイ				講習会だけでなく、ミーティング題材でもお世話になっている。 コウシュウカイダイザイセワ

		87		1								1												1				1										1								1						もう少し深く聞いてみたかった。 スコフカキ

		88		1								1										1						1										1						1

		89		1								1										1								1								1						1

		90				1				1												1								1								1								1

		91		1						1														1						1						1								1

		92				1		1														1						1										1								1

		93

		94

		95

		96

		97

				70		21		5		7		11		41		11		15		6		74		10		5		50		34		0		0		10		72		7		1		37		44		6		1





時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				6		74		10





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				5		50		34		0		0





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				10		72		7		1





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		44		6		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		難しい

		やや難しい

		普通

		やや易しい

		易しい



講義の難易度

5

50

34

0

0



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1						1										1								1

		2		1										1								1						1										1						1

		3				1								1								1								1						1								1								具体的な法令による解説で理解が深まった。 グタイテキホウレイカイセツリカイフカ

		4		1										1								1						1								1										1

		5		1														1				1								1								1								1								契約措置請求時に支出区分表を作成し予算担当係長から合議をもらうことが通常の手続きだが、予定価格の類推につながる恐れもあり、情報漏えい防止の観点からも工夫が必要。 ケイヤクソチセイキュウジシシュツクブンヒョウサクセイヨサンタントウカカリチョウゴウギツウジョウテツヅヨテイカカクルイスイオソジョウホウロウボウシカンテンクフウヒツヨウ

		6		1												1								1						1								1														できればレジュメⅢ以降の見解も伺いたかった。 イコウケンカイウカガ

		7		1										1																1								1								1

		8				1												1				1								1								1						1

		9				1												1		1										1								1										1

		10		1										1								1						1										1								1										映像を共有サーバ等に保存しておけば、各所属で自由に視聴できるので検討してほしい。 エイゾウキョウユウトウホゾンカクショゾクジユウシチョウケントウ

		11		1														1				1						1										1								1

		12		1										1								1								1								1								1

		13		1												1						1								1								1						1								法学部だったので、興味深く満足できた。 ホウガクブキョウミブカマンゾク

		14				1												1				1				1														1						1

		15		1										1								1								1								1								1

		16		1										1								1								1								1						1

		17		1														1				1						1										1								1						講義内容はとてもおもしろかったが、コンプライアンスへのつながり、気をつける点が分かりづらかったと感じた。 コウギナイヨウキテンワカン

		18		1										1								1						1										1								1

		19				1												1				1						1										1								1

		20				1								1								1						1										1										1				判例の説明が長く、理解するまでに時間がかかった。 ハンレイセツメイナガリカイジカン		個々の決まり事が多いことで、事業を早期に進め効果を上げることの妨げとなっているのではないか。 ココキゴトオオジギョウソウキススコウカアサマタ		整備局の仕事に多く関わる判例での講習を希望。 セイビキョクシゴトオオカカハンレイコウシュウキボウ

		21		1										1								1								1								1						1

		22				1								1								1						1										1								1

		23		1										1								1								1						1								1

		24				1										1						1						1										1								1

		25		1										1								1								1								1						1								外部講師は話がうまく、講義が分かりやすい。 ガイブコウシハナシコウギワ

		26		1										1						1								1										1										1

		27		1										1								1						1										1								1

		28				1										1						1								1								1										1

		29		1										1								1						1										1								1						大学の講義のようであったが、興味深かった。 ダイガクコウギキョウミブカ

		30		1												1						1				1																1								1

		31		1														1				1								1								1								1

		32				1												1				1								1						1								1										判例、考え方をDB化し、引き継いでほしい。担当者により考え方に違いが出ないような仕組みが必要。 ハンレイカンガカタカヒツタントウシャカンガカタチガデシクヒツヨウ		TV会議にしてほしい。 カイギ

		33		1																		1								1						1								1

		34				1										1						1								1								1						1

		35		1												1						1						1												1								1								身近なテーマと内容での講習を希望。 ミジカナイヨウコウシュウキボウ

		36		1										1								1								1								1								1

		37				1												1				1				1												1								1						具体的な役所の裁判事例があると、より良かった。 グタイテキヤクショサイバンジレイヨ

		38		1										1								1						1										1								1

		39		1										1								1								1								1						1

		40		1												1								1				1								1										1								食事、送迎など具体の事柄にリンクさせたところまで話があるともっとわかりやすかったかも。 ショクジソウゲイグタイコトガラハナシ		寝てる人が多い。コンプライアンスを学ぼうという意識が低すぎる。 ネヒトオオマナイシキヒク

		41		1										1								1								1								1						1

		42		1														1						1						1								1								1						具体的な例示があり、退屈しない講義だった。時間がもう少し長いほうが結論まで細かく説明できただろう。尻切れになっていたのは残念。 グタイテキレイジタイクツコウギジカンスコナガケツロンコマセツメイシリキザンネン		故意によるコンプライアンス違反はあまりないと思うが、過失による違反は誰でも起こりうる。こういった講義を定期的に受けておくことは重要だと思った。 コイイハンオモカシツイハンダレオコウギテイキテキウジュウヨウオモ

		43		1										1						1						1														1								1				パワーポイント等を使って、視覚的に説明してほしかった。 トウツカシカクテキセツメイ

		44																				1																		1				1

		45		1										1										1				1												1						1

		46		1										1								1						1												1						1

		47		1										1								1						1										1						1

		48		1										1								1																														違反を起こさないためには、意識づけも大事であることが分かりよかった。 イハンオイシキダイジワ

		49		1										1								1								1								1						1												コンプライアンス意識の醸成には、継続が必要。引き続き講習の開催をお願いしたい。 イシキジョウセイケイゾクヒツヨウヒツヅコウシュウカイサイネガ

		50		1												1								1				1										1						1

		51		1												1								1				1										1								1

		52		1														1				1								1								1						1								丁寧な説明で分かりやすかった。 テイネイセツメイワ				用地買収に特化したコンプライアンス講習会があれば良い。 ヨウチバイシュウトッカコウシュウカイヨ

		53		1										1								1						1										1								1						職場に持ち帰ってという内容ではなかったが、知識としては役に立ったかと思う。 ショクバモカエナイヨウチシキヤクタオモ

		54		1										1								1						1										1						1

		55		1												1						1								1								1								1

		56		1										1								1								1						1										1

		57		1										1								1						1										1								1

		58				1								1										1				1										1						1								大変おもしろい講義内容だった。 タイヘンコウギナイヨウ

		59				1								1								1						1										1						1

		60		1										1								1						1										1						1

		61		1										1								1						1										1								1

		62				1								1								1						1										1								1

		63				1								1								1						1										1						1												今回のような「無意識で違法」行為となっている事例の紹介等。 コンカイムイシキイホウコウイジレイショウカイトウ

		64		1										1								1						1										1						1

		65		1										1								1						1										1								1

		66				1								1										1				1										1

		67		1														1				1						1										1								1										地整に焦点を当てた事例等があればと思った。 チセイショウテンアジレイトウオモ

		68		1														1				1								1						1								1

		69		1														1				1								1								1						1

		70		1				1												1								1										1						1								当てはめの錯誤について、事例等を用いた話も聞きたい。 アサクゴジレイトウモチハナシキ

		71		1				1														1								1						1								1												事前に資料をもらえると、読み込める。 ジゼンシリョウヨコ

		72		1				1														1						1										1								1

		73		1						1										1								1										1						1

		74		1								1										1						1										1						1

		75		1								1										1						1										1								1

		76		1								1										1				1														1						1

		77		1								1										1						1										1								1

		78		1						1												1						1										1						1								大学の授業のようで、とても参考になった。 ダイガクジュギョウサンコウ

		79		1						1												1						1										1						1

		80		1								1										1						1										1								1						コンプライアンス違反防止というテーマとは異なる気がしたが、非常に参考になった。 イハンボウシコトキヒジョウサンコウ

		81		1						1												1								1								1								1

		82				1						1										1						1										1						1

		83				1						1								1								1										1								1

		84		1								1										1								1								1						1

		85		1						1												1						1										1								1										今後も定期的に講習会を開催してほしい。 コンゴテイキテキコウシュウカイカイサイ

		86		1				1																																												講義としてはおもしろいが、テーマの選定がなぜこれかは不明。 コウギセンテイフメイ				講習会だけでなく、ミーティング題材でもお世話になっている。 コウシュウカイダイザイセワ

		87		1								1												1				1										1								1						もう少し深く聞いてみたかった。 スコフカキ

		88		1								1										1						1										1						1

		89		1								1										1								1								1						1

		90				1				1												1								1								1								1

		91		1						1														1						1						1								1

		92				1		1														1						1										1								1
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時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				6		74		10





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				5		50		34		0		0





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				10		72		7		1





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		44		6		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		かなり理解できた

		おおむね理解できた

		あまり理解できなかった

		全く理解できなかった



講義の理解度

10

72

7

1



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1						1										1								1

		2		1										1								1						1										1						1

		3				1								1								1								1						1								1								具体的な法令による解説で理解が深まった。 グタイテキホウレイカイセツリカイフカ

		4		1										1								1						1								1										1

		5		1														1				1								1								1								1								契約措置請求時に支出区分表を作成し予算担当係長から合議をもらうことが通常の手続きだが、予定価格の類推につながる恐れもあり、情報漏えい防止の観点からも工夫が必要。 ケイヤクソチセイキュウジシシュツクブンヒョウサクセイヨサンタントウカカリチョウゴウギツウジョウテツヅヨテイカカクルイスイオソジョウホウロウボウシカンテンクフウヒツヨウ

		6		1												1								1						1								1														できればレジュメⅢ以降の見解も伺いたかった。 イコウケンカイウカガ

		7		1										1																1								1								1

		8				1												1				1								1								1						1

		9				1												1		1										1								1										1

		10		1										1								1						1										1								1										映像を共有サーバ等に保存しておけば、各所属で自由に視聴できるので検討してほしい。 エイゾウキョウユウトウホゾンカクショゾクジユウシチョウケントウ

		11		1														1				1						1										1								1

		12		1										1								1								1								1								1

		13		1												1						1								1								1						1								法学部だったので、興味深く満足できた。 ホウガクブキョウミブカマンゾク

		14				1												1				1				1														1						1

		15		1										1								1								1								1								1

		16		1										1								1								1								1						1

		17		1														1				1						1										1								1						講義内容はとてもおもしろかったが、コンプライアンスへのつながり、気をつける点が分かりづらかったと感じた。 コウギナイヨウキテンワカン

		18		1										1								1						1										1								1

		19				1												1				1						1										1								1

		20				1								1								1						1										1										1				判例の説明が長く、理解するまでに時間がかかった。 ハンレイセツメイナガリカイジカン		個々の決まり事が多いことで、事業を早期に進め効果を上げることの妨げとなっているのではないか。 ココキゴトオオジギョウソウキススコウカアサマタ		整備局の仕事に多く関わる判例での講習を希望。 セイビキョクシゴトオオカカハンレイコウシュウキボウ

		21		1										1								1								1								1						1

		22				1								1								1						1										1								1

		23		1										1								1								1						1								1

		24				1										1						1						1										1								1

		25		1										1								1								1								1						1								外部講師は話がうまく、講義が分かりやすい。 ガイブコウシハナシコウギワ

		26		1										1						1								1										1										1

		27		1										1								1						1										1								1

		28				1										1						1								1								1										1

		29		1										1								1						1										1								1						大学の講義のようであったが、興味深かった。 ダイガクコウギキョウミブカ

		30		1												1						1				1																1								1

		31		1														1				1								1								1								1

		32				1												1				1								1						1								1										判例、考え方をDB化し、引き継いでほしい。担当者により考え方に違いが出ないような仕組みが必要。 ハンレイカンガカタカヒツタントウシャカンガカタチガデシクヒツヨウ		TV会議にしてほしい。 カイギ

		33		1																		1								1						1								1

		34				1										1						1								1								1						1

		35		1												1						1						1												1								1								身近なテーマと内容での講習を希望。 ミジカナイヨウコウシュウキボウ

		36		1										1								1								1								1								1

		37				1												1				1				1												1								1						具体的な役所の裁判事例があると、より良かった。 グタイテキヤクショサイバンジレイヨ

		38		1										1								1						1										1								1

		39		1										1								1								1								1						1

		40		1												1								1				1								1										1								食事、送迎など具体の事柄にリンクさせたところまで話があるともっとわかりやすかったかも。 ショクジソウゲイグタイコトガラハナシ		寝てる人が多い。コンプライアンスを学ぼうという意識が低すぎる。 ネヒトオオマナイシキヒク

		41		1										1								1								1								1						1

		42		1														1						1						1								1								1						具体的な例示があり、退屈しない講義だった。時間がもう少し長いほうが結論まで細かく説明できただろう。尻切れになっていたのは残念。 グタイテキレイジタイクツコウギジカンスコナガケツロンコマセツメイシリキザンネン		故意によるコンプライアンス違反はあまりないと思うが、過失による違反は誰でも起こりうる。こういった講義を定期的に受けておくことは重要だと思った。 コイイハンオモカシツイハンダレオコウギテイキテキウジュウヨウオモ

		43		1										1						1						1														1								1				パワーポイント等を使って、視覚的に説明してほしかった。 トウツカシカクテキセツメイ

		44																				1																		1				1

		45		1										1										1				1												1						1

		46		1										1								1						1												1						1

		47		1										1								1						1										1						1

		48		1										1								1																														違反を起こさないためには、意識づけも大事であることが分かりよかった。 イハンオイシキダイジワ

		49		1										1								1								1								1						1												コンプライアンス意識の醸成には、継続が必要。引き続き講習の開催をお願いしたい。 イシキジョウセイケイゾクヒツヨウヒツヅコウシュウカイサイネガ

		50		1												1								1				1										1						1

		51		1												1								1				1										1								1

		52		1														1				1								1								1						1								丁寧な説明で分かりやすかった。 テイネイセツメイワ				用地買収に特化したコンプライアンス講習会があれば良い。 ヨウチバイシュウトッカコウシュウカイヨ

		53		1										1								1						1										1								1						職場に持ち帰ってという内容ではなかったが、知識としては役に立ったかと思う。 ショクバモカエナイヨウチシキヤクタオモ

		54		1										1								1						1										1						1

		55		1												1						1								1								1								1

		56		1										1								1								1						1										1

		57		1										1								1						1										1								1

		58				1								1										1				1										1						1								大変おもしろい講義内容だった。 タイヘンコウギナイヨウ

		59				1								1								1						1										1						1

		60		1										1								1						1										1						1

		61		1										1								1						1										1								1

		62				1								1								1						1										1								1

		63				1								1								1						1										1						1												今回のような「無意識で違法」行為となっている事例の紹介等。 コンカイムイシキイホウコウイジレイショウカイトウ

		64		1										1								1						1										1						1

		65		1										1								1						1										1								1

		66				1								1										1				1										1

		67		1														1				1						1										1								1										地整に焦点を当てた事例等があればと思った。 チセイショウテンアジレイトウオモ

		68		1														1				1								1						1								1

		69		1														1				1								1								1						1

		70		1				1												1								1										1						1								当てはめの錯誤について、事例等を用いた話も聞きたい。 アサクゴジレイトウモチハナシキ

		71		1				1														1								1						1								1												事前に資料をもらえると、読み込める。 ジゼンシリョウヨコ

		72		1				1														1						1										1								1

		73		1						1										1								1										1						1

		74		1								1										1						1										1						1

		75		1								1										1						1										1								1

		76		1								1										1				1														1						1

		77		1								1										1						1										1								1

		78		1						1												1						1										1						1								大学の授業のようで、とても参考になった。 ダイガクジュギョウサンコウ

		79		1						1												1						1										1						1

		80		1								1										1						1										1								1						コンプライアンス違反防止というテーマとは異なる気がしたが、非常に参考になった。 イハンボウシコトキヒジョウサンコウ

		81		1						1												1								1								1								1

		82				1						1										1						1										1						1

		83				1						1								1								1										1								1

		84		1								1										1								1								1						1

		85		1						1												1						1										1								1										今後も定期的に講習会を開催してほしい。 コンゴテイキテキコウシュウカイカイサイ

		86		1				1																																												講義としてはおもしろいが、テーマの選定がなぜこれかは不明。 コウギセンテイフメイ				講習会だけでなく、ミーティング題材でもお世話になっている。 コウシュウカイダイザイセワ

		87		1								1												1				1										1								1						もう少し深く聞いてみたかった。 スコフカキ

		88		1								1										1						1										1						1

		89		1								1										1								1								1						1

		90				1				1												1								1								1								1

		91		1						1														1						1						1								1

		92				1		1														1						1										1								1

		93

		94

		95

		96

		97

				70		21		5		7		11		41		11		15		6		74		10		5		50		34		0		0		10		72		7		1		37		44		6		1





時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				6		74		10





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				5		50		34		0		0





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				10		72		7		1





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		44		6		1





満足度

		



講義の満足度




グラフ1

		満足

		やや満足

		やや不満

		不満



講義の満足度

37

44

6

1



集計表

		平成30年度第3回コンプライアンス講習会に関するアンケート ヘイセイネンドダイカイコウシュウカイカン

		№		職種 ショクシュ				役職 ヤクショク												講習会の時間 コウシュウカイジカン						講義内容について コウギナイヨウ																												公共工事等の発注に関しての疑問点、問題点等 コウキョウコウジトウハッチュウカンギモンテンモンダイテントウ		その他全般に関しての意見、改善点等 タゼンパンカンイケンカイゼンテントウ

																										難易度 ナンイド										理解度 リカイド								満足度 マンゾクド								要望・その他 ヨウボウタ

				事務 ジム		技術 ギジュツ		本局

管理職等 ホンキョクカンリショクトウ		本局

課長補佐等 ホンキョクカチョウホサトウ		本局

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ホンキョクカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		事務所

管理職等 ジムショカンリショクトウ		事務所

専門官等 ジムショセンモンカントウ		事務所

係長等、
主任、
係員、
期間業務職員 ジムショカカリチョウトウシュニンカカリインキカンギョウムショクイン		長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ		難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ		かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ		満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

		1		1										1								1						1										1								1

		2		1										1								1						1										1						1

		3				1								1								1								1						1								1								具体的な法令による解説で理解が深まった。 グタイテキホウレイカイセツリカイフカ

		4		1										1								1						1								1										1

		5		1														1				1								1								1								1								契約措置請求時に支出区分表を作成し予算担当係長から合議をもらうことが通常の手続きだが、予定価格の類推につながる恐れもあり、情報漏えい防止の観点からも工夫が必要。 ケイヤクソチセイキュウジシシュツクブンヒョウサクセイヨサンタントウカカリチョウゴウギツウジョウテツヅヨテイカカクルイスイオソジョウホウロウボウシカンテンクフウヒツヨウ

		6		1												1								1						1								1														できればレジュメⅢ以降の見解も伺いたかった。 イコウケンカイウカガ

		7		1										1																1								1								1

		8				1												1				1								1								1						1

		9				1												1		1										1								1										1

		10		1										1								1						1										1								1										映像を共有サーバ等に保存しておけば、各所属で自由に視聴できるので検討してほしい。 エイゾウキョウユウトウホゾンカクショゾクジユウシチョウケントウ

		11		1														1				1						1										1								1

		12		1										1								1								1								1								1

		13		1												1						1								1								1						1								法学部だったので、興味深く満足できた。 ホウガクブキョウミブカマンゾク

		14				1												1				1				1														1						1

		15		1										1								1								1								1								1

		16		1										1								1								1								1						1

		17		1														1				1						1										1								1						講義内容はとてもおもしろかったが、コンプライアンスへのつながり、気をつける点が分かりづらかったと感じた。 コウギナイヨウキテンワカン

		18		1										1								1						1										1								1

		19				1												1				1						1										1								1

		20				1								1								1						1										1										1				判例の説明が長く、理解するまでに時間がかかった。 ハンレイセツメイナガリカイジカン		個々の決まり事が多いことで、事業を早期に進め効果を上げることの妨げとなっているのではないか。 ココキゴトオオジギョウソウキススコウカアサマタ		整備局の仕事に多く関わる判例での講習を希望。 セイビキョクシゴトオオカカハンレイコウシュウキボウ

		21		1										1								1								1								1						1

		22				1								1								1						1										1								1

		23		1										1								1								1						1								1

		24				1										1						1						1										1								1

		25		1										1								1								1								1						1								外部講師は話がうまく、講義が分かりやすい。 ガイブコウシハナシコウギワ

		26		1										1						1								1										1										1

		27		1										1								1						1										1								1

		28				1										1						1								1								1										1

		29		1										1								1						1										1								1						大学の講義のようであったが、興味深かった。 ダイガクコウギキョウミブカ

		30		1												1						1				1																1								1

		31		1														1				1								1								1								1

		32				1												1				1								1						1								1										判例、考え方をDB化し、引き継いでほしい。担当者により考え方に違いが出ないような仕組みが必要。 ハンレイカンガカタカヒツタントウシャカンガカタチガデシクヒツヨウ		TV会議にしてほしい。 カイギ

		33		1																		1								1						1								1

		34				1										1						1								1								1						1

		35		1												1						1						1												1								1								身近なテーマと内容での講習を希望。 ミジカナイヨウコウシュウキボウ

		36		1										1								1								1								1								1

		37				1												1				1				1												1								1						具体的な役所の裁判事例があると、より良かった。 グタイテキヤクショサイバンジレイヨ

		38		1										1								1						1										1								1

		39		1										1								1								1								1						1

		40		1												1								1				1								1										1								食事、送迎など具体の事柄にリンクさせたところまで話があるともっとわかりやすかったかも。 ショクジソウゲイグタイコトガラハナシ		寝てる人が多い。コンプライアンスを学ぼうという意識が低すぎる。 ネヒトオオマナイシキヒク

		41		1										1								1								1								1						1

		42		1														1						1						1								1								1						具体的な例示があり、退屈しない講義だった。時間がもう少し長いほうが結論まで細かく説明できただろう。尻切れになっていたのは残念。 グタイテキレイジタイクツコウギジカンスコナガケツロンコマセツメイシリキザンネン		故意によるコンプライアンス違反はあまりないと思うが、過失による違反は誰でも起こりうる。こういった講義を定期的に受けておくことは重要だと思った。 コイイハンオモカシツイハンダレオコウギテイキテキウジュウヨウオモ

		43		1										1						1						1														1								1				パワーポイント等を使って、視覚的に説明してほしかった。 トウツカシカクテキセツメイ

		44																				1																		1				1

		45		1										1										1				1												1						1

		46		1										1								1						1												1						1

		47		1										1								1						1										1						1

		48		1										1								1																														違反を起こさないためには、意識づけも大事であることが分かりよかった。 イハンオイシキダイジワ

		49		1										1								1								1								1						1												コンプライアンス意識の醸成には、継続が必要。引き続き講習の開催をお願いしたい。 イシキジョウセイケイゾクヒツヨウヒツヅコウシュウカイサイネガ

		50		1												1								1				1										1						1

		51		1												1								1				1										1								1

		52		1														1				1								1								1						1								丁寧な説明で分かりやすかった。 テイネイセツメイワ				用地買収に特化したコンプライアンス講習会があれば良い。 ヨウチバイシュウトッカコウシュウカイヨ

		53		1										1								1						1										1								1						職場に持ち帰ってという内容ではなかったが、知識としては役に立ったかと思う。 ショクバモカエナイヨウチシキヤクタオモ

		54		1										1								1						1										1						1

		55		1												1						1								1								1								1

		56		1										1								1								1						1										1

		57		1										1								1						1										1								1

		58				1								1										1				1										1						1								大変おもしろい講義内容だった。 タイヘンコウギナイヨウ

		59				1								1								1						1										1						1

		60		1										1								1						1										1						1

		61		1										1								1						1										1								1

		62				1								1								1						1										1								1

		63				1								1								1						1										1						1												今回のような「無意識で違法」行為となっている事例の紹介等。 コンカイムイシキイホウコウイジレイショウカイトウ

		64		1										1								1						1										1						1

		65		1										1								1						1										1								1

		66				1								1										1				1										1

		67		1														1				1						1										1								1										地整に焦点を当てた事例等があればと思った。 チセイショウテンアジレイトウオモ

		68		1														1				1								1						1								1

		69		1														1				1								1								1						1

		70		1				1												1								1										1						1								当てはめの錯誤について、事例等を用いた話も聞きたい。 アサクゴジレイトウモチハナシキ

		71		1				1														1								1						1								1												事前に資料をもらえると、読み込める。 ジゼンシリョウヨコ

		72		1				1														1						1										1								1

		73		1						1										1								1										1						1

		74		1								1										1						1										1						1

		75		1								1										1						1										1								1

		76		1								1										1				1														1						1

		77		1								1										1						1										1								1

		78		1						1												1						1										1						1								大学の授業のようで、とても参考になった。 ダイガクジュギョウサンコウ

		79		1						1												1						1										1						1

		80		1								1										1						1										1								1						コンプライアンス違反防止というテーマとは異なる気がしたが、非常に参考になった。 イハンボウシコトキヒジョウサンコウ

		81		1						1												1								1								1								1

		82				1						1										1						1										1						1

		83				1						1								1								1										1								1

		84		1								1										1								1								1						1

		85		1						1												1						1										1								1										今後も定期的に講習会を開催してほしい。 コンゴテイキテキコウシュウカイカイサイ

		86		1				1																																												講義としてはおもしろいが、テーマの選定がなぜこれかは不明。 コウギセンテイフメイ				講習会だけでなく、ミーティング題材でもお世話になっている。 コウシュウカイダイザイセワ

		87		1								1												1				1										1								1						もう少し深く聞いてみたかった。 スコフカキ

		88		1								1										1						1										1						1

		89		1								1										1								1								1						1

		90				1				1												1								1								1								1

		91		1						1														1						1						1								1

		92				1		1														1						1										1								1

		93

		94

		95

		96

		97

				70		21		5		7		11		41		11		15		6		74		10		5		50		34		0		0		10		72		7		1		37		44		6		1





時間

		

				講習会の時間 コウシュウカイジカン

				長かった ナガ		適当 テキトウ		短かった ミジカ

				6		74		10





時間

		



講習会の時間



難易度

		

				講義の難易度 コウギナンイド

				難しい ムズカ		やや難しい ムズカ		普通 フツウ		やや易しい ヤサ		易しい ヤサ

				5		50		34		0		0





難易度

		



講義の難易度



理解度

		

				講義の理解度 コウギリカイド

				かなり理解できた リカイ		おおむね理解できた リカイ		あまり理解できなかった リカイ		全く理解できなかった マッタリカイ

				10		72		7		1





理解度

		



講義の理解度



満足度

		

				講義の満足度 コウギマンゾクド

				満足 マンゾク		やや満足 マンゾク		やや不満 フマン		不満 フマン

				37		44		6		1





満足度

		



講義の満足度





平成３０年度 各所属の取り組み・参考事例

１．事務所長が自ら講話等を実施（推進本部での訓示は除く）

・利根川上流、下館、川崎国道、昭和記念公園、東京第一営繕、東京第二営繕、甲

武営繕、宇都宮営繕、横浜営繕、千葉港湾、東京港湾、東京空港整備

２．事務所独自で外部講師を招きコンプライアンス講習会を実施（交通安全講習は除く）

・江戸川 ― ハラスメント防止講習会（日本産業カウンセラー協会）、

障害者雇用講習会（松戸公共職業安定所）

・荒川上流 ─ 行政対象暴力講習会（埼玉県警、川越警察署）

・京浜 ― 情報セキュリティ講習会（関東管区警察局 神奈川県情報通

信部）

・相武国道 ― ハラスメント防止講習会（東京法務局八王子支局、人権擁護

委員）

・宇都宮国道 ― 人権啓発研修会（宇都宮地方法務局人権擁護委員会）

・東京外環 ― 不当要求防止責任者講習会（暴力団追放運動推進都民セン

ター）

・高崎河川国道 ― 不当要求防止（群馬弁護士会）

３．事務所長が期間業務職員を対象に講話を実施

利根川水系砂防

４．コンプライアンス・ミーティング等で事務所独自の題材を使用

荒川上流、京浜、富士川砂防、八ッ場ダム、利根川ダム、東京国道、首都国道、川

崎国道、長野国道、高崎、甲府、東京第二営繕、総務部、建政部、港湾空港部

５．コンプライアンス講習会等で教材ＤＶＤを活用

利根川上流、利根川下流、利根川ダム、川崎国道、東京外環、昭和記念公園、甲武

営繕、宇都宮営繕

６．幹部会で毎回事務所独自素材を使用し、コンプライアンスに関する説明を実施

北首都国道

７．事務所独自でコンプライアンスに係る資料を作成

・千葉国道 「ちばこくクレド」（行動基準）

８．職員にコンプライアンスカードを配付

日光砂防、大宮国道、特定離島港湾

９．職員にコンプライアンス事例集（携帯版）を配付

大宮国道

別紙１１

34



１０．営繕部コンプライアンス情報を発行

営繕部

１１．コンプライアンス・ミーティング題材を使用し、事務所長が若手職員と意見交換

東京外環

１２．工事安全協議会で「関東地方整備局発注者綱紀保持規程」等を周知し、協力を依

頼した。

荒川上流、富士川砂防、鬼怒川ダム、東京国道、川崎国道、宇都宮国道、常陸海浜

１３．来庁者対応用オープンスペースを拡充

大宮国道

１４．幹部職員がＷＥＢ会議を利用してコンプライアンス・ミーティングを実施した。

東京国道

以上
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平成３０年度 各部各事務所等の取組状況

講義等参加実績
第1四半期

№ 事務所名 第2四半期 主な取組内容
第3四半期
第4四半期

1 利根川上流河川事務所 109/109 100% 【第１四半期】

108/108 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

108/108 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

108/108 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・コンプライアンス講習会を実施し、事務所長が講義を行ったほか、コン

プライアンス DVDを視聴した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

2 利根川下流河川事務所 78/78 100% 【第１四半期】

77/77 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

77/77 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

78/78 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・コンプライアンス DVD 「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライア
ンス」等の上映会を毎月実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・コンプライアンス DVD 「パワハラになる時ならない時」等の上映会を実
施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

3 霞ヶ浦河川事務所 54/54 100% 【第１四半期】

54/54 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

56/56 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

55/55 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

別紙１２
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・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内研修「コンプライアンス」を実施した。（講師：事務副所長）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

4 霞ヶ浦導水工事事務所 28/28 100% 【第１四半期】

28/28 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

28/28 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

28/28 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

5 江戸川河川事務所 130/130 100% 【第１四半期】

131/131 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

131/131 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

130/130 100% ・ハラスメント防止講習会（講師：日本産業カウンセラー協会）を実施し

た。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・障害者雇用講習会（講師：松戸公共職業安定所）を実施した。

6 渡良瀬川河川事務所 61/61 100% 【第１四半期】

61/61 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

61/61 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

61/61 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。
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【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

7 下館河川事務所 90/90 100% 【第１四半期】

90/90 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

90/90 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

90/90 100% ・所内事業説明会で事務所長が講話を行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内事業説明会で事務所長が講話を行った。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

8 荒川上流河川事務所 102/102 100% 【第１四半期】

102/102 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

102/102 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

102/102 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・行政対象暴力講習会（講師：埼玉県警、川越警察署）を実施した。

・工事安全協議会で「関東地方整備局発注者綱紀保持規程」を周知し、

協力を依頼した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

9 荒川下流河川事務所 85/85 100% 【第１四半期】

86/86 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

85/85 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

86/86 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。
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【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

10 京浜河川事務所 114/114 100% 【第１四半期】

113/113 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

113/113 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

113/113 100% ・情報セキュリティー講習会（講師：関東管区警察局 神奈川県情報通信

部）を実施した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

11 利根川水系砂防事務所 47/47 100% 【第１四半期】

48/48 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

48/48 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

48/48 100% ・事務所長が期間業務職員を対象に、コンプライアンス関係を含む講話

を行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

12 日光砂防事務所 29/29 100% 【第１四半期】

29/29 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

29/29 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

29/29 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・全職員に倫理カード、コンプライアンスカードを配付した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。
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・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

13 富士川砂防事務所 32/32 100% 【第１四半期】

31/31 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

31/31 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

31/31 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・工事安全協議会で事務所のコンプライアンスの取組を紹介し、協力を

要請した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

14 八ツ場ダム工事事務所 82/82 100% 【第１四半期】

82/82 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

81/81 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

80/80 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・文書管理担当者対象の講習会を実施した。

15 利根川ダム統合管理事 46/46 100% 【第１四半期】

務所 46/46 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

46/46 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

46/46 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内講習会を開催し、コンプライアンス DVD 「あなたとあなたの大切な
人を守るコンプライアンス」を上映するなどした。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内講習会を開催し、コンプライアンス DVDを上映するなどした。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。
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・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内講習会を開催し、コンプライアンス DVDを上映するなどした。

16 鬼怒川ダム統合管理事 36/36 100% 【第１四半期】

務所 36/36 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

36/36 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

36/36 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・工事等安全協議会でコンプライアンスについて説明した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

17 相模川水系広域ダム管 16/16 100% 【第１四半期】

理事務所 16/16 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

16/16 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

16/16 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

18 二瀬ダム管理所 9/9 100% 【第１四半期】

9/9 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

9/9 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

9/9 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

19 品木ダム水質管理所 10/10 100% 【第１四半期】

10/10 100% ※コンプライアンス推進本部の設置なし

41



- 7 -

10/10 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

10/10 100%
【第２四半期】

※コンプライアンス推進本部の設置なし

・全職員を対象に管理所長が訓示を行った。

【第３四半期】

※コンプライアンス推進本部の設置なし

・全職員を対象に管理所長が訓示を行った。

【第４四半期】

※コンプライアンス推進本部の設置なし

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

20 東京国道事務所 139/139 100% 【第１四半期】

139/139 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

139/139 100%
139/139 100% 【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・工事安全協議会でコンプライアンス等について説明した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（幹部職員は Web 会議利
用）

・工事安全協議会で国家公務員倫理週間について説明した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議（WEB会議を利用）を実施した。
・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材、期間業

務職員を含む全職員用）

21 相武国道事務所 91/91 100% 【第１四半期】

91/91 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

91/91 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

91/91 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・ハラスメントの防止講習（講師：東京法務局八王子支局、人権擁護委

員）を開催した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

22 首都国道事務所 63/63 100% 【第１四半期】

63/63 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。
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63/63 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

63/63 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

23 川崎国道事務所 35/35 100% 【第１四半期】

35/35 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

35/35 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

34/34 100% ・コンプライアンス DVD 「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライア
ンス」「破滅への道程」を視聴した。

・発注者綱紀保持講習を実施し、事務所長が講義を行った。

・所内事業説明会で事務所長がコンプライアンスに関する講話を行っ

た。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・ハラスメント防止所内講習会を実施し、事務所長が講義を行った。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・工事安全協議会で、国家公務員倫理法・倫理規程及びコンプライアン

スについて説明し、協力を依頼した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

24 横浜国道事務所 160/160 100% 【第１四半期】

158/158 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

157/157 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

155/155 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。
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25 大宮国道事務所 98/98 100% 【第１四半期】

96/96 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

97/97 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

98/98 100% ・転入者等にコンプライアンスカード、コンプライアンス事例集（携帯版）

等を配付した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・来庁者対応用オープンスペースを拡充した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

26 北首都国道事務所 50/50 100% 【第１四半期】

50/50 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

51/51 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

51/51 100% ・幹部会で、事務所独自素材を使用し、コンプライアンスに関する説明を

行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で、事務所独自素材を使用し、コンプライアンスに関する説明を

行った。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で、事務所独自素材を使用し、コンプライアンスに関する説明を

行った。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で、事務所独自素材を使用し、コンプライアンスに関する説明を

行った。

27 千葉国道事務所 113/113 100% 【第１四半期】

113/113 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

114/114 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

113/113 100% ・事務所独自の行動基準（千葉国道クレド）を定め、職員に周知徹底を

図っている。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】
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・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

28 常総国道事務所 47/47 100% 【第１四半期】

47/47 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

48/48 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

46/46 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

29 宇都宮国道事務所 73/73 100% 【第１四半期】

73/73 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

73/73 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

73/73 100% ・工事安全協議会において、整備局における発注事務に係る綱紀保持

の取組を紹介し、協力を要請した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・人権啓発研修会（講師：宇都宮地方法務局人権擁護委員会）を開催し

た。

・工事安全協議会において、整備局における発注事務に係る綱紀保持

の取組を紹介し、協力を要請した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

30 長野国道事務所 114/114 100% 【第１四半期】

113/113 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

112/112 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

112/112 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第３四半期】
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・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

31 東京外かく環状国道事 74/74 100% 【第１四半期】

務所 74/74 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

74/74 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

74/74 100% ・コンプライアンス・ミーティング題材を使用して、事務所長が若手職員と

意見交換を行った。

・コンプライアンス DVD 「破滅への道程」「組織と個人を守る！階層別コ
ンプライアンス公務員編」を視聴会を実施した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・コンプライアンス・ミーティング題材を使用して、事務所長が若手職員と

意見交換を行った。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・コンプライアンス・ミーティング題材を使用して、事務所長が若手職員と

意見交換を行った。

・不当要求防止責任者講習会（講師：暴力団追放運動推進都民センタ

ー）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

32 常陸河川国道事務所 128/128 100% 【第１四半期】

129/129 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

127/127 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

127/127 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

33 高崎河川国道事務所 110/110 100% 【第１四半期】

110/110 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

110/110 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

110/110 100%
【第２四半期】
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・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・不当要求防止講習会（講師：群馬弁護士会）を実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

34 甲府河川国道事務所 130/130 100% 【第１四半期】

130/130 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

129/129 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

126/126 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

35 関東技術事務所 53/53 100% 【第１四半期】

53/53 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

53/53 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

52/52 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

36 国営常陸海浜公園事務 10/10 100% 【第１四半期】

所 10/10 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

10/10 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

10/10 100% ・総務課長が、全職員を対象に「倫理法・倫理規程」について講義した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・総務課長が、全職員を対象に「官製談合」について講義した。
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【第３四半期】

コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・工事安全協議会で、国家公務員倫理の保持について協力を要請した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・総務課長が、全職員を対象に「服務制度と懲戒処分」について講義し

た。

37 国営昭和記念公園事務 27/27 100% 【第１四半期】

所 27/27 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

27/27 100% ・コンプライアンス推進本部会議で・コンプライアンス DVD 「あなたとあ
27/27 100% なたの大切な人を守るコンプライアンス」を上映した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所長が全職員に対し講話を行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

38 東京第一営繕事務所 16/16 100% 【第１四半期】

16/16 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

16/16 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

16/16 100% ・事務所全体会議（月２回開催）で、コンプライアンスに関する事項の周

知等を実施した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所全体会議（月２回開催）で、コンプライアンスに関する事項の周

知等を実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所全体会議（月２回開催）で、コンプライアンスに関する事項の周

知等を実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材を使用）

・事務所全体会議（月２回開催）で、コンプライアンスに関する事項の周

知等を実施した。
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39 東京第二営繕事務所 17/17 100% 【第１四半期】

17/17 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

17/17 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

16/16 100% ・所内全体会議で、事務所長がコンプライアンスに関する講話を行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（事務所独自題材も使用）

・総務課長が、公務員の不祥事（４月～１２月分）の傾向分析について説

明した。

40 甲武営繕事務所 16/16 100% 【第１四半期】

16/16 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

16/16 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

16/16 100% ・全体会議で、事務所長が講話を行った。

・全体会議で DVD 「パワハラになる時ならない時」を視聴した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・全体会議で、総務課長がコンプライアンスに関する講話を行った。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・全体会議で、事務所長・総務課長がコンプライアンスに関する講話を行

った。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・全体会議で、事務所長・総務課長がコンプライアンスに関する講話を行

った。

41 宇都宮営繕事務所 13/13 100% 【第１四半期】

13/13 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

13/13 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

13/13 100% ・全体会議で、事務所長がコンプライアンスに関する訓示を実施した。

・コンプライアンス DVD 「破滅への道程」を上映した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・工事安全協議会で、関東地方整備局のコンプライアンスの取組を紹介

し、協力を要請した。
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【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

42 横浜営繕事務所 16/16 100% 【第１四半期】

16/16 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

16/16 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

16/16 100% ・事務所長が、全職員に関東地方整備局職員行動基準について講義を

行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所長が、全職員に懲戒処分・適正な業務執行について講義を行っ

た。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所長が、全職員にコンプライアンスに関する講義を行った。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・事務所長が、全職員にコンプライアンスに関する講義を行った。

43 長野営繕事務所 12/12 100% 【第１四半期】

12/12 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

12/12 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

12/12 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

44 鹿島港湾・空港整備事 31/31 100% 【第１四半期】

務所 31/31 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

31/31 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

31/31 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。
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【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

45 千葉港湾事務所 24/24 100% 【第１四半期】

24/24 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

24/24 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

24/24 100% ・事務所長が全職員を対象に講話を行った。

・所内勉強会（情報セキュリティ、コンプライアンスほか）を実施した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内勉強会（危機管理、コンプライアンスほか）を実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内勉強会（危機管理、コンプライアンスほか）を実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内勉強会（コンプライアンスほか）を実施した。

46 京浜港湾事務所 61/61 100% 【第１四半期】

61/61 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

62/62 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

62/62 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

47 東京港湾事務所 33/33 100% 【第１四半期】

33/33 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

33/33 100% ・所内研修会において、事務所長が全職員を対象に、コンプライアンス

33/33 100% の徹底等について説明した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内コンプライアンス講習会において、事務所長が全職員に訓示した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。
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・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・所内説明会において、事務所長が全職員を対象に、コンプライアンス

の徹底等について説明した。

48 東京空港整備事務所 60/60 100% 【第１四半期】

60/60 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

61/61 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

61/61 100% ・所内コンプライアンス講習会を実施し、事務所長が講義を行った。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・所内コンプライアンス講習会を実施し、事務副所長が講義を行った。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

49 東京湾口航路事務所 17/17 100% 【第１四半期】

17/17 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

17/17 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

17/17 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

50 特定離島港湾事務所 20/20 100% 【第１四半期】

20/20 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

20/20 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

20/20 100% ・職員にコンプライアンスカードを配付した。

【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。
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【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

51 横浜港湾空港技術調査 18/18 100% 【第１四半期】

事務所 18/18 100% ・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

18/18 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

18/18 100%
【第２四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプラライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

52 本 局 925/925 100% 【通年】

924/924 100% ・コンプライアンス推進本部は毎月１回本局コンプライアンス推進本部会

923/923 100% 議を開催し、本局における取組状況を確認したほか、各事務所における

924/924 % コンプライアンス推進の取組状況の報告を受けるなどした。

・適正業務管理官及び総括調整官は、各事務所を巡回してコンプライア

ンスに関する講義を行った。

・適正業務管理官は、各所属あて毎月「公務員の不祥事等」「入札談合

に関する事案」の情報を提供した。

・適正業務管理官は、毎月コンプライアンス・メールを発行した。（主な記

事は「発注者綱紀保持マニュアル」の解説）

・適正業務管理官は、各所属あて毎四半期コンプライアンス・ミーティン

グ用の題材を提供した。

・適正業務管理官は、基幹研修等においてコンプライアンスに関する講

義を行い、職員の知識向上を図った。（一部、担当課長補佐・係長が代

理で実施）

・適正業務管理官は、コンプライアンスに関する教材ＤＶＤを貸出し、事

務所等のコンプライアンス推進の取組をサポートした。

【第１四半期】

・コンプライアンス推進本部は、６月１日から７日を「平成３０年度関東地

方整備局コンプライアンス週間」とし、本局において外部講師（公正取引

委員会）による講習会「入札談合の防止に向けて」開催したほか、事務

所等横断的なミーティング、ＣＡＴＶによる教材ＤＶＤ配信などを実施し

て、職員のコンプライアンス意識向上を図った。

【第２四半期】

・コンプライアンス推進本部は、本局において外部講師（弁護士）による

講習会「職場における著作権問題」を開催した。

・コンプライアンス推進本部は、前年度におけるコンプライアンス推進の

取組を確認・検証し、「平成２９年度関東地方整備局コンプライアンス報

告書」を作成した。また、同報告書をインターネットで公開した。

【第３四半期】

・コンプライアンス推進本部は、本局において外部講師（公務人材開発
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協会）による講習会「不祥事防止のために」を開催した。

【第４四半期】

・コンプライアンス推進本部は、本局において外部講師（弁護士）による

講習会「コンプライアンス違反を起こさないためにできること」を開催し

た。

・コンプライアンス推進本部は、コンプライアンス・アドバイザリー委員会

の審議後に、「平成３１年度関東地方整備局コンプライアンス推進計画」

を策定した。また、同推進計画をインターネットで公開した。

総務部 134/134 100% 【第１四半期】

132/132 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

133/133 100%
134/134 100% 【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

企画部 138/138 100% 【第１四半期】

137/137 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

137/137 100% ・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を配付・解説した。

137/137 100%
【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を配付・解説した。

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を配付・解説した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を配付・解説した。

建政部 97/97 100% 【第１四半期】

98/98 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

98/98 100%
98/98 100% 【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

河川部 112/112 100% 【第１四半期】

111/111 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

110/110 100%
110/110 100% 【第２四半期】
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・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

道路部 106/106 100% 【第１四半期】

107/107 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

107/107 100%
107/107 100% 【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

営繕部 154/154 100% 【第１四半期】

155/155 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

154/154 100% ・営繕部コンプライアンス情報（ VOL.21～ VOL22）を発行した。
154/154 100%

【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・営繕部コンプライアンス情報（ VOL.23～ VOL24）を発行した。

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・営繕部コンプライアンス情報（ VOL.25～ VOL27）を発行した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・営繕部コンプライアンス情報（ VOL.28～ VOL30）を発行した。

港湾空港部 141/141 100% 【第１四半期】

141/141 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

141/141 100% ・コンプライアンス DVD 「パワハラになる時ならない時」「セクハラを生ま
141/141 100% ない職場のコミュニケーション対策」を放映した。

【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

用地部 43/43 100% 【第１四半期】

43/43 100% ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

43/43 100% ・用地調査官が、幹部会で「公務員の不祥事等」「入札談合に関する事

43/43 100% 案」を紹介した。
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【第２四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第３四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。（独自題材も使用）

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

3,952/3,952 100%
全 体 3,946/3,946 100%

3,945/3,945 100%
3,936/3,936 100%

※ 参加者数は正職員の実績。

講義に直接参加できなかった職員も、所属長等がフォローアップした場合は受講したものとして扱っている。
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