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平成２８年度 関東地方整備局コンプライアンス報告書

平成 ２ ９ 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２８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２８年３月３１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２８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２８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（ H28.4.25 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（渡良瀬川河川）

(2) 平成２８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
(3) 「関東地方整備局コンプライアンス週間」の取組について

第２回推進本部会議（ H28.5.27 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（富士川砂防、東京国道）

(2) 平成２７年度第４四半期コンプライアンス実施状況について
(3) 平成２８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の変更案に
ついて
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第３回推進本部会議（ H28.6.28 ）
議事： (1) 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、宇都宮国道）

(2) 平成２７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

第４回推進本部会議（ H28.7.26 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（横浜港湾空港技術調査、千葉港

湾）

(2) 平成２７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５回推進本部会議（ H28.8.30 ）
※ 台風１０号対応のため中止

第６回推進本部会議（ H28.9.27 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（荒川上流河川、川崎国道）

(2) 平成２８年度第１四半期コンプライアンス実施状況について

第７回推進本部会議（ H28.10.25 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（関東技術、特定離島港湾）

(2) 平成２８年度第２回本局コンプライアンス講習会の実施報告
(3) 平成２８年度事務所巡回コンプライアンス講習会実施状況の中間報告
(4) 中部地方整備局における収賄事件に関する情報提供

第８回推進本部会議（ H28.11.29 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（京浜河川、甲武営繕）

(2) 平成２８年度第２四半期コンプライアンス実施状況について

第９回推進本部会議（ H28.12.20 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（常総国道、横浜営繕）

(2) 平成２９年度コンプライアンス推進計画の素案について

第１０回推進本部会議（ H29.1.31 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（常陸河川国道、相模川水系広域

ダム管理）

(2) 平成２８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) 平成２９年度コンプライアンス推進計画（案）について

第 11回推進本部会議（ H29.2.28 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（品木ダム水質管理）

(2) 平成２８年度第３四半期コンプライアンス実施状況について
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第 12回推進本部会議（ H29.3.28 ）
議事： (1) 事務所における具体的措置等の状況報告（江戸川河川、大宮国道）

(2) 平成２８年度コンプライアンス推進計画の決定について
(3) 平成２９年度コンプライアンスの具体的な取組工程（案）について
(4) 平成２９年度コンプライアンス推進本部開催予定等について

【アドバイザリー委員会開催状況】

◇委員の構成（五十音順、敬称略、平成２８年度末現在）

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・米津総合法律事務所）

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 ：鈴木孝之 白鴎大学法科大学院 教授

第１回委員会（ H28.7.4～ 7.14 各委員に個別に資料提示・説明）

出席者：池田委員長、大野委員、赤松委員、岡本委員、鈴木委員

議事 ：平成２７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（ H28.3.9 14:00～ 15:35 関東地方整備局１４階災害対策本部室）

出席者：池田委員長、赤松委員、大野委員、岡本委員、鈴木委員

議事 ：(1) 平成２８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（中間報告）

(2) 平成２９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

【推進本部の開催風景】 【アドバイザリー委員会の開催風景】
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３．推進施策と取組状況 ※実線枠内は推進計画の記述

(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、職員に対してコンプライアンス推進の強い意識を

不断に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、職員に倫理保持や官製

談合防止の重要性について指導・注意喚起し、自らコンプライアンス推進の強い意識について

表明することにより、職員の意識向上・意識改革に努めていた。

関東地方整備局コンプライアンス推進本部員は、平成２７年度に引き続き、事務所等の現場

視察の際に、可能な限り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行った。

また、本局コンプライアンス講習会において「法令遵守メッセージ」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。

☞ 別紙１ 「第１回本局（さいたま庁舎）コンプライアンス講習会について（実施報告）」

別紙２ 「本局（横浜庁舎）コンプライアンス講習会について（実施結果報告）」

(1)－①－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、あら

ゆる場を通じて、あらためて周知徹底。

〔取組状況〕

適正業務管理官は、平成２７年度からコンプライアンス・ミーティング題材として「発注者綱紀

保持」「倫理・服務」「情報セキュリティ」に関する設問・回答を、四半期毎に各所属に提供してき

たが、平成２８年度から「危機管理意識醸成」に関する題材を追加した。

また、適正業務管理官又は総括調整官は、各事務所を巡回して開催するコンプライアンス講

習会において、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。

☞ 別紙３ 「事務所巡回コンプライアンス講習会実施状況」
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(1)－①－ⅲ) 不当な働きかけに対する報告の徹底
職員に対し、講習会等を通じて、平成 26 年 3 月に改正された発注者綱紀保持規程（関

東地方整備局訓令第１１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、事業者等から不当な働きかけを受け

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、適正業務管理

官又は総括調整官が各事務所を巡回して実施したコンプライアンスに関する講義で詳しく解説し

たほか、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・ミーティング題材に取り入れ

るなどして周知を図った。

なお、平成２８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。

(1) 職員の意識改革

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〕

発注者綱紀保持の重要性については、担当課長会議や、講習会・研修における講義におい

て、国、地方公共団体の近々の事案を紹介し、要因・背景の分析、人事上の処分、調査報告書

に基づく再発防止対策等を分かりやすく説明して、職員の意識向上や事案の風化防止を図っ

た。

☞ 別紙３ 「事務所巡回コンプライアンス講習会実施状況」

別紙４ 「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」

(1)－②－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

との意見交換の際等においても周知する。
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※

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

せてその旨を公表

〔取組状況〕

平成２９・３０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、建設業団体等との意見交換会においても同様の文書により周知した。

(1) 職員の意識改革
③ 新たな取組等

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が、職員のコンプライアンス意識を

更に高めるため、 6月 1日から 6月 7日までの一週間を「関東地方整備局コンプライアン
ス週間」として継続実施し、各種取組を実施する。

〔取組状況〕

適正業務管理官は、関東地方整備局コンプライアンス週間の実施について、通達を発出する

だけでなく、事前に全職員に「コンプライアンス・メール」を配信することにより、本週間の趣旨や

具体的な取組内容の周知徹底を図った。

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、発注者綱紀保持セルフチェックシート活用などの取組を実施した。

☞ 別紙５ 「関東地方整備局コンプライアンス週間（実施報告）」

(1)－③－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、階層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、適正業務管理官は、関係部署との協力の下、すべての事務所等において、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等では、コンプライアンスに

関する講義を継続的に取り入れた。



- 7 -

講義にはその時期に発生した不祥事事案など、近々の題材を取り入れることにより受講者の

興味を引くよう考慮した。

また、適正業務管理官又は総括調整官が、５２事務所を巡回して講習及び意見交換を行っ

た。

☞ 別紙３ 「事務所巡回コンプライアンス講習会実施状況」

☞ 別紙４ 「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」

(1)－③－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〕

コンプライアンス週間において「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～」と題して、公正取引委員会から講師を招き、６月１日及び６月３日の計２回、講習会

を実施した。さらに１月１３日に同様の講習会を実施した。

なお、講習会場に来ることができない職員のために、講義の生配信（さいたま庁舎、横浜庁

舎、各事務所）を実施した。

また、本局では１０月５日に関東管区警察局から講師を招き「情報セキュリティ」に関する講習

会、２月２４日には関東地方整備局発注者綱紀保持担当弁護士を講師に招き「コンプライアンス

違反を起こさないためにできること」と題した講習会を実施した。

☞ 別紙５ 「関東地方整備局コンプライアンス週間（実施報告）」

☞ 別紙６ 「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）」

(1)－③－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、階層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 DVD についても引き続き、

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〕

平成２８年度は各事務所の取組支援、マンネリ化防止対策として以下の取組を実施した。

１）「公務員の不祥事事案」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回各所属に配信した。

２）資料ＤＶＤの貸出等

コンプライアンスに関するＤＶＤを６タイトル整備し、適正業務管理官による事務所講習
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会での講義で使用したり、関東地方整備局コンプライアンス週間に全所属で視聴できるよ

うＣＡＴＶで配信した。また、所内講習会やミーティングでの使用を希望する所属に貸し出

し、延べ１１所属（延べ２０回）が利用した。

３）コンプライアンス・ミーティングの題材提供

適正業務管理官室が、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

各所属にメールで配信した。

①発注者綱紀保持

「不当な働きかけ、請負業者との対応」「入札ミスへの対応」など

②倫理・服務

「公印の不正使用」「公務の信用と職員の非行」など

③情報セキュリティ

「Ｗｅｂサイト閲覧」「パスワードの管理」など

④危機管理意識醸成

「情報の伝達ミスを防ぐ」「窓口対応」など

４）各所属の取組状況の情報共有

適正業務管理官が、各事務所等の取組状況を取りまとめ、その中から他事務所の参考

になると思われる事例をピックアップし、四半期毎に全事務所等に周知した。

(1)－③－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。）の育成を図る。

平成 28 年度は、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ことにより、人材育成を図る。

〔取組状況〕

平成２８年度は、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４名（事務官２、技官２）派遣してインストラクター要員の育成を図った。

インストラクターの任命や研修等における活用については、他の地方整備局の動向を見つ

つ、検討を続ける予定である。

(1) 職員の意識改革
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 28年度コン



- 9 -

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 1回以上、コンプライアンスに関する講
習会等※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。

※

各所属においては、所内会議、打合せ等の機会を通じて、所属内ミーティングを「業務の一環」として

「定期的に」取り入れ、「公務員の不祥事等」や「コンプライアンス・メール」等の事例をもとに意見交換

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・ミーティングの継続実施（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）、公務員の不祥事事例（毎月配信）の情報発信

☞ 別紙１～６

各事務所では、事務所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、個別に取組を行っている。

各所属等でコンプライアンス・ミーティングを実施しているほか、事務所独自で講習会を実施し

たり、本局コンプライアンス講習会に職員を派遣するなどしている。

☞ 別紙７ 「平成２８年度 所属毎の取組」

(2) 業務運営の見直し

① 情報セキュリティの徹底

ⅰ) 文書情報及び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。

さらに、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。
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〔取組状況〕

平成２８年度は情報セキュリティに関して以下の取組を実施した。

１０月：イントラネットに「情報セキュリティ小冊子（Ｈ２８版）」を掲載することにより職員への周

知を図った。

１０月～１１月：実際にあった不審メールを模したメールを実際に各職員に送付する「標的型メ

ール攻撃訓練」を実施し、実践的な不審メールに対する対応能力の向上を図った。

１２月下旬～翌１月下旬：例年実施している「情報セキュリティ自己点検及び監査」を実施し、

職員の意識向上を図った。

また、「関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書」を改定し、施設整備等の物理

的対策及び入退管理により安全性を確保する要管理対策区域を設置して、より厳格な情報の管

理を実行することとしたほか、外部電磁的記録媒体（ＵＳＢメモリ等）の接続制限を開始して、情

報漏えい・ウイルス感染の防止対策を強化するなどの対策を行った。

(2)－①－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を徹

底する。

〔取組状況〕

情報管理等の重要性や厳格な管理については、発注者綱紀保持担当者が副所長会議や研

修において引き続き周知し、職員への周知徹底を図った。

また、本局及び各事務所ともに発注者綱紀保持規程第５条第３項に基づき、「発注事務に関

する情報の管理状況報告書」を作成し、発注事務に関する情報漏えいの事実がなかったこと、

情報管理の状況などについて情報管理総括責任者に報告した。

(2)－①－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、講習会や研修等を通じて引き

続き周知徹底する｡

メール送信時におけるメールアドレス等個人情報を適正に送信するため、メール送信

先アドレスのチェックが可能なメール誤送信対策ソフトを平成 25 年度から導入している
が、平成 27年 12月 28日より、送信メール保留機能、添付ファイル自動暗号化機能及
び外部送信先が多い場合に、宛先を Bcc へ自動変換する一斉配信対策機能を有した
メールシステム（本省システムと同等機能）に変更した。引き続き、情報保護の徹底を

図るものとする。

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
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底について（再周知）」(平成 27年 7月 17日 総務部・企画部通知）において改めて周

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〕

推進計画にもとづき個人情報保護の徹底に取り組み、平成２８年５月２６日付けで本局総務課

長から各所属あてに「個人情報の適切な管理運用の徹底について（再周知）」を発出するなどし

た。

また、用地業務では、地権者等のマイナンバーや、印鑑証明書等の非常に重要な個人情報

書類を取り扱うことがあるため、以下のとおり、厳正かつ適正に取り扱うよう取組を行っている。

○高度地権者情報書類（印鑑証明書等の各種証明書類、契約関係書類、相続書類等）

平成２８年３月に「高度地権者情報書類管理票」を作成することを定めた通知「個人情報

の適正な取扱いの周知徹底について」を事務所に発出している。

平成２８年度も、事務所用地担当者の全体会議等で周知徹底した。

○特定個人情報等（マイナンバー）について

平成２８年１月から実施されているマイナンバー制度において、用地取得においては、事

務所が税務署に提出する書類のうち支払い調書に税務署からマイナンバーの記載を求めら

れている。

平成２７年１２月以降、各種通知、説明会を開催し、地権者等から取得したマイナンバーを

紛失・漏洩することがないように周知徹底している。

平成２８年度も、イントラや事務所用地担当者の全体会議等で周知徹底した。

(2)業務運営の見直し
② 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をリンクさせ、適切に公

表を行った。

(3) コンプライアンス・リスクマネジメント
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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２８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ったが、特段の問題は生じていなか

った。

(4) 職場の環境づくり
① 執務環境の保持

平成 28 年度においても、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

するとともに副所長室の大部屋化又は相部屋化

〔取組状況〕

平成２８年度において、すべての対象事務所の副所長室の大部屋化または相部屋化が完了

した。

大部屋化または相部屋化により、副所長が事業者と１対１で対応することがなくなったのはも

ちろん、副所長間の情報共有が図りやすくなったなどの副次的効果も認められた。

なお、人事等の情報漏洩に注意しなければならない作業を別室で行わなければならないな

ど、若干の不便はあるが、特に業務に支障は生じていない。

４．取組に対する評価

（１） 「職員の意識改革」について

① 職員のコンプライアンスに対する意識の改革

各所属におけるコンプライアンスの取組状況については、四半期毎に報告を求めてい

る。各所属とも組織トップのコンプライアンス推進に対する意識の表明はもとより、「関東地

方整備局職員行動基準」、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に

ついて、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

会等を通じて周知徹底が図られていた。

今後もこれらの取組を継続していくことが重要である。

② 発注者綱紀保持の徹底

職員に対する取組としては、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

会を継続実施している。更に受講者を増加させるため、講義を実施する研修を見直すなど

の取組も必要であると考える。

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

き実施している。平成２８年度は、平成２９・３０年度を有効期間とする建設工事及び測量・

建設コンサルタント等業務の一般競争参加資格審査が実施されたため、有資格業者へ認



- 13 -

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、広く周知することが

できた。

いずれの取組も、当整備局管内において法令違反事案が発生していないことから、一定

の成果が上がっているものと考えている。

③ 新たな取組等

ⅰ） 「関東地方整備局コンプライアンス週間」の継続実施

コンプライアンス週間については、昨年度実施時のアンケート結果に基づき、実施時期を

６月当初に変更した。職員からは、コンプライアンスを普段以上に意識する契機として有効

な取組であると好評を得ている。また、第１四半期に実施することで、４月期に異動した職員

に対して早期に意識付けすることができたと評価している。

ⅱ） 内部講師によるコンプライアンス講義の実施

内部講師によるコンプライアンス講義については、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を計画どおり実施して、「不当な働きかけ」への対応

や、事業者との接触ルール等について周知した。

受講者から、毎年度適正業務管理官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との評価を得たため、今後も取組を継続する予定であ

る。

ⅲ） 外部講師によるコンプライアンス講習会の実施

外部講師によるコンプライアンス講習会についても、計画どおりに実施した。官製談合防

止（公正取引委員会）や情報セキュリティ（関東管区警察局）など専門家による講義により、

職員の意識向上に効果があったと考えている。

一方、受講者が特定の職員に偏る傾向が見られるため、より多様な職員に受講させるこ

とが今後の課題である。

ⅳ） 実践的でマンネリ化防止に資する情報等の提供

マンネリ化防止に資する情報等の提供についても、計画どおりに実施した。

適正業務管理官が定期的に題材を提供することが、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、意義のある取組であると評価している。

なお、業務の都合で参加できなかった職員に対するフォローアップも着実に実行されてい

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。今後具体的な取

組として、コンプライアンス講習会で講師を務めさせるなど、有効に活用したい。

④ 本局及び各事務所等での取組

上記「取組状況」に挙げたとおり、本局・各事務所とも計画どおりに取組を実施している。
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以上、「職員の意識改革」については、本局・事務所とも推進計画どおりコンプライアンス強化

の取組を実施し、一定の効果が上っていると評価している。

（２） 業務運営の見直し

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

に行われている。

特に用地業務に関しては、地権者等の個人情報保護について、各種通知の発出・説明

会開催により書類管理の周知徹底が図られている。

（３） コンプライアンス・リスクマネジメント

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

て特段の問題は生じていないが、引き続き発注事務担当職員等と連携してモニタリングを

行って検証し、適切な接触・対応ルールについて検討を行っていくことが重要であると考え

る。

（４） 職場の環境づくり

副所長室の大部屋化又は相部屋化については、平成２５年度から継続して取り組んでき

たところであるが、平成２８年度にすべての事務所で対応が完了した。今後は、執務環境整

備の趣旨を事務所巡回コンプライアンス講習会で繰り返し周知していく必要があると考え

る。

（５）取組状況全般について

平成２８年度推進計画に基づく、コンプライアンス推進の取組各項目に対する評価は上

記のとおりである。総じて当初計画どおりに進めることができたと考えている。

今後も時間の経過とともにコンプライアンスに対する意識が薄れないよう、工夫しながら

各種取組を継続していくものとする。

以上























5 23 28 5 24
5 23 49



PC



























- 1 -

4
3
2
1

1

2
DVD

3

4

28

DVD

5

6

UAV
AED

7

8



- 2 -

i-construction

9

10

11

12

DVD

13

14

15



- 3 -

16

17

18

19

20

21

DVD

TEC-FORCE

22

4

23



- 4 -

24

25

26

27

28

29

30 DVD

31

32



- 5 -

33

34

35

36

37

38

39
DVD

DVD

40

41

DVD



- 6 -

42

43

44

45

46

47

48

49

50



- 7 -

51

DVD

52

53
27

29
2



- 8 -

6 1




