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令和元年度 関東地方整備局コンプライアンス報告書

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ８ 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３１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３１年３月２９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、令和元年度における、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。

令和元年度においては、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（ ）H31.4.23

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（利根川上流河川事務所、相武国1

道事務所）

( ) 平成３１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３１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（ ）R1.5.28

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（江戸川河川事務所、京浜港湾事1

務所）

( ) 平成３０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（ ）R1.6.25

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（相模川水系広域ダム管理事務1

所、東京第二営繕事務所）

( ) 平成３０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（ ）R1.7.30

議事： ( )事務所における具体的措置状況当の報告（下館河川事務所）1

( )平成３０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2

第５回推進本部会議（ ）R1.8.27

( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（八ッ場ダム工事事務所、宇都宮1

国道事務所）

( ) 令和元年度コンプライアンス週間の実施結果について2

第６回推進本部会議（ ）R1.9.24

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

( ) 令和元年度第１四半期コンプライアンス実施状況について2

第７回推進本部会議（ ）R1.10.29

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（渡良瀬川河川事務所、東京外か1

く環状国道事務所）

( ) 令和元年度第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

第８回推進本部会議（ ）R1.11.26

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（霞ヶ浦導水工事事務所）1

( ) 令和元年度第２四半期コンプライアンス実施状況について2

第９回推進本部会議（ ）R1.12.17

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（利根川水系砂防事務所、高崎河1

川国道事務所）

( ) 令和２年度コンプライアンス推進計画（素案）について2

第１０回推進本部会議（ ）R2.1.28

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（鬼怒川ダム統合管理事務所、長1

野営繕事務所）

( ) 令和元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2

第１１回推進本部会議（ ）R2.2.25

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（品木ダム水質管理所、横浜国道1

事務所）
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( ) 令和元年度第３四半期コンプライアンス実施状況について2

( ) 令和２年度コンプライアンス推進計画（案）について3

( ) 令和元年度第２回コンプライアンス・アドバイザリー委員会について4

第１２回推進本部会議（ ）R2.3.24

議事： ( ) 事務所における具体的措置等の状況報告（関東道路メンテナンスセンター、1

国営昭和記念公園事務所）

( ) 令和元年度第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）につ2

いて

( ) 令和２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

( ) 令和２年度コンプライアンス推進本部開催予定等について4

【アドバイザリー委員会開催状況】

（五十音順、敬称略、令和元年度末現在）◇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）R1.7.1 7.19

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報告書（案）について

第２回委員会（ ～ 各委員に個別に資料提示・説明）R2.1.29 2.7

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： ( ) 令和元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）

( ) 令和２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

※枠内は コンプライアンス推進計画の施策３．推進施策の取組状況と評価 H31

（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。
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〔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港政調整官は、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

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港政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

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11

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
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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・実務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、令和元年度において「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】＜① 職員のコンプライアンスに対する意識の改革＞

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、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、前年度に引き続き、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、今後も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・実務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港政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港政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
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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( WTO

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】＜② 発注者綱紀保持の徹底＞

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6 1 6 7

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〕

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
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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、平成２９年度以降昨年

度まで好評であることから、令和元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（Ｈ２８～Ｈ３１集計結果）

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）

【評価】＜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５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 の貸し出しが前年度同様に、週間の前後に増えたことも、職員に週間が定着してきたもDVD

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

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

幹研修及び実務研修において、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実務研修において、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港政調整官が、各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）

【評価】＜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港政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



- 8 -

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

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（第３四半期は災害対応により中止）

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 年度及び平成 年度の講習会アンケートで好評なことを踏ま29 30

え、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、総務省関東管区行政評価局（情報セキュリティ）から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、昨年度に引き続き、全ての講習会について

で全事務所に配信した。講習会の資料及び講師の了解を得た映像について、昨年度同CCTV

様にイントラにアップし、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、受講した

職員も、後日講習内容を確認できるようにした。

●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 「コンプライアンス違反を起こさないためにできること－国家公務員の秘密漏示

と個人のプライヴァシー－」

講師 弁護士

●第４四半期

テーマ 「情報セキュリティの基礎知識 ～手口と対策～」

講師 総務省関東管区行政評価局

☞ 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）

【評価】＜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、総務省関東管区行政評価局（情報セキュリティ）から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。



- 9 -

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、講習会の内容を全CCTV

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

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DVD

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〕

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

昨年度に引き続き、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を行

った。特にコンプライ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。

【第１四半期】

発注事務に関する情報の適切な管理・

利害関係者との飲食・

【第２四半期】

不審なメールの取扱い・

外部電磁的記録媒体（ＵＳＢメモリ等）の取扱い・

（期間業務職員用）

・私的な関係

【第３四半期】

入札参加者についての情報漏洩要求・不当な働きかけ－

・飲酒運転
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【第４四半期】

不当な働きかけ？ － 職員同士の場合・

・業務委託従事者の車両

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、昨年度からイントラでの動画配信を開始し、今年度も引き続き、動画配信を行った。

【評価】＜ⅳ） 実践的でマンネリ化防止に資する情報等の提供＞

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（以下「コンプライアンス・インストラクター」という。）を養成

するため、候補者を積極的に外部の講習会等に参加させる。

講習会受講など一定の要件を満たした職員をコンプライアンス・インストラクターに

任命するための基準を作成する。

〔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、事務所副所長等を６名

（事務官３、技官３）派遣してインストラクター要員の育成を図った。

【評価】＜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については、効果的な活用方法の検討が必要である。

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３１年度コ

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。

全職員を各四半期毎に１回以上、コンプライアンスに関する講習会等（研修におけるコ

ンプライアンス講義、コンプライアンス・ミーティング含む）に参加させることとし、特に入札
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契約事務のコンプライアンスに関する講習会等は年１回以上受講させるものとする。

やむをえず参加できない者に対しては所属長等が内容説明を個別に行う等、フォロー

アップを実施する。適正業務管理官は、本局主催講習会のテキストをイントラネットに掲

載するほか、講義状況を録画したＤＶＤを貸し出すなど、フォローアップをサポートする。

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」等を提供することとし、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港政調整官）

３）本局コンプライアンス講習会（３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１～９

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１０ 令和元年度 各所属の取組・参考事例

別紙１１ 令和元年度 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、ほぼ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スに対す1

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

① 行政文書の適正な管理の徹底

職員が「公文書等の管理に関する法律」及び「国土交通省行政文書管理規則」に基

づき、電子文書の保存をはじめとする文書管理を適切に実施するよう徹底を図る。

具体には、文書管理者が定める「保存期間表」「紙文書・電子文書の保存等」の確認・

整理と、「共有フォルダ」へのデータ保存を徹底させる。

また、公文書に関するコンプライアンス意識改革を促す取組の推進を図るため、

職員一人ひとりに働きかける取組（研修実施等）を充実強化する。

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
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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、事務系職員研修等、また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。

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29 5 30

にお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28 12 26

研修等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28 5 26

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
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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、総務課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、官携帯電話の厳格な管理徹底についての事務連絡を発出するなど計７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】＜（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
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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、令和元年度の一般監査

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

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「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。

また、ハラスメント防止月間において、各所属から一般職員（期間業務職員を含む）に対し、
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セクハラ・マタハラ等防止講習会」を適宜実施した。「

【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。

③ 外部報告窓口の拡充

職員からの発注者綱紀保持に関する報告を受け付けるため弁護士に委託している

外部窓口で、法令違反と思料される行為やハラスメントに関する報告も受け付けるよう

にする。

〔取組状況〕

外部窓口弁護士の委嘱内容を変更し、報告様式を追加することで、法令違反と思料される行

為やハラスメントに関する報告も、外部窓口により受付けができるようにした。

４．取組状況全般の評価

令和元年度の推進計画に基づく、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



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 R1.9.10 東京第一営繕事務所 全職員 12 適正業務管理官

2 R1.9.24 霞ヶ浦河川事務所 全職員 21 適正業務管理官

3 R1.9.25 利根川下流河川事務所 全職員 27 適正業務管理官

4 R1.9.26 昭和記念公園事務所 全職員 11 適正業務管理官

5 R1.9.26 甲武営繕事務所 全職員 10 適正業務管理官

6 R1.10.3 相武国道事務所 全職員 29 適正業務管理官

7 R1.10.3 相模川水系広域ダム管理事務所 全職員 12 適正業務管理官

8 R1.10.4 二瀬ダム管理事務所 全職員 7 適正業務管理官

9 R1.10.8 霞ヶ浦導水工事事務所 全職員 27 適正業務管理官

10 R1.10.8 常総国道事務所 全職員 29 適正業務管理官

11 R1.10.9 日光砂防事務所 全職員 17 適正業務管理官

12 R1.10.10 常陸海浜公園事務所 全職員 10 適正業務管理官

13 R1.11.5 宇都宮国道事務所 幹部職員 20 適正業務管理官

14 R1.11.7 川崎国道事務所 全職員 18 適正業務管理官

15 R1.11.7 東京外かく環状国道事務所 全職員 16 適正業務管理官

16 R1.11.11 東京第二営繕事務所 全職員 14 適正業務管理官

17 R1.11.12 大宮国道事務所 全職員 15 適正業務管理官

18 R1.11.19 横浜営繕事務所 全職員 14 適正業務管理官

19 R1.11.19 横浜国道事務所 幹部職員 22 適正業務管理官

20 R1.11.20 北首都国道事務所 全職員 13 適正業務管理官

21 R1.11.26 東京国道事務所 全職員 14 適正業務管理官

22 R1.11.27 長野営繕事務所 全職員 11 適正業務管理官

23 R1.11.28 関東技術事務所 全職員 22 適正業務管理官

24 R1.11.29 甲府河川国道事務所 全職員 18 適正業務管理官

25 R1.11.29 富士川砂防事務所 全職員 8 適正業務管理官

26 R1.12.12 渡良瀬川河川事務所 全職員 29 適正業務管理官

27 R1.12.16 鬼怒川ダム統合管理事務所 全職員 29 適正業務管理官

28 R1.12.19 八ッ場ダム工事事務所 全職員 22 適正業務管理官

29 R1.12.20 品木ダム水質管理所 全職員 7 適正業務管理官

30 R1.12.20 利根川ダム統合管理事務所 全職員 8 適正業務管理官

31 R2.1.8 利根川上流河川事務所 全職員 40 適正業務管理官

32 R2.1.14 江戸川河川事務所 全職員 22 適正業務管理官

33 R2.1.15 下館河川事務所 全職員 23 適正業務管理官

34 R2.1.16 宇都宮営繕事務所 全職員 7 適正業務管理官

35 R2.1.21 首都国道事務所 全職員 23 適正業務管理官

36 R2.1.29 荒川下流河川事務所 全職員 24 適正業務管理官

37 R2.1.30 千葉国道事務所 全職員 22 適正業務管理官

38 R2.1.31 長野国道事務所 全職員 30 適正業務管理官

39 R2.2.4 関東道路メンテナンスセンター 全職員 10 適正業務管理官

令和元年度　適正業務管理官又は港政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



No. 実施日 実施事務所等 対象者 参加人数 実施者（講師） 備考

令和元年度　適正業務管理官又は港政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

40 R2.2.6 特定離島港湾事務所 全職員 18 港政調整官

41 R2.2.7 東京空港整備事務所 全職員 35 港政調整官

42 R2.2.12 京浜河川事務所 全職員 35 適正業務管理官

43 R2.2.13 高崎河川国道事務所 全職員 24 適正業務管理官

44 R2.2.14 東京湾口航路事務所 全職員 12 港政調整官

45 R2.2.17 京浜港湾事務所 全職員 18 港政調整官

46 R2.2.17 東京港湾事務所 全職員 27 港政調整官

47 R2.2.18 千葉港湾事務所 全職員 12 港政調整官

48 R2.2.18 横浜港湾空港技術調査事務所 全職員 14 港政調整官

49 R2.2.19 鹿島港湾・空港整備事務所 全職員 29 港政調整官

計 937

※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） 備考

1 H31.4.19 用地担当管理者会議 担当職員 83 適正業務管理官

2 H31.4.24 副所長・総務課長会議 担当職員 122 適正業務管理官

3 R1.5.31 経理担当課長等会議 担当職員 100 適正業務管理官

4 R2.2.21 経理担当課長等会議 担当職員 88 適正業務管理官

計 393
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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）

H31.4.2
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

H31.4.3 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） H31.4.22 コンプライアンス・綱紀保持
総務部
総務課　課長補佐

60 13

3 実践 現場係長（河川） H31.4.22 コンプライアンス・綱紀保持
総務部
総務課　課長補佐

60 15

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 97

5 基幹 建設技術（中級） R1.5.14 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 16

R1.5.29 コンプライアンス
総務部
総務課　適正業務指導係長

60

R1.5.29 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

7 専門 専門Ⅰ（用地・基礎） R1.6.13 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

50 13

8 基幹 建設技術（初級）前期 R1.6.14 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 45

9 専門 専門（道路管理） R1.6.24 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 9

10 専門 専門（河川管理） R1.7.17 コンプライアンスについて 適正業務管理官 60 15

11 専門 専門Ⅱ（用地・土地評価） R1.7.12 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 11

12 専門（会計） R1.7.17 コンプライアンス
総務部
総務課　適正業務指導係長

50 10

13 基幹 新任係長①【必修】 7/29-7/31
服務・公務員倫理・ハラスメント防止・コンプライア
ンス

東京航空局
適正業務管理官

80 21

14 基幹 新任係長②【必修】 10/7-10/9
服務・公務員倫理・ハラスメント防止・コンプライア
ンス

関東地方整備局　総務部
人事課　課長補佐

80 18

15 専門 専門（契約） R1.10.23 コンプライアンス
総務部
総務課　課長補佐

60 17

16 基幹 建設技術（係長） R1.10.25 コンプライアンス（発注者綱紀保持）
総務部
総務課　課長補佐

50 36

17 基幹 新任係長③【必修】 11/18-11/20服務・公務員倫理・コンプライアンス
関東地方整備局 総務部 港
湾空港総室 課長補佐

80 33

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

80

545１８研修　２１講義

　　　令和元年度　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

54

100

22

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

6

18

別紙２



令和元年度 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．コンプライアンス週間における講習会の実施

１．コンプライアンス週間の周知

4月26日付け「平成３１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）」（4月26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

６．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

７．コンプライアンスに関するＤＶＤの映像配信

８．コンプライアンスに関するＤＶＤの貸出

日 時：令和元年６月３日（月）～令和元年６月７日（金）
ビデオ名：「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライアンス」 毎日配信

実施期間：令和元年６月１日（土）～令和元年６月７日（金）

週間の周知以降、第１四半期において、計７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％（３，７４６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１（実施結果報告）のとおり

４．発注者綱紀保持に係る講習会の実施

別紙２（実施結果報告）のとおり

５．事務所等横断的なミーティングの実施

別紙３（実施結果報告）のとおり

別 紙 ３



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。

一方で、イベントや業務多忙と重なってしまったとの少数意見や

四半期に１度開催、期間を１ヶ月とする、期間を長めにとって各所属

でコア期間を設定するといった意見もあった。

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６１）

３．来年度以降の取組継続について

〔肯定的な意見・理由〕
• 職員のコンプライアンス意識を高め維持していくためにも継続することが大事。
• 繰り返しの取組により、習熟度も上がるものと考える。
〔改善についての意見・理由〕
• 期間を長めにして各所属で柔軟に実施できないか。
• 仕事量の削減の観点から、廃止すべきと思う。

４．その他（コンプライアンス全般について 自由記述）
• マンネリ化しても継続することが重要。

• 形骸化していると感じる部分もあり、他の取組内容を検討するべき。

• ｅラーニングやイントラ等をより活用し、取組に参加しやすくなるよう、また、事務の負担も軽減するような改善
を検討してほしい。

• 講習会等に技術系職員の参加が促進されるよう、他の会議と抱き合わせで実施する等の工夫が必要。

• 毎年同じ内容であり、週間を特別意識しないという職員も見られるので、最新の事例や身近な事例を扱う等し
て、意識してもらうことが今後の課題。

良かった点 悪かった点、改善が必要な点

パソコンへの遵守
メッセージの表示

・コンプライアンスに対する意識
も高まり、効果的である。

・当日の取組の情報提供や事例等、表示内容を変えるとより効果的では
ないか。

講習会 ・外部講師の講習会は内容が
具体的で良かった。

・映像共有システムで視聴でき
たことは有効であった。

・映像配信されない事務所があるので、環境整備や代替策が必要。
・映像配信の音が聞き取りにくい。
・年に数回開催し、全職員必須にしてはどうか。

事務所等横断的
なミーティング

・普段接することのない職員と
意見交換する機会を設けること
は有意義なこと。

・積極的に参加を希望する職員が少ないので、ランダムに指名して行う方
が良い。
・さいたまと横浜、それぞれの局で開催してもらえると良い。
・ブロック単位で開催した方が参加しやすいのでは。

セルフチェックシー
トの実施

・職員がコンプライアンスを考え
る良い機会になる。

・職員が誤りやすいポイントを共
有することができた。

・回収及び集計作業が負担。集計結果が何に利用されているのかも疑問。
・ｅラーニングによる実施を検討してはどうか。

ＤＶＤの映像配信
及び貸出

・視覚的に伝えることは効果的。

・事例紹介だと分かりやすく理
解できた。

・各事務所の会議室に集まって視聴する、回数を増やす、昼休みにも配
信する等、視聴しやすくするための工夫が必要。
・発注者綱紀保持に係る新しいＤＶＤの作成や購入を検討してはどうか。
・繰り返し見ているため、少し飽きが出てきた。


グラフ1

		





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



機密性２情報



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





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
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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．時期・期間

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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		適当。異動から１～２ヶ月と職員が職場の雰囲気に慣れてきた時期であるため、改めてのコンプライアンス意識向上に効果がある。また、１週間以上は業務上厳しいものと思われる。		1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		時期：適切
期間：妥当		1

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		妥当		1

		7		建政部 ケンセイブ

		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、実施時期は問題ないと思われるが、所属によっては概算要求の時期であり、１０月くらいに実施するのも良いのではないかとの意見もあった。
また、週間の期間が短いため、週間中に各所属でコンプライアンスミーティング等を実施することがかなり厳しいと思われる。
このことから、期間を長めにとり、コア期間を各所属で設定し、柔軟な実施が可能なようにしてはどうか。								1

		9		道路部 ドウロブ		年度当初にコンプライアンスの認識を持つことの大切さを考えると適切と考える。		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		週間の取り組み時期は、新年度体制が落ち着いた頃の６月の実施で適切と思います。また、期間も一週間で集中して取り組むため妥当と思います。		1

		11		営繕部 エイゼンブ		時期：適切
期間：妥当		1

		12		用地部 ヨウチブ																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		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンスについては、毎週の 幹部会、室内会議で常に不祥事事例の紹介等も行っており、期間は通年でよいのではと思う。
・１週間程度が妥当かと思うが、時期については、人それぞれ業務都合があると思うので一概にいつがいいとは言えない。				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		利根川上流河川事務所		設定時期、期間ともに妥当と考える		1												49		4		2		4

		15		利根川下流河川事務所		妥当と思われる。		1

		16		霞ヶ浦河川事務所		・期間は妥当
・時期は繁忙期を避けた時期に設定した方が良い。
（６月は業務が多忙）				1

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		週間の設定時期は適切と思います。
期間についても妥当を思います。		1

		18		江戸川河川事務所		適切だと思う。		1

		19		渡良瀬川河川事務所		妥当		1

		20		下館河川事務所		妥当		1

		21		荒川上流河川事務所		・設定時期　：適切と考える。
・期間の長さ：妥当と考える。		1

		22		荒川下流河川事務所		大幅な人事異動がある４月期の直近（５月期）程度で実施した方が効果があると思われる。				1

		23		京浜河川事務所		・期間の長さを月間にし、講習会の複数開催（2回→4回）など様々な取組を行っても良いという意見がありました。
・設定時期については、異動時期を避け早めの周知を考えると5月が良いとの意見がありました。								1

		24		利根川水系砂防事務所		４月期の異動が落ち着いた時期での実施となり、時期としては適切であると思います。また、期間の長さも妥当であると感じました。		1

		25		日光砂防事務所		設定時期は適切
期間の長さは妥当		1

		26		富士川砂防事務所		人事異動により発注事務に新たに携わる職員が増える４月期又は５月期の１週間程度に実施した方がよいと思われる。				1

		27		八ツ場ダム工事事務所		適当		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		相模川水系広域ダム管理事務所		妥当		1								　

		31		二瀬ダム管理所		時期、期間の長さについて、特に意見等なし。		1

		32		品木ダム水質管理所		時期及び期間は妥当と考える		1

		33		東京国道事務所		適切		1

		34		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

		35		首都国道事務所		設定時期、期間について概ね適当と考えます。		1

		36		川崎国道事務所		・時期は適切であり期間も妥当との意見が多かったが、今回は、開通イベントと時期が重なってしまったことから、日程を調整して欲しいとの意見もあった。		1

		37		横浜国道事務所		当事務所は期間中に会計検査受検があった。また、期間中に別件での局主催会議の設定もあり、調整が不十分だったのではないか。								1

		38		大宮国道事務所		・妥当		1

		39		北首都国道事務所		実施時期、期間の長さともに適切かと思います。

		40		千葉国道事務所		１週間内の作業や講習受講が集中するため、対応しづらくなっているのではないか。もう少し期間を長くしたらどうでしょうか。						1

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		多くの職員が設定時期、期間の長さともに適切だと回答している。一方、一部の職員からは、事務所の講習会や課内のコンプライアンスミーティングを複数回行ってより多くの職員の参加が望めるように、設定時期を長くした方がよいという回答があった。						1

		43		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

		44		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

		45		常陸河川国道事務所		・適切かつ妥当		1

		46		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

		47		甲府河川国道事務所		設定時期及び期間の長さともに妥当である。		1

		48		関東技術事務所		妥当 ダトウ		1

		49		国営常陸海浜公園事務所		年度当初の繁忙期を避けた上で、当該年度のなるべく早い時期に設定されており、設定時期は適切である。また、週間に対する職員のモチベーションを考慮すると、期間の長さも妥当である。		1

		50		国営昭和記念公園事務所		時期：適切
期間：妥当		1

		51		東京第一営繕事務所		妥当と思います		1

		52		東京第二営繕事務所		新年度2ヶ月経過後で異動職員も慣れた頃であり、年度内の業務を行っていく上で必要な認識を持って貰うのに適切な時期と思われる。期間も適切です。		1

		53		甲武営繕事務所		・適当である。		1

		54		宇都宮営繕事務所		時期、期間ともに妥当である。		1

		55		横浜営繕事務所		・妥当である。
・基本的には常時コンプライアンス週間である
・期間の長さは妥当
・年度明けで落ち着いた時期の実施だったので適切だと思う
・年末、年度末等の実施も必要かと考える		1

		56		長野営繕事務所		適切、妥当		1

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・設定時期、期間とも適切であった。		1

		58		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		年度計画策定、新しい体制、準備期間を踏まえ年度当初の適切な次期の開催と思われる。
集中的に取り組んでおり妥当と思われる。		1

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		・毎年６月最初の1週間というのは定着しており、職員にも十分認知されているので良い。期間も講習会や配信等連日実施されるので１週間でちょうど良い。		1

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		・四半期に１度設定してはどうか。								1

		61		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		設定時期：年度初めの１／四半期中であり、適切だと思う。
期間の長さ：妥当		1

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・設定時期と期間は適切であり、期間も妥当と考えます。
・6/6実施の講習会については、講師の都合上、日時指定となってしまうが、ビデオ上映とするなど工夫が必要と思料。		1

		63		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

		64		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

		65		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		適切である。妥当である。		1
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機密性２情報



１．時期・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．周知方法

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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		チェックシートの実施など具体的な課題があったため、所属職員の大半がコンプライアンス週間の存在を認識したように思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		幹部を通じて周知したのち、全職員へメールで周知を実施したた。メールでの周知の際には、週間忠の取組み事項についてポイントを示すなど、分りやすいように工夫したため、ある程度効果はあったと思う。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		河川部幹部会、課内会議において周知しており、各職員も十分認識している。

		9		道路部 ドウロブ		4月下旬に週間の実施について周知されるが、実施は1ヶ月以上後で、チェックシートの送付は5月下旬で、職員周知の仕方に戸惑った。

		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		今年度は周知時期が早かったこともあり、十分な周知期間が確保出来たと思います。
横浜庁舎においては、幹部等の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メールをし、二重に周知徹底を図り、本週間の取り組みについて理解して頂いたと思います。

		11		営繕部 エイゼンブ		コンプライアンスメール、幹部会での周知で徹底された。

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・パソコン立ち上げ時にメッセージが表示されたため、周知効果があった思う。
・業務に追われていつの間にか週間が終わっていた。

		14		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

		15		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、課内会議や総務課長からのメールを通して行った。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できるよう、配布をした。
例えばメンタルヘルスの取組のように、職員個人宛にチェックシートの実施メールが来ると、より効果が高まるのではないか。

		16		霞ヶ浦河川事務所		・定例会、メール、所内放送による周知がされたので効果はある。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		幹部会及び職員への周知メール送信に合わせて、パソコンへのメッセージ表示も行われているため、周知徹底は図られていると思います。

		18		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。

		19		渡良瀬川河川事務所		○パソコンへ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。
○チェックシートを実施後各職員から送付させることやコンプライアンス・ミーティング実施後に実施報告書を各所属から送付させることで一方通行ではなく双方向での情報共有ができたことは効果的だと感じた。

		20		下館河川事務所		メールやイントラ等を活用し、職員に周知徹底できていると思う。

		21		荒川上流河川事務所		・幹部会を通じて、あるいは適宜メールで職員に取組を周知しているほか、チェックシートを通じ、各自が定期的に考え、復習、振り返りを継続することで、定着、効果を発揮していくものと考える。

		22		荒川下流河川事務所		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。

		23		京浜河川事務所		ポップアップ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。

		24		利根川水系砂防事務所		所内一斉メール、拡大幹部会及び各所属の会議等において周知しており、十分な効果が得られたと感じました。

		25		日光砂防事務所		定期的に取組ことが重要

		26		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った。
発注者綱紀保持チェックシートの実施率を見る限り、一定の効果があったと思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		月初めに職員全員を対象として会議を実施しており、その際に周知できたので効果があったと思われる。

		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）からメールにより周知した。

		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		相模川水系広域ダム管理事務所		一定の効果がある。 イッテイコウカ

		31		二瀬ダム管理所		コンプライアンスミーティングは、職員からの意見（発言）　が多く出されるようになった。

		32		品木ダム水質管理所

		33		東京国道事務所		週間であることはわかったが、今年で何回目かなので新鮮みが薄れてきた。

		34		相武国道事務所		幹部会やメール、庁内放送を行い周知しており、PC起動時のポップアップもあり、充分に周知されていると思われる。

		35		首都国道事務所		幹部会、課内会議、周知メール等により周知徹底し、各職員にその効果は十分にあったと思慮します。

		36		川崎国道事務所		・周知徹底方法については、今までの周知方法で良いと思われる。
・コンプライアンスについて再認識できる機会であり、定期的に取り組むことで効果はあると思われます。

		37		横浜国道事務所		会計検査対応もあり、週間行事に十分参加できなかった部分があった。

		38		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。

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		特に講習会については、単に参加者を募る方式では多数の参加者を見込むのは限界。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		パソコンへの遵守メッセージ表示は目に入りやすく、意識の向上に役立ったと大多数の職員が高く評価していた。放送での周知の回数を増やすとよいという意見が一部あった。

		43		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。

		44		東京外かく環状国道事務所		所内幹部会において、「コンプライアンス週間」の趣旨及び実施内容について説明し、所属職員への周知を依頼した。これにより、事務所職員への周知徹底が図られた。

		45		常陸河川国道事務所		・周知方法に特に問題はない。
・コンプライアンスに対する意識向上が期待できる。

		46		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で、幹部会の都度話をし、全職員へメールで周知をした結果、チェックシートについては、全職員に実施してもらうことができた。（病気休暇者等を除く）

		47		甲府河川国道事務所		周知徹底について特に工夫は出来なかったが、近年、セクハラやパワハラの問題も含めてコンプライアンスに関する話題が大きく取り上げられることが多く、職員のコンプライアンスに対する意識は高いと感じている。

		48		関東技術事務所		週間の趣旨が理解されてきた。 シュウカンシュシリカイ

		49		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。

		50		国営昭和記念公園事務所		ＰＣ立ち上げ時の表示は必ず目にするし、コンプライアンスに対する意識も高まり、効果的だと思う。
意識付けするためにも、年複数回実施しても良いと思う。

		51		東京第一営繕事務所

		52		東京第二営繕事務所		所内全体会議とメールで全職員へ周知しているが、「毎年の」という事で皆慣れているので、反応も少ない気がする。

		53		甲武営繕事務所		・職員の「気づき」を促し、良い取り組みと思います。
・PCへのメーセージ表示は効果的である。

		54		宇都宮営繕事務所		所属職員への周知を行う際に、実施要領以外に職員周知用の文書等があると、一層効果的であると思う。

		55		横浜営繕事務所		・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。
・職員には本週間は十分に伝わっていると思う。 
・本人の自覚次第
・コンプライアンス自体の意識は各職員で保持してると思うが、その抵触の疑いのある場面で所内で相談できている環境が大切と認識している
・形骸化してきている。積極的な法令遵守の意識は弱いと思う

		56		長野営繕事務所		コンプライアンスについては繰り返し周知徹底を図っていることから、意識の醸成が図られてきていると感じる。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・当所においては全職員がセルフチェックシートを実施したことからも、適切に周知され、かつ一定の効果があったものと思われる。

		58		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		コンプライアンスの重要性及び本週間の実施は職員に浸透しており、取組みへの積極的な参加が見られた。出張、会議等の重複がなければ、ほぼ１００％の参加が見込まれていた。

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		・局内への実施連絡メール及び掲示版で事務所内も周知したので、いつ何をするか職員は認識できたと思う。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		・ＤＶＤ放映はいつでも見られるようにしてほしい。

		61		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		・コンプライアンス週間前からの課長会議や職員へのメール告知、また週間初日には取り組み意義等を放送周知した。週間中も随時、受講人数状況を周知するなどして、取り組みへの推進を促した。繰り返してアナウンスすることが、意識向上につながると思う。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・各自のPCへ取り組みの連絡が行くことや、所内行事でも放送にて参集の連絡が入るので周知方法や効果についても妥当と考えます。
・課長等会議及びメールによる総務課長からの周知並びにパソコンへのメッセージ表示、また、ＴＶ放映時における聴講への声かけなどによりしっかり周知されており、効果があると感じた。

		63		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。

		64		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。

		65		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		項目が多いため、直前に周知する事項が多く準備期間が短く感じた。
定期的に開催することで、意識することができる。



機密性２情報

機密性２情報



３．取組内容

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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コンプライアンス講習会　③発注者綱紀保持に係る講習会　④事務所等横断的なミーティング　⑤チェックシートの実施
⑥ＤＶＤの映像配信　⑦ＤＶＤの貸出 コウモクトリクミナイヨウハッチュウシャコウキホジカカコウシュウカイ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）
・コンプライアンス講習会の冒頭にコンプライアンス推進本部員からの法令遵守メッセージを聞くこと（講習会の目的や職員への意識付け）

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		チェックシートやミーティングにおいて、大方の職員にコンプライアンスに関わる情報が概ね浸透していることが確認できた。				コンプライアンス週間には取組が複数あったが、同じ週に開催される講習会とミーティングを混同している職員が見られた。
短い期間に取組が集中していると、一つ一つの取組の存在を認識できない職員もいると思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		意識向上に資する

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		・ＰＣ立ち上げ時の表示は意識的に有効である。				・セルフチェックシートの回収及び集計作業が負担。
　e-ラーニングによる実施を検討してはどうか。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は効果があると思われる。
また、チェックシートの実施については、各職員の意識を高める良い機会であった。		チェックシート実施については、職員の意識改善を目的としているものであり、回答を収集し正解率を算出するということについては、あまり意味をなさないと思われるので、実施人数のみの報告とするべきではないかと思われる。		映像配信について業務の合間等、個人の業務が集中していない時間等に視聴可能なら視聴する機会が増えるのではないか（時間指定ではなくいつでも視聴が可能等）。

		9		道路部 ドウロブ		・パソコンへの遵守メッセージ表示は、認識が高まり良い。
・コンプライアンス講習会の内容は、初めて聞いたので良かった。		・横断ミーティングは事務所の職員を集めてやることは、事務所の職員が来局するのも大変と思う。
・チェックシートの実施は良いことだが、シートを回収・集計することにより、回答配布が遅くなる。チェックシートを実施してすぐに合っているのか、間違っているか確認できた方が勉強になると考える。		・チェックシート集計結果は、何に利用されるのか。

		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：パソコンへの遵守メッセージを毎日表示することにより、一人一人がコンプライアンス週間であることを日々認識することが出来た。
・④：普段あまり接することが無い職場の方との貴重な意見交換の場であることから引き続き開催して欲しい。また、週間中に２回開催するのであれば、より多くの職員が参加出来るよう、さいたま会場と横浜会場で１回ずつ開催出来る様にしたい。				・②：コンプライアンス講習会（さいたま会場）においては、各事務所１名程度の参加であったため、ＴＶ会議システム等を活用し、より多くの者が参加出来るように改善していきたい。
・③：発注者綱紀保持に係る講習会（横浜会場）においては、ＴＶ会議システムが利用可能な会議室の容量の関係上、限られた人数のみの受講であった。
・⑤：不正解が多数の設問があったが、理解出来ていないというより、設問に不足があると思われる箇所もあるため、次年度は気を付けるようにしたい。
・⑥：映像配信の取り組み効果については、②③も含め、エンコーダー等を利用して受講している職員がどれだけいるか検証が必要と思われる。（映像へ接続しているカウント出来ませんでしょうか？）
・⑦：ＤＶＤの貸出について、どのような映像なのか事前に確認出来る様、共有サーバーを通じて事前に映像を見れるようにして頂きたい。また、毎年１本程度で良いので購入をお願いしたい。

		11		営繕部 エイゼンブ		DVDの映像配信のような視覚的に伝える方法は効果的と思われる。チェックシートの結果で、コンプライアンス理解度を確認することができ良いと思う。		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。

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンス講習会は参考になった。
・定期的に実施していることは効果があると思う。
・効果チェックシートは有効であると思う。
・コンプライアンスミーティングは意味のあると思う。				・ＤＶＤ等は、容易に視聴可能となるようにしてはどうか

		14		利根川上流河川事務所		①について
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について
当事務所においては、会計検査対応と重なってしまったため参加できなかったが、従来までの公正取引委員会による講習会以外の講習会の場を設けていただいたことはよいことだと考える。
④について
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。　（参加した職員からも、所属が異なる様々なの職員の意見を聞くことが出来てよかったとの感想を聞いています）
⑤について
整備局全体での週間の取組として位置づけることが出来たため比較的高い実施率となった。				⑤について
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。

		15		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、意識が高まると思う。
・チェックシート実施は、例年のものより難しいと感じたが、より深い理解に繋がると思う。
・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とって良いと思われる。		・チェックシートについては、メンタルヘルスの取組のような、WEB上で行うものにすると、実施率も上がり、集計も簡単かと思われる。		・難しいとは思うが、コンプライアンスの新しいDVDの作成を検討しても良いとは思う。「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライアンス」は何回も見たという職員もいた。

		16		霞ヶ浦河川事務所		・パソコンを立ち上げるとメッセージが表示されたので、コンプライアンス週間であることを認識し、意識するようになった。				・業務中にDVDの映像配信を見ることは難しい。会議室等に集まって視聴した方が効果があると思う。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		いろいろな取組がなされいることから、改めて発注者綱紀保持規程やマニュアルを職員自らが確認するいい機会になっていると思います。				講習会での受講内容等の所内情報共有方法。

		18		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。				チェックシートの集計に時間がかかる。
DVDの映像配信について、期間中いつでも見られるようにした方がいいと思う。

		19		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できた。

		20		下館河川事務所		パソコンを立ち上げるとポップアップで周知画面が開くのは良いと思った。		ＤＶＤの映像配信はなかなか見る時間が取れず、ほとんどの職員が見ることができなかった。		ＤＶＤなどは自席ではなかなか見られないので、会議室等に集めてみんなで視聴できるようにした方が良いと思った。

		21		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毎朝PCを立ち上げるたびにメッセージが出るため啓発ツールとして有効だと考える。
④　事務所等横断的なミーティング事例の問題点等について各自考え、グループで意見交換することにより、知識の定着・理解を促すのに有効だと考える。				⑤　チェックシートの設問について、前提条件が明確でないため判断に困ったとの意見があった。

		22		荒川下流河川事務所		①パソコンのログイン時にコンプライアンス遵守メッセージが表示されたことにより週間の趣旨が日々確認できたこと、②コンプライアンス講習会③発注者綱紀保持に係る講習会が映像共有システムで各自の都合で視聴できたことは、有効であったと感じた。				④事務所等横断的なミーティングは、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。

		23		京浜河川事務所		②違う内容の講習会の実施により選択肢が増えて良かった。
⑤理解が曖昧なところが分かる点が良かった。		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。
・DVDの視聴が打ち合わせ等でできないことがあるため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。

		24		利根川水系砂防事務所		①については、職員全体への周知として効果的であると感じました。また、④についても、他事務所の職員と意見交換を行う貴重な場であったと思います。				⑤チェックシートの実施については、後日回答と解説の配布がありますが、正答率の低い問題に関しては、別途フォローアップする等した方がより効果的であると感じました。

		25		日光砂防事務所		①ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示		①ＤＶＤ、講習会の映像配信は時間が限定され、視聴ができない。
②ＤＶＤ、講習会の映像配信時間が長い。
③ＤＶＤの貸出・返納の時間がムダ。
④本局講習会に動員はするべきではない。		①悪かった点を改善するため、汎用性の高い動画アプリ等を利用し、いつでも、好きな時間に、繰り返し視聴できる工夫が必要

		26		富士川砂防事務所		パソコンのログイン時にコンプライアンス週間の趣旨及び局長メッセージが表示されたことは、本週間の趣旨が日々確認できたため、有効であったと思われる。				事務所等横断的なミーティングは、事務所（ブロック毎等）で実施した方が参加しやすいと思われる。
パソコンのログイン時のメッセージにDVDの映像時間等が表示されると、視聴が増えるのではないかと思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		PCのポップアップは職員全員が毎日必ず目にすることから効果があったと思われる。				チェックシートは本局から全職員へ一斉送信にし、回答を求めれば集計の手間が省けると思われる。

		28		利根川ダム統合管理事務所		パソコンへの遵守メッセージは、パソコンを起動すると必ず目にし、日々確認できる。
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。				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。				④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。
⑤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		相模川水系広域ダム管理事務所		実際にありそうな題材を使用しており、身近なことに感じた。 ジッサイダイザイシヨウミヂカカン				講習会への技官出席を義務化できないか。 コウシュウカイギカンシュッセキギムカ

		31		二瀬ダム管理所		⑤　チェックシートは設問数も１０問で、○×をつける形式なので、取り組みやすい。				④　他の会議との抱き合わせで実施することで、効率化及び技術系職員の参加促進につなげる。事務所横断的に行うよりも、同じ事務所内の職員（顔見知り）の方がざっくばらんに意見交換できる。

		32		品木ダム水質管理所				フローや表などで、良否をわかりやすく、かつ細かく整理してほしい。特に金額などボーダーとなるところをしっかりと周知してほしい。		コンプライアンス講習会については、全職員が年1回など強制的に参加するような制度とすべき

		33		東京国道事務所		チェックシートの実施により、さらにコンプライアンスの意識は浸透すると思う。				⑥と⑦は回りが仕事している時に一人見ていると仕事がないみたいに見えてやりにくい。

		34		相武国道事務所		本局開催の講習会の参加依頼や、所内でのミーティング・チェックシートの実施や映像配信の周知など、コンプライアンス週間を周知する機会を多く設けることができ、効率的に取り組めた。		講習会映像配信の音声が聞き取りにくい。		パソコンへの遵守メッセージ表示は、毎日同じ内容ではなく、当日の映像配信の情報提供などを加えるなど、内容を変える。

		35		首都国道事務所		各職員のコンプライアンス意識を向上させるのに①～⑦の取組は良かったと思う。様々な側面から改めて意識向上と知識向上が出来たのではないかと思う。		取組を集中して行うことから、バタバタした感があり、事務所全体で取組を順序よく行うことが忙しなかった。		全体工程表があるなど、一目見て取組がわかりやすいものがあればなお良いのではないかと思う。

		36		川崎国道事務所		①～⑦までコンプライアンスの重要性を再認識ができ、全般的に職員の意識向上につながったとの意見が多かった。
  ①については、ＰＣ立ち上げ時のポップアップがリマインド効果があり良いとのこと		開通イベントと時期が重なり、参加者が少なかったとの意見あり。		所内でのＤＶＤ視聴について、視聴時間に観られないこともあるので、自席のＰＣでいつでも観られる環境が欲しい。

		37		横浜国道事務所		PCへのポップアップは有効と思われる。		発注者綱紀保持講習会講師の話し方に抑揚があまりなく、強調したいことなどが伝わりにくかったように感じた。		週間中の他行事との調整

		38		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。

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		ポップアップメッセージで周知するのは手間がかからず、効果的だと思う。		発注者綱紀保持チェックシートの設問ですが、抽象的なものや時点が不明なものがあり、回答できない旨の意見がいくつかありましたので改善していただければと思います。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		パソコンへの遵守メッセージ表示は目に入りやすくてよかったと回答する職員が非常に多かった。また、チェックシートによって自分の意識を振り返る機会になったという回答も多く見られた。		DVDの映像配信やDVDの貸出があまり利用されていないと指摘する声があった。		DVDの映像配信や貸出の他に、イントラで常に動画を見られるようにするなどeラーニングを利用した方法を推す声が複数あった。

		43		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は、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。

		44		東京外かく環状国道事務所		①、②、③、④、⑤は、非常に有効性のある取組と思われる。		⑦について、コンプライアンスＤＶＤの所内視聴会を実施し、参加者は、昨年度実績の１9名から２６名に増加したが、総職員数（６９名）から考慮するとまだ少ないと思われる。
　なお、今回借りたＤＶＤの内容が、ミーティングを意図したものであり、事例紹介のみで回答や解説がなかった。このため、消化不良的な視聴会になってしまった。今後は、事前にＤＶＤの内容を確認する必要があると思われる。また、今回のようなミーティングを意図したＤＶＤであれば、それを活用した所内ミーティング等の実施も今後は検討したい。		⑥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。

		45		常陸河川国道事務所		・ＰＣ起動時のメッセージ表示は、意識向上に寄与
・セルフチェックシートは、コンプライアンスの正しい理解に寄与		・ＤＶＤ映像配信は、職員の自主性に任せたのでは、仕事に追われている職員には難しい
・ＰＣメッセージは、日々変えた方が良い		・映像配信について、昼休みも利用できる方が良い

		46		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は、職員がコンプライアンスを考えるきっかけになる。				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参考になると思います。

		47		甲府河川国道事務所						事務所等横断的なミーティングは、非常によい取組である。開催場所に遠い事務所の職員もより多く参加できるよう、ブロック単位での開催も検討していただきたい。

		48		関東技術事務所		メッセージや講習会 コウシュウカイ				映像配信は業務時間中に見ることが難しい。 エイゾウハイシンギョウムジカンチュウミムズカ

		49		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、①は、職員が必ず目にする局長からのメッセージと共に、週間中であることを日々認識させることができ、また、④及び⑤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考える。				講習会の同時配信やＤＶＤの映像配信について、職員が集中して視聴できるよう、会議室等において放映する機会を設けたいと考えている。

		50		国営昭和記念公園事務所		・ＰＣへの表示。
・コンプライアンスミーティングには殆どの所内職員が集まり、意見交換が出来た。
・ＤＶＤによる事例紹介が分かりやすく、理解できた。
・チェックシートの実施により、しっかりとした知識や正しい行動等を再確認するよい機会となった。		・ミーティングでは殆どの職員が参加したため、発言をする職員に偏りが生じた。
・ＤＶＤの内容が薄い。		・ミーティングの例題は、もう少し細かく状況等の設定がされているとよい。議論が纏まらない場合も想定される。
・ＤＶＤ視聴はデータをサーバー等に保存して、各自のタイミングで視聴できるようになれば効率的だと思う。

		51		東京第一営繕事務所		・チェックシートで誤回答が多かった設問は、よりコンプライアンス意識を高く持っての事であり、プラスの誤回答であると認識を持てたこと				・PCへ簡単なメッセージを日替わりで掲載する

		52		東京第二営繕事務所		②③･･･全体での参加型イベントは週間をPRする上でも有効    外部講師による内容も、具体感があり印象に残る。		④･･･討議的な内容の為、職員に敬遠され積極的な参加が望めない。結果、所内で勘案し選出した職員は、非常に消極的な参加となる。この形式なら「研修」としてランダムに人選し指名して行うのが良いと思います。		⑥･･･営繕事務所他の映像配信を受けられない状況を、改善して欲しい。
②③･･･年に何度か実施し参加機会を設け、全職員の必須として欲しい。希望者方式では、業務の都合や人員状況を理由に参加しない職員が一定数発生する。

		53		甲武営繕事務所		⑤事務所業務における日常のやりとり等を題材としているので、理解しやすい。				⑤質問の主旨が理解しにくい質問があった。

		54		宇都宮営繕事務所		④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。

		55		横浜営繕事務所		・コンプライアンス講習会で人事院の担当者から様々な案件の情報を聞けたこと
・チェックシートはやる意味がある
・取組の継続		・講習会へ出向く必要があったこと
・マンネリ化している
・パソコンの遵守メッセージにインパクトが足りない		・パソコンへのメッセージに工夫が必要

		56		長野営繕事務所		毎年チェックシートの実施をすることにより、知識の確認になる。		横断的ミーティング等はテレビ会議システムの活用をしてもよいのではないか。		営繕事務所では映像配信が事務所で見られない。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・事務所等横断的なミーティングなど様々な業種の職員で話し合える場があった。
 ・PCログイン時のメッセージは、毎日表示されることを煩わしく感じる向きもあろうが、メールで一度周知するだけでは十分な効果が得られないと考えられるため、よい取り組みであると思う。ただし、折角全職員が毎朝必ず最初に見る貴重な広報の場であるため、毎日同じものを表示するよりは、提供したい話題などを日替わりで簡潔に表示するなど、新鮮さを維持し、より興味を引くようなものとした方が効果的なのではないか。		・横浜庁舎での講習会の開催は、本局用務と合わせて対応することも難しく、参加しにくい。
 ・セルフチェックシートは全職員対象となっているが、結果の集計対象が「期間業務職員を除く」となっており、「そちらを見て「期間業務職員は対象外」と誤解してしまう恐れがあるため、実施対象であることを強調した方がよいのではないか。		・事務所等横断的なミーティングの題材について、参加者の見解が概ね一致するような内容であったが、討議形式を取るならば意見が分かれるような題材を入れた方が議論が深められ、意識の向上が期待できるのではないか。

		58		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		各種取り組みとも、繰り返し実施して、コンプライアンスに対する心構え、知識を職員にすり込んでいくことが大事であると思われる。		事務所等横断的なコンプライアンスミーティングのために職員を派遣するのは非効率と思われる。局主催研修時に実施すればよいのではないか。
ＤＶＤは昨年度利用したもの（繰り返すことは必ずしも悪くはないが2度目までであろう）。		本週間はコンプライアンスの取り組みを重点的に実施するため、他の会議や講習会の開催を極力避けるよう調整願いたい。また、重複して実施される研修におけるコンプライアンスの取り組み（講習会の録画放映など）を検討したらどうか。

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		①毎日目にするので効果的である。
②外部講師の講話は分かりやすい。
③説明及び資料が分かりやすかった。
⑤理解度がチェックできるのは良い。		⑥一方的な放映だと講話より理解度が低くなる気がする。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		①～⑥　あらためてコンプライアンスについて自ら考え、それを共有する機会を設けることができた。				③　勤務年数に応じて説明内容が単調に感じられるため、講義方法を一方的な説明だけではなく、参加型（ロールプレイング形式）にするなどにしたらどうか。

		61		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		・チェックシートの実施について、倫理週間にも実施しているが１０問程度で取り組みやすい。プチチェックを重ねることが各人の認識につながると思う。				・ＤＶＤの映像配信について、新規採用の職員（期間業務職員含む）は、聴講必須としたが、それ以外の職員も３日間配信ということもあり、都合をつけて積極的に聴講してくれた。しかし、数年繰り返して見ているため、少し飽きが出てきた。映像配信後に受講者達に、官製談合をした場合と断った時の映像を見て感想を述べさせたり、又は貸し出しDVDも組み合わせて事務所独自に企画するなどマンネリ化を脱した取り組みが必要と思った。
・事務所等横断的なミーティングについて、往復３時間かけて行ったが、実際は研修時間が９０分と短いので、改善して欲しい。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・DVD配信は２度あったので、業務の都合によって視聴日時を選択できるのは良かった。
・課内ミーティングを行い公務員の不祥事等などで ディスカッションすることができた。
・コンプライアンスＤＶＤ及び講習会の聴講は、ＴＶ放映のため業務の合間での参加がしやすかった。
・繰り返し継続して実施することが大事だと思われるので今のままで良いと思われる。
・新たなテーマ、昨年度の重大事案などを取り上げるのも良いと思われる。
・PCメッセージがあるので、忘れないようになって良い		・チェックシートは若干しつこさが否めない		・②について、受講できる人数を増やすための工夫が必要と思料。（会議等で受講できない人のため）　　
・DVD貸出があること自体が分からなかった。
・新たなテーマ、昨年度の重大事案などを取り上げるのも良いと思われる。
・講習会資料（ビデオ撮影後上映可能）、ＤＶＤの配信は個別確認（各ＰＣからの閲覧）が可能とされたい。

		63		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。

		64		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発注者綱紀保持に係る講習会の内容は毎年同じような内容ではあるが、繰り返し意識として定着させることも必要であるため、有意義であった。
 ④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。
⑥今年度は音声や画像の乱れ等無く、全職員が視聴することができた。				⑤チェックシートの実施をした結果を展開してほしい。当所では、正答率が０％だった設問があり、その設問に対しての回答を確認したが、具体例があるとよりわかりやすくよいと思う。

		65		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		横断的なミーティングでは、他の事務所の人の意見が聞くことができて参考になった。		マンネリ化していると感じているが、そのためか DVD配信やチェックシートなど、参加率や回答率があまり上がらない		ポップアップが表示されない、または気がつかない者がいた。





４．ミーティング実施状況

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワモト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

		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

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		1		1

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		1						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

		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														「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		防災室 ボウサイシツ		1		1										55		39		8		4

		14		利根川上流河川事務所		1		1

		15		利根川下流河川事務所		1		1

		16		霞ヶ浦河川事務所		1

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		1		1		1

		18		江戸川河川事務所		1		1

		19		渡良瀬川河川事務所		1		1

		20		下館河川事務所		1		1

		21		荒川上流河川事務所		1		1

		22		荒川下流河川事務所		1		1

		23		京浜河川事務所		1		1

		24		利根川水系砂防事務所								1

		25		日光砂防事務所		1		1

		26		富士川砂防事務所		1		1

		27		八ツ場ダム工事事務所				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		1

		30		相模川水系広域ダム管理事務所		1		1

		31		二瀬ダム管理所		1

		32		品木ダム水質管理所		1		1

		33		東京国道事務所		1

		34		相武国道事務所		1		1

		35		首都国道事務所		1				1

		36		川崎国道事務所		1		1

		37		横浜国道事務所		1

		38		大宮国道事務所		1		1

		39		北首都国道事務所				1

		40		千葉国道事務所		1

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		1		1		1

		43		常総国道事務所		1		1

		44		東京外かく環状国道事務所		1

		45		常陸河川国道事務所		1		1

		46		高崎河川国道事務所		1		1

		47		甲府河川国道事務所				1

		48		関東技術事務所		1		1

		49		国営常陸海浜公園事務所		1		1

		50		国営昭和記念公園事務所		1		1				1

		51		東京第一営繕事務所		1		1		1

		52		東京第二営繕事務所		1		1

		53		甲武営繕事務所		1

		54		宇都宮営繕事務所		1

		55		横浜営繕事務所		1		1

		56		長野営繕事務所		1		1		1

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		1		1

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1				1

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1		1

		61		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

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1		1

		63		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

		64		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		1

		65		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		55		39		8		4
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５．取組継続

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワガン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

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						コンプライアンスは継続することが大切なことから

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		1						・職員のコンプライアンス意識を低下させないためにも年１回は必要。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		1						コンプライアンスについては、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良い機会であると思われる。

		9		道路部 ドウロブ				1				上記で記載。
 チェックシートは、週間中ポップアップで、1日１問考えるようにするとか。

		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、集中的に取り組む週間を定めることで、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と思います。

		11		営繕部 エイゼンブ		1						継続して行うことが、意識向上につながると考えるため。

		12		用地部 ヨウチブ														来年度以降の継続について

		13		防災室 ボウサイシツ		1						・継続的・定期的に実施することで、発注者綱紀に関する認識が高まるから。 
・常に綱紀保持について認識しながら業務を行っているところであるが、強化週間として取り組むことで改めて強く認　　識することがかできると思慮。
・継続して取組しないと判断が難しいような事例に対して誤った対応をする恐れがある。						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		利根川上流河川事務所				1										46		17		1

		15		利根川下流河川事務所		1						事務所長を筆頭に、継続的にコンプライアンス講習を行う事が、結果的に職員・組織を守ることになると考えている。

		16		霞ヶ浦河川事務所		1						・コンプライアンスへの意識を高めるためにも継続して実施する
ことが必要だと思う。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		1

		18		江戸川河川事務所		1						繰り返し実施し、常にコンプライアンスを意識させることが重要と考えるため

		19		渡良瀬川河川事務所		1						継続して実施することで、コンプライアンス遵守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と思う。

		20		下館河川事務所		1

		21		荒川上流河川事務所		1						コンプライアンスについて、改めて考える契機となっている　ので、職員の言動に定着させるためには、継続して取り組んでいくことが重要と考えている。

		22		荒川下流河川事務所		1						定期的に継続して、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。

		23		京浜河川事務所		1						継続的に繰り返し行うことが重要と思うため継続すべき。

		24		利根川水系砂防事務所		1						継続的に行うことが有用であると考えるため。

		25		日光砂防事務所				1				マンネリ化の防止

		26		富士川砂防事務所		1						定期的にコンプライアンスを考える機会を設け、職員の意識を継続する必要があると思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		1						コンプライアンスについては常日頃から意識しておかなければならないが、年に1回は改めて見直す期間を設けた方が良いと思われる。

		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		相模川水系広域ダム管理事務所		1

		31		二瀬ダム管理所		1

		32		品木ダム水質管理所				1				取組内容をHPに公開し、一般への周知も図る

		33		東京国道事務所		1

		34		相武国道事務所		1

		35		首都国道事務所				1				３．で記載したもののほか、なるべく報告ものはなくしていったほうが良いと思う。なぜなら、既に四半期ごとの報告と年次報告、推進本部での局長報告などあらゆる面で報告しているからである。

		36		川崎国道事務所		1						所内でのＤＶＤ視聴について、視聴時間に観られないこともあるので、自席のＰＣでいつでも観られる環境が欲しい。

		37		横浜国道事務所				1

		38		大宮国道事務所		1

		39		北首都国道事務所						1		本取組は関東地整独自の取組であり、今年度で丸５年となります。当時のアドバイザリー委員会委員長からは、実施するのは良いがマンネリ化するので、ある程度経ったら「一度止めてみる」勇気も必要との意見がありました。
今年度から超勤上限措置が導入されました。コンプライアンスの重要性は認識していますが、仕事量の削減の観点から、次年度以降、廃止すべきかと思います。
なお、各種講習会については、引き続き本局にて実施をして頂ければと思います。

		40		千葉国道事務所				1				１のとおり、期間を長くしてはどうでしょうか。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		1		1				繰り返すことでコンプライアンスの意識が身につくので、およそ三分の二の職員が継続、三分の一の職員が改善して継続するべきと回答していた。改善案としては、eラーニングを利用して日時を問わず動画の視聴を可能にする、実施期間を長くする、放送での周知の回数を増やすといった案が考えられる。

		43		常総国道事務所		1						コンプライアンス意識を持ち続けるためには、取り組みを継続することが必要と考えます。

		44		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。

		45		常陸河川国道事務所		1						・コンプライアンスは定期的に考える機会が必要

		46		高崎河川国道事務所		1						コンプライアンスの意識を継続して持つことが重要だと思います。

		47		甲府河川国道事務所		1						コンプライアンスに関しては、職員が常に意識する必要があるため、コンプライアンス週間は毎年度継続的に開催する必要がある。

		48		関東技術事務所		1

		49		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。

		50		国営昭和記念公園事務所		1		1				定期的、継続的な取組は必要と感じるため。

		51		東京第一営繕事務所		1

		52		東京第二営繕事務所				1				講習会参加に消極的な職員もいるので、参加必須で計画して欲しい。

		53		甲武営繕事務所		1						同じ内容でも良いので、繰り返し周知することが必要である。

		54		宇都宮営繕事務所		1

		55		横浜営繕事務所		1		1				・毎回同じような内容になることは仕方のないことだと思う。 
・職務上、常に留意すべき事項
・コンプライアンスの遵守は職員が日々振り返るべき事であるので、継続的な取組が必要

		56		長野営繕事務所		1						取組を継続して実施することが意識醸成に重用と考えるから。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ				1				・集中的に推進する期間を設けることにより、職場全体の意識高揚が図られるとともに、講習会の実施など、一方的な情報提供に止まらない主体的な参画の機会が設けられることは職員個々の意識及び知識の向上に資するものであると考えられるため、継続した方がよい。
・できるだけ多くの職員に負担無く参加してもらえる方法で実施

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1						・内容的にはこれで十分であり、今後とも反復継続して身につけさせることが必要なため。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1

		61		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

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1				・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。
・継続して実施して、職員の自己啓発に繋がる。

		63		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。

		64		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。

		65		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						定期的に開催することで、意識することができる
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５．取組継続

		



来年度以降の継続について



６．その他

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワモト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		これまでの取組によって、既に多くの職員に知識が浸透しているように感じられたため、講習会等の内容がこれまでのものと同一の内容であると、効果が弱くなるのではないかと思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		継続することは大切なことではあるが、形骸化していると感じる部分もある。

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ

		6		企画部 キカクブ		年に１回程度はセルフチェックシート等を活用して、個々の職員が認識を再確認する事は重要であると思う。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		チェックシートと解答と解説が同一のエクセルファイルで依頼されていたが、そのまま周知されてしまう恐れがあるため、事務局にてあらかじめ別ファイルにして依頼する方が安全と思われる。

		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

		11		営繕部 エイゼンブ

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンスについて考える機会を持つこと自体は重要。
・「週間」に関わらず定期的に実施して行ければと思う。

		14		利根川上流河川事務所		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）。

		15		利根川下流河川事務所		・昨年度に引き続き、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。
・若手職員に向けた取組というのが今後有用となるのではないか。（例えば、先輩職員からのコンプライアンスに関する問題等の報告やその時の対処など）

		16		霞ヶ浦河川事務所		・コンプライアンスミーティングは課内で意見交換ができたので参考になった。
・定期的に事務所で講演会などがあると良い。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所

		18		江戸川河川事務所

		19		渡良瀬川河川事務所

		20		下館河川事務所

		21		荒川上流河川事務所

		22		荒川下流河川事務所

		23		京浜河川事務所		・意識の高揚を図るために毎日、館内放送で周知を行い、とにかく繰り返し継続していくことに意味があると思う。
・チェックシートについては、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。

		24		利根川水系砂防事務所

		25		日光砂防事務所

		26		富士川砂防事務所		「発注者綱紀保持のチェックシート」は非常にわかりやすいため、コンプライアンスミーティングで「発注者綱紀保持のチェックシート」を活用した方が職員の知識が深まると思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所

		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		相模川水系広域ダム管理事務所

		31		二瀬ダム管理所		コンプライアンスミーティングの本局提供課題は、とても助かります。今後もお願いしたいです。

		32		品木ダム水質管理所		HP等で、状況等により、良いか悪いか判断できるような特設サイトを作成する。

		33		東京国道事務所		業務毎にかかわり方に差違があるので、業務毎に内容を変えられないか。

		34		相武国道事務所

		35		首都国道事務所

		36		川崎国道事務所		本局や事務所で開催した講習会に参加した方は、技術系職員の参加者が事務系職員と比較すると少なかったとの意見がありました。このような機会に、技術系職員も多く参加されれば、違った考え方等にも触れられ有意義な意見交換ができると思います。
今後、バランスの良い比率となるよう改善が必要であると感じました。

		37		横浜国道事務所

		38		大宮国道事務所

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		チェックシートの集計報告について、局からのフィードバックをしていただけないでしょうか。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		なかには、毎年同じ内容なのでコンプライアンス週間を特別意識しないという職員も見られた。最新の事例やより身近な事例を扱うなどして、できるかぎり多くの職員に意識してもらうようにすることが今後の課題の１つだと考えられる。

		43		常総国道事務所

		44		東京外かく環状国道事務所

		45		常陸河川国道事務所

		46		高崎河川国道事務所

		47		甲府河川国道事務所

		48		関東技術事務所		週間もいいが、通年で意識を持ち続けるよう取組をうまく分散させる工夫が重要。 シュウカンツウネンイシキモツヅトリクミブンサンクフウジュウヨウ

		49		国営常陸海浜公園事務所

		50		国営昭和記念公園事務所		・組織としてこういった取組を定期的に継続することにより、防げる事案もあると思う。

		51		東京第一営繕事務所		・配信映像が視聴できる環境にして欲しい

		52		東京第二営繕事務所		週間以外にも「研修」として実施して欲しい。現状の各研修の一コマではなく、「コンプラ研修」として全部。特に管理職以外の係長クラスを対象に。繁忙であり参加できない為。

		53		甲武営繕事務所		・利害関係のある人との食事は認められつつも、ゴルフは厳しい制限を受けている。ゴルフはオリンピック競技にもあるスポーツであり、国交友好の手段としても利用されているのに、公務員のコンプライアンスの上では悪いものになってしまうのは残念に思う。

		54		宇都宮営繕事務所

		55		横浜営繕事務所		・平常時に物事を「良くない方向」から考えて見ることはなかなかないと思うので、防災訓練などと同様「考えて見る機会」は時には必要と考える。
・発注業務で業者と接する機会があり、日頃からコンプライアンス意識を高く持ち続けることが重要

		56		長野営繕事務所

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・コンプライアンスメールや放映では、全員が受講し、理解することは難しいため、各所属における幹部会や課内会議での確実な講習の実施を求めていくことが現実的な方法ではないかと思われる。

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ

		61		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		・さいたまで受講した外部講師・倫理審査会の方の講義が参考になった。港湾空港全体で聴講しやすいように招いて見るのはいかがでしょうか。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・題材がパターン化してきているところもあるが、コンプラを継続することによる意識改革の効果もあるため、引き続き、実施をお願いしたい

		63		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

		64		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		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ものの、多少変えて様々な問題（事例）に接することも必要と感じる。今年度のチェックシートの設問１０について、回答に具体的な場面を追記していただきたい。具体例がある方がよりわかりやすくてよいと思う。

		65		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		発注者綱紀保持に係る講習会の過去の過ちについて時効はあるのか知りたい。など、興味や意識を持った者がいた。
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１．時期・期間

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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		適当。異動から１～２ヶ月と職員が職場の雰囲気に慣れてきた時期であるため、改めてのコンプライアンス意識向上に効果がある。また、１週間以上は業務上厳しいものと思われる。		1

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		時期：適切
期間：妥当		1

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		適切であり妥当である		1

		6		企画部 キカクブ		妥当		1

		7		建政部 ケンセイブ

		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、実施時期は問題ないと思われるが、所属によっては概算要求の時期であり、１０月くらいに実施するのも良いのではないかとの意見もあった。
また、週間の期間が短いため、週間中に各所属でコンプライアンスミーティング等を実施することがかなり厳しいと思われる。
このことから、期間を長めにとり、コア期間を各所属で設定し、柔軟な実施が可能なようにしてはどうか。								1

		9		道路部 ドウロブ		年度当初にコンプライアンスの認識を持つことの大切さを考えると適切と考える。		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		週間の取り組み時期は、新年度体制が落ち着いた頃の６月の実施で適切と思います。また、期間も一週間で集中して取り組むため妥当と思います。		1

		11		営繕部 エイゼンブ		時期：適切
期間：妥当		1

		12		用地部 ヨウチブ																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		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンスについては、毎週の 幹部会、室内会議で常に不祥事事例の紹介等も行っており、期間は通年でよいのではと思う。
・１週間程度が妥当かと思うが、時期については、人それぞれ業務都合があると思うので一概にいつがいいとは言えない。				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		利根川上流河川事務所		設定時期、期間ともに妥当と考える		1												50		4		2		4

		15		利根川下流河川事務所		妥当と思われる。		1

		16		霞ヶ浦河川事務所		・期間は妥当
・時期は繁忙期を避けた時期に設定した方が良い。
（６月は業務が多忙）				1

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		週間の設定時期は適切と思います。
期間についても妥当を思います。		1

		18		江戸川河川事務所		適切だと思う。		1

		19		渡良瀬川河川事務所		妥当		1

		20		下館河川事務所		妥当		1

		21		荒川上流河川事務所		・設定時期　：適切と考える。
・期間の長さ：妥当と考える。		1

		22		荒川下流河川事務所		大幅な人事異動がある４月期の直近（５月期）程度で実施した方が効果があると思われる。				1

		23		京浜河川事務所		・期間の長さを月間にし、講習会の複数開催（2回→4回）など様々な取組を行っても良いという意見がありました。
・設定時期については、異動時期を避け早めの周知を考えると5月が良いとの意見がありました。								1

		24		利根川水系砂防事務所		４月期の異動が落ち着いた時期での実施となり、時期としては適切であると思います。また、期間の長さも妥当であると感じました。		1

		25		日光砂防事務所		設定時期は適切
期間の長さは妥当		1

		26		富士川砂防事務所		人事異動により発注事務に新たに携わる職員が増える４月期又は５月期の１週間程度に実施した方がよいと思われる。				1

		27		八ツ場ダム工事事務所		適当		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		相模川水系広域ダム管理事務所		妥当		1								　

		31		二瀬ダム管理所		時期、期間の長さについて、特に意見等なし。		1

		32		品木ダム水質管理所		時期及び期間は妥当と考える		1

		33		東京国道事務所		適切		1

		34		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

		35		首都国道事務所		設定時期、期間について概ね適当と考えます。		1

		36		川崎国道事務所		・時期は適切であり期間も妥当との意見が多かったが、今回は、開通イベントと時期が重なってしまったことから、日程を調整して欲しいとの意見もあった。		1

		37		横浜国道事務所		当事務所は期間中に会計検査受検があった。また、期間中に別件での局主催会議の設定もあり、調整が不十分だったのではないか。								1

		38		大宮国道事務所		・妥当		1

		39		北首都国道事務所		実施時期、期間の長さともに適切かと思います。

		40		千葉国道事務所		１週間内の作業や講習受講が集中するため、対応しづらくなっているのではないか。もう少し期間を長くしたらどうでしょうか。						1

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		多くの職員が設定時期、期間の長さともに適切だと回答している。一方、一部の職員からは、事務所の講習会や課内のコンプライアンスミーティングを複数回行ってより多くの職員の参加が望めるように、設定時期を長くした方がよいという回答があった。						1

		43		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

		44		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

		45		常陸河川国道事務所		・適切かつ妥当		1

		46		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

		47		甲府河川国道事務所		設定時期及び期間の長さともに妥当である。		1

		48		関東技術事務所		妥当 ダトウ		1

		49		国営常陸海浜公園事務所		年度当初の繁忙期を避けた上で、当該年度のなるべく早い時期に設定されており、設定時期は適切である。また、週間に対する職員のモチベーションを考慮すると、期間の長さも妥当である。		1

		50		国営昭和記念公園事務所		時期：適切
期間：妥当		1

		51		東京第一営繕事務所		妥当と思います		1

		52		東京第二営繕事務所		新年度2ヶ月経過後で異動職員も慣れた頃であり、年度内の業務を行っていく上で必要な認識を持って貰うのに適切な時期と思われる。期間も適切です。		1

		53		甲武営繕事務所		・適当である。		1

		54		宇都宮営繕事務所		時期、期間ともに妥当である。		1

		55		横浜営繕事務所		・妥当である。
・基本的には常時コンプライアンス週間である
・期間の長さは妥当
・年度明けで落ち着いた時期の実施だったので適切だと思う
・年末、年度末等の実施も必要かと考える		1

		56		長野営繕事務所		適切、妥当		1

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・設定時期、期間とも適切であった。		1

		58		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		年度計画策定、新しい体制、準備期間を踏まえ年度当初の適切な次期の開催と思われる。
集中的に取り組んでおり妥当と思われる。		1

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		・毎年６月最初の1週間というのは定着しており、職員にも十分認知されているので良い。期間も講習会や配信等連日実施されるので１週間でちょうど良い。		1

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		・四半期に１度設定してはどうか。								1

		61		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		設定時期：年度初めの１／四半期中であり、適切だと思う。
期間の長さ：妥当		1

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・設定時期と期間は適切であり、期間も妥当と考えます。
・6/6実施の講習会については、講師の都合上、日時指定となってしまうが、ビデオ上映とするなど工夫が必要と思料。		1

		63		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

		64		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

		65		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		適切である。妥当である。		1
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機密性２情報



１．時期・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．周知方法

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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		チェックシートの実施など具体的な課題があったため、所属職員の大半がコンプライアンス週間の存在を認識したように思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		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。

		6		企画部 キカクブ		幹部を通じて周知したのち、全職員へメールで周知を実施したた。メールでの周知の際には、週間忠の取組み事項についてポイントを示すなど、分りやすいように工夫したため、ある程度効果はあったと思う。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		河川部幹部会、課内会議において周知しており、各職員も十分認識している。

		9		道路部 ドウロブ		4月下旬に週間の実施について周知されるが、実施は1ヶ月以上後で、チェックシートの送付は5月下旬で、職員周知の仕方に戸惑った。

		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		今年度は周知時期が早かったこともあり、十分な周知期間が確保出来たと思います。
横浜庁舎においては、幹部等の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メールをし、二重に周知徹底を図り、本週間の取り組みについて理解して頂いたと思います。

		11		営繕部 エイゼンブ		コンプライアンスメール、幹部会での周知で徹底された。

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・パソコン立ち上げ時にメッセージが表示されたため、周知効果があった思う。
・業務に追われていつの間にか週間が終わっていた。

		14		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

		15		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、課内会議や総務課長からのメールを通して行った。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できるよう、配布をした。
例えばメンタルヘルスの取組のように、職員個人宛にチェックシートの実施メールが来ると、より効果が高まるのではないか。

		16		霞ヶ浦河川事務所		・定例会、メール、所内放送による周知がされたので効果はある。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		幹部会及び職員への周知メール送信に合わせて、パソコンへのメッセージ表示も行われているため、周知徹底は図られていると思います。

		18		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。

		19		渡良瀬川河川事務所		○パソコンへ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。
○チェックシートを実施後各職員から送付させることやコンプライアンス・ミーティング実施後に実施報告書を各所属から送付させることで一方通行ではなく双方向での情報共有ができたことは効果的だと感じた。

		20		下館河川事務所		メールやイントラ等を活用し、職員に周知徹底できていると思う。

		21		荒川上流河川事務所		・幹部会を通じて、あるいは適宜メールで職員に取組を周知しているほか、チェックシートを通じ、各自が定期的に考え、復習、振り返りを継続することで、定着、効果を発揮していくものと考える。

		22		荒川下流河川事務所		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。

		23		京浜河川事務所		ポップアップ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。

		24		利根川水系砂防事務所		所内一斉メール、拡大幹部会及び各所属の会議等において周知しており、十分な効果が得られたと感じました。

		25		日光砂防事務所		定期的に取組ことが重要

		26		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った。
発注者綱紀保持チェックシートの実施率を見る限り、一定の効果があったと思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		月初めに職員全員を対象として会議を実施しており、その際に周知できたので効果があったと思われる。

		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）からメールにより周知した。

		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		相模川水系広域ダム管理事務所		一定の効果がある。 イッテイコウカ

		31		二瀬ダム管理所		コンプライアンスミーティングは、職員からの意見（発言）　が多く出されるようになった。

		32		品木ダム水質管理所

		33		東京国道事務所		週間であることはわかったが、今年で何回目かなので新鮮みが薄れてきた。

		34		相武国道事務所		幹部会やメール、庁内放送を行い周知しており、PC起動時のポップアップもあり、充分に周知されていると思われる。

		35		首都国道事務所		幹部会、課内会議、周知メール等により周知徹底し、各職員にその効果は十分にあったと思慮します。

		36		川崎国道事務所		・周知徹底方法については、今までの周知方法で良いと思われる。
・コンプライアンスについて再認識できる機会であり、定期的に取り組むことで効果はあると思われます。

		37		横浜国道事務所		会計検査対応もあり、週間行事に十分参加できなかった部分があった。

		38		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。

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		特に講習会については、単に参加者を募る方式では多数の参加者を見込むのは限界。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		パソコンへの遵守メッセージ表示は目に入りやすく、意識の向上に役立ったと大多数の職員が高く評価していた。放送での周知の回数を増やすとよいという意見が一部あった。

		43		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。

		44		東京外かく環状国道事務所		所内幹部会において、「コンプライアンス週間」の趣旨及び実施内容について説明し、所属職員への周知を依頼した。これにより、事務所職員への周知徹底が図られた。

		45		常陸河川国道事務所		・周知方法に特に問題はない。
・コンプライアンスに対する意識向上が期待できる。

		46		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で、幹部会の都度話をし、全職員へメールで周知をした結果、チェックシートについては、全職員に実施してもらうことができた。（病気休暇者等を除く）

		47		甲府河川国道事務所		周知徹底について特に工夫は出来なかったが、近年、セクハラやパワハラの問題も含めてコンプライアンスに関する話題が大きく取り上げられることが多く、職員のコンプライアンスに対する意識は高いと感じている。

		48		関東技術事務所		週間の趣旨が理解されてきた。 シュウカンシュシリカイ

		49		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。

		50		国営昭和記念公園事務所		ＰＣ立ち上げ時の表示は必ず目にするし、コンプライアンスに対する意識も高まり、効果的だと思う。
意識付けするためにも、年複数回実施しても良いと思う。

		51		東京第一営繕事務所

		52		東京第二営繕事務所		所内全体会議とメールで全職員へ周知しているが、「毎年の」という事で皆慣れているので、反応も少ない気がする。

		53		甲武営繕事務所		・職員の「気づき」を促し、良い取り組みと思います。
・PCへのメーセージ表示は効果的である。

		54		宇都宮営繕事務所		所属職員への周知を行う際に、実施要領以外に職員周知用の文書等があると、一層効果的であると思う。

		55		横浜営繕事務所		・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。
・職員には本週間は十分に伝わっていると思う。 
・本人の自覚次第
・コンプライアンス自体の意識は各職員で保持してると思うが、その抵触の疑いのある場面で所内で相談できている環境が大切と認識している
・形骸化してきている。積極的な法令遵守の意識は弱いと思う

		56		長野営繕事務所		コンプライアンスについては繰り返し周知徹底を図っていることから、意識の醸成が図られてきていると感じる。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・当所においては全職員がセルフチェックシートを実施したことからも、適切に周知され、かつ一定の効果があったものと思われる。

		58		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		コンプライアンスの重要性及び本週間の実施は職員に浸透しており、取組みへの積極的な参加が見られた。出張、会議等の重複がなければ、ほぼ１００％の参加が見込まれていた。

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		・局内への実施連絡メール及び掲示版で事務所内も周知したので、いつ何をするか職員は認識できたと思う。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		・ＤＶＤ放映はいつでも見られるようにしてほしい。

		61		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		・コンプライアンス週間前からの課長会議や職員へのメール告知、また週間初日には取り組み意義等を放送周知した。週間中も随時、受講人数状況を周知するなどして、取り組みへの推進を促した。繰り返してアナウンスすることが、意識向上につながると思う。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・各自のPCへ取り組みの連絡が行くことや、所内行事でも放送にて参集の連絡が入るので周知方法や効果についても妥当と考えます。
・課長等会議及びメールによる総務課長からの周知並びにパソコンへのメッセージ表示、また、ＴＶ放映時における聴講への声かけなどによりしっかり周知されており、効果があると感じた。

		63		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。

		64		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。

		65		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		項目が多いため、直前に周知する事項が多く準備期間が短く感じた。
定期的に開催することで、意識することができる。



機密性２情報
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３．取組内容

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート 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コンプライアンス講習会　③発注者綱紀保持に係る講習会　④事務所等横断的なミーティング　⑤チェックシートの実施
⑥ＤＶＤの映像配信　⑦ＤＶＤの貸出 コウモクトリクミナイヨウハッチュウシャコウキホジカカコウシュウカイ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）
・コンプライアンス講習会の冒頭にコンプライアンス推進本部員からの法令遵守メッセージを聞くこと（講習会の目的や職員への意識付け）

		2		総務部総務課 ソウムブソウムカ		チェックシートやミーティングにおいて、大方の職員にコンプライアンスに関わる情報が概ね浸透していることが確認できた。				コンプライアンス週間には取組が複数あったが、同じ週に開催される講習会とミーティングを混同している職員が見られた。
短い期間に取組が集中していると、一つ一つの取組の存在を認識できない職員もいると思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		意識向上に資する

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		・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		・ポップアップメッセージについて、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。

		6		企画部 キカクブ		・ＰＣ立ち上げ時の表示は意識的に有効である。				・セルフチェックシートの回収及び集計作業が負担。
　e-ラーニングによる実施を検討してはどうか。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示は効果があると思われる。
また、チェックシートの実施については、各職員の意識を高める良い機会であった。		チェックシート実施については、職員の意識改善を目的としているものであり、回答を収集し正解率を算出するということについては、あまり意味をなさないと思われるので、実施人数のみの報告とするべきではないかと思われる。		映像配信について業務の合間等、個人の業務が集中していない時間等に視聴可能なら視聴する機会が増えるのではないか（時間指定ではなくいつでも視聴が可能等）。

		9		道路部 ドウロブ		・パソコンへの遵守メッセージ表示は、認識が高まり良い。
・コンプライアンス講習会の内容は、初めて聞いたので良かった。		・横断ミーティングは事務所の職員を集めてやることは、事務所の職員が来局するのも大変と思う。
・チェックシートの実施は良いことだが、シートを回収・集計することにより、回答配布が遅くなる。チェックシートを実施してすぐに合っているのか、間違っているか確認できた方が勉強になると考える。		・チェックシート集計結果は、何に利用されるのか。

		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：パソコンへの遵守メッセージを毎日表示することにより、一人一人がコンプライアンス週間であることを日々認識することが出来た。
・④：普段あまり接することが無い職場の方との貴重な意見交換の場であることから引き続き開催して欲しい。また、週間中に２回開催するのであれば、より多くの職員が参加出来るよう、さいたま会場と横浜会場で１回ずつ開催出来る様にしたい。				・②：コンプライアンス講習会（さいたま会場）においては、各事務所１名程度の参加であったため、ＴＶ会議システム等を活用し、より多くの者が参加出来るように改善していきたい。
・③：発注者綱紀保持に係る講習会（横浜会場）においては、ＴＶ会議システムが利用可能な会議室の容量の関係上、限られた人数のみの受講であった。
・⑤：不正解が多数の設問があったが、理解出来ていないというより、設問に不足があると思われる箇所もあるため、次年度は気を付けるようにしたい。
・⑥：映像配信の取り組み効果については、②③も含め、エンコーダー等を利用して受講している職員がどれだけいるか検証が必要と思われる。（映像へ接続しているカウント出来ませんでしょうか？）
・⑦：ＤＶＤの貸出について、どのような映像なのか事前に確認出来る様、共有サーバーを通じて事前に映像を見れるようにして頂きたい。また、毎年１本程度で良いので購入をお願いしたい。

		11		営繕部 エイゼンブ		DVDの映像配信のような視覚的に伝える方法は効果的と思われる。チェックシートの結果で、コンプライアンス理解度を確認することができ良いと思う。		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。

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンス講習会は参考になった。
・定期的に実施していることは効果があると思う。
・効果チェックシートは有効であると思う。
・コンプライアンスミーティングは意味のあると思う。				・ＤＶＤ等は、容易に視聴可能となるようにしてはどうか

		14		利根川上流河川事務所		①について
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について
当事務所においては、会計検査対応と重なってしまったため参加できなかったが、従来までの公正取引委員会による講習会以外の講習会の場を設けていただいたことはよいことだと考える。
④について
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。　（参加した職員からも、所属が異なる様々なの職員の意見を聞くことが出来てよかったとの感想を聞いています）
⑤について
整備局全体での週間の取組として位置づけることが出来たため比較的高い実施率となった。				⑤について
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。

		15		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、意識が高まると思う。
・チェックシート実施は、例年のものより難しいと感じたが、より深い理解に繋がると思う。
・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とって良いと思われる。		・チェックシートについては、メンタルヘルスの取組のような、WEB上で行うものにすると、実施率も上がり、集計も簡単かと思われる。		・難しいとは思うが、コンプライアンスの新しいDVDの作成を検討しても良いとは思う。「あなたとあなたの大切な人を守るコンプライアンス」は何回も見たという職員もいた。

		16		霞ヶ浦河川事務所		・パソコンを立ち上げるとメッセージが表示されたので、コンプライアンス週間であることを認識し、意識するようになった。				・業務中にDVDの映像配信を見ることは難しい。会議室等に集まって視聴した方が効果があると思う。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		いろいろな取組がなされいることから、改めて発注者綱紀保持規程やマニュアルを職員自らが確認するいい機会になっていると思います。				講習会での受講内容等の所内情報共有方法。

		18		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。				チェックシートの集計に時間がかかる。
DVDの映像配信について、期間中いつでも見られるようにした方がいいと思う。

		19		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できた。

		20		下館河川事務所		パソコンを立ち上げるとポップアップで周知画面が開くのは良いと思った。		ＤＶＤの映像配信はなかなか見る時間が取れず、ほとんどの職員が見ることができなかった。		ＤＶＤなどは自席ではなかなか見られないので、会議室等に集めてみんなで視聴できるようにした方が良いと思った。

		21		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毎朝PCを立ち上げるたびにメッセージが出るため啓発ツールとして有効だと考える。
④　事務所等横断的なミーティング事例の問題点等について各自考え、グループで意見交換することにより、知識の定着・理解を促すのに有効だと考える。				⑤　チェックシートの設問について、前提条件が明確でないため判断に困ったとの意見があった。

		22		荒川下流河川事務所		①パソコンのログイン時にコンプライアンス遵守メッセージが表示されたことにより週間の趣旨が日々確認できたこと、②コンプライアンス講習会③発注者綱紀保持に係る講習会が映像共有システムで各自の都合で視聴できたことは、有効であったと感じた。				④事務所等横断的なミーティングは、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。

		23		京浜河川事務所		②違う内容の講習会の実施により選択肢が増えて良かった。
⑤理解が曖昧なところが分かる点が良かった。		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。
・DVDの視聴が打ち合わせ等でできないことがあるため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。

		24		利根川水系砂防事務所		①については、職員全体への周知として効果的であると感じました。また、④についても、他事務所の職員と意見交換を行う貴重な場であったと思います。				⑤チェックシートの実施については、後日回答と解説の配布がありますが、正答率の低い問題に関しては、別途フォローアップする等した方がより効果的であると感じました。

		25		日光砂防事務所		①ＰＣ立ち上げ時のメッセージ表示		①ＤＶＤ、講習会の映像配信は時間が限定され、視聴ができない。
②ＤＶＤ、講習会の映像配信時間が長い。
③ＤＶＤの貸出・返納の時間がムダ。
④本局講習会に動員はするべきではない。		①悪かった点を改善するため、汎用性の高い動画アプリ等を利用し、いつでも、好きな時間に、繰り返し視聴できる工夫が必要

		26		富士川砂防事務所		パソコンのログイン時にコンプライアンス週間の趣旨及び局長メッセージが表示されたことは、本週間の趣旨が日々確認できたため、有効であったと思われる。				事務所等横断的なミーティングは、事務所（ブロック毎等）で実施した方が参加しやすいと思われる。
パソコンのログイン時のメッセージにDVDの映像時間等が表示されると、視聴が増えるのではないかと思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		PCのポップアップは職員全員が毎日必ず目にすることから効果があったと思われる。				チェックシートは本局から全職員へ一斉送信にし、回答を求めれば集計の手間が省けると思われる。

		28		利根川ダム統合管理事務所		パソコンへの遵守メッセージは、パソコンを起動すると必ず目にし、日々確認できる。
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。				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。				④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。
⑤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		相模川水系広域ダム管理事務所		実際にありそうな題材を使用しており、身近なことに感じた。 ジッサイダイザイシヨウミヂカカン				講習会への技官出席を義務化できないか。 コウシュウカイギカンシュッセキギムカ

		31		二瀬ダム管理所		⑤　チェックシートは設問数も１０問で、○×をつける形式なので、取り組みやすい。				④　他の会議との抱き合わせで実施することで、効率化及び技術系職員の参加促進につなげる。事務所横断的に行うよりも、同じ事務所内の職員（顔見知り）の方がざっくばらんに意見交換できる。

		32		品木ダム水質管理所				フローや表などで、良否をわかりやすく、かつ細かく整理してほしい。特に金額などボーダーとなるところをしっかりと周知してほしい。		コンプライアンス講習会については、全職員が年1回など強制的に参加するような制度とすべき

		33		東京国道事務所		チェックシートの実施により、さらにコンプライアンスの意識は浸透すると思う。				⑥と⑦は回りが仕事している時に一人見ていると仕事がないみたいに見えてやりにくい。

		34		相武国道事務所		本局開催の講習会の参加依頼や、所内でのミーティング・チェックシートの実施や映像配信の周知など、コンプライアンス週間を周知する機会を多く設けることができ、効率的に取り組めた。		講習会映像配信の音声が聞き取りにくい。		パソコンへの遵守メッセージ表示は、毎日同じ内容ではなく、当日の映像配信の情報提供などを加えるなど、内容を変える。

		35		首都国道事務所		各職員のコンプライアンス意識を向上させるのに①～⑦の取組は良かったと思う。様々な側面から改めて意識向上と知識向上が出来たのではないかと思う。		取組を集中して行うことから、バタバタした感があり、事務所全体で取組を順序よく行うことが忙しなかった。		全体工程表があるなど、一目見て取組がわかりやすいものがあればなお良いのではないかと思う。

		36		川崎国道事務所		①～⑦までコンプライアンスの重要性を再認識ができ、全般的に職員の意識向上につながったとの意見が多かった。
  ①については、ＰＣ立ち上げ時のポップアップがリマインド効果があり良いとのこと		開通イベントと時期が重なり、参加者が少なかったとの意見あり。		所内でのＤＶＤ視聴について、視聴時間に観られないこともあるので、自席のＰＣでいつでも観られる環境が欲しい。

		37		横浜国道事務所		PCへのポップアップは有効と思われる。		発注者綱紀保持講習会講師の話し方に抑揚があまりなく、強調したいことなどが伝わりにくかったように感じた。		週間中の他行事との調整

		38		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。

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		ポップアップメッセージで周知するのは手間がかからず、効果的だと思う。		発注者綱紀保持チェックシートの設問ですが、抽象的なものや時点が不明なものがあり、回答できない旨の意見がいくつかありましたので改善していただければと思います。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		パソコンへの遵守メッセージ表示は目に入りやすくてよかったと回答する職員が非常に多かった。また、チェックシートによって自分の意識を振り返る機会になったという回答も多く見られた。		DVDの映像配信やDVDの貸出があまり利用されていないと指摘する声があった。		DVDの映像配信や貸出の他に、イントラで常に動画を見られるようにするなどeラーニングを利用した方法を推す声が複数あった。

		43		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は、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。

		44		東京外かく環状国道事務所		①、②、③、④、⑤は、非常に有効性のある取組と思われる。		⑦について、コンプライアンスＤＶＤの所内視聴会を実施し、参加者は、昨年度実績の１9名から２６名に増加したが、総職員数（６９名）から考慮するとまだ少ないと思われる。
　なお、今回借りたＤＶＤの内容が、ミーティングを意図したものであり、事例紹介のみで回答や解説がなかった。このため、消化不良的な視聴会になってしまった。今後は、事前にＤＶＤの内容を確認する必要があると思われる。また、今回のようなミーティングを意図したＤＶＤであれば、それを活用した所内ミーティング等の実施も今後は検討したい。		⑥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。

		45		常陸河川国道事務所		・ＰＣ起動時のメッセージ表示は、意識向上に寄与
・セルフチェックシートは、コンプライアンスの正しい理解に寄与		・ＤＶＤ映像配信は、職員の自主性に任せたのでは、仕事に追われている職員には難しい
・ＰＣメッセージは、日々変えた方が良い		・映像配信について、昼休みも利用できる方が良い

		46		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は、職員がコンプライアンスを考えるきっかけになる。				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参考になると思います。

		47		甲府河川国道事務所						事務所等横断的なミーティングは、非常によい取組である。開催場所に遠い事務所の職員もより多く参加できるよう、ブロック単位での開催も検討していただきたい。

		48		関東技術事務所		メッセージや講習会 コウシュウカイ				映像配信は業務時間中に見ることが難しい。 エイゾウハイシンギョウムジカンチュウミムズカ

		49		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、①は、職員が必ず目にする局長からのメッセージと共に、週間中であることを日々認識させることができ、また、④及び⑤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考える。				講習会の同時配信やＤＶＤの映像配信について、職員が集中して視聴できるよう、会議室等において放映する機会を設けたいと考えている。

		50		国営昭和記念公園事務所		・ＰＣへの表示。
・コンプライアンスミーティングには殆どの所内職員が集まり、意見交換が出来た。
・ＤＶＤによる事例紹介が分かりやすく、理解できた。
・チェックシートの実施により、しっかりとした知識や正しい行動等を再確認するよい機会となった。		・ミーティングでは殆どの職員が参加したため、発言をする職員に偏りが生じた。
・ＤＶＤの内容が薄い。		・ミーティングの例題は、もう少し細かく状況等の設定がされているとよい。議論が纏まらない場合も想定される。
・ＤＶＤ視聴はデータをサーバー等に保存して、各自のタイミングで視聴できるようになれば効率的だと思う。

		51		東京第一営繕事務所		・チェックシートで誤回答が多かった設問は、よりコンプライアンス意識を高く持っての事であり、プラスの誤回答であると認識を持てたこと				・PCへ簡単なメッセージを日替わりで掲載する

		52		東京第二営繕事務所		②③･･･全体での参加型イベントは週間をPRする上でも有効    外部講師による内容も、具体感があり印象に残る。		④･･･討議的な内容の為、職員に敬遠され積極的な参加が望めない。結果、所内で勘案し選出した職員は、非常に消極的な参加となる。この形式なら「研修」としてランダムに人選し指名して行うのが良いと思います。		⑥･･･営繕事務所他の映像配信を受けられない状況を、改善して欲しい。
②③･･･年に何度か実施し参加機会を設け、全職員の必須として欲しい。希望者方式では、業務の都合や人員状況を理由に参加しない職員が一定数発生する。

		53		甲武営繕事務所		⑤事務所業務における日常のやりとり等を題材としているので、理解しやすい。				⑤質問の主旨が理解しにくい質問があった。

		54		宇都宮営繕事務所		④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。

		55		横浜営繕事務所		・コンプライアンス講習会で人事院の担当者から様々な案件の情報を聞けたこと
・チェックシートはやる意味がある
・取組の継続		・講習会へ出向く必要があったこと
・マンネリ化している
・パソコンの遵守メッセージにインパクトが足りない		・パソコンへのメッセージに工夫が必要

		56		長野営繕事務所		毎年チェックシートの実施をすることにより、知識の確認になる。		横断的ミーティング等はテレビ会議システムの活用をしてもよいのではないか。		営繕事務所では映像配信が事務所で見られない。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・事務所等横断的なミーティングなど様々な業種の職員で話し合える場があった。
 ・PCログイン時のメッセージは、毎日表示されることを煩わしく感じる向きもあろうが、メールで一度周知するだけでは十分な効果が得られないと考えられるため、よい取り組みであると思う。ただし、折角全職員が毎朝必ず最初に見る貴重な広報の場であるため、毎日同じものを表示するよりは、提供したい話題などを日替わりで簡潔に表示するなど、新鮮さを維持し、より興味を引くようなものとした方が効果的なのではないか。		・横浜庁舎での講習会の開催は、本局用務と合わせて対応することも難しく、参加しにくい。
 ・セルフチェックシートは全職員対象となっているが、結果の集計対象が「期間業務職員を除く」となっており、「そちらを見て「期間業務職員は対象外」と誤解してしまう恐れがあるため、実施対象であることを強調した方がよいのではないか。		・事務所等横断的なミーティングの題材について、参加者の見解が概ね一致するような内容であったが、討議形式を取るならば意見が分かれるような題材を入れた方が議論が深められ、意識の向上が期待できるのではないか。

		58		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		各種取り組みとも、繰り返し実施して、コンプライアンスに対する心構え、知識を職員にすり込んでいくことが大事であると思われる。		事務所等横断的なコンプライアンスミーティングのために職員を派遣するのは非効率と思われる。局主催研修時に実施すればよいのではないか。
ＤＶＤは昨年度利用したもの（繰り返すことは必ずしも悪くはないが2度目までであろう）。		本週間はコンプライアンスの取り組みを重点的に実施するため、他の会議や講習会の開催を極力避けるよう調整願いたい。また、重複して実施される研修におけるコンプライアンスの取り組み（講習会の録画放映など）を検討したらどうか。

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		①毎日目にするので効果的である。
②外部講師の講話は分かりやすい。
③説明及び資料が分かりやすかった。
⑤理解度がチェックできるのは良い。		⑥一方的な放映だと講話より理解度が低くなる気がする。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		①～⑥　あらためてコンプライアンスについて自ら考え、それを共有する機会を設けることができた。				③　勤務年数に応じて説明内容が単調に感じられるため、講義方法を一方的な説明だけではなく、参加型（ロールプレイング形式）にするなどにしたらどうか。

		61		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		・チェックシートの実施について、倫理週間にも実施しているが１０問程度で取り組みやすい。プチチェックを重ねることが各人の認識につながると思う。				・ＤＶＤの映像配信について、新規採用の職員（期間業務職員含む）は、聴講必須としたが、それ以外の職員も３日間配信ということもあり、都合をつけて積極的に聴講してくれた。しかし、数年繰り返して見ているため、少し飽きが出てきた。映像配信後に受講者達に、官製談合をした場合と断った時の映像を見て感想を述べさせたり、又は貸し出しDVDも組み合わせて事務所独自に企画するなどマンネリ化を脱した取り組みが必要と思った。
・事務所等横断的なミーティングについて、往復３時間かけて行ったが、実際は研修時間が９０分と短いので、改善して欲しい。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・DVD配信は２度あったので、業務の都合によって視聴日時を選択できるのは良かった。
・課内ミーティングを行い公務員の不祥事等などで ディスカッションすることができた。
・コンプライアンスＤＶＤ及び講習会の聴講は、ＴＶ放映のため業務の合間での参加がしやすかった。
・繰り返し継続して実施することが大事だと思われるので今のままで良いと思われる。
・新たなテーマ、昨年度の重大事案などを取り上げるのも良いと思われる。
・PCメッセージがあるので、忘れないようになって良い		・チェックシートは若干しつこさが否めない		・②について、受講できる人数を増やすための工夫が必要と思料。（会議等で受講できない人のため）　　
・DVD貸出があること自体が分からなかった。
・新たなテーマ、昨年度の重大事案などを取り上げるのも良いと思われる。
・講習会資料（ビデオ撮影後上映可能）、ＤＶＤの配信は個別確認（各ＰＣからの閲覧）が可能とされたい。

		63		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。

		64		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発注者綱紀保持に係る講習会の内容は毎年同じような内容ではあるが、繰り返し意識として定着させることも必要であるため、有意義であった。
 ④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。
⑥今年度は音声や画像の乱れ等無く、全職員が視聴することができた。				⑤チェックシートの実施をした結果を展開してほしい。当所では、正答率が０％だった設問があり、その設問に対しての回答を確認したが、具体例があるとよりわかりやすくよいと思う。

		65		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		横断的なミーティングでは、他の事務所の人の意見が聞くことができて参考になった。		マンネリ化していると感じているが、そのためか DVD配信やチェックシートなど、参加率や回答率があまり上がらない		ポップアップが表示されない、または気がつかない者がいた。





４．ミーティング実施状況

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワモト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

		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

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		1		1

		6		企画部 キカクブ		1		1

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		1						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

		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														「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		防災室 ボウサイシツ		1		1										56		40		8		4

		14		利根川上流河川事務所		1		1

		15		利根川下流河川事務所		1		1

		16		霞ヶ浦河川事務所		1

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		1		1		1

		18		江戸川河川事務所		1		1

		19		渡良瀬川河川事務所		1		1

		20		下館河川事務所		1		1

		21		荒川上流河川事務所		1		1

		22		荒川下流河川事務所		1		1

		23		京浜河川事務所		1		1

		24		利根川水系砂防事務所								1

		25		日光砂防事務所		1		1

		26		富士川砂防事務所		1		1

		27		八ツ場ダム工事事務所				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		1

		30		相模川水系広域ダム管理事務所		1		1

		31		二瀬ダム管理所		1

		32		品木ダム水質管理所		1		1

		33		東京国道事務所		1

		34		相武国道事務所		1		1

		35		首都国道事務所		1				1

		36		川崎国道事務所		1		1

		37		横浜国道事務所		1

		38		大宮国道事務所		1		1

		39		北首都国道事務所				1

		40		千葉国道事務所		1

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		1		1		1

		43		常総国道事務所		1		1

		44		東京外かく環状国道事務所		1

		45		常陸河川国道事務所		1		1

		46		高崎河川国道事務所		1		1

		47		甲府河川国道事務所				1

		48		関東技術事務所		1		1

		49		国営常陸海浜公園事務所		1		1

		50		国営昭和記念公園事務所		1		1				1

		51		東京第一営繕事務所		1		1		1

		52		東京第二営繕事務所		1		1

		53		甲武営繕事務所		1

		54		宇都宮営繕事務所		1

		55		横浜営繕事務所		1		1

		56		長野営繕事務所		1		1		1

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		1		1

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1				1

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1		1

		61		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

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1		1

		63		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

		64		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		1

		65		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		56		40		8		4
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５．取組継続

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワガン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

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		1						コンプライアンスは継続することが大切なことから

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ				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。

		6		企画部 キカクブ		1						・職員のコンプライアンス意識を低下させないためにも年１回は必要。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		1						コンプライアンスについては、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良い機会であると思われる。

		9		道路部 ドウロブ				1				上記で記載。
 チェックシートは、週間中ポップアップで、1日１問考えるようにするとか。

		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、集中的に取り組む週間を定めることで、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と思います。

		11		営繕部 エイゼンブ		1						継続して行うことが、意識向上につながると考えるため。

		12		用地部 ヨウチブ														来年度以降の継続について

		13		防災室 ボウサイシツ		1						・継続的・定期的に実施することで、発注者綱紀に関する認識が高まるから。 
・常に綱紀保持について認識しながら業務を行っているところであるが、強化週間として取り組むことで改めて強く認　　識することがかできると思慮。
・継続して取組しないと判断が難しいような事例に対して誤った対応をする恐れがある。						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		利根川上流河川事務所				1										46		18		1

		15		利根川下流河川事務所		1						事務所長を筆頭に、継続的にコンプライアンス講習を行う事が、結果的に職員・組織を守ることになると考えている。

		16		霞ヶ浦河川事務所		1						・コンプライアンスへの意識を高めるためにも継続して実施する
ことが必要だと思う。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所		1

		18		江戸川河川事務所		1						繰り返し実施し、常にコンプライアンスを意識させることが重要と考えるため

		19		渡良瀬川河川事務所		1						継続して実施することで、コンプライアンス遵守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と思う。

		20		下館河川事務所		1

		21		荒川上流河川事務所		1						コンプライアンスについて、改めて考える契機となっている　ので、職員の言動に定着させるためには、継続して取り組んでいくことが重要と考えている。

		22		荒川下流河川事務所		1						定期的に継続して、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。

		23		京浜河川事務所		1						継続的に繰り返し行うことが重要と思うため継続すべき。

		24		利根川水系砂防事務所		1						継続的に行うことが有用であると考えるため。

		25		日光砂防事務所				1				マンネリ化の防止

		26		富士川砂防事務所		1						定期的にコンプライアンスを考える機会を設け、職員の意識を継続する必要があると思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所		1						コンプライアンスについては常日頃から意識しておかなければならないが、年に1回は改めて見直す期間を設けた方が良いと思われる。

		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		相模川水系広域ダム管理事務所		1

		31		二瀬ダム管理所		1

		32		品木ダム水質管理所				1				取組内容をHPに公開し、一般への周知も図る

		33		東京国道事務所		1

		34		相武国道事務所		1

		35		首都国道事務所				1				３．で記載したもののほか、なるべく報告ものはなくしていったほうが良いと思う。なぜなら、既に四半期ごとの報告と年次報告、推進本部での局長報告などあらゆる面で報告しているからである。

		36		川崎国道事務所		1						所内でのＤＶＤ視聴について、視聴時間に観られないこともあるので、自席のＰＣでいつでも観られる環境が欲しい。

		37		横浜国道事務所				1

		38		大宮国道事務所		1

		39		北首都国道事務所						1		本取組は関東地整独自の取組であり、今年度で丸５年となります。当時のアドバイザリー委員会委員長からは、実施するのは良いがマンネリ化するので、ある程度経ったら「一度止めてみる」勇気も必要との意見がありました。
今年度から超勤上限措置が導入されました。コンプライアンスの重要性は認識していますが、仕事量の削減の観点から、次年度以降、廃止すべきかと思います。
なお、各種講習会については、引き続き本局にて実施をして頂ければと思います。

		40		千葉国道事務所				1				１のとおり、期間を長くしてはどうでしょうか。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		1		1				繰り返すことでコンプライアンスの意識が身につくので、およそ三分の二の職員が継続、三分の一の職員が改善して継続するべきと回答していた。改善案としては、eラーニングを利用して日時を問わず動画の視聴を可能にする、実施期間を長くする、放送での周知の回数を増やすといった案が考えられる。

		43		常総国道事務所		1						コンプライアンス意識を持ち続けるためには、取り組みを継続することが必要と考えます。

		44		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。

		45		常陸河川国道事務所		1						・コンプライアンスは定期的に考える機会が必要

		46		高崎河川国道事務所		1						コンプライアンスの意識を継続して持つことが重要だと思います。

		47		甲府河川国道事務所		1						コンプライアンスに関しては、職員が常に意識する必要があるため、コンプライアンス週間は毎年度継続的に開催する必要がある。

		48		関東技術事務所		1

		49		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。

		50		国営昭和記念公園事務所		1		1				定期的、継続的な取組は必要と感じるため。

		51		東京第一営繕事務所		1

		52		東京第二営繕事務所				1				講習会参加に消極的な職員もいるので、参加必須で計画して欲しい。

		53		甲武営繕事務所		1						同じ内容でも良いので、繰り返し周知することが必要である。

		54		宇都宮営繕事務所		1

		55		横浜営繕事務所		1		1				・毎回同じような内容になることは仕方のないことだと思う。 
・職務上、常に留意すべき事項
・コンプライアンスの遵守は職員が日々振り返るべき事であるので、継続的な取組が必要

		56		長野営繕事務所		1						取組を継続して実施することが意識醸成に重用と考えるから。

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ				1				・集中的に推進する期間を設けることにより、職場全体の意識高揚が図られるとともに、講習会の実施など、一方的な情報提供に止まらない主体的な参画の機会が設けられることは職員個々の意識及び知識の向上に資するものであると考えられるため、継続した方がよい。
・できるだけ多くの職員に負担無く参加してもらえる方法で実施

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ		1						・内容的にはこれで十分であり、今後とも反復継続して身につけさせることが必要なため。

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ		1

		61		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

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		1		1				・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。
・継続して実施して、職員の自己啓発に繋がる。

		63		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。

		64		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。

		65		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						定期的に開催することで、意識することができる

				集計 シュウケイ		46		18		1



機密性２情報

機密性２情報



５．取組継続

		



来年度以降の継続について



６．その他

		令和元年度コンプライアンス週間に関するアンケート レイワモト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		これまでの取組によって、既に多くの職員に知識が浸透しているように感じられたため、講習会等の内容がこれまでのものと同一の内容であると、効果が弱くなるのではないかと思われる。

		3		総務部会計課 ソウムブカイケイカ		継続することは大切なことではあるが、形骸化していると感じる部分もある。

		4		総務部契約課 ソウムブケイヤクカ

		5		総務部厚生課 ソウムブコウセイカ		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。

		6		企画部 キカクブ		年に１回程度はセルフチェックシート等を活用して、個々の職員が認識を再確認する事は重要であると思う。

		7		建政部 ケンセイブ

		8		河川部 カセンブ		チェックシートと解答と解説が同一のエクセルファイルで依頼されていたが、そのまま周知されてしまう恐れがあるため、事務局にてあらかじめ別ファイルにして依頼する方が安全と思われる。

		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

		11		営繕部 エイゼンブ

		12		用地部 ヨウチブ

		13		防災室 ボウサイシツ		・コンプライアンスについて考える機会を持つこと自体は重要。
・「週間」に関わらず定期的に実施して行ければと思う。

		14		利根川上流河川事務所		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）。

		15		利根川下流河川事務所		・昨年度に引き続き、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。
・若手職員に向けた取組というのが今後有用となるのではないか。（例えば、先輩職員からのコンプライアンスに関する問題等の報告やその時の対処など）

		16		霞ヶ浦河川事務所		・コンプライアンスミーティングは課内で意見交換ができたので参考になった。
・定期的に事務所で講演会などがあると良い。

		17		霞ヶ浦導水工事事務所

		18		江戸川河川事務所

		19		渡良瀬川河川事務所

		20		下館河川事務所

		21		荒川上流河川事務所

		22		荒川下流河川事務所

		23		京浜河川事務所		・意識の高揚を図るために毎日、館内放送で周知を行い、とにかく繰り返し継続していくことに意味があると思う。
・チェックシートについては、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。

		24		利根川水系砂防事務所

		25		日光砂防事務所

		26		富士川砂防事務所		「発注者綱紀保持のチェックシート」は非常にわかりやすいため、コンプライアンスミーティングで「発注者綱紀保持のチェックシート」を活用した方が職員の知識が深まると思われる。

		27		八ツ場ダム工事事務所

		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		相模川水系広域ダム管理事務所

		31		二瀬ダム管理所		コンプライアンスミーティングの本局提供課題は、とても助かります。今後もお願いしたいです。

		32		品木ダム水質管理所		HP等で、状況等により、良いか悪いか判断できるような特設サイトを作成する。

		33		東京国道事務所		業務毎にかかわり方に差違があるので、業務毎に内容を変えられないか。

		34		相武国道事務所

		35		首都国道事務所

		36		川崎国道事務所		本局や事務所で開催した講習会に参加した方は、技術系職員の参加者が事務系職員と比較すると少なかったとの意見がありました。このような機会に、技術系職員も多く参加されれば、違った考え方等にも触れられ有意義な意見交換ができると思います。
今後、バランスの良い比率となるよう改善が必要であると感じました。

		37		横浜国道事務所

		38		大宮国道事務所

		39		北首都国道事務所

		40		千葉国道事務所		チェックシートの集計報告について、局からのフィードバックをしていただけないでしょうか。

		41		宇都宮国道事務所

		42		長野国道事務所		なかには、毎年同じ内容なのでコンプライアンス週間を特別意識しないという職員も見られた。最新の事例やより身近な事例を扱うなどして、できるかぎり多くの職員に意識してもらうようにすることが今後の課題の１つだと考えられる。

		43		常総国道事務所

		44		東京外かく環状国道事務所

		45		常陸河川国道事務所

		46		高崎河川国道事務所

		47		甲府河川国道事務所

		48		関東技術事務所		週間もいいが、通年で意識を持ち続けるよう取組をうまく分散させる工夫が重要。 シュウカンツウネンイシキモツヅトリクミブンサンクフウジュウヨウ

		49		国営常陸海浜公園事務所

		50		国営昭和記念公園事務所		・組織としてこういった取組を定期的に継続することにより、防げる事案もあると思う。

		51		東京第一営繕事務所		・配信映像が視聴できる環境にして欲しい

		52		東京第二営繕事務所		週間以外にも「研修」として実施して欲しい。現状の各研修の一コマではなく、「コンプラ研修」として全部。特に管理職以外の係長クラスを対象に。繁忙であり参加できない為。

		53		甲武営繕事務所		・利害関係のある人との食事は認められつつも、ゴルフは厳しい制限を受けている。ゴルフはオリンピック競技にもあるスポーツであり、国交友好の手段としても利用されているのに、公務員のコンプライアンスの上では悪いものになってしまうのは残念に思う。

		54		宇都宮営繕事務所

		55		横浜営繕事務所		・平常時に物事を「良くない方向」から考えて見ることはなかなかないと思うので、防災訓練などと同様「考えて見る機会」は時には必要と考える。
・発注業務で業者と接する機会があり、日頃からコンプライアンス意識を高く持ち続けることが重要

		56		長野営繕事務所

		57		関東道路メンテナンスセンター カントウドウロ		・コンプライアンスメールや放映では、全員が受講し、理解することは難しいため、各所属における幹部会や課内会議での確実な講習の実施を求めていくことが現実的な方法ではないかと思われる。

		58		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

		59		千葉港湾事務所 チバコウワンジムショ

		60		東京港湾事務所 トウキョウコウワンジムショ

		61		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		・さいたまで受講した外部講師・倫理審査会の方の講義が参考になった。港湾空港全体で聴講しやすいように招いて見るのはいかがでしょうか。

		62		京浜港湾事務所 ケイヒンコウワンジムショ		・題材がパターン化してきているところもあるが、コンプラを継続することによる意識改革の効果もあるため、引き続き、実施をお願いしたい

		63		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

		64		特定離島港湾事務所 トクテイリトウコウワンジムショ		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ものの、多少変えて様々な問題（事例）に接することも必要と感じる。今年度のチェックシートの設問１０について、回答に具体的な場面を追記していただきたい。具体例がある方がよりわかりやすくてよいと思う。

		65		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		発注者綱紀保持に係る講習会の過去の過ちについて時効はあるのか知りたい。など、興味や意識を持った者がいた。
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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28～31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。

【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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令和元年度 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
（実施結果報告 ）

＜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独占禁止法について

②官製談合防止法について

○入札談合等関与行為とは

○事例紹介

○官製談合を防止するために（まとめ）

日 時：令和元年６月６日（木）１５：３０～１７：００

場 所：横浜第２合同庁舎１３階 １３１、１３２会議室

参加者：６８名

（ＣＣＴＶによる同時映像配信を実施）

講師：公正取引委員会事務総局

経済取引局総務課 魚住氏

別紙５



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？

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？

※（アンケート回答数２１７）

３．講習の内容は、今後の業務で役立つと思いますか？

４．その他、講習会に関する意見等（自由記述）

・発注者綱紀保持、コンプライアンス遵守には、繰り返しの情報発信が重要であり、このような
機会は有意義。

・分かりやすい説明であった。大変参考になった。

・他の研修と重複している内容が多くなっている。ロールプレイング形式の講義の方が飽きずに
聴けて良いと思う。

・説明時間が少し長く感じる。１時間程度が良い。

事前に「ある程度、内容を把握していた

職員」が昨年度アンケートの78％から6％
上昇していることから、継続的に講習会を

開催していることの効果があったものと見

込まれる。

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。

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。


グラフ1

		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

		令和元年度公正取引委員会による講習会に関するアンケート レイワガン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

		3						1								1								1								1												1										1																				1		今後も講習会を開催してほしい。コンプライアンスは繰り返し学ぶことが大事。 コンゴコウシュウカイカイサイクカエマナダイジ

		4								1								1						1												1												1						1																		1

		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		1

		9				1														1						1						1												1										1												1

		10						1						1										1								1												1										1																1

		11						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

		15				1										1								1								1												1										1												1		1

		16								1								1						1								1														1								1																1

		17				1										1								1										1										1										1																1

		18		1																1								1						1										1												1																1

		19				1								1										1								1														1								1														1		1

		20		1												1								1								1												1										1																1

		21		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																1

		25		1		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		1

		29						1						1										1								1														1								1																1						刑法談合事案についての事例、独禁法との相違点にも触れてほしかった。一般競争、総合評価でも談合が発生すると考えているか。 ケイホウダンゴウジアンジレイドッキンホウソウイテンフイッパンキョウソウソウゴウヒョウカダンゴウハッセイカンガ

		30		1												1								1										1												1								1																1

		31				1								1										1										1										1										1																1

		32		1														1								1								1														1								1														1

		33						1						1										1								1												1										1										1						1

		34				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		35		1												1												1				1														1										1														1

		36				1										1								1								1														1								1										1

		37		1														1								1						1												1										1												1

		38						1						1										1												1												1								1										1		1

		39		1		1								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

		44		1																1								1				1														1								1																		1

		45								1						1								1								1												1										1																1						分かりやすい説明であった。 ワセツメイ

		46		1				1														1		1								1												1										1														1

		47		1		1				1						1								1																				1										1										1		1		1		1

		48								1										1						1						1												1										1										1

		49				1														1				1								1												1										1												1

		50		1		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

		55		1												1								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		1

		59								1				1										1								1												1										1														1

		60								1						1								1								1												1										1																				1

		61		1		1								1										1								1												1										1																1

		62								1										1				1								1												1										1																1

		63								1						1								1								1														1								1																1

		64								1				1										1										1										1												1												1

		65		1										1										1										1												1								1																1

		66				1										1								1										1												1								1														1		1

		67								1								1						1								1												1										1																				1

		68				1										1										1								1												1										1												1		1

		69		1												1								1								1														1								1																				1

		70		1														1						1										1										1										1										1

		71		1		1																1		1								1												1												1																		1

		72								1						1								1								1												1										1																				1

		73		1																1				1								1												1										1																		1

		74				1												1						1								1												1										1																		1

		75		1														1						1								1												1										1

		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

		81				1																1		1										1												1												1																1

		82								1												1						1				1												1										1

		83		1																		1		1										1										1										1																				1

		84		1														1						1										1										1												1																		1

		85		1						1								1						1								1												1										1																				1

		86		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		説明時間が少し長く感じた。 セツメイジカンスコナガカン

		90		1		1		1						1										1								1												1										1																				1

		91		1														1								1						1												1										1																1

		92								1										1						1								1												1								1																				1

		93								1								1						1								1														1								1																				1

		94		1																1								1				1												1										1

		95								1												1		1										1												1								1																				1

		96								1												1								1				1												1																1												1

		97								1						1								1										1										1												1

		98								1								1										1						1												1								1																				1

		99								1				1												1								1												1														1														1

		100		1												1								1										1												1										1																1

		101		1		1		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

		108								1								1						1										1										1										1																				1

		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								ロールプレイング形式が良いと思う。（飽きない） ケイシキヨオモア

		113		1														1						1								1														1								1																				1		１時間程度が良い。 ジカンテイドヨ

		114		1										1										1										1										1										1																				1		他の研修と重複している内容が多くなってきた。 タケンシュウチョウフクナイヨウオオ

		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		難しい単語を使っていなかったので良かったが、１つの説明をもう少し簡潔に話してほしい。穏やかな口調で眠くなっている職員もいたので、もう少しハキハキと話してほしい。 ムズカタンゴツカヨセツメイスコカンケツハナオダクチョウネムショクインスコハナ

		124		1										1										1								1												1										1

		125						1						1										1										1										1										1												1										発注者綱紀保持、コンプライアンス遵守には、繰り返しの情報発信が重要と考えており、今回の機会も有意義であった。 ハッチュウシャコウキホジジュンシュクカエジョウホウハッシンジュウヨウカンガコンカイキカイユウイギ

		126		1										1										1								1												1										1																				1

		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								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										1

		133								1				1										1										1										1												1														1

		134		1										1										1								1												1										1														1

		135				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

		142		1														1						1										1												1								1																1

		143				1												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																				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

		157				1								1										1								1												1										1																		1

		158		1										1										1										1										1										1																				1

		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

		164		1														1								1								1												1										1																		1		大変参考になった。 タイヘンサンコウ

		165		1										1										1								1												1										1																				1

		166								1												1		1								1												1												1														1

		167		1														1								1						1												1										1																				1

		168		1																1				1										1												1										1																1

		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																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

		178		1										1										1								1														1								1														1		1

		179		1														1						1										1										1										1										1		1

		180		1		1		1		1												1		1								1												1										1														1		1

		181		1				1						1										1								1												1										1																1

		182		1										1										1										1										1										1																1

		183		1		1		1		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

		188								1								1								1								1										1												1														1

		189								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										1														1

		197				1												1						1								1														1								1																				1

		198		1														1						1								1												1										1																				1

		199		1														1								1						1														1								1																		1

		200		1		1				1								1						1										1												1										1																		1		処分内容の周知にとどまらず、職員を不正に追い詰める入札、契約、予算等の制度そのものを抜本的に見直さなければ解決できないのではないか。 ショブンナイヨウシュウチショクインフセイオツニュウサツケイヤクヨサントウセイドバッポンテキミナオカイケツ

		201		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

		208				1														1						1										1														1								1																1

		209		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								1														1

		214		1														1						1								1												1										1																				1

		215		1						1										1				1								1												1										1														1

		216		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		217				1												1						1												1												1								1												1

				116		54		29		57		2		55		34		69		39		18		183		22		9		3		136		68		10		2		0		0		135		68		12		2		0		167		40		8		1		1		21		17		30		61		27		78





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。

				183		22		9		3





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

				136		68		10		2		0		0





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

				135		68		12		2		0





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

				167		40		8		1		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

				21		17		30		61		27





周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か




グラフ1

		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



167

40

8

1

1



集計表

		令和元年度公正取引委員会による講習会に関するアンケート レイワガン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

		3						1								1								1								1												1										1																				1		今後も講習会を開催してほしい。コンプライアンスは繰り返し学ぶことが大事。 コンゴコウシュウカイカイサイクカエマナダイジ

		4								1								1						1												1												1						1																		1

		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		1

		9				1														1						1						1												1										1												1

		10						1						1										1								1												1										1																1

		11						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

		15				1										1								1								1												1										1												1		1

		16								1								1						1								1														1								1																1

		17				1										1								1										1										1										1																1

		18		1																1								1						1										1												1																1

		19				1								1										1								1														1								1														1		1

		20		1												1								1								1												1										1																1

		21		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																1

		25		1		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		1

		29						1						1										1								1														1								1																1						刑法談合事案についての事例、独禁法との相違点にも触れてほしかった。一般競争、総合評価でも談合が発生すると考えているか。 ケイホウダンゴウジアンジレイドッキンホウソウイテンフイッパンキョウソウソウゴウヒョウカダンゴウハッセイカンガ

		30		1												1								1										1												1								1																1

		31				1								1										1										1										1										1																1

		32		1														1								1								1														1								1														1

		33						1						1										1								1												1										1										1						1

		34				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		35		1												1												1				1														1										1														1

		36				1										1								1								1														1								1										1

		37		1														1								1						1												1										1												1

		38						1						1										1												1												1								1										1		1

		39		1		1								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

		44		1																1								1				1														1								1																		1

		45								1						1								1								1												1										1																1						分かりやすい説明であった。 ワセツメイ

		46		1				1														1		1								1												1										1														1

		47		1		1				1						1								1																				1										1										1		1		1		1

		48								1										1						1						1												1										1										1

		49				1														1				1								1												1										1												1

		50		1		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

		55		1												1								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		1

		59								1				1										1								1												1										1														1

		60								1						1								1								1												1										1																				1

		61		1		1								1										1								1												1										1																1

		62								1										1				1								1												1										1																1

		63								1						1								1								1														1								1																1

		64								1				1										1										1										1												1												1

		65		1										1										1										1												1								1																1

		66				1										1								1										1												1								1														1		1

		67								1								1						1								1												1										1																				1

		68				1										1										1								1												1										1												1		1

		69		1												1								1								1														1								1																				1

		70		1														1						1										1										1										1										1

		71		1		1																1		1								1												1												1																		1

		72								1						1								1								1												1										1																				1

		73		1																1				1								1												1										1																		1

		74				1												1						1								1												1										1																		1

		75		1														1						1								1												1										1

		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

		81				1																1		1										1												1												1																1

		82								1												1						1				1												1										1

		83		1																		1		1										1										1										1																				1

		84		1														1						1										1										1												1																		1

		85		1						1								1						1								1												1										1																				1

		86		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		説明時間が少し長く感じた。 セツメイジカンスコナガカン

		90		1		1		1						1										1								1												1										1																				1

		91		1														1								1						1												1										1																1

		92								1										1						1								1												1								1																				1

		93								1								1						1								1														1								1																				1

		94		1																1								1				1												1										1

		95								1												1		1										1												1								1																				1

		96								1												1								1				1												1																1												1

		97								1						1								1										1										1												1

		98								1								1										1						1												1								1																				1

		99								1				1												1								1												1														1														1

		100		1												1								1										1												1										1																1

		101		1		1		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

		108								1								1						1										1										1										1																				1

		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								ロールプレイング形式が良いと思う。（飽きない） ケイシキヨオモア

		113		1														1						1								1														1								1																				1		１時間程度が良い。 ジカンテイドヨ

		114		1										1										1										1										1										1																				1		他の研修と重複している内容が多くなってきた。 タケンシュウチョウフクナイヨウオオ

		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		難しい単語を使っていなかったので良かったが、１つの説明をもう少し簡潔に話してほしい。穏やかな口調で眠くなっている職員もいたので、もう少しハキハキと話してほしい。 ムズカタンゴツカヨセツメイスコカンケツハナオダクチョウネムショクインスコハナ

		124		1										1										1								1												1										1

		125						1						1										1										1										1										1												1										発注者綱紀保持、コンプライアンス遵守には、繰り返しの情報発信が重要と考えており、今回の機会も有意義であった。 ハッチュウシャコウキホジジュンシュクカエジョウホウハッシンジュウヨウカンガコンカイキカイユウイギ

		126		1										1										1								1												1										1																				1

		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								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										1

		133								1				1										1										1										1												1														1

		134		1										1										1								1												1										1														1

		135				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

		142		1														1						1										1												1								1																1

		143				1												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																				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

		157				1								1										1								1												1										1																		1

		158		1										1										1										1										1										1																				1

		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

		164		1														1								1								1												1										1																		1		大変参考になった。 タイヘンサンコウ

		165		1										1										1								1												1										1																				1

		166								1												1		1								1												1												1														1

		167		1														1								1						1												1										1																				1

		168		1																1				1										1												1										1																1

		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																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

		178		1										1										1								1														1								1														1		1

		179		1														1						1										1										1										1										1		1

		180		1		1		1		1												1		1								1												1										1														1		1

		181		1				1						1										1								1												1										1																1

		182		1										1										1										1										1										1																1

		183		1		1		1		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

		188								1								1								1								1										1												1														1

		189								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										1														1

		197				1												1						1								1														1								1																				1

		198		1														1						1								1												1										1																				1

		199		1														1								1						1														1								1																		1

		200		1		1				1								1						1										1												1										1																		1		処分内容の周知にとどまらず、職員を不正に追い詰める入札、契約、予算等の制度そのものを抜本的に見直さなければ解決できないのではないか。 ショブンナイヨウシュウチショクインフセイオツニュウサツケイヤクヨサントウセイドバッポンテキミナオカイケツ

		201		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

		208				1														1						1										1														1								1																1

		209		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								1														1

		214		1														1						1								1												1										1																				1

		215		1						1										1				1								1												1										1														1

		216		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		217				1												1						1												1												1								1												1

				116		54		29		57		2		55		34		69		39		18		183		22		9		3		136		68		10		2		0		0		135		68		12		2		0		167		40		8		1		1		21		17		30		61		27		78





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。

				183		22		9		3





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

				136		68		10		2		0		0





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

				135		68		12		2		0





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

				167		40		8		1		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

				21		17		30		61		27





周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か




グラフ1

		深まった

		多少深まった

		どちらとも言えない

		あまり深まらなかった

		深まらなかった

		既に十分知っている



あまり[]
1%

136
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10
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0

0



集計表

		令和元年度公正取引委員会による講習会に関するアンケート レイワガン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

		3						1								1								1								1												1										1																				1		今後も講習会を開催してほしい。コンプライアンスは繰り返し学ぶことが大事。 コンゴコウシュウカイカイサイクカエマナダイジ

		4								1								1						1												1												1						1																		1

		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		1

		9				1														1						1						1												1										1												1

		10						1						1										1								1												1										1																1

		11						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

		15				1										1								1								1												1										1												1		1

		16								1								1						1								1														1								1																1

		17				1										1								1										1										1										1																1

		18		1																1								1						1										1												1																1

		19				1								1										1								1														1								1														1		1

		20		1												1								1								1												1										1																1

		21		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																1

		25		1		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		1

		29						1						1										1								1														1								1																1						刑法談合事案についての事例、独禁法との相違点にも触れてほしかった。一般競争、総合評価でも談合が発生すると考えているか。 ケイホウダンゴウジアンジレイドッキンホウソウイテンフイッパンキョウソウソウゴウヒョウカダンゴウハッセイカンガ

		30		1												1								1										1												1								1																1

		31				1								1										1										1										1										1																1

		32		1														1								1								1														1								1														1

		33						1						1										1								1												1										1										1						1

		34				1								1										1								1												1										1												1		1		1

		35		1												1												1				1														1										1														1

		36				1										1								1								1														1								1										1

		37		1														1								1						1												1										1												1

		38						1						1										1												1												1								1										1		1

		39		1		1								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

		44		1																1								1				1														1								1																		1

		45								1						1								1								1												1										1																1						分かりやすい説明であった。 ワセツメイ

		46		1				1														1		1								1												1										1														1

		47		1		1				1						1								1																				1										1										1		1		1		1

		48								1										1						1						1												1										1										1

		49				1														1				1								1												1										1												1

		50		1		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

		55		1												1								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		1

		59								1				1										1								1												1										1														1

		60								1						1								1								1												1										1																				1

		61		1		1								1										1								1												1										1																1

		62								1										1				1								1												1										1																1

		63								1						1								1								1														1								1																1

		64								1				1										1										1										1												1												1

		65		1										1										1										1												1								1																1

		66				1										1								1										1												1								1														1		1

		67								1								1						1								1												1										1																				1

		68				1										1										1								1												1										1												1		1

		69		1												1								1								1														1								1																				1

		70		1														1						1										1										1										1										1

		71		1		1																1		1								1												1												1																		1

		72								1						1								1								1												1										1																				1

		73		1																1				1								1												1										1																		1

		74				1												1						1								1												1										1																		1

		75		1														1						1								1												1										1

		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

		81				1																1		1										1												1												1																1

		82								1												1						1				1												1										1

		83		1																		1		1										1										1										1																				1

		84		1														1						1										1										1												1																		1

		85		1						1								1						1								1												1										1																				1

		86		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		説明時間が少し長く感じた。 セツメイジカンスコナガカン

		90		1		1		1						1										1								1												1										1																				1

		91		1														1								1						1												1										1																1

		92								1										1						1								1												1								1																				1

		93								1								1						1								1														1								1																				1

		94		1																1								1				1												1										1

		95								1												1		1										1												1								1																				1

		96								1												1								1				1												1																1												1

		97								1						1								1										1										1												1

		98								1								1										1						1												1								1																				1

		99								1				1												1								1												1														1														1

		100		1												1								1										1												1										1																1

		101		1		1		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

		108								1								1						1										1										1										1																				1

		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								ロールプレイング形式が良いと思う。（飽きない） ケイシキヨオモア

		113		1														1						1								1														1								1																				1		１時間程度が良い。 ジカンテイドヨ

		114		1										1										1										1										1										1																				1		他の研修と重複している内容が多くなってきた。 タケンシュウチョウフクナイヨウオオ

		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		難しい単語を使っていなかったので良かったが、１つの説明をもう少し簡潔に話してほしい。穏やかな口調で眠くなっている職員もいたので、もう少しハキハキと話してほしい。 ムズカタンゴツカヨセツメイスコカンケツハナオダクチョウネムショクインスコハナ

		124		1										1										1								1												1										1

		125						1						1										1										1										1										1												1										発注者綱紀保持、コンプライアンス遵守には、繰り返しの情報発信が重要と考えており、今回の機会も有意義であった。 ハッチュウシャコウキホジジュンシュクカエジョウホウハッシンジュウヨウカンガコンカイキカイユウイギ

		126		1										1										1								1												1										1																				1

		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								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										1

		133								1				1										1										1										1												1														1

		134		1										1										1								1												1										1														1

		135				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

		142		1														1						1										1												1								1																1

		143				1												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																				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

		157				1								1										1								1												1										1																		1

		158		1										1										1										1										1										1																				1

		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

		164		1														1								1								1												1										1																		1		大変参考になった。 タイヘンサンコウ

		165		1										1										1								1												1										1																				1

		166								1												1		1								1												1												1														1

		167		1														1								1						1												1										1																				1

		168		1																1				1										1												1										1																1

		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																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

		178		1										1										1								1														1								1														1		1

		179		1														1						1										1										1										1										1		1

		180		1		1		1		1												1		1								1												1										1														1		1

		181		1				1						1										1								1												1										1																1

		182		1										1										1										1										1										1																1

		183		1		1		1		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

		188								1								1								1								1										1												1														1

		189								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										1														1

		197				1												1						1								1														1								1																				1

		198		1														1						1								1												1										1																				1

		199		1														1								1						1														1								1																		1

		200		1		1				1								1						1										1												1										1																		1		処分内容の周知にとどまらず、職員を不正に追い詰める入札、契約、予算等の制度そのものを抜本的に見直さなければ解決できないのではないか。 ショブンナイヨウシュウチショクインフセイオツニュウサツケイヤクヨサントウセイドバッポンテキミナオカイケツ

		201		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

		208				1														1						1										1														1								1																1

		209		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								1														1

		214		1														1						1								1												1										1																				1

		215		1						1										1				1								1												1										1														1

		216		1		1		1						1										1								1												1										1																1

		217				1												1						1												1												1								1												1

				116		54		29		57		2		55		34		69		39		18		183		22		9		3		136		68		10		2		0		0		135		68		12		2		0		167		40		8		1		1		21		17		30		61		27		78





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。

				183		22		9		3





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

				136		68		10		2		0		0





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

				135		68		12		2		0





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

				167		40		8		1		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

				21		17		30		61		27





周知の予定

		



職場での周知等を行う予定か





令和元年度 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
（実施結果報告 ）

＜主な事例内容＞

①事業者との応接方法及び不当な働きかけに対する対応について

積算ミスにより契約解除となった事業者に再就職しているＯＢの訪問

に対する発注担当課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）

②一般の市民に対する対応について

事務所に訪ねてきた一般市民に対して、相手を怒らせてしまった事務

所係長の対応の問題点と取るべき対応

（危機管理等について）

③事業者と接する際の倫理について

工事現場を訪れた際、請負業者の社員と昼食を共にした事務所係長

と係員の対応の問題点と取るべき対応

（国家公務員倫理規程等について）

日時：令和元年６月５日（水）、７日（金）の両日 １４：３０～１６：００

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：７０名（一般事務５１名、用地７名、技術１２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題についてミーティング

※１．班別意見交換 ２．班別発表 ３．適正業務管理官による講評・解説

別紙６



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

「かなり理解できた」と回答した職員が昨年度の41％から

大きく上昇しており、課題の作成に当たって、分かりやすい

設定、内容になるよう心がけたことが要因と考えられる。

２．ミーティングについて

「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」と回答した職員がほとんどである。多くのグループが

活発なミーティングを行っており、解説も真剣に聞いている

様子であったため、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）

・様々な分野、職種の方々からの意見が聞けて有意義。新鮮で良い機会だった。

・先輩方の意見や実務上の体験談で参考になった。

・実際に起こりうる事例で分かりやすく議論しやすかった。

・他人の意見を聞いて、自分の意見も同様だったので、自分の認識が間違っていないことを確認する場
となって良かった。

・日々の業務では意識できないこともあるので、このような機会を定期的に設けることは重要。

・規程を読むことも大事だが、ミーティングはより実践的で有益な機会。

・過去に参加したことのない人に来てもらうようにすべき。

・事務系ばかりなので、各事務所事務・技術１名ずつ等多くの職員に参加してもらった方が良い。課長級
以上も参加するべき。

※（アンケート回答数６９）

４．コンプライアンス全般について（自由記述）

・継続することが肝要と思っているので、今後も積極的に参加したい。

・日頃、コンプライアンスの重要さを理解しているつもりでも、いざというとき正しい行動が取れるか不安
も大きい。定期的な研修、ミーティングは意義のあることと思う。

・「自分の身を守る方法」についての講習があっても良いと思う。（上司への報告、記録作成等）

・他人事と思わずに日々の業務を行う上で気をつけていきたい。

・受注者側の認識が甘いと感じる場面が多々あるので、受注者にもコンプライアンス意識を持ってもらい
たい。


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



38

31

0

0



集計表

		令和元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 レイワガン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						事務所内でのコンプラミーティングと違い、様々な分野、職種の方々からの意見が聞けることが有意義。 ジムショナイチガサマザマブンヤショクシュカタガタイケンキユウイギ		継続することが肝要と感じているので、今後も積極的に参加したい。 ケイゾクカンヨウカンコンゴセッキョクテキサンカ

		2				1				1										1						コンプライアンスを考える良い機会になった。事務・技術含めて討論できるのは良い経験。 カンガヨキカイジムギジュツフクトウロンヨケイケン

		3				1				1										1								「自分の身を守る方法」からの講習があっても良いと思う。（上司への報告、記録作成等） ジブンミマモホウホウコウシュウヨオモジョウシホウコクキロクサクセイトウ

		4						1				1								1						グループ討議の時間が短い。課題を読み込む時間が足りない。始まりと終わりの時間が中途半端で時間を取られる。 トウギジカンミジカカダイヨコジカンタハジオジカンチュウトハンパジカント

		5				1						1								1						実際に起こりうる事例で参考になった。 ジッサイオジレイサンコウ		他人事と思わずに日々の業務を行う上で気をつけていきたい。 ヒトゴトオモヒビギョウムオコナウエキ

		6				1						1								1						過去参加したことがない人を来させるようにしたら良いと思う。 カコサンカヒトコヨオモ

		7				1						1								1						3問とも欠点が明らかなので、正しい対応を取っている例も交ぜた方が頭を使うのでは。自分にはない発想や考えを聞けて考えさせられた。課題にない話、類似例も想定して議論した。 モンケッテンアキタダタイオウトレイマホウアタマツカジブンハッソウカンガキカンガカダイハナシルイジレイソウテイギロン		日頃このような話をする場がないので貴重な機会だった。各事務所事務官・技官1名ずつ等多くの職員に参加してもらった方が良い。課長級以上も参加するべき。 ヒゴロハナシバキチョウキカイカクジムショジムカンギカンメイトウオオショクインサンカホウヨカチョウキュウイジョウサンカ

		8				1				1								1										日々の業務では意識できないこともあるので、このような機会を定期的に設けることは重要。 ヒビギョウムイシキキカイテイキテキモウジュウヨウ

		9				1						1								1								工事現場で業者がペットボトルの茶を用意していた、用地交渉で地権者から食事を出されたといった話が、班の中で出たが正解が分からなかった。 コウジゲンバギョウシャチャヨウイヨウチコウショウチケンシャショクジダハナシハンナカデセイカイワ

		10		1						1										1						普段従事している立場からの意見が聞けて良かった。事務・技術間の意見交換はいい経験だった。 フダンジュウジタチバイケンキヨジムギジュツカンイケンコウカンケイケン

		11				1				1										1						他者の意見を聞くことで違った視点で見ることができた。 タシャイケンキチガシテンミ		コンプライアンスについては、繰り返し研修等で確認することが大切であると思った。 クカエケンシュウトウカクニンタイセツオモ

		12				1						1								1						局に来る時間が無駄なので、TV会議にしてほしい。 キョククジカンムダカイギ		OBが営業に来るのはやめてほしい。 エイギョウク

		13				1				1								1								日常業務で起こりうる事例を身近な問題として捉えることができた。日頃からの意識、行動が大切だとあらためて感じた。 ニチジョウギョウムオジレイミヂカモンダイトラヒゴロイシキコウドウタイセツカン		このような機会は有益。規定を読むことも大事だが、ミーティングの方がより実践的。こういったことの積み重ねがつまずきの回避につながる。 キカイユウエキキテイヨダイジホウジッセンテキツカサカイヒ

		14				1						1								1						いろいろな事例を通して意識を深めることができた。 ジレイトオイシキフカ

		15				1				1										1						課題がもう少しあっても良かった。 カダイスコヨ

		16				1						1								1								各事務所1人以上の参加が求められていたが、任意でもいいのではないか。 カクジムショニンイジョウサンカモトニンイ

		17						1		1										1						課内でミーティングを行っても討議して回答を得るだけであまり身になっていない気がする。規程等を参照しながら、ここは○、ここは×等、事例を掲示して講習を行った方が良い。 カナイオコナトウギカイトウエミキキテイトウサンショウトウジレイケイジコウシュウオコナホウヨ

		18				1				1										1						社会、地域に対して信用されるための行動をするということを再認識したい。 シャカイチイキタイシンヨウコウドウサイニンシキ

		19				1						1								1						司会者、発表者、初期が代わるのが良かった。いろいろな立場の人と意見交換できて良かった。 シカイシャハッピョウシャショキカヨタチバヒトイケンコウカンヨ		疑念を抱かれるような行動を取らないよう気をつけていれば、コンプライアンスはまあ遵守できるのではと考えている。 ギネンイダコウドウトキジュンシュカンガ

		20				1						1						1								全班ともほとんど考えが同じ、ほとんど正解といった感じだったが、そうあるべきだと思う。班の討論においてはみんな意見をしっかり持っていて、自身の認識不足、勉強不足を感じた。 ゼンハンカンガオナセイカイカンオモハントウロンイケンモジシンニンシキフソクベンキョウフソクカン		発生するおそれのある事例については、職場に戻っても対応できるようにしたい。 ハッセイジレイショクバモドタイオウ

		21				1				1								1								初めて会った方ばかりだったので、真剣に討議する気持ちになった。新鮮で良い機会だった。 ハジアカタシンケントウギキモシンセンヨキカイ

		22				1						1						1								日頃、コンプライアンスについて深く考えているわけではないので、再確認の機会として非常に得るところがあった。 ヒゴロフカカンガサイカクニンキカイヒジョウエ		個々の対応について、事例等で分かりやすく示してもらえると理解しやすい。 ココタイオウジレイトウワシメリカイ

		23				1				1								1								自分だけでは思い浮かばないような意見も聞けて、参考になった。 ジブンオモウイケンキサンコウ		とても良い経験ができた。 ヨケイケン

		24				1				1								1								各班ともコンプライアンスについての意識が高いと感じた。 カクハンイシキタカカン

		25				1				1								1								普段接することのない方と意見交換ができ、有意義だった。どの課題もありがちな事例で、ためになった。 フダンセッカタイケンコウカンユウイギカダイジレイ

		26				1						1								1								判断に苦しむときは、第三者の目で見たときどう思うかで判断している。 ハンダンクルダイサンシャメミオモハンダン

		27				1				1										1						いろいろな意見が出て参考になった。 イケンデサンコウ		昔から働いている人ほど、コンプライアンスに甘い気がする。 ムカシハタラヒトアマキ

		28				1				1								1								自分だけでは気づかないところもあり、とても参考になった。 ジブンキサンコウ

		29				1				1								1								事務所で行うミーティングより、集中して議論を行うことができた。 ジムショオコナシュウチュウギロンオコナ		コンプライアンスは繰り返しの確認で意識を高めることが重要。日頃から注意したい。 クカエカクニンイシキタカジュウヨウヒゴロチュウイ

		30				1				1								1								公務員であることの自覚を一層感じた。自分の身を守るための勉強が必要。 コウムインジカクイッソウカンジブンミマモベンキョウヒツヨウ

		31				1				1										1						他事務所の方も自分と同様の考えだったので、自分の考えが適当だったと認識できた。 タジムショカタジブンドウヨウカンガジブンカンガテキトウニンシキ		職員が減る一方で、業務量は増えている。そのなかで、業務委託にどこまで任せるか迷うことがある。守秘義務を負うといっても全てを任せることはできないのでは。 ショクインヘイッポウギョウムリョウフギョウムイタクマカマヨシュヒギムオスベマカ

		32				1						1								1						具体的な事例について議論しておけば、似たような状況になったとき適切な対応がしやすくなるので、得るところはあった。 グタイテキジレイギロンニジョウキョウテキセツタイオウエ		コンプライアンスの事例では必ずOBが出てくる。再就職の規制を見直す必要があるのではないか。 ジレイカナラデサイシュウショクキセイミナオヒツヨウ

		33				1						1						1

		34						1				1								1						研修時間が少し短いと感じた。 ケンシュウジカンスコミジカカン		受注者側の認識が甘いと感じる場面が多々ある。外部向け講習等をもっと行うべき。 ジュチュウシャガワニンシキアマカンバメンタタガイブムコウシュウトウオコナ

		35				1						1								1						ただ話を聞くだけより、議論形式の方が頭に入りやすい。 ハナシキギロンケイシキホウアタマハイ

		36				1						1								1						遠くの事務所で時間をかけて来ているので、ミーティングの前後に講習の時間も設けてもらえると良かった。 トオジムショジカンキゼンゴコウシュウジカンモウヨ

		37				1				1								1								実際に起こりうるケースが課題となっていて勉強になった。話す機会のない方と議論できたのは有意義。 ジッサイオカダイベンキョウハナキカイカタギロンユウイギ		心がけるべきこと、守るべきことを確認することができたと感じている。一方、相手を縛る規定があれば、対応に苦慮する場面で助かるのにとも感じている。 ココロマモカクニンカンイッポウアイテシバキテイタイオウクリョバメンタスカン

		38				1				1								1								課題2のようにきちんと説明することもコンプライアンスに通じるのだと改めて認識した。 カダイセツメイツウアラタニンシキ		意見が重なるということは問題意識が共有できていることがと思っている。 イケンカサモンダイイシキキョウユウオモ

		39				1				1												1						今回の課題のような代表的な場面をケース別に整理し、対応マニュアルを周知するといいのでは。 コンカイカダイダイヒョウテキバメンベツセイリタイオウシュウチ

		40				1				1								1								他事務所の方の意見が聞けて良かった。 タジムショカタイケンキヨ		良い機会であった。 ヨキカイ

		41				1						1								1						他事務所の職員との意見交換は新鮮な経験だった。 タジムショショクインイケンコウカンシンセンケイケン

		42				1						1								1						事例が分かりやすく議論しやすかった。発注者綱紀保持、住民対応、倫理規程と異なるジャンルを学べて良かった。 ジレイワギロンハッチュウシャコウキホジジュウミンタイオウリンリキテイコトマナヨ

		43				1				1										1						こういったミーティングは、コンプライアンスを思い出す機会として良い。 オモダキカイヨ

		44				1				1								1

		45				1				1										1								有意義な機会だった。 ユウイギキカイ

		46				1				1								1								自分より経験のある方の意見は役立つ内容であった。今後、役立てていきたい。 ジブンケイケンカタイケンヤクダナイヨウコンゴヤクダ

		47				1				1								1

		48				1						1								1						課題数、時間設定はかなり良かった。携わったことのない業務の内容は難しいと思った。 カダイスウジカンセッテイヨタズサギョウムナイヨウムズカオモ

		49				1						1								1						今回の課題は班内で概ね論点・意見が同様だったので、意見が割れそうな課題があっても良かった。 コンカイカダイハンナイオオムロンテンイケンドウヨウイケンワカダイヨ

		50				1						1								1						他部署の方とミーティングすることがないので、いい機会だった。 タブショカタキカイ		言葉を選ぶ、お昼に同席しない等大事なことかもしれないが、人間関係が殺伐として世知辛いと感じる。コンプライアンスを遵守する意思を持っていれば問題ないと思ってしまう。 コトバエラヒルドウセキトウダイジニンゲンカンケイサツバツセチガラカンジュンシュイシモモンダイオモ

		51				1				1								1

		52				1				1								1								事務系ばかり。技術の会議の中に盛り込んだらどうか。 ジムケイギジュツカイギナカモコ

		53				1				1								1								参加者がそれぞれの状況や経験を踏まえて討議することができ、得るものがあった。 サンカシャジョウキョウケイケンフトウギエ		受注者にもコンプライアンス意識を持ってもらいたい。食事や飲み物を出すといった話が出ることがある。 ジュチュウシャイシキモショクジノモノダハナシデ

		54				1				1										1						こうすべきだったという具体案がいろいろ聞けて良かった。 グタイアンキヨ		普段感覚的に判断していることを、倫理規程で復習できて良い機会だった。 フダンカンカクテキハンダンリンリキテイフクシュウヨキカイ

		55				1						1								1						他事務所の方と交流できて良かった。 タジムショカタコウリュウヨ		コンプライアンスは取っつきにくい印象があるが、理解を深めたい。 トインショウリカイフカ

		56				1						1								1

		57				1				1								1								誤解を招くことにならないよう、発言、行動には気をつけなければならないと再認識した。いろいろなアイデア発言が聞けて、ためになった。 ゴカイマネハツゲンコウドウキサイニンシキハツゲンキ		過去に問題となった事例を学べて、勉強になった。 カコモンダイジレイマナベンキョウ

		58		1								1						1								テーマがバランスよく、参加者の実体験も聞くことができて良かった。 サンカシャジッタイケンキヨ		慎重すぎる性格なので、他人と距離をおきすぎているかもと、今回気づかされた。 シンチョウセイカクタニンキョリコンカイキ

		59				1						1						1								出張所勤務の方、技官の方の実状の話を伺えて良かった。 シュッチョウジョキンムカタギカンカタジツジョウハナシウカガヨ		議題3のように明らかな接待ではないケースについて、判断が鈍ってしまうので良い設問だった。 ギダイアキセッタイハンダンニブヨセツモン

		60				1				1								1								課題2はこれまで経験のないクレーム対応の事例で公務員としての基本を学べた。自分と異なる事務系の方との意見交換は新鮮で有効だった。 カダイケイケンタイオウジレイコウムインキホンマナジブンコトジムケイカタイケンコウカンシンセンユウコウ

		61		1								1						1								入省して間もないので、先輩方の意見を聞くことができよかった。 ニュウショウマセンパイガタイケンキ		このような事例に遭遇したとき思い出したい。

		62				1						1						1								苦情対応等の実務上の体験談を聞くことができて、ためになった。 クジョウタイオウトウジツムジョウタイケンダンキ		日頃、コンプライアンスの重要さを理解しているつもりでも、いざというとき正しい行動が取れるか不安も大きい。定期的な研修、ミーティングは意義のあることと思う。 ヒゴロジュウヨウリカイタダコウドウトフアンオオテイキテキケンシュウイギオモ

		63						1		1								1								港湾空港には管理部門がないので、課題2のような事例で討議できて勉強になった。 コウワンクウコウカンリブモンカダイジレイトウギベンキョウ

		64				1				1										1

		65				1						1						1								課題2を読んだとき、何となく良くない対応と思ったが、他の人の意見で、最初にちゃんと話を聞く、専門用語を使わないといった具体的問題点に気づけた。他の課題でも自分では気づけなかった考えが聞けて勉強になった。 カダイヨナンヨタイオウオモタヒトイケンサイショハナシキセンモンヨウゴツカグタイテキモンダイテンキタカダイジブンキカンガキベンキョウ		公務員になって間もないが、研修や今回のミーティング等、コンプライアンスについて学ぶ機会がいくつかあった。定期的に学ぶ機会があれば、正しい知識が身についてくると思う。 コウムインマケンシュウコンカイトウマナキカイテイキテキマナキカイタダチシキミオモ

		66				1						1								1						課題が型にはまった、ありがちなものでなく多様な意見が出て、有意義だった。 カダイカタタヨウイケンデユウイギ		このような機会により、意識・知識が深まるので、今後も継続を希望する。 キカイイシキチシキフカコンゴケイゾクキボウ

		67				1				1								1

		68				1				1																		法令、倫理規程を守るためには、どのような規定があるか把握していないといけない。そのためのこのような講習会は重要と感じた。 ホウレイリンリキテイマモキテイハアクコウシュウカイジュウヨウカン

		69				1						1								1
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集計表

		令和元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 レイワガン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						事務所内でのコンプラミーティングと違い、様々な分野、職種の方々からの意見が聞けることが有意義。 ジムショナイチガサマザマブンヤショクシュカタガタイケンキユウイギ		継続することが肝要と感じているので、今後も積極的に参加したい。 ケイゾクカンヨウカンコンゴセッキョクテキサンカ

		2				1				1										1						コンプライアンスを考える良い機会になった。事務・技術含めて討論できるのは良い経験。 カンガヨキカイジムギジュツフクトウロンヨケイケン

		3				1				1										1								「自分の身を守る方法」からの講習があっても良いと思う。（上司への報告、記録作成等） ジブンミマモホウホウコウシュウヨオモジョウシホウコクキロクサクセイトウ

		4						1				1								1						グループ討議の時間が短い。課題を読み込む時間が足りない。始まりと終わりの時間が中途半端で時間を取られる。 トウギジカンミジカカダイヨコジカンタハジオジカンチュウトハンパジカント

		5				1						1								1						実際に起こりうる事例で参考になった。 ジッサイオジレイサンコウ		他人事と思わずに日々の業務を行う上で気をつけていきたい。 ヒトゴトオモヒビギョウムオコナウエキ

		6				1						1								1						過去参加したことがない人を来させるようにしたら良いと思う。 カコサンカヒトコヨオモ

		7				1						1								1						3問とも欠点が明らかなので、正しい対応を取っている例も交ぜた方が頭を使うのでは。自分にはない発想や考えを聞けて考えさせられた。課題にない話、類似例も想定して議論した。 モンケッテンアキタダタイオウトレイマホウアタマツカジブンハッソウカンガキカンガカダイハナシルイジレイソウテイギロン		日頃このような話をする場がないので貴重な機会だった。各事務所事務官・技官1名ずつ等多くの職員に参加してもらった方が良い。課長級以上も参加するべき。 ヒゴロハナシバキチョウキカイカクジムショジムカンギカンメイトウオオショクインサンカホウヨカチョウキュウイジョウサンカ

		8				1				1								1										日々の業務では意識できないこともあるので、このような機会を定期的に設けることは重要。 ヒビギョウムイシキキカイテイキテキモウジュウヨウ

		9				1						1								1								工事現場で業者がペットボトルの茶を用意していた、用地交渉で地権者から食事を出されたといった話が、班の中で出たが正解が分からなかった。 コウジゲンバギョウシャチャヨウイヨウチコウショウチケンシャショクジダハナシハンナカデセイカイワ

		10		1						1										1						普段従事している立場からの意見が聞けて良かった。事務・技術間の意見交換はいい経験だった。 フダンジュウジタチバイケンキヨジムギジュツカンイケンコウカンケイケン

		11				1				1										1						他者の意見を聞くことで違った視点で見ることができた。 タシャイケンキチガシテンミ		コンプライアンスについては、繰り返し研修等で確認することが大切であると思った。 クカエケンシュウトウカクニンタイセツオモ

		12				1						1								1						局に来る時間が無駄なので、TV会議にしてほしい。 キョククジカンムダカイギ		OBが営業に来るのはやめてほしい。 エイギョウク

		13				1				1								1								日常業務で起こりうる事例を身近な問題として捉えることができた。日頃からの意識、行動が大切だとあらためて感じた。 ニチジョウギョウムオジレイミヂカモンダイトラヒゴロイシキコウドウタイセツカン		このような機会は有益。規定を読むことも大事だが、ミーティングの方がより実践的。こういったことの積み重ねがつまずきの回避につながる。 キカイユウエキキテイヨダイジホウジッセンテキツカサカイヒ

		14				1						1								1						いろいろな事例を通して意識を深めることができた。 ジレイトオイシキフカ

		15				1				1										1						課題がもう少しあっても良かった。 カダイスコヨ

		16				1						1								1								各事務所1人以上の参加が求められていたが、任意でもいいのではないか。 カクジムショニンイジョウサンカモトニンイ

		17						1		1										1						課内でミーティングを行っても討議して回答を得るだけであまり身になっていない気がする。規程等を参照しながら、ここは○、ここは×等、事例を掲示して講習を行った方が良い。 カナイオコナトウギカイトウエミキキテイトウサンショウトウジレイケイジコウシュウオコナホウヨ

		18				1				1										1						社会、地域に対して信用されるための行動をするということを再認識したい。 シャカイチイキタイシンヨウコウドウサイニンシキ

		19				1						1								1						司会者、発表者、初期が代わるのが良かった。いろいろな立場の人と意見交換できて良かった。 シカイシャハッピョウシャショキカヨタチバヒトイケンコウカンヨ		疑念を抱かれるような行動を取らないよう気をつけていれば、コンプライアンスはまあ遵守できるのではと考えている。 ギネンイダコウドウトキジュンシュカンガ

		20				1						1						1								全班ともほとんど考えが同じ、ほとんど正解といった感じだったが、そうあるべきだと思う。班の討論においてはみんな意見をしっかり持っていて、自身の認識不足、勉強不足を感じた。 ゼンハンカンガオナセイカイカンオモハントウロンイケンモジシンニンシキフソクベンキョウフソクカン		発生するおそれのある事例については、職場に戻っても対応できるようにしたい。 ハッセイジレイショクバモドタイオウ

		21				1				1								1								初めて会った方ばかりだったので、真剣に討議する気持ちになった。新鮮で良い機会だった。 ハジアカタシンケントウギキモシンセンヨキカイ

		22				1						1						1								日頃、コンプライアンスについて深く考えているわけではないので、再確認の機会として非常に得るところがあった。 ヒゴロフカカンガサイカクニンキカイヒジョウエ		個々の対応について、事例等で分かりやすく示してもらえると理解しやすい。 ココタイオウジレイトウワシメリカイ

		23				1				1								1								自分だけでは思い浮かばないような意見も聞けて、参考になった。 ジブンオモウイケンキサンコウ		とても良い経験ができた。 ヨケイケン

		24				1				1								1								各班ともコンプライアンスについての意識が高いと感じた。 カクハンイシキタカカン

		25				1				1								1								普段接することのない方と意見交換ができ、有意義だった。どの課題もありがちな事例で、ためになった。 フダンセッカタイケンコウカンユウイギカダイジレイ

		26				1						1								1								判断に苦しむときは、第三者の目で見たときどう思うかで判断している。 ハンダンクルダイサンシャメミオモハンダン

		27				1				1										1						いろいろな意見が出て参考になった。 イケンデサンコウ		昔から働いている人ほど、コンプライアンスに甘い気がする。 ムカシハタラヒトアマキ

		28				1				1								1								自分だけでは気づかないところもあり、とても参考になった。 ジブンキサンコウ

		29				1				1								1								事務所で行うミーティングより、集中して議論を行うことができた。 ジムショオコナシュウチュウギロンオコナ		コンプライアンスは繰り返しの確認で意識を高めることが重要。日頃から注意したい。 クカエカクニンイシキタカジュウヨウヒゴロチュウイ

		30				1				1								1								公務員であることの自覚を一層感じた。自分の身を守るための勉強が必要。 コウムインジカクイッソウカンジブンミマモベンキョウヒツヨウ

		31				1				1										1						他事務所の方も自分と同様の考えだったので、自分の考えが適当だったと認識できた。 タジムショカタジブンドウヨウカンガジブンカンガテキトウニンシキ		職員が減る一方で、業務量は増えている。そのなかで、業務委託にどこまで任せるか迷うことがある。守秘義務を負うといっても全てを任せることはできないのでは。 ショクインヘイッポウギョウムリョウフギョウムイタクマカマヨシュヒギムオスベマカ

		32				1						1								1						具体的な事例について議論しておけば、似たような状況になったとき適切な対応がしやすくなるので、得るところはあった。 グタイテキジレイギロンニジョウキョウテキセツタイオウエ		コンプライアンスの事例では必ずOBが出てくる。再就職の規制を見直す必要があるのではないか。 ジレイカナラデサイシュウショクキセイミナオヒツヨウ

		33				1						1						1

		34						1				1								1						研修時間が少し短いと感じた。 ケンシュウジカンスコミジカカン		受注者側の認識が甘いと感じる場面が多々ある。外部向け講習等をもっと行うべき。 ジュチュウシャガワニンシキアマカンバメンタタガイブムコウシュウトウオコナ

		35				1						1								1						ただ話を聞くだけより、議論形式の方が頭に入りやすい。 ハナシキギロンケイシキホウアタマハイ

		36				1						1								1						遠くの事務所で時間をかけて来ているので、ミーティングの前後に講習の時間も設けてもらえると良かった。 トオジムショジカンキゼンゴコウシュウジカンモウヨ

		37				1				1								1								実際に起こりうるケースが課題となっていて勉強になった。話す機会のない方と議論できたのは有意義。 ジッサイオカダイベンキョウハナキカイカタギロンユウイギ		心がけるべきこと、守るべきことを確認することができたと感じている。一方、相手を縛る規定があれば、対応に苦慮する場面で助かるのにとも感じている。 ココロマモカクニンカンイッポウアイテシバキテイタイオウクリョバメンタスカン

		38				1				1								1								課題2のようにきちんと説明することもコンプライアンスに通じるのだと改めて認識した。 カダイセツメイツウアラタニンシキ		意見が重なるということは問題意識が共有できていることがと思っている。 イケンカサモンダイイシキキョウユウオモ

		39				1				1												1						今回の課題のような代表的な場面をケース別に整理し、対応マニュアルを周知するといいのでは。 コンカイカダイダイヒョウテキバメンベツセイリタイオウシュウチ

		40				1				1								1								他事務所の方の意見が聞けて良かった。 タジムショカタイケンキヨ		良い機会であった。 ヨキカイ

		41				1						1								1						他事務所の職員との意見交換は新鮮な経験だった。 タジムショショクインイケンコウカンシンセンケイケン

		42				1						1								1						事例が分かりやすく議論しやすかった。発注者綱紀保持、住民対応、倫理規程と異なるジャンルを学べて良かった。 ジレイワギロンハッチュウシャコウキホジジュウミンタイオウリンリキテイコトマナヨ

		43				1				1										1						こういったミーティングは、コンプライアンスを思い出す機会として良い。 オモダキカイヨ

		44				1				1								1

		45				1				1										1								有意義な機会だった。 ユウイギキカイ

		46				1				1								1								自分より経験のある方の意見は役立つ内容であった。今後、役立てていきたい。 ジブンケイケンカタイケンヤクダナイヨウコンゴヤクダ

		47				1				1								1

		48				1						1								1						課題数、時間設定はかなり良かった。携わったことのない業務の内容は難しいと思った。 カダイスウジカンセッテイヨタズサギョウムナイヨウムズカオモ

		49				1						1								1						今回の課題は班内で概ね論点・意見が同様だったので、意見が割れそうな課題があっても良かった。 コンカイカダイハンナイオオムロンテンイケンドウヨウイケンワカダイヨ

		50				1						1								1						他部署の方とミーティングすることがないので、いい機会だった。 タブショカタキカイ		言葉を選ぶ、お昼に同席しない等大事なことかもしれないが、人間関係が殺伐として世知辛いと感じる。コンプライアンスを遵守する意思を持っていれば問題ないと思ってしまう。 コトバエラヒルドウセキトウダイジニンゲンカンケイサツバツセチガラカンジュンシュイシモモンダイオモ

		51				1				1								1

		52				1				1								1								事務系ばかり。技術の会議の中に盛り込んだらどうか。 ジムケイギジュツカイギナカモコ

		53				1				1								1								参加者がそれぞれの状況や経験を踏まえて討議することができ、得るものがあった。 サンカシャジョウキョウケイケンフトウギエ		受注者にもコンプライアンス意識を持ってもらいたい。食事や飲み物を出すといった話が出ることがある。 ジュチュウシャイシキモショクジノモノダハナシデ

		54				1				1										1						こうすべきだったという具体案がいろいろ聞けて良かった。 グタイアンキヨ		普段感覚的に判断していることを、倫理規程で復習できて良い機会だった。 フダンカンカクテキハンダンリンリキテイフクシュウヨキカイ

		55				1						1								1						他事務所の方と交流できて良かった。 タジムショカタコウリュウヨ		コンプライアンスは取っつきにくい印象があるが、理解を深めたい。 トインショウリカイフカ

		56				1						1								1

		57				1				1								1								誤解を招くことにならないよう、発言、行動には気をつけなければならないと再認識した。いろいろなアイデア発言が聞けて、ためになった。 ゴカイマネハツゲンコウドウキサイニンシキハツゲンキ		過去に問題となった事例を学べて、勉強になった。 カコモンダイジレイマナベンキョウ

		58		1								1						1								テーマがバランスよく、参加者の実体験も聞くことができて良かった。 サンカシャジッタイケンキヨ		慎重すぎる性格なので、他人と距離をおきすぎているかもと、今回気づかされた。 シンチョウセイカクタニンキョリコンカイキ

		59				1						1						1								出張所勤務の方、技官の方の実状の話を伺えて良かった。 シュッチョウジョキンムカタギカンカタジツジョウハナシウカガヨ		議題3のように明らかな接待ではないケースについて、判断が鈍ってしまうので良い設問だった。 ギダイアキセッタイハンダンニブヨセツモン

		60				1				1								1								課題2はこれまで経験のないクレーム対応の事例で公務員としての基本を学べた。自分と異なる事務系の方との意見交換は新鮮で有効だった。 カダイケイケンタイオウジレイコウムインキホンマナジブンコトジムケイカタイケンコウカンシンセンユウコウ

		61		1								1						1								入省して間もないので、先輩方の意見を聞くことができよかった。 ニュウショウマセンパイガタイケンキ		このような事例に遭遇したとき思い出したい。

		62				1						1						1								苦情対応等の実務上の体験談を聞くことができて、ためになった。 クジョウタイオウトウジツムジョウタイケンダンキ		日頃、コンプライアンスの重要さを理解しているつもりでも、いざというとき正しい行動が取れるか不安も大きい。定期的な研修、ミーティングは意義のあることと思う。 ヒゴロジュウヨウリカイタダコウドウトフアンオオテイキテキケンシュウイギオモ

		63						1		1								1								港湾空港には管理部門がないので、課題2のような事例で討議できて勉強になった。 コウワンクウコウカンリブモンカダイジレイトウギベンキョウ

		64				1				1										1

		65				1						1						1								課題2を読んだとき、何となく良くない対応と思ったが、他の人の意見で、最初にちゃんと話を聞く、専門用語を使わないといった具体的問題点に気づけた。他の課題でも自分では気づけなかった考えが聞けて勉強になった。 カダイヨナンヨタイオウオモタヒトイケンサイショハナシキセンモンヨウゴツカグタイテキモンダイテンキタカダイジブンキカンガキベンキョウ		公務員になって間もないが、研修や今回のミーティング等、コンプライアンスについて学ぶ機会がいくつかあった。定期的に学ぶ機会があれば、正しい知識が身についてくると思う。 コウムインマケンシュウコンカイトウマナキカイテイキテキマナキカイタダチシキミオモ

		66				1						1								1						課題が型にはまった、ありがちなものでなく多様な意見が出て、有意義だった。 カダイカタタヨウイケンデユウイギ		このような機会により、意識・知識が深まるので、今後も継続を希望する。 キカイイシキチシキフカコンゴケイゾクキボウ

		67				1				1								1

		68				1				1																		法令、倫理規程を守るためには、どのような規定があるか把握していないといけない。そのためのこのような講習会は重要と感じた。 ホウレイリンリキテイマモキテイハアクコウシュウカイジュウヨウカン

		69				1						1								1
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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
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				グループ討議について トウギ
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令和元年度 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：令和元年９月１０日～令和２年２月１９日にかけて、各事務所を巡回

講 師：適正業務管理官又は港政調整官（横浜）

参加者：９３７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 公務員の不祥事事例（近年の不祥事の紹介）

４ 不祥事事例の研究

５ 発生要因及び再発防止策について

＜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 】

・具体的な事例を用いた説明で分かりやすかった。

・講習によりコンプライアンスの重要性を認識し、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。

（利根川下流河川事務所）（相武国道事務所）

別紙７



令和元年度 第２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：令和元年９月６日（金）１３：４５～１５：１５

場 所：横浜第２合同庁舎１３階 １３１，１３２会議室

参加者：１６０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」

－ 国家公務員の秘密漏示と個人のプライヴァシー －

１ 発注者綱紀保持担当弁護士として

２ そもそも「プライヴァシー」（プライバシー）とはどのような概念か？

３ 国家公務員の秘密漏示と個人のプライヴァシーに関する裁判例

４ 企業不祥事の抑止との比較の観点から（企業不祥事の抑止と制裁）

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〕

別紙８

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）



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】

・身近な話題・内容であり興味深かった。

・「個人情報」と「プライバシー」の違いについて理解することが出来た。

・一つのテーマ（プライバシー）に関する判例ではなく、複数のテーマの判例を説明しても
らいたい。

・個人情報をテーマに具体事例を解説していただき、たいへん勉強になるとともに、拝聴
していてとても面白い講義でした。

２．コンプライアンスの取組全般に関する意見

・継続的に実施することで、コンプライアンス違反に対する抑止力に繋がるため続けるこ
とが重要と思う。

・講習会の回数をもっと増やしても良いのではないか。

・他省庁、自治体、民間企業の取組を紹介してほしい。
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集計表

		令和元年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート レイワモト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												費用面の課題もあると思われるが、年２回、別のテーマで開催しても良いのではないか。 ヒヨウメンカダイオモネンカイベツカイサイヨ

		3		1						1																		1										1								1

		4		1										1										1						1								1								1						身近な話題・内容であり興味深かった。 ミジカワダイナイヨウキョウミブカ		担当課ごとに発注関係を作成するのではなく、専門の部署による一括発注にした方がミスが減るのではないか。 タントウカハッチュウカンケイサクセイセンモンブショイッカツハッチュウホウヘ		講習会の回数をもっと増やしても良いのではないか。 コウシュウカイカイスウフイ

		5		1										1								1								1								1								1						講習会資料として、「レジュメ」が配布されました。非常に重要な内容が掲載されておりましたが、法律的な専門用語が多く、かつ、活字だけの表現となっていました。全てとは言いませんが、図式化したビジュアル的な資料も教示いただけると幸いです。 コウシュウカイシリョウハイフヒジョウジュウヨウナイヨウケイサイホウリツテキセンモンヨウゴオオカツジヒョウゲンスベイズシキカテキシリョウキョウジサイワ		過去の談合事案の再発防止策を講じてきており、例えば、入札契約手続きに係る資料の取扱（取扱者、資料の保管法等）は厳重かつ適切に行われていると感じています。この対応は、特定の工事の対応は手厚く行っている一方で、他の案件（コンサル業務等）は発注担当課が手続きを行っており、まだまだ改善の余地があると思います。 カコダンゴウジアンサイハツボウシサクコウタトニュウサツケイヤクテツヅカカシリョウトリアツカイ		本局主催のコンプライアンス講習会は四半期ごとの「外部講師による講習会」を本局会議室で、適正業務管理官による「巡回コンプライアンス講習会」を各事務所単位で実施していただいており、機会があれば全てに参加しようと考えています。さらなるお願いとしては、上記講習会以外に「管内のブロック単位の講習会」の開催を検討いただけないでしょうか。参加者ももっと増えるのではないかと思います。 ホンキョクシュサイコウシュウカイシハンキガイブコウシコウシュウカイホンキョクカイギシツテキセイギョウムカンリカンジュンカイコウシュウカイカクジムショタンイジッシキカイスベサンカカンガネガジョウキコウシュウカイイガイカンナイタンイコウシュウカイカイサイケントウサンカシャフオモ

		6				1								1								1						1										1								1						「個人情報」と「プライバシー」の違いについて理解することが出来た。 コジンジョウホウチガリカイデキ

		7		1										1								1						1										1								1

		8																				1						1										1								1

		9				1						1										1								1								1								1

		10		1										1								1								1								1										1								講習会等は時間どおりに開始終了してください。 コウシュウカイトウジカンカイシシュウリョウ

		11		1										1								1								1								1								1

		12				1				1												1						1												1						1

		13		1														1				1						1										1								1

		14		1								1										1								1								1						1

		15		1														1				1				1														1						1						個人情報にあたるものがどういった情報なのか、業務上間違いのないように確認したい。 コジンジョウホウジョウホウギョウムジョウマチガカクニン

		16		1						1												1						1										1						1

		17				1								1								1						1										1										1

		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						テーマは役立つ面白いものと思いますが、ちょっと内容が難しかったです。 ヤクダオモシロオモナイヨウムズカ

		25		1										1								1				1														1										1		もう少し分かり易い話が良いと思います。難解すぎます。学校の講義のようでした。 スコワヤスハナシイオモナンカイガッコウコウギ

		26		1										1								1						1								1								1

		27		1										1								1				1														1								1				一つのテーマ（プライバシー）に関する判例ではなく、複数のテーマの判例を説明してもらいたい。 ヒトカンハンレイフクスウハンレイセツメイ

		28		1								1										1								1								1						1

		29		1										1								1						1										1						1

		30		1										1								1						1										1								1

		31		1						1												1						1										1						1								実務に関する知識を得ると言うよりは、考え方を学ぶという面が強く、私は面白かったが、それを不満に思う人も多いだろうと思った。 ジツムカンチシキエイカンガカタマナメンツヨワタシオモシロフマンオモヒトオオオモ

		32		1								1										1								1								1						1

		33		1												1						1				1														1						1						法律用語や倫理的思考についていけなかった。 ホウリツヨウゴリンリテキシコウ		契約事務についていないので直接は感じていない。 ケイヤクジムチョクセツカン

		34		1										1										1		1												1						1								今回は法的な内容のもので興味深く聴講できた。今後はまたちがった観点からのものを期待しています。 コンカイホウテキナイヨウキョウミブカチョウコウコンゴカンテンキタイ

		35																		1										1								1						1								個人情報と秘密漏えいについてわかりやすい講習でした。 コジンジョウホウヒミツロウコウシュウ

		36		1								1										1						1										1														様々な判例を紹介していただいたことにより、プライバシーについて重要性を改めて考えさせられる有意義な講義であった。 サマザマハンレイショウカイジュウヨウセイアラタカンガユウイギコウギ

		37				1								1								1						1												1								1				判決の解釈は必要ないと思った。 ハンケツカイシャクヒツヨウオモ

		38		1										1								1						1												1						1						自分の知識不足から理解しきれない部分もありましたが、非常に興味深い内容でした。レジュメを読み込みたいと考えています。ありがとうございました。 ジブンチシキフソクリカイブブンヒジョウキョウミブカナイヨウヨコカンガ

		39		1										1								1						1										1						1												コンプライアンスに関する考え方は職場として一律ではなくてはならない。同様な内容であっても時間をかけじっくりと学ぶ必要があるため講習会を多く開催していただきたい。 カンカンガカタショクバイチリツドウヨウナイヨウジカンマナヒツヨウコウシュウカイオオカイサイ

		40				1										1						1						1										1								1						定期的に開催していただき、参加する必要があると感じた。 テイキテキカイサイサンカヒツヨウカン

		41				1										1						1						1												1								1

		42				1				1												1						1										1								1

		43				1		1														1						1										1								1

		44		1														1				1								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				1										1								1

		49		1				1														1						1										1						1								談合防止法について ダンゴウボウシホウ

		50				1										1						1								1								1						1

		51		1						1												1						1										1								1

		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		講義内容と配付資料の関連性が理解できず、ついて行けなかった。 コウギナイヨウハイフシリョウカンレンセイリカイイ

		56		1										1						1										1								1								1

		57				1								1						1						1																1						1				今回の講義内容とコンプライアンスとの兼ね合いが理解できなかった。 コンカイコウギナイヨウカアリカイ				講習会なので、ある程度は仕方がないと考えるが、日程を併せるのが大変な場合がある。 コウシュウカイテイドシカタカンガニッテイアワタイヘンバアイ

		58		1														1		1						1														1								1

		59				1												1		1										1								1										1				図や資料での説明がなく、９０分ずっと講師の話を聞く講義だったため、時間が非常に長く感じた。 ズシリョウセツメイフンコウシハナシキコウギジカンヒジョウナガカン

		60				1												1				1						1										1								1										最新事例を交えて定期的に講習会があると良い。 サイシンジレイマジテイキテキコウシュウカイヨ

		61		1										1								1								1								1								1

		62				1												1				1								1								1								1										個人情報とプライバシーの関係については今まであまり意識していなかったですが、興味深い話で勉強になりました。 コジンジョウホウカンケイイマイシキキョウミブカハナシベンキョウ

		63																				1						1												1						1

		64				1								1								1						1										1						1								個人情報をテーマに具体事例を解説していただき、たいへん勉強になるとともに、拝聴していてとても面白い講義でした。 コジンジョウホウグタイジレイカイセツベンキョウハイチョウオモシロコウギ				整備局（他地整含む）でのコンプライアンス違反の事例を教材にした講義があると、実務に直結していて参考になると思います。 セイビキョクタチセイフクイハンジレイキョウザイコウギジツムチョッケツサンコウオモ

		65				1								1								1								1								1								1

		66		1														1		1								1												1

		67		1														1				1								1								1						1

		68		1														1		1								1												1						1

		69		1														1		1						1														1										1						眠くならない工夫をしてほしいです。 ネムクフウ

		70		1														1				1				1														1								1

		71		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスについては、日頃より継続することが重要で、そのためには、いろいろな事例を参考に定期的に意識の向上を図る場が必要と考えており、このような機会は、大変有意義なものであったと感じています。 ヒゴロケイゾクジュウヨウジレイサンコウテイキテキイシキコウジョウハカバヒツヨウカンガキカイタイヘンユウイギカン

		72		1														1				1								1						1										1										全般的に日頃自分が感じていることとほぼ一致しているものがあったので良かったと思います。特に９－１０ページ目の（２）の自己情報コントロール権の中のプライバシーの権利を「幸福追求権」の一部として比較的狭くとらえる・・・というところが自分の感じているtことほぼ一致しています。憲法13条　幸福追求権　生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ゼンパンテキヒゴロジブンカンイッチヨオモトクメジコジョウホウケンナカケンリコウフクツイキュウケンイチブヒカクテキセマジブンカンイッチケンポウジョウコウフクツイキュウケンセイメイジユウオヨコウフクツイキュウタイコクミンケンリコウキョウフクシハンカギリッポウタコクセイウエサイダイソンチョウヒツヨウ

		73				1												1				1						1										1						1

		74		1														1		1						1														1						1

		75		1														1		1										1								1														外部講師を招聘して講義していただくのは貴重な機会と思います。ありがとうございました。 ガイブコウシショウヘイコウギキチョウキカイオモ				継続的に実施することで、コンプライアンス違反に対する抑止力に繋がるため続けることが重要と思う。 ケイゾクテキジッシイハンタイヨクシリョクツナツヅジュウヨウオモ

		76		1														1		1						1																1								1

		77		1														1		1										1								1												1		だらだらと話しており、要点がまとまっていなかった。講義のテーマはコンプラ違反を起こさないためにできることであるはずなのに、その答えが明確ではなかった。法学部のように判例を学ぶ講義ではないため、判例の解説に講義の時間の大半を費やすのは非常にもったいない。 ハナヨウテンコウギイハンオコタメイカクホウガクブハンレイマナコウギハンレイカイセツコウギジカンタイハンツイヒジョウ				判例を話すのはいいが、それがメインになるのはちがうのではないかと思う。加えて配付された資料をゆっくりと丸読みする時間も長く、それなら自分で読めばいいのではないか、というように感じた。次回以降は、もう少しまとまりのある講義を期待したい。 ハンレイハナオモクワハイフシリョウマルヨジカンナガジブンヨカンジカイイコウスココウギキタイ

		78				1								1						1								1										1								1								コンプライアンスと情報共有・業務効率化の境界が難しいと感じている。 ジョウホウキョウユウギョウムコウリツカキョウカイムズカカン		倫理的にＮＧだと思われる対応や行為でも、実はＯＫであったり、○○を工夫すればＯＫというような事例紹介をしてほしい。 リンリテキオモタイオウコウイジツクフウジレイショウカイ

		79																				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										なじまない言葉（法律用語）の意味、使われ方（適用方法）、解釈において、難しい部分があった。もう少し分かり易い言葉の使い方が出来れば、本筋を理解しやすくなると思われます。 コトバホウリツヨウゴイミツカカタテキヨウホウホウカイシャクムズカブブンスコワヤスコトバツカカタデキホンスジリカイオモ

		85				1								1								1						1										1								1						少し、言葉が難しかった。もっとかみ砕いた説明をした方が分かり易いのではないか。 スココトバムズカクダセツメイホウワヤス

		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

		94				1												1				1								1								1						1

		95		1														1				1								1								1								1

		96				1												1		1										1										1								1

		97				1												1				1								1								1								1

		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

		104				1												1				1						1										1								1

		105		1														1				1						1										1						1												現代は一昔前よりさらに業務でコンプライアンスを遵守することが求められており、発注に関して公正であることが必要だと感じています。 ゲンダイヒトムカシマエギョウムジュンシュモトハッチュウカンコウセイヒツヨウカン

		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

		110				1								1						1								1												1								1				法律が主であって話が難しかった。 ホウリツシュハナシムズカ				時間は1時間程度で、内容はわかりやすい話にしてほしい。 ジカンジカンテイドナイヨウハナシ

		111				1								1						1								1												1						1						資料がわかりにくいので、図等で工夫してほしい。説明のポイントを明記することも必要。 シリョウズトウクフウセツメイメイキヒツヨウ

		112				1										1						1						1										1								1

		113		1														1		1								1												1						1										アンケートの配布タイミングが今回は遅かったので講習会に間に合うように配布してください。 ハイフコンカイオソコウシュウカイマアハイフ

		114		1														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

		118				1												1		1						1														1								1

		119				1												1		1								1												1						1						事例の説明の方がわかりやすかった。 ジレイセツメイホウ

		120				1												1				1				1														1										1		講義では過去の事例が多く紹介されていたが、結論を聞いても今後業務を遂行する際にどのように活かせばよいか理解が出来なかった。 コウギカコジレイオオショウカイケツロンキコンゴギョウムスイコウサイカツリカイデキ

		121				1								1						1								1												1								1				もっと、具体的で分かり易い事例を紹介してほしい。 グタイテキワヤスジレイショウカイ				他省庁、自治体、民間企業の取組を紹介してほしい。 タショウチョウジチタイミンカンキギョウトリクミショウカイ

		122																1		1								1												1								1								具体例が多いため、基本的な事柄については期間業務職員も理解できる内容となっている。ただ少し前置きが長いことが多い。 グタイレイオオキホンテキコトガラキカンギョウムショクインリカイナイヨウスコマエオナガオオ

		123				1								1						1								1												1						1						題材としたテーマについて理解度が低かったこともあり自分の中で用語の定義づけに手間取った。 ダイザイリカイドヒクジブンナカヨウゴテイギテマド				講習会の時間が長いので、退屈するんだと思います。思い切って短い時間で回数を多くした方が効果的だと思います。 コウシュウカイジカンナガタイクツオモオモキミジカジカンカイスウオオホウコウカテキオモ

		124		1														1				1						1												1								1				ある裁判の判例内容を詳しく説明していただいていましたが、内容が深すぎて自分の行動にどう反映していけば良いかが理解しにくかったです。事例を多く挙げていただいて、もう少し浅くて良いのでどう行動すべきかを話していただけるとありがたいです。 サイバンハンレイナイヨウクワセツメイナイヨウフカジブンコウドウハンエイイリカイジレイオオアスコアサイコウドウハナ

		125		1														1				1						1										1								1										自分への反省ですが、講習会の資料を事前に読み込んでおけば良かったと思いました。 ジブンハンセイコウシュウカイシリョウジゼンヨコヨオモ

		126				1												1		1						1														1								1				実際の業務に直結するような事例で説明してほしい。思想や哲学的な話が多く内容が全体的に抽象的だった。 ジッサイギョウムチョッケツジレイセツメイシソウテツガクテキハナシオオナイヨウゼンタイテキチュウショウテキ		実際の業務に間接的にだが、関わってくる内容を打ち合わせの場で議論しなければならないとき。どうしても議論せざる得ない場合があり、意図せずに発注内容などがわかってしまうのではないかと心配になる。 ジッサイギョウムカンセツテキカカナイヨウウアバギロンギロンエバアイイトハッチュウナイヨウシンパイ

		127				1								1						1						1																1								1		今回の講習会は、コンプライアンス講習会だったのか？内容が法律学の講習会ではないか？ コンカイコウシュウカイコウシュウカイナイヨウホウリツガクコウシュウカイ

		128		1														1		1						1														1						1

		129				1												1				1				1														1								1

				68		56		8		9		8		39		6		55		32		93		3		26		62		40		1		0		6		82		37		4		29		68		20		8





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

				32		93		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

				26		62		40		1		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

				6		82		37		4





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

				29		68		20		8





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

26

62

40

1

0



集計表

		令和元年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート レイワモト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												費用面の課題もあると思われるが、年２回、別のテーマで開催しても良いのではないか。 ヒヨウメンカダイオモネンカイベツカイサイヨ

		3		1						1																		1										1								1

		4		1										1										1						1								1								1						身近な話題・内容であり興味深かった。 ミジカワダイナイヨウキョウミブカ		担当課ごとに発注関係を作成するのではなく、専門の部署による一括発注にした方がミスが減るのではないか。 タントウカハッチュウカンケイサクセイセンモンブショイッカツハッチュウホウヘ		講習会の回数をもっと増やしても良いのではないか。 コウシュウカイカイスウフイ

		5		1										1								1								1								1								1						講習会資料として、「レジュメ」が配布されました。非常に重要な内容が掲載されておりましたが、法律的な専門用語が多く、かつ、活字だけの表現となっていました。全てとは言いませんが、図式化したビジュアル的な資料も教示いただけると幸いです。 コウシュウカイシリョウハイフヒジョウジュウヨウナイヨウケイサイホウリツテキセンモンヨウゴオオカツジヒョウゲンスベイズシキカテキシリョウキョウジサイワ		過去の談合事案の再発防止策を講じてきており、例えば、入札契約手続きに係る資料の取扱（取扱者、資料の保管法等）は厳重かつ適切に行われていると感じています。この対応は、特定の工事の対応は手厚く行っている一方で、他の案件（コンサル業務等）は発注担当課が手続きを行っており、まだまだ改善の余地があると思います。 カコダンゴウジアンサイハツボウシサクコウタトニュウサツケイヤクテツヅカカシリョウトリアツカイ		本局主催のコンプライアンス講習会は四半期ごとの「外部講師による講習会」を本局会議室で、適正業務管理官による「巡回コンプライアンス講習会」を各事務所単位で実施していただいており、機会があれば全てに参加しようと考えています。さらなるお願いとしては、上記講習会以外に「管内のブロック単位の講習会」の開催を検討いただけないでしょうか。参加者ももっと増えるのではないかと思います。 ホンキョクシュサイコウシュウカイシハンキガイブコウシコウシュウカイホンキョクカイギシツテキセイギョウムカンリカンジュンカイコウシュウカイカクジムショタンイジッシキカイスベサンカカンガネガジョウキコウシュウカイイガイカンナイタンイコウシュウカイカイサイケントウサンカシャフオモ

		6				1								1								1						1										1								1						「個人情報」と「プライバシー」の違いについて理解することが出来た。 コジンジョウホウチガリカイデキ

		7		1										1								1						1										1								1

		8																				1						1										1								1

		9				1						1										1								1								1								1

		10		1										1								1								1								1										1								講習会等は時間どおりに開始終了してください。 コウシュウカイトウジカンカイシシュウリョウ

		11		1										1								1								1								1								1

		12				1				1												1						1												1						1

		13		1														1				1						1										1								1

		14		1								1										1								1								1						1

		15		1														1				1				1														1						1						個人情報にあたるものがどういった情報なのか、業務上間違いのないように確認したい。 コジンジョウホウジョウホウギョウムジョウマチガカクニン

		16		1						1												1						1										1						1

		17				1								1								1						1										1										1

		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						テーマは役立つ面白いものと思いますが、ちょっと内容が難しかったです。 ヤクダオモシロオモナイヨウムズカ

		25		1										1								1				1														1										1		もう少し分かり易い話が良いと思います。難解すぎます。学校の講義のようでした。 スコワヤスハナシイオモナンカイガッコウコウギ

		26		1										1								1						1								1								1

		27		1										1								1				1														1								1				一つのテーマ（プライバシー）に関する判例ではなく、複数のテーマの判例を説明してもらいたい。 ヒトカンハンレイフクスウハンレイセツメイ

		28		1								1										1								1								1						1

		29		1										1								1						1										1						1

		30		1										1								1						1										1								1

		31		1						1												1						1										1						1								実務に関する知識を得ると言うよりは、考え方を学ぶという面が強く、私は面白かったが、それを不満に思う人も多いだろうと思った。 ジツムカンチシキエイカンガカタマナメンツヨワタシオモシロフマンオモヒトオオオモ

		32		1								1										1								1								1						1

		33		1												1						1				1														1						1						法律用語や倫理的思考についていけなかった。 ホウリツヨウゴリンリテキシコウ		契約事務についていないので直接は感じていない。 ケイヤクジムチョクセツカン

		34		1										1										1		1												1						1								今回は法的な内容のもので興味深く聴講できた。今後はまたちがった観点からのものを期待しています。 コンカイホウテキナイヨウキョウミブカチョウコウコンゴカンテンキタイ

		35																		1										1								1						1								個人情報と秘密漏えいについてわかりやすい講習でした。 コジンジョウホウヒミツロウコウシュウ

		36		1								1										1						1										1														様々な判例を紹介していただいたことにより、プライバシーについて重要性を改めて考えさせられる有意義な講義であった。 サマザマハンレイショウカイジュウヨウセイアラタカンガユウイギコウギ

		37				1								1								1						1												1								1				判決の解釈は必要ないと思った。 ハンケツカイシャクヒツヨウオモ

		38		1										1								1						1												1						1						自分の知識不足から理解しきれない部分もありましたが、非常に興味深い内容でした。レジュメを読み込みたいと考えています。ありがとうございました。 ジブンチシキフソクリカイブブンヒジョウキョウミブカナイヨウヨコカンガ

		39		1										1								1						1										1						1												コンプライアンスに関する考え方は職場として一律ではなくてはならない。同様な内容であっても時間をかけじっくりと学ぶ必要があるため講習会を多く開催していただきたい。 カンカンガカタショクバイチリツドウヨウナイヨウジカンマナヒツヨウコウシュウカイオオカイサイ

		40				1										1						1						1										1								1						定期的に開催していただき、参加する必要があると感じた。 テイキテキカイサイサンカヒツヨウカン

		41				1										1						1						1												1								1

		42				1				1												1						1										1								1

		43				1		1														1						1										1								1

		44		1														1				1								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				1										1								1

		49		1				1														1						1										1						1								談合防止法について ダンゴウボウシホウ

		50				1										1						1								1								1						1

		51		1						1												1						1										1								1

		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		講義内容と配付資料の関連性が理解できず、ついて行けなかった。 コウギナイヨウハイフシリョウカンレンセイリカイイ

		56		1										1						1										1								1								1

		57				1								1						1						1																1						1				今回の講義内容とコンプライアンスとの兼ね合いが理解できなかった。 コンカイコウギナイヨウカアリカイ				講習会なので、ある程度は仕方がないと考えるが、日程を併せるのが大変な場合がある。 コウシュウカイテイドシカタカンガニッテイアワタイヘンバアイ

		58		1														1		1						1														1								1

		59				1												1		1										1								1										1				図や資料での説明がなく、９０分ずっと講師の話を聞く講義だったため、時間が非常に長く感じた。 ズシリョウセツメイフンコウシハナシキコウギジカンヒジョウナガカン

		60				1												1				1						1										1								1										最新事例を交えて定期的に講習会があると良い。 サイシンジレイマジテイキテキコウシュウカイヨ

		61		1										1								1								1								1								1

		62				1												1				1								1								1								1										個人情報とプライバシーの関係については今まであまり意識していなかったですが、興味深い話で勉強になりました。 コジンジョウホウカンケイイマイシキキョウミブカハナシベンキョウ

		63																				1						1												1						1

		64				1								1								1						1										1						1								個人情報をテーマに具体事例を解説していただき、たいへん勉強になるとともに、拝聴していてとても面白い講義でした。 コジンジョウホウグタイジレイカイセツベンキョウハイチョウオモシロコウギ				整備局（他地整含む）でのコンプライアンス違反の事例を教材にした講義があると、実務に直結していて参考になると思います。 セイビキョクタチセイフクイハンジレイキョウザイコウギジツムチョッケツサンコウオモ

		65				1								1								1								1								1								1

		66		1														1		1								1												1

		67		1														1				1								1								1						1

		68		1														1		1								1												1						1

		69		1														1		1						1														1										1						眠くならない工夫をしてほしいです。 ネムクフウ

		70		1														1				1				1														1								1

		71		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスについては、日頃より継続することが重要で、そのためには、いろいろな事例を参考に定期的に意識の向上を図る場が必要と考えており、このような機会は、大変有意義なものであったと感じています。 ヒゴロケイゾクジュウヨウジレイサンコウテイキテキイシキコウジョウハカバヒツヨウカンガキカイタイヘンユウイギカン

		72		1														1				1								1						1										1										全般的に日頃自分が感じていることとほぼ一致しているものがあったので良かったと思います。特に９－１０ページ目の（２）の自己情報コントロール権の中のプライバシーの権利を「幸福追求権」の一部として比較的狭くとらえる・・・というところが自分の感じているtことほぼ一致しています。憲法13条　幸福追求権　生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ゼンパンテキヒゴロジブンカンイッチヨオモトクメジコジョウホウケンナカケンリコウフクツイキュウケンイチブヒカクテキセマジブンカンイッチケンポウジョウコウフクツイキュウケンセイメイジユウオヨコウフクツイキュウタイコクミンケンリコウキョウフクシハンカギリッポウタコクセイウエサイダイソンチョウヒツヨウ

		73				1												1				1						1										1						1

		74		1														1		1						1														1						1

		75		1														1		1										1								1														外部講師を招聘して講義していただくのは貴重な機会と思います。ありがとうございました。 ガイブコウシショウヘイコウギキチョウキカイオモ				継続的に実施することで、コンプライアンス違反に対する抑止力に繋がるため続けることが重要と思う。 ケイゾクテキジッシイハンタイヨクシリョクツナツヅジュウヨウオモ

		76		1														1		1						1																1								1

		77		1														1		1										1								1												1		だらだらと話しており、要点がまとまっていなかった。講義のテーマはコンプラ違反を起こさないためにできることであるはずなのに、その答えが明確ではなかった。法学部のように判例を学ぶ講義ではないため、判例の解説に講義の時間の大半を費やすのは非常にもったいない。 ハナヨウテンコウギイハンオコタメイカクホウガクブハンレイマナコウギハンレイカイセツコウギジカンタイハンツイヒジョウ				判例を話すのはいいが、それがメインになるのはちがうのではないかと思う。加えて配付された資料をゆっくりと丸読みする時間も長く、それなら自分で読めばいいのではないか、というように感じた。次回以降は、もう少しまとまりのある講義を期待したい。 ハンレイハナオモクワハイフシリョウマルヨジカンナガジブンヨカンジカイイコウスココウギキタイ

		78				1								1						1								1										1								1								コンプライアンスと情報共有・業務効率化の境界が難しいと感じている。 ジョウホウキョウユウギョウムコウリツカキョウカイムズカカン		倫理的にＮＧだと思われる対応や行為でも、実はＯＫであったり、○○を工夫すればＯＫというような事例紹介をしてほしい。 リンリテキオモタイオウコウイジツクフウジレイショウカイ

		79																				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										なじまない言葉（法律用語）の意味、使われ方（適用方法）、解釈において、難しい部分があった。もう少し分かり易い言葉の使い方が出来れば、本筋を理解しやすくなると思われます。 コトバホウリツヨウゴイミツカカタテキヨウホウホウカイシャクムズカブブンスコワヤスコトバツカカタデキホンスジリカイオモ

		85				1								1								1						1										1								1						少し、言葉が難しかった。もっとかみ砕いた説明をした方が分かり易いのではないか。 スココトバムズカクダセツメイホウワヤス

		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

		94				1												1				1								1								1						1

		95		1														1				1								1								1								1

		96				1												1		1										1										1								1

		97				1												1				1								1								1								1

		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

		104				1												1				1						1										1								1

		105		1														1				1						1										1						1												現代は一昔前よりさらに業務でコンプライアンスを遵守することが求められており、発注に関して公正であることが必要だと感じています。 ゲンダイヒトムカシマエギョウムジュンシュモトハッチュウカンコウセイヒツヨウカン

		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

		110				1								1						1								1												1								1				法律が主であって話が難しかった。 ホウリツシュハナシムズカ				時間は1時間程度で、内容はわかりやすい話にしてほしい。 ジカンジカンテイドナイヨウハナシ

		111				1								1						1								1												1						1						資料がわかりにくいので、図等で工夫してほしい。説明のポイントを明記することも必要。 シリョウズトウクフウセツメイメイキヒツヨウ

		112				1										1						1						1										1								1

		113		1														1		1								1												1						1										アンケートの配布タイミングが今回は遅かったので講習会に間に合うように配布してください。 ハイフコンカイオソコウシュウカイマアハイフ

		114		1														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

		118				1												1		1						1														1								1

		119				1												1		1								1												1						1						事例の説明の方がわかりやすかった。 ジレイセツメイホウ

		120				1												1				1				1														1										1		講義では過去の事例が多く紹介されていたが、結論を聞いても今後業務を遂行する際にどのように活かせばよいか理解が出来なかった。 コウギカコジレイオオショウカイケツロンキコンゴギョウムスイコウサイカツリカイデキ

		121				1								1						1								1												1								1				もっと、具体的で分かり易い事例を紹介してほしい。 グタイテキワヤスジレイショウカイ				他省庁、自治体、民間企業の取組を紹介してほしい。 タショウチョウジチタイミンカンキギョウトリクミショウカイ

		122																1		1								1												1								1								具体例が多いため、基本的な事柄については期間業務職員も理解できる内容となっている。ただ少し前置きが長いことが多い。 グタイレイオオキホンテキコトガラキカンギョウムショクインリカイナイヨウスコマエオナガオオ

		123				1								1						1								1												1						1						題材としたテーマについて理解度が低かったこともあり自分の中で用語の定義づけに手間取った。 ダイザイリカイドヒクジブンナカヨウゴテイギテマド				講習会の時間が長いので、退屈するんだと思います。思い切って短い時間で回数を多くした方が効果的だと思います。 コウシュウカイジカンナガタイクツオモオモキミジカジカンカイスウオオホウコウカテキオモ

		124		1														1				1						1												1								1				ある裁判の判例内容を詳しく説明していただいていましたが、内容が深すぎて自分の行動にどう反映していけば良いかが理解しにくかったです。事例を多く挙げていただいて、もう少し浅くて良いのでどう行動すべきかを話していただけるとありがたいです。 サイバンハンレイナイヨウクワセツメイナイヨウフカジブンコウドウハンエイイリカイジレイオオアスコアサイコウドウハナ

		125		1														1				1						1										1								1										自分への反省ですが、講習会の資料を事前に読み込んでおけば良かったと思いました。 ジブンハンセイコウシュウカイシリョウジゼンヨコヨオモ

		126				1												1		1						1														1								1				実際の業務に直結するような事例で説明してほしい。思想や哲学的な話が多く内容が全体的に抽象的だった。 ジッサイギョウムチョッケツジレイセツメイシソウテツガクテキハナシオオナイヨウゼンタイテキチュウショウテキ		実際の業務に間接的にだが、関わってくる内容を打ち合わせの場で議論しなければならないとき。どうしても議論せざる得ない場合があり、意図せずに発注内容などがわかってしまうのではないかと心配になる。 ジッサイギョウムカンセツテキカカナイヨウウアバギロンギロンエバアイイトハッチュウナイヨウシンパイ

		127				1								1						1						1																1								1		今回の講習会は、コンプライアンス講習会だったのか？内容が法律学の講習会ではないか？ コンカイコウシュウカイコウシュウカイナイヨウホウリツガクコウシュウカイ

		128		1														1		1						1														1						1

		129				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

				32		93		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

				26		62		40		1		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

				6		82		37		4





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

				29		68		20		8





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

6

82

37

4



集計表

		令和元年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート レイワモト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												費用面の課題もあると思われるが、年２回、別のテーマで開催しても良いのではないか。 ヒヨウメンカダイオモネンカイベツカイサイヨ

		3		1						1																		1										1								1

		4		1										1										1						1								1								1						身近な話題・内容であり興味深かった。 ミジカワダイナイヨウキョウミブカ		担当課ごとに発注関係を作成するのではなく、専門の部署による一括発注にした方がミスが減るのではないか。 タントウカハッチュウカンケイサクセイセンモンブショイッカツハッチュウホウヘ		講習会の回数をもっと増やしても良いのではないか。 コウシュウカイカイスウフイ

		5		1										1								1								1								1								1						講習会資料として、「レジュメ」が配布されました。非常に重要な内容が掲載されておりましたが、法律的な専門用語が多く、かつ、活字だけの表現となっていました。全てとは言いませんが、図式化したビジュアル的な資料も教示いただけると幸いです。 コウシュウカイシリョウハイフヒジョウジュウヨウナイヨウケイサイホウリツテキセンモンヨウゴオオカツジヒョウゲンスベイズシキカテキシリョウキョウジサイワ		過去の談合事案の再発防止策を講じてきており、例えば、入札契約手続きに係る資料の取扱（取扱者、資料の保管法等）は厳重かつ適切に行われていると感じています。この対応は、特定の工事の対応は手厚く行っている一方で、他の案件（コンサル業務等）は発注担当課が手続きを行っており、まだまだ改善の余地があると思います。 カコダンゴウジアンサイハツボウシサクコウタトニュウサツケイヤクテツヅカカシリョウトリアツカイ		本局主催のコンプライアンス講習会は四半期ごとの「外部講師による講習会」を本局会議室で、適正業務管理官による「巡回コンプライアンス講習会」を各事務所単位で実施していただいており、機会があれば全てに参加しようと考えています。さらなるお願いとしては、上記講習会以外に「管内のブロック単位の講習会」の開催を検討いただけないでしょうか。参加者ももっと増えるのではないかと思います。 ホンキョクシュサイコウシュウカイシハンキガイブコウシコウシュウカイホンキョクカイギシツテキセイギョウムカンリカンジュンカイコウシュウカイカクジムショタンイジッシキカイスベサンカカンガネガジョウキコウシュウカイイガイカンナイタンイコウシュウカイカイサイケントウサンカシャフオモ

		6				1								1								1						1										1								1						「個人情報」と「プライバシー」の違いについて理解することが出来た。 コジンジョウホウチガリカイデキ

		7		1										1								1						1										1								1

		8																				1						1										1								1

		9				1						1										1								1								1								1

		10		1										1								1								1								1										1								講習会等は時間どおりに開始終了してください。 コウシュウカイトウジカンカイシシュウリョウ

		11		1										1								1								1								1								1

		12				1				1												1						1												1						1

		13		1														1				1						1										1								1

		14		1								1										1								1								1						1

		15		1														1				1				1														1						1						個人情報にあたるものがどういった情報なのか、業務上間違いのないように確認したい。 コジンジョウホウジョウホウギョウムジョウマチガカクニン

		16		1						1												1						1										1						1

		17				1								1								1						1										1										1

		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						テーマは役立つ面白いものと思いますが、ちょっと内容が難しかったです。 ヤクダオモシロオモナイヨウムズカ

		25		1										1								1				1														1										1		もう少し分かり易い話が良いと思います。難解すぎます。学校の講義のようでした。 スコワヤスハナシイオモナンカイガッコウコウギ

		26		1										1								1						1								1								1

		27		1										1								1				1														1								1				一つのテーマ（プライバシー）に関する判例ではなく、複数のテーマの判例を説明してもらいたい。 ヒトカンハンレイフクスウハンレイセツメイ

		28		1								1										1								1								1						1

		29		1										1								1						1										1						1

		30		1										1								1						1										1								1

		31		1						1												1						1										1						1								実務に関する知識を得ると言うよりは、考え方を学ぶという面が強く、私は面白かったが、それを不満に思う人も多いだろうと思った。 ジツムカンチシキエイカンガカタマナメンツヨワタシオモシロフマンオモヒトオオオモ

		32		1								1										1								1								1						1

		33		1												1						1				1														1						1						法律用語や倫理的思考についていけなかった。 ホウリツヨウゴリンリテキシコウ		契約事務についていないので直接は感じていない。 ケイヤクジムチョクセツカン

		34		1										1										1		1												1						1								今回は法的な内容のもので興味深く聴講できた。今後はまたちがった観点からのものを期待しています。 コンカイホウテキナイヨウキョウミブカチョウコウコンゴカンテンキタイ

		35																		1										1								1						1								個人情報と秘密漏えいについてわかりやすい講習でした。 コジンジョウホウヒミツロウコウシュウ

		36		1								1										1						1										1														様々な判例を紹介していただいたことにより、プライバシーについて重要性を改めて考えさせられる有意義な講義であった。 サマザマハンレイショウカイジュウヨウセイアラタカンガユウイギコウギ

		37				1								1								1						1												1								1				判決の解釈は必要ないと思った。 ハンケツカイシャクヒツヨウオモ

		38		1										1								1						1												1						1						自分の知識不足から理解しきれない部分もありましたが、非常に興味深い内容でした。レジュメを読み込みたいと考えています。ありがとうございました。 ジブンチシキフソクリカイブブンヒジョウキョウミブカナイヨウヨコカンガ

		39		1										1								1						1										1						1												コンプライアンスに関する考え方は職場として一律ではなくてはならない。同様な内容であっても時間をかけじっくりと学ぶ必要があるため講習会を多く開催していただきたい。 カンカンガカタショクバイチリツドウヨウナイヨウジカンマナヒツヨウコウシュウカイオオカイサイ

		40				1										1						1						1										1								1						定期的に開催していただき、参加する必要があると感じた。 テイキテキカイサイサンカヒツヨウカン

		41				1										1						1						1												1								1

		42				1				1												1						1										1								1

		43				1		1														1						1										1								1

		44		1														1				1								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				1										1								1

		49		1				1														1						1										1						1								談合防止法について ダンゴウボウシホウ

		50				1										1						1								1								1						1

		51		1						1												1						1										1								1

		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		講義内容と配付資料の関連性が理解できず、ついて行けなかった。 コウギナイヨウハイフシリョウカンレンセイリカイイ

		56		1										1						1										1								1								1

		57				1								1						1						1																1						1				今回の講義内容とコンプライアンスとの兼ね合いが理解できなかった。 コンカイコウギナイヨウカアリカイ				講習会なので、ある程度は仕方がないと考えるが、日程を併せるのが大変な場合がある。 コウシュウカイテイドシカタカンガニッテイアワタイヘンバアイ

		58		1														1		1						1														1								1

		59				1												1		1										1								1										1				図や資料での説明がなく、９０分ずっと講師の話を聞く講義だったため、時間が非常に長く感じた。 ズシリョウセツメイフンコウシハナシキコウギジカンヒジョウナガカン

		60				1												1				1						1										1								1										最新事例を交えて定期的に講習会があると良い。 サイシンジレイマジテイキテキコウシュウカイヨ

		61		1										1								1								1								1								1

		62				1												1				1								1								1								1										個人情報とプライバシーの関係については今まであまり意識していなかったですが、興味深い話で勉強になりました。 コジンジョウホウカンケイイマイシキキョウミブカハナシベンキョウ

		63																				1						1												1						1

		64				1								1								1						1										1						1								個人情報をテーマに具体事例を解説していただき、たいへん勉強になるとともに、拝聴していてとても面白い講義でした。 コジンジョウホウグタイジレイカイセツベンキョウハイチョウオモシロコウギ				整備局（他地整含む）でのコンプライアンス違反の事例を教材にした講義があると、実務に直結していて参考になると思います。 セイビキョクタチセイフクイハンジレイキョウザイコウギジツムチョッケツサンコウオモ

		65				1								1								1								1								1								1

		66		1														1		1								1												1

		67		1														1				1								1								1						1

		68		1														1		1								1												1						1

		69		1														1		1						1														1										1						眠くならない工夫をしてほしいです。 ネムクフウ

		70		1														1				1				1														1								1

		71		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスについては、日頃より継続することが重要で、そのためには、いろいろな事例を参考に定期的に意識の向上を図る場が必要と考えており、このような機会は、大変有意義なものであったと感じています。 ヒゴロケイゾクジュウヨウジレイサンコウテイキテキイシキコウジョウハカバヒツヨウカンガキカイタイヘンユウイギカン

		72		1														1				1								1						1										1										全般的に日頃自分が感じていることとほぼ一致しているものがあったので良かったと思います。特に９－１０ページ目の（２）の自己情報コントロール権の中のプライバシーの権利を「幸福追求権」の一部として比較的狭くとらえる・・・というところが自分の感じているtことほぼ一致しています。憲法13条　幸福追求権　生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ゼンパンテキヒゴロジブンカンイッチヨオモトクメジコジョウホウケンナカケンリコウフクツイキュウケンイチブヒカクテキセマジブンカンイッチケンポウジョウコウフクツイキュウケンセイメイジユウオヨコウフクツイキュウタイコクミンケンリコウキョウフクシハンカギリッポウタコクセイウエサイダイソンチョウヒツヨウ

		73				1												1				1						1										1						1

		74		1														1		1						1														1						1

		75		1														1		1										1								1														外部講師を招聘して講義していただくのは貴重な機会と思います。ありがとうございました。 ガイブコウシショウヘイコウギキチョウキカイオモ				継続的に実施することで、コンプライアンス違反に対する抑止力に繋がるため続けることが重要と思う。 ケイゾクテキジッシイハンタイヨクシリョクツナツヅジュウヨウオモ

		76		1														1		1						1																1								1

		77		1														1		1										1								1												1		だらだらと話しており、要点がまとまっていなかった。講義のテーマはコンプラ違反を起こさないためにできることであるはずなのに、その答えが明確ではなかった。法学部のように判例を学ぶ講義ではないため、判例の解説に講義の時間の大半を費やすのは非常にもったいない。 ハナヨウテンコウギイハンオコタメイカクホウガクブハンレイマナコウギハンレイカイセツコウギジカンタイハンツイヒジョウ				判例を話すのはいいが、それがメインになるのはちがうのではないかと思う。加えて配付された資料をゆっくりと丸読みする時間も長く、それなら自分で読めばいいのではないか、というように感じた。次回以降は、もう少しまとまりのある講義を期待したい。 ハンレイハナオモクワハイフシリョウマルヨジカンナガジブンヨカンジカイイコウスココウギキタイ

		78				1								1						1								1										1								1								コンプライアンスと情報共有・業務効率化の境界が難しいと感じている。 ジョウホウキョウユウギョウムコウリツカキョウカイムズカカン		倫理的にＮＧだと思われる対応や行為でも、実はＯＫであったり、○○を工夫すればＯＫというような事例紹介をしてほしい。 リンリテキオモタイオウコウイジツクフウジレイショウカイ

		79																				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										なじまない言葉（法律用語）の意味、使われ方（適用方法）、解釈において、難しい部分があった。もう少し分かり易い言葉の使い方が出来れば、本筋を理解しやすくなると思われます。 コトバホウリツヨウゴイミツカカタテキヨウホウホウカイシャクムズカブブンスコワヤスコトバツカカタデキホンスジリカイオモ

		85				1								1								1						1										1								1						少し、言葉が難しかった。もっとかみ砕いた説明をした方が分かり易いのではないか。 スココトバムズカクダセツメイホウワヤス

		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

		94				1												1				1								1								1						1

		95		1														1				1								1								1								1

		96				1												1		1										1										1								1

		97				1												1				1								1								1								1

		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

		104				1												1				1						1										1								1

		105		1														1				1						1										1						1												現代は一昔前よりさらに業務でコンプライアンスを遵守することが求められており、発注に関して公正であることが必要だと感じています。 ゲンダイヒトムカシマエギョウムジュンシュモトハッチュウカンコウセイヒツヨウカン

		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

		110				1								1						1								1												1								1				法律が主であって話が難しかった。 ホウリツシュハナシムズカ				時間は1時間程度で、内容はわかりやすい話にしてほしい。 ジカンジカンテイドナイヨウハナシ

		111				1								1						1								1												1						1						資料がわかりにくいので、図等で工夫してほしい。説明のポイントを明記することも必要。 シリョウズトウクフウセツメイメイキヒツヨウ

		112				1										1						1						1										1								1

		113		1														1		1								1												1						1										アンケートの配布タイミングが今回は遅かったので講習会に間に合うように配布してください。 ハイフコンカイオソコウシュウカイマアハイフ

		114		1														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

		118				1												1		1						1														1								1

		119				1												1		1								1												1						1						事例の説明の方がわかりやすかった。 ジレイセツメイホウ

		120				1												1				1				1														1										1		講義では過去の事例が多く紹介されていたが、結論を聞いても今後業務を遂行する際にどのように活かせばよいか理解が出来なかった。 コウギカコジレイオオショウカイケツロンキコンゴギョウムスイコウサイカツリカイデキ

		121				1								1						1								1												1								1				もっと、具体的で分かり易い事例を紹介してほしい。 グタイテキワヤスジレイショウカイ				他省庁、自治体、民間企業の取組を紹介してほしい。 タショウチョウジチタイミンカンキギョウトリクミショウカイ

		122																1		1								1												1								1								具体例が多いため、基本的な事柄については期間業務職員も理解できる内容となっている。ただ少し前置きが長いことが多い。 グタイレイオオキホンテキコトガラキカンギョウムショクインリカイナイヨウスコマエオナガオオ

		123				1								1						1								1												1						1						題材としたテーマについて理解度が低かったこともあり自分の中で用語の定義づけに手間取った。 ダイザイリカイドヒクジブンナカヨウゴテイギテマド				講習会の時間が長いので、退屈するんだと思います。思い切って短い時間で回数を多くした方が効果的だと思います。 コウシュウカイジカンナガタイクツオモオモキミジカジカンカイスウオオホウコウカテキオモ

		124		1														1				1						1												1								1				ある裁判の判例内容を詳しく説明していただいていましたが、内容が深すぎて自分の行動にどう反映していけば良いかが理解しにくかったです。事例を多く挙げていただいて、もう少し浅くて良いのでどう行動すべきかを話していただけるとありがたいです。 サイバンハンレイナイヨウクワセツメイナイヨウフカジブンコウドウハンエイイリカイジレイオオアスコアサイコウドウハナ

		125		1														1				1						1										1								1										自分への反省ですが、講習会の資料を事前に読み込んでおけば良かったと思いました。 ジブンハンセイコウシュウカイシリョウジゼンヨコヨオモ

		126				1												1		1						1														1								1				実際の業務に直結するような事例で説明してほしい。思想や哲学的な話が多く内容が全体的に抽象的だった。 ジッサイギョウムチョッケツジレイセツメイシソウテツガクテキハナシオオナイヨウゼンタイテキチュウショウテキ		実際の業務に間接的にだが、関わってくる内容を打ち合わせの場で議論しなければならないとき。どうしても議論せざる得ない場合があり、意図せずに発注内容などがわかってしまうのではないかと心配になる。 ジッサイギョウムカンセツテキカカナイヨウウアバギロンギロンエバアイイトハッチュウナイヨウシンパイ

		127				1								1						1						1																1								1		今回の講習会は、コンプライアンス講習会だったのか？内容が法律学の講習会ではないか？ コンカイコウシュウカイコウシュウカイナイヨウホウリツガクコウシュウカイ

		128		1														1		1						1														1						1

		129				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

				32		93		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

				26		62		40		1		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

				6		82		37		4





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

				29		68		20		8





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

29

68

20

8



集計表

		令和元年度第2回コンプライアンス講習会に関するアンケート レイワモト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												費用面の課題もあると思われるが、年２回、別のテーマで開催しても良いのではないか。 ヒヨウメンカダイオモネンカイベツカイサイヨ

		3		1						1																		1										1								1

		4		1										1										1						1								1								1						身近な話題・内容であり興味深かった。 ミジカワダイナイヨウキョウミブカ		担当課ごとに発注関係を作成するのではなく、専門の部署による一括発注にした方がミスが減るのではないか。 タントウカハッチュウカンケイサクセイセンモンブショイッカツハッチュウホウヘ		講習会の回数をもっと増やしても良いのではないか。 コウシュウカイカイスウフイ

		5		1										1								1								1								1								1						講習会資料として、「レジュメ」が配布されました。非常に重要な内容が掲載されておりましたが、法律的な専門用語が多く、かつ、活字だけの表現となっていました。全てとは言いませんが、図式化したビジュアル的な資料も教示いただけると幸いです。 コウシュウカイシリョウハイフヒジョウジュウヨウナイヨウケイサイホウリツテキセンモンヨウゴオオカツジヒョウゲンスベイズシキカテキシリョウキョウジサイワ		過去の談合事案の再発防止策を講じてきており、例えば、入札契約手続きに係る資料の取扱（取扱者、資料の保管法等）は厳重かつ適切に行われていると感じています。この対応は、特定の工事の対応は手厚く行っている一方で、他の案件（コンサル業務等）は発注担当課が手続きを行っており、まだまだ改善の余地があると思います。 カコダンゴウジアンサイハツボウシサクコウタトニュウサツケイヤクテツヅカカシリョウトリアツカイ		本局主催のコンプライアンス講習会は四半期ごとの「外部講師による講習会」を本局会議室で、適正業務管理官による「巡回コンプライアンス講習会」を各事務所単位で実施していただいており、機会があれば全てに参加しようと考えています。さらなるお願いとしては、上記講習会以外に「管内のブロック単位の講習会」の開催を検討いただけないでしょうか。参加者ももっと増えるのではないかと思います。 ホンキョクシュサイコウシュウカイシハンキガイブコウシコウシュウカイホンキョクカイギシツテキセイギョウムカンリカンジュンカイコウシュウカイカクジムショタンイジッシキカイスベサンカカンガネガジョウキコウシュウカイイガイカンナイタンイコウシュウカイカイサイケントウサンカシャフオモ

		6				1								1								1						1										1								1						「個人情報」と「プライバシー」の違いについて理解することが出来た。 コジンジョウホウチガリカイデキ

		7		1										1								1						1										1								1

		8																				1						1										1								1

		9				1						1										1								1								1								1

		10		1										1								1								1								1										1								講習会等は時間どおりに開始終了してください。 コウシュウカイトウジカンカイシシュウリョウ

		11		1										1								1								1								1								1

		12				1				1												1						1												1						1

		13		1														1				1						1										1								1

		14		1								1										1								1								1						1

		15		1														1				1				1														1						1						個人情報にあたるものがどういった情報なのか、業務上間違いのないように確認したい。 コジンジョウホウジョウホウギョウムジョウマチガカクニン

		16		1						1												1						1										1						1

		17				1								1								1						1										1										1

		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						テーマは役立つ面白いものと思いますが、ちょっと内容が難しかったです。 ヤクダオモシロオモナイヨウムズカ

		25		1										1								1				1														1										1		もう少し分かり易い話が良いと思います。難解すぎます。学校の講義のようでした。 スコワヤスハナシイオモナンカイガッコウコウギ

		26		1										1								1						1								1								1

		27		1										1								1				1														1								1				一つのテーマ（プライバシー）に関する判例ではなく、複数のテーマの判例を説明してもらいたい。 ヒトカンハンレイフクスウハンレイセツメイ

		28		1								1										1								1								1						1

		29		1										1								1						1										1						1

		30		1										1								1						1										1								1

		31		1						1												1						1										1						1								実務に関する知識を得ると言うよりは、考え方を学ぶという面が強く、私は面白かったが、それを不満に思う人も多いだろうと思った。 ジツムカンチシキエイカンガカタマナメンツヨワタシオモシロフマンオモヒトオオオモ

		32		1								1										1								1								1						1

		33		1												1						1				1														1						1						法律用語や倫理的思考についていけなかった。 ホウリツヨウゴリンリテキシコウ		契約事務についていないので直接は感じていない。 ケイヤクジムチョクセツカン

		34		1										1										1		1												1						1								今回は法的な内容のもので興味深く聴講できた。今後はまたちがった観点からのものを期待しています。 コンカイホウテキナイヨウキョウミブカチョウコウコンゴカンテンキタイ

		35																		1										1								1						1								個人情報と秘密漏えいについてわかりやすい講習でした。 コジンジョウホウヒミツロウコウシュウ

		36		1								1										1						1										1														様々な判例を紹介していただいたことにより、プライバシーについて重要性を改めて考えさせられる有意義な講義であった。 サマザマハンレイショウカイジュウヨウセイアラタカンガユウイギコウギ

		37				1								1								1						1												1								1				判決の解釈は必要ないと思った。 ハンケツカイシャクヒツヨウオモ

		38		1										1								1						1												1						1						自分の知識不足から理解しきれない部分もありましたが、非常に興味深い内容でした。レジュメを読み込みたいと考えています。ありがとうございました。 ジブンチシキフソクリカイブブンヒジョウキョウミブカナイヨウヨコカンガ

		39		1										1								1						1										1						1												コンプライアンスに関する考え方は職場として一律ではなくてはならない。同様な内容であっても時間をかけじっくりと学ぶ必要があるため講習会を多く開催していただきたい。 カンカンガカタショクバイチリツドウヨウナイヨウジカンマナヒツヨウコウシュウカイオオカイサイ

		40				1										1						1						1										1								1						定期的に開催していただき、参加する必要があると感じた。 テイキテキカイサイサンカヒツヨウカン

		41				1										1						1						1												1								1

		42				1				1												1						1										1								1

		43				1		1														1						1										1								1

		44		1														1				1								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				1										1								1

		49		1				1														1						1										1						1								談合防止法について ダンゴウボウシホウ

		50				1										1						1								1								1						1

		51		1						1												1						1										1								1

		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		講義内容と配付資料の関連性が理解できず、ついて行けなかった。 コウギナイヨウハイフシリョウカンレンセイリカイイ

		56		1										1						1										1								1								1

		57				1								1						1						1																1						1				今回の講義内容とコンプライアンスとの兼ね合いが理解できなかった。 コンカイコウギナイヨウカアリカイ				講習会なので、ある程度は仕方がないと考えるが、日程を併せるのが大変な場合がある。 コウシュウカイテイドシカタカンガニッテイアワタイヘンバアイ

		58		1														1		1						1														1								1

		59				1												1		1										1								1										1				図や資料での説明がなく、９０分ずっと講師の話を聞く講義だったため、時間が非常に長く感じた。 ズシリョウセツメイフンコウシハナシキコウギジカンヒジョウナガカン

		60				1												1				1						1										1								1										最新事例を交えて定期的に講習会があると良い。 サイシンジレイマジテイキテキコウシュウカイヨ

		61		1										1								1								1								1								1

		62				1												1				1								1								1								1										個人情報とプライバシーの関係については今まであまり意識していなかったですが、興味深い話で勉強になりました。 コジンジョウホウカンケイイマイシキキョウミブカハナシベンキョウ

		63																				1						1												1						1

		64				1								1								1						1										1						1								個人情報をテーマに具体事例を解説していただき、たいへん勉強になるとともに、拝聴していてとても面白い講義でした。 コジンジョウホウグタイジレイカイセツベンキョウハイチョウオモシロコウギ				整備局（他地整含む）でのコンプライアンス違反の事例を教材にした講義があると、実務に直結していて参考になると思います。 セイビキョクタチセイフクイハンジレイキョウザイコウギジツムチョッケツサンコウオモ

		65				1								1								1								1								1								1

		66		1														1		1								1												1

		67		1														1				1								1								1						1

		68		1														1		1								1												1						1

		69		1														1		1						1														1										1						眠くならない工夫をしてほしいです。 ネムクフウ

		70		1														1				1				1														1								1

		71		1										1								1								1								1						1												コンプライアンスについては、日頃より継続することが重要で、そのためには、いろいろな事例を参考に定期的に意識の向上を図る場が必要と考えており、このような機会は、大変有意義なものであったと感じています。 ヒゴロケイゾクジュウヨウジレイサンコウテイキテキイシキコウジョウハカバヒツヨウカンガキカイタイヘンユウイギカン

		72		1														1				1								1						1										1										全般的に日頃自分が感じていることとほぼ一致しているものがあったので良かったと思います。特に９－１０ページ目の（２）の自己情報コントロール権の中のプライバシーの権利を「幸福追求権」の一部として比較的狭くとらえる・・・というところが自分の感じているtことほぼ一致しています。憲法13条　幸福追求権　生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ゼンパンテキヒゴロジブンカンイッチヨオモトクメジコジョウホウケンナカケンリコウフクツイキュウケンイチブヒカクテキセマジブンカンイッチケンポウジョウコウフクツイキュウケンセイメイジユウオヨコウフクツイキュウタイコクミンケンリコウキョウフクシハンカギリッポウタコクセイウエサイダイソンチョウヒツヨウ

		73				1												1				1						1										1						1

		74		1														1		1						1														1						1

		75		1														1		1										1								1														外部講師を招聘して講義していただくのは貴重な機会と思います。ありがとうございました。 ガイブコウシショウヘイコウギキチョウキカイオモ				継続的に実施することで、コンプライアンス違反に対する抑止力に繋がるため続けることが重要と思う。 ケイゾクテキジッシイハンタイヨクシリョクツナツヅジュウヨウオモ

		76		1														1		1						1																1								1

		77		1														1		1										1								1												1		だらだらと話しており、要点がまとまっていなかった。講義のテーマはコンプラ違反を起こさないためにできることであるはずなのに、その答えが明確ではなかった。法学部のように判例を学ぶ講義ではないため、判例の解説に講義の時間の大半を費やすのは非常にもったいない。 ハナヨウテンコウギイハンオコタメイカクホウガクブハンレイマナコウギハンレイカイセツコウギジカンタイハンツイヒジョウ				判例を話すのはいいが、それがメインになるのはちがうのではないかと思う。加えて配付された資料をゆっくりと丸読みする時間も長く、それなら自分で読めばいいのではないか、というように感じた。次回以降は、もう少しまとまりのある講義を期待したい。 ハンレイハナオモクワハイフシリョウマルヨジカンナガジブンヨカンジカイイコウスココウギキタイ

		78				1								1						1								1										1								1								コンプライアンスと情報共有・業務効率化の境界が難しいと感じている。 ジョウホウキョウユウギョウムコウリツカキョウカイムズカカン		倫理的にＮＧだと思われる対応や行為でも、実はＯＫであったり、○○を工夫すればＯＫというような事例紹介をしてほしい。 リンリテキオモタイオウコウイジツクフウジレイショウカイ

		79																				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										なじまない言葉（法律用語）の意味、使われ方（適用方法）、解釈において、難しい部分があった。もう少し分かり易い言葉の使い方が出来れば、本筋を理解しやすくなると思われます。 コトバホウリツヨウゴイミツカカタテキヨウホウホウカイシャクムズカブブンスコワヤスコトバツカカタデキホンスジリカイオモ

		85				1								1								1						1										1								1						少し、言葉が難しかった。もっとかみ砕いた説明をした方が分かり易いのではないか。 スココトバムズカクダセツメイホウワヤス

		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

		94				1												1				1								1								1						1

		95		1														1				1								1								1								1

		96				1												1		1										1										1								1

		97				1												1				1								1								1								1

		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

		104				1												1				1						1										1								1

		105		1														1				1						1										1						1												現代は一昔前よりさらに業務でコンプライアンスを遵守することが求められており、発注に関して公正であることが必要だと感じています。 ゲンダイヒトムカシマエギョウムジュンシュモトハッチュウカンコウセイヒツヨウカン

		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

		110				1								1						1								1												1								1				法律が主であって話が難しかった。 ホウリツシュハナシムズカ				時間は1時間程度で、内容はわかりやすい話にしてほしい。 ジカンジカンテイドナイヨウハナシ

		111				1								1						1								1												1						1						資料がわかりにくいので、図等で工夫してほしい。説明のポイントを明記することも必要。 シリョウズトウクフウセツメイメイキヒツヨウ

		112				1										1						1						1										1								1

		113		1														1		1								1												1						1										アンケートの配布タイミングが今回は遅かったので講習会に間に合うように配布してください。 ハイフコンカイオソコウシュウカイマアハイフ

		114		1														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

		118				1												1		1						1														1								1

		119				1												1		1								1												1						1						事例の説明の方がわかりやすかった。 ジレイセツメイホウ

		120				1												1				1				1														1										1		講義では過去の事例が多く紹介されていたが、結論を聞いても今後業務を遂行する際にどのように活かせばよいか理解が出来なかった。 コウギカコジレイオオショウカイケツロンキコンゴギョウムスイコウサイカツリカイデキ

		121				1								1						1								1												1								1				もっと、具体的で分かり易い事例を紹介してほしい。 グタイテキワヤスジレイショウカイ				他省庁、自治体、民間企業の取組を紹介してほしい。 タショウチョウジチタイミンカンキギョウトリクミショウカイ

		122																1		1								1												1								1								具体例が多いため、基本的な事柄については期間業務職員も理解できる内容となっている。ただ少し前置きが長いことが多い。 グタイレイオオキホンテキコトガラキカンギョウムショクインリカイナイヨウスコマエオナガオオ

		123				1								1						1								1												1						1						題材としたテーマについて理解度が低かったこともあり自分の中で用語の定義づけに手間取った。 ダイザイリカイドヒクジブンナカヨウゴテイギテマド				講習会の時間が長いので、退屈するんだと思います。思い切って短い時間で回数を多くした方が効果的だと思います。 コウシュウカイジカンナガタイクツオモオモキミジカジカンカイスウオオホウコウカテキオモ

		124		1														1				1						1												1								1				ある裁判の判例内容を詳しく説明していただいていましたが、内容が深すぎて自分の行動にどう反映していけば良いかが理解しにくかったです。事例を多く挙げていただいて、もう少し浅くて良いのでどう行動すべきかを話していただけるとありがたいです。 サイバンハンレイナイヨウクワセツメイナイヨウフカジブンコウドウハンエイイリカイジレイオオアスコアサイコウドウハナ

		125		1														1				1						1										1								1										自分への反省ですが、講習会の資料を事前に読み込んでおけば良かったと思いました。 ジブンハンセイコウシュウカイシリョウジゼンヨコヨオモ

		126				1												1		1						1														1								1				実際の業務に直結するような事例で説明してほしい。思想や哲学的な話が多く内容が全体的に抽象的だった。 ジッサイギョウムチョッケツジレイセツメイシソウテツガクテキハナシオオナイヨウゼンタイテキチュウショウテキ		実際の業務に間接的にだが、関わってくる内容を打ち合わせの場で議論しなければならないとき。どうしても議論せざる得ない場合があり、意図せずに発注内容などがわかってしまうのではないかと心配になる。 ジッサイギョウムカンセツテキカカナイヨウウアバギロンギロンエバアイイトハッチュウナイヨウシンパイ

		127				1								1						1						1																1								1		今回の講習会は、コンプライアンス講習会だったのか？内容が法律学の講習会ではないか？ コンカイコウシュウカイコウシュウカイナイヨウホウリツガクコウシュウカイ

		128		1														1		1						1														1						1

		129				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

				32		93		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

				26		62		40		1		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

				6		82		37		4





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

				29		68		20		8





満足度

		



講義の満足度





令和元年度 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 ）
日 時：令和２年２月５日（水）１４：００～１６：００

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：１５３名

＜内容＞
１．外部講師による講義

「個人情報保護 運用のポイント」
（総務省関東管区行政評価局）

２．内部講師による講義
「情報セキュリティの基礎知識 ～手口と対策～」
（企画部情報通信技術課）

〔総務省関東管区行政評価局による講義風景①〕

〔企画部情報通信技術課による講義風景①〕 〔企画部情報通信技術課による講義風景②〕

〔総務省関東管区行政評価局による講義風景②〕

別紙９



講習会に関するアンケート 集計結果

１．外部講師（総務省関東管区行政評価局）講義内容について

２．内部講師（企画部情報通信技術課）講義内容について

※（アンケート回答数１５２）

【要望・その他（自由記述）】

・個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点
など話していただけると満足です。

・情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。

・短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。

・時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。

【要望・その他（自由記述）】

・記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。

・実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。

・基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた

３．情報セキュリティについて（日頃感じていることや要望、意見等（自由記述））

・インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。
業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。

・セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。
定期的に行ってほしい。

・パスワードが多すぎて混乱してしまいます。


グラフ1

		難しい

		やや難しい

		普通

		やや易しい

		易しい



難易度

16

103

0

24

2



集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ
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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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



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



理解度

9

97

37

2



集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ
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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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度




グラフ1

		満足

		やや満足

		やや不満

		不満



満足度

11

85

43

4



集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ

				95		56		10		14		18		49		12		48		39		103		6		16		103		0		24		2		9		97		37		2		11		85		43		4				1		66		0		63		13		50		88		5		0		58		70		9		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



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



難易度

1

66

0

63

13



集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ
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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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



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



理解度

[]
[]
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5

0



集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ
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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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度
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満足度
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集計表

		令和元年度第3回コンプライアンス講習会における講習会に関するアンケート レイワモトネンドダイカイコウシュウ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　個人情報 コウギナイヨウコジンジョウホウ																												講義内容について　情報セキュリティ コウギナイヨウジョウホウ																																																								情報セキュリティに対しての意見、改善点等 ジョウホウタイイケンカイゼンテントウ		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		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		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				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				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														1						1						1

		2		1														1				1						1										1								1														1						1								1

		3		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		4		1														1				1						1										1										1				情報公開法と個人情報保護法の関係をもう少し詳しく知りたかった。 ジョウホウコウカイホウコジンジョウホウホゴホウカンケイスコクワシ								1				1

		5		1										1								1						1												1								1												1				1								1

		6		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		7				1								1								1						1												1						1										1										1								1

		8		1										1								1						1										1								1														1				1								1								希望者だけでなく、全員に受講させてほしい（必須）。具体的でよくわかる。 キボウシャゼンインジュコウヒッスグタイテキ

		9		1										1														1										1										1												1				1								1

		10		1										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				1								1																																						パスワードが複雑かつ10数個あり、エクセルに記録しなければならない。いちいちパスワードを見てデータを見るのが大変。 フクザツスウコキロクミミタイヘン

		13		1				1														1										1						1								1						個人情報保護制度をとりまく、最近の話題をもっと提供してほしかった。それを踏まえて注意すべき点など話していただけると満足です。 コジンジョウホウホゴセイドサイキンワダイテイキョウフチュウイテンハナマンゾク								1				1								1								記憶に残る講習であったと思います。繰り返して放映してほしい。 キオクノココウシュウオモクカエホウエイ																														イントラトップページから新しい画面を出そうとするとき外部ページが表示される。新しいページを出そうとするときも常にイントラトップページが表示されるようにしてほしい。 アタラガメンダガイブヒョウジアタラダツネヒョウジ

		14				1				1												1										1						1								1						事例等が多くあるとさらにわかりやすいのでは ジレイトウオオ										1		1								1

		15		1								1												1								1						1										1				時間が短かった。 ジカンミジカ										1				1						1								時間が短かった。 ジカンミジカ																														いかに職員に周知し理解いただけるか勉強したい。 ショクインシュウチリカイベンキョウ

		16		1								1										1										1						1										1								1										1								1

		17		1								1										1										1						1								1														1				1										1

		18				1												1				1										1						1								1																1		1										1

		19		1												1						1						1										1										1				業務上の記者発表やツィッター時の職員の顔が認識できる場合は、個人として特定を拒否することはできるの？ ギョウムジョウキシャハッピョウジショクインカオニンシキバアイコジントクテイキョヒ								1						1						1								業務時間外（昼休み）のＷＥＢサイトはインターネットの利用にひっかかるの？ ギョウムジカンガイヒルヤスリヨウ

		20		1										1								1				1														1								1								1										1								1																																						講習会で使用していたスクリーンが小さく文字等がほとんどみられない。 コウシュウカイシヨウチイモジトウ

		21		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		22		1														1						1								1						1								1														1						1								1

		23		1										1								1						1										1								1																1		1								1

		24		1										1								1						1										1								1										1										1						1																																						色々な規制があることは漫然とわかっているのですが、正しく理解できているのかあまり自信がありません。引き続き理解を深めるよう努力したいと思います。 イロイロキセイマンゼンタダリカイジシンヒツヅリカイフカドリョクオモ		定期的に行っているコンプライアンスミーティングは理解を深めるだけでなく、所属内の人間関係の向上（風とおし）にも役立っていると思います。正直やらされている感は否めないのですが、継続的に取り組むことが大切と思っています。 テイキテキオコナリカイフカショゾクナイ

		25		1										1								1										1						1								1														1						1								1

		26				1								1								1						1										1														スクリーンが読めない。 ヨ								1				1										1

		27				1										1								1				1												1								1												1				1								1

		28		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		29		1												1						1						1												1								1				内容が難しいので事例を用いてできるだけ平易に説明してほしかった。 ナイヨウムズカジレイモチヘイイセツメイ				1										1						1								全体的にわかりやすかった。 ゼンタイテキ

		30		1														1				1						1								1								1								数ヶ月前、法務省に対して外国人登録情報の開示請求を行ったので、改めて復習ができたように思う。 スウカゲツマエホウムショウタイガイコクジントウロクジョウホウカイジセイキュウオコナアラタフクシュウオモ								1						1						1								テレワーク推進のためにもよろしくお願いします。 スイシンネガ																														テレワークはｗｉｎｄｏｗｓが対応なのでしょうか。私宅はＭＡＣがメインなのですが、そのようなものもテレワーク可能なのでしょうか？ タイオウワタシタクカノウ		心のバリアフリー（パワハラ）もよろしくお願いします。 ココロネガ

		31				1												1				1						1										1								1														1						1						1

		32		1														1				1						1										1								1																1		1								1

		33		1										1								1						1										1								1										1								1								1

		34		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		35		1												1								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								1																																						セキュリティについては日常業務の中で忘れがちになってしまうので、このような講習会はよいと思う。定期的に行ってほしい。 ニチジョウギョウムナカワスコウシュウカイオモテイキテキオコナ

		39		1										1								1						1										1								1														1				1								1

		40		1										1								1						1										1						1																1				1								1

		41		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		42		1								1										1						1								1										1										1								1								1

		43				1						1										1						1												1								1												1				1								1

		44				1						1										1						1										1								1						概要のみで運用ポイントについて説明がなかった。 ガイヨウウンヨウセツメイ				1										1								1

		45				1						1										1										1						1								1														1						1						1																																								標的型攻撃例の紹介がとても参考になりました。ありがとうございました。 ヒョウテキガタコウゲキレイショウカイサンコウ

		46		1						1												1						1										1								1										1										1								1																																						講習会で気づくことも多かったです。 コウシュウカイキオオ

		47		1						1												1										1				1								1																1				1								1

		48		1						1												1						1										1								1						ページが見えませんでした。 ミ				1										1						1								ビデオを組み込みながらの説明がわかりやすかったです。 クコセツメイ

		49		1								1										1						1										1								1														1				1										1																																						セキュリティの話は数年で変わってくるようなので、定期的に開催されるとよいと思います。 ハナシスウネンカテイキテキカイサイオモ

		50		1						1												1						1										1						1												1										1						1

		51		1						1												1						1										1								1														1				1								1

		52		1										1								1										1						1								1														1						1						1

		53				1								1								1						1										1										1				時間がたりなかった。 ジカン										1		1								1								ビデオによる講習はわかりやすかった。 コウシュウ																														インターネット（ＷＥＢ閲覧）のアクセス制限については、使い勝手が悪いと感じる場合も少なくない。業務内容なども考慮した細かな設定を検討いただきたい。 エツランセイゲンツカガッテワルカンバアイスクギョウムナイヨウコウリョコマセッテイケントウ

		54		1														1				1				1														1								1				個人情報保護は内容が膨大なので、ポイントを絞って分割した方がよいと思いました。 コジンジョウホウホゴナイヨウボウダイシボブンカツホウオモ										1		1								1																																						攻撃メールの実例を月例会等で回覧すると意識が高まると思う。（局ＨＰだとほとんどの人はみないので） コウゲキジツレイゲツレイカイトウカイランイシキタカオモキョクヒト

		55		1														1				1				1														1						1										1										1						1

		56		1														1										1										1										1				もう少しゆっくり事例を見たりしながらだと助かる。情報量が１Ｐにおおい。私の頭がついていけなかった。 スコジレイミタスジョウホウリョウワタシアタマ										1						1				1								非常によかった。 ヒジョウ																														職場のＰＣで情報検索していると警告が出て見られないサイトがある一方、業務に関係ないページを延々見ている人もいて、兼ね合いが難しいと思うことがある。 ショクバジョウホウケンサクケイコクデミイッポウギョウムカンケイエンエンミヒトカアムズカオモ		先日、事務所に局から出張されてのコンプライアンス講習会は、事例が具体的で身近で活発なグループ討議ができた。局での講習会では難しいだろうか？ センジツジムショキョクシュッチョウコウシュウカイジレイグタイテキミジカカッパツトウギキョクコウシュウカイムズカ

		57		1				1														1										1						1										1				せっかくの機会なのですべての資料について講習をしてほしかった。 キカイシリョウコウシュウ												1										1

		58				1								1								1						1								1										1						短い時間でポイントを絞って効果的な説明だった。配付資料もとてもわかりやすく整理されていた。 ミジカジカンシボコウカテキセツメイハイフシリョウセイリ								1				1										1						基礎知識よりもう少し上級向けの講習会も開催してほしい。専門的内容をわかりやすく説明していた。 キソチシキスコジョウキュウムコウシュウカイカイサイセンモンテキナイヨウセツメイ																														情報セキュリティについては、技術も日々、進歩していくため、常に最新のセキュリティ情報等の把握に努める必要がある。オリンピックに対応したテレワークなどにも対応が必要と思う。 ジョウホウギジュツヒビシンポツネサイシンジョウホウトウハアクツトヒツヨウタイオウタイオウヒツヨウオモ		コンプライアンスとして取り扱われる範囲が年々広くなっている。局、事務所における講習等を通じて職員全員がコンプライアンスの最新情報を理解できる取組が必要。 トアツカハンイネンネンヒロキョクジムショコウシュウトウツウショクインゼンインサイシンジョウホウリカイトリクミヒツヨウ

		59		1										1										1				1										1								1						時間が短くもう少し詳しく聞きたかった。 ジカンミジカスコクワキ										1		1								1

		60		1												1						1						1										1								1										1										1								1																																				パスワードが多すぎて混乱してしまいます。 オオコンラン

		61		1										1										1				1										1								1						行政民間問わずに問題となった事例を参考のためいろいろ紹介してほしい。 ギョウセイミンカントモンダイジレイサンコウショウカイ																																																										民間に比べまだまだ意識が低いと感じる。個人情報の管理面では職場ごと、個人ごとで扱いに差があるように見える。意識向上につとめる取組を組織としてもっと力をいれて行う必要がある。 ミンカンクライシキヒクカンコジンジョウホウカンリメンショクバコジンアツカサミイシキコウジョウトリクミソシキチカラオコナヒツヨウ		同じ内容であっても繰り返し講習会を行っていただき、受講する方も１度受ければよいということでもないので、意識を高めるためにも、どんどん講習会を開催していただきたい。 オナナイヨウクカエコウシュウカイオコナジュコウカタドウイシキタカコウシュウカイカイサイ

		62		1												1						1																										1				音声が曇って講義を聴き取ることができなかった。 オンセイクモコウギキト																								1				音声が若干改善されたが曇っており講義を聴き取ることができなかた。 オンセイジャッカンカイゼンクモコウギキト																														音声の改善 オンセイカイゼン

		63		1										1								1						1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト				1												1								1				講義内容が聞き取れなかった。 コウギナイヨウキト

		64		1														1				1						1										1								1										1										1								1

		65		1										1								1						1												1								1												1						1								1																																						画像配信の音声が聞き取りづらく、理解が難しいところがあった。 ガゾウハイシンオンセイキトリカイムズカ

		66		1						1												1										1						1								1														1						1								1

		67				1						1								1																				1												音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ教材はイントラで共有してほしい キョウザイキョウユウ																														音声が聞きづらい問題点の解決のため災対室からの発信・ＴＶ会議方式はどうでしょうか？ オンセイキモンダイテンカイケツサイタイシツハッシンカイギホウシキ		講習会時間を短縮（1時間くらい）してもらえると参加しやすくなると思います。感染症対策のためアルコール消毒のほか加湿器導入や水分補給もすすめてほしい コウシュウカイジカンタンシュクジカンサンカオモカンセンショウタイサクショウドクカシツキドウニュウスイブンホキュウ

		68		1								1										1						1										1								1														1				1										1

		69		1								1										1						1												1								1				音声が聞き取りづらく内容が伝わらなかった。 オンセイキトナイヨウツタ								1				1								1

		70		1						1										1								1										1								1						もう少し事例を入れての説明がほしかった スコジレイイセツメイ				1										1								1

		71		1						1												1						1												1						1										1										1						1

		72		1								1								1								1												1								1				音響の不備か話し手の滑舌が悪いか不明ですが説明が聞き取りにくかった。 オンキョウフビハナテカツゼツワルフメイセツメイキト								1						1						1								内容もわかりやすく重要な点が頭に入りやすかった。 ナイヨウジュウヨウテンアタマハイ																														事務所でＬＡＮ担当をしていたが何度言っても理解しない。あるいは周知事項を全く見ない人がいた。そういった方をなくすことが課題と考えます。 ジムショタントウナンドイリカイシュウチジコウマッタミヒトカタカダイカンガ		個人情報保護や情報セキュリティを観点とした講習会はよい企画だと思います。いつも契約とかの話が多いのでマンネリ防止にもなると思います。 コジンジョウホウホゴジョウホウカンテンコウシュウカイキカクオモケイヤクハナシオオボウシオモ

		73				1		1														1																		1								1				ＴＶ会議のため放送の状態が悪く音声が聞き取りにくかった。 カイギホウソウジョウタイワルオンセイキト

		74		1				1														1												1				1										1																																																																音声が聞き取りづらい オンセイキト

		75		1				1														1										1						1								1														1						1								1

		76				1		1												1								1										1										1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1

		77		1				1														1				1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト										1		1								1

		78		1								1										1						1												1								1												1						1								1

		79				1		1														1						1										1										1												1				1										1

		80				1				1												1						1												1						1																1		1								1

		81		1						1												1						1										1								1																				1								1

		82		1				1												1												1								1								1				音声がマイクの関係等で聞き取りにくく聴講しずらかった。 オンセイカンケイトウキトチョウコウ								1				1								1								実例をビデオで紹介しておりわかりやすかった。 ジツレイショウカイ																														担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ		担当者の日頃のご尽力に感謝します タントウシャヒゴロジンリョクカンシャ

		83		1								1										1						1										1								1										1										1								1

		84		1								1								1								1										1								1										1										1								1

		85		1				1														1						1										1						1								聞き取りにくかった キト				1										1						1

		86				1				1												1						1										1								1														1						1								1

		87				1						1										1						1																		1														1						1								1

		88		1						1												1						1												1												音声の品質をあげてほしい。聞き取りずらかった。 オンセイヒンシツキト								1														1						わかりやすい資料だった。 シリョウ

		89				1												1		1								1								1										1						講習会の時間2時間は長すぎると思います。1時間に短縮すべき。内容はよいと思います。 コウシュウカイジカンジカンナガオモジカンタンシュクナイヨウオモ				1								1										1																																						回線の状態が悪く音が聞き取れません。録画した動画を送ってみるでもいいのでは。 カイセンジョウタイワルオトキトロクガドウガオク

		90		1										1						1								1										1								1										1										1								1																																						ＴＶ会議の音声が聞き取りずらかった。 カイギオンセイキト

		91				1								1								1						1										1										1								1										1										1

		92		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		93		1												1				1								1										1						1												1										1						1

		94				1												1		1								1										1								1										1										1								1																																				攻撃型メールを現在まで受信していないと思いますが、今後も安心して使用できるネット環境をお願いします。 コウゲキガタゲンザイジュシンオモコンゴアンシンシヨウカンキョウネガ		講師の説明が聞き取りにくく、資料の画面が小さいためどこのページを説明しているのか把握しにくかった。 コウシセツメイキトシリョウガメンチイセツメイハアク

		95		1														1		1								1										1										1				音声が聞き取りにくい オンセイキト				1										1								1

		96				1												1				1						1										1								1										1										1						1

		97				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		98				1												1		1								1												1						1										1										1								1

		99				1												1		1												1						1								1														1						1

		100		1										1								1						1										1								1										1										1								1																																				制度は理解しているが、実際に遵守することが難しい。 セイドリカイジッサイジュンシュムズカ		わかりきっていることでも反復継続することが大切。 ハンプクケイゾクタイセツ

		101		1														1		1								1								1																								1				1

		102				1												1				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																																				集中して実施すべき民間がせっていされていることは承知しております。毎週コンプライアンス情報をご提供いただいていることも存じ上げておりますが、講習会開催される時期がより分散していただくのは可能でしょうか。 シュウチュウジッシミンカンショウチマイシュウジョウホウテイキョウゾンアコウシュウカイカイサイジキブンサンカノウ

		105		1														1				1						1								1																				1								1								1

		106				1								1						1														1		1																										1		1

		107		1										1								1																																		1										1										1				ＴＶシステムで見たが、講師の口調が少し早かったこともあり聞き取りにくかった。 ミコウシクチョウスコハヤキト

		108		1														1		1																						1								1		何を言っているのか聞き取れませんでした。 ナニイキト								1				1										1						ＴＶ会議だとスクリーンに映されたビデオがほとんど見えない。 カイギウツミ																														添付ファイルのやりとりは日常的に行っているので、しっかり意識しないと気づくことすら難しいのだなと思いました。 テンプニチジョウテキオコナイシキキムズカオモ

		109		1														1				1																																						1						1														ビデオ放映の時間があるがＴＶ会議システムの画面内で展開されるため非常に小さい（スマホ画面程度）。音が割れている。 ホウエイジカンカイギガメンナイテンカイヒジョウチイガメンテイドオトワ

		110		1														1		1								1												1								1				どこが重要なのかいまいちわからなかった。 ジュウヨウ																																																												声がこもっている感じで非常に聞きづらかった。年度末の繁忙期にはタイミングが悪いように感じた。 コエカンヒジョウキネンドマツハンボウキワルカン

		111				1								1						1								1										1								1										1										1								1																																						音声を改善していただきたい オンセイカイゼン

		112				1												1		1						1														1										1		ＴＶ会議の声がこもって聞こえなかったので内容が理解できなかった。 カイギコエキナイヨウリカイ

		113				1								1						1								1										1										1				話している内容が聞きづらかった ハナナイヨウキ				1										1								1

		114		1														1				1						1										1								1						ＴＶ会議システムの音声が聞きづらかった。 カイギオンセイキ								1				1								1

		115		1														1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト				1										1						1

		116				1												1		1						1														1								1				声が聞き取れなかった コエキト

		117				1												1		1								1										1										1				写し方を改善してほしい ウツカタカイゼン				1										1										1																																				ＴＶ会議システムの音声、映像、映し方を改善してほしい。発表者が資料のどこを話しているのか内容も音声もよくわからない。 カイギオンセイエイゾウウツカタカイゼンハッピョウシャシリョウハナナイヨウオンセイ

		118		1												1						1				1												1												1						1										1						1

		119				1												1				1										1						1								1														1						1								1

		120				1												1				1																														非常に聞き取りづらく評価できず ヒジョウキトヒョウカ										1		1										1						講師はもう少しゆっくり話してほしい。時間内のためであれば時間を長く。 コウシスコハナジカンナイジカンナガ

		121				1								1						1								1												1								1												1				1								1

		122				1								1								1						1										1								1										1										1								1

		123				1												1				1				1														1						1										1										1								1

		124				1						1										1				1												1								1										1										1								1

		125				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		126				1								1														1												1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト								1						1								1

		127		1										1						1								1										1										1				音声がこもった感じがある。聞き取りにくかった。 オンセイカンキト				1								1										1

		128				1												1		1												1						1								1														1						1								1

		129																				1				1														1						1										1										1

		130		1										1								1						1										1								1										1										1								1

		131				1								1								1						1												1						1										1								1								1

		132				1				1												1				1														1								1						1														1								1

		133				1												1		1								1												1								1				講師の声が聞こえずらかった コウシコエキ								1						1								1

		134		1										1						1								1										1						1												1										1						1

		135				1										1				1								1										1								1										1										1								1																																				パスワードを入力するシステムがいくつもあり入力の手間が業務に影響がある。パスワード管理が大事。一緒にできないか。 ニュウリョクニュウリョクテマギョウムエイキョウカンリダイジイッショ		コンプライアンス違反となってしまった実際の事例を多めに紹介してほしい。 イハンジッサイジレイオオショウカイ

		136		1														1		1						1												1						1												1										1						1

		137		1														1		1						1														1								1				声がこもって聞き取れなかった。 コエキト				1												1								1				早口で聞き取りにくかった ハヤクチキト

		138		1										1								1						1												1								1								1										1								1

		139		1														1		1												1						1								1														1				1								1

		140				1												1				1						1														1								1		音声が聞き取りづらく内容が理解できなかった。 オンセイキトナイヨウリカイ				1												1								1				音声が聞き取りづらかった。 オンセイキト

		141				1												1				1						1										1								1										1										1								1

		142				1										1						1						1										1								1										1										1								1

		143				1								1						1						1														1								1				通信環境によるのかもしれませんが、講師の声が聞き取りづらかったので資料をみて理解します。 ツウシンカンキョウコウシコエキトシリョウリカイ								1						1								1						事例がありわかりやすかったです。音声は聞き取りづらかった。 ジレイオンセイキト																														情報管理について気をつけます。 ジョウホウカンリキ		必要なものとは思いますが全体で２時間は長いです。資料もありますので１．５時間くらいにしてほしいです。講師の方々お忙しい中ありがとうございました。 ヒツヨウオモゼンタイジカンナガシリョウジカンコウシカタガタイソガナカ

		144		1														1		1						1														1								1				音声が聞き取りづらい オンセイキト				1										1								1						ビデオ映像が見えずい。 エイゾウミ																														パスワード入力するものが多く、更新頻度も高いため覚えきれない。公共交通機関のＨＰにもアクセス制限のかかっているものもあり、業務上必要な情報が入手できないことがある。 ニュウリョクオオコウシンヒンドタカオボコウキョウコウツウキカンセイゲンギョウムジョウヒツヨウジョウホウニュウシュ		不審なサイトにアクセスしてしまった場合に、すぐＬＡＮケーブルを抜くよう講義があったが無線ＬＡＮ環境の場合の操作方法が周知されていない。 フシンバアイヌコウギムセンカンキョウバアイソウサホウホウシュウチ

		145				1												1		1								1										1								1														1						1								1

		146				1								1						1								1										1								1														1						1

		147				1												1				1						1												1						1														1						1

		148		1														1		1								1										1								1										1										1

		149		1										1								1						1										1								1														1						1								1

		150		1														1				1						1										1								1														1				1								1

		151				1								1						1								1																		1										1										1								1																																				業務が効率的になるように情報を集約するサイトを作ろうとしているが情報セキュリティの壁で進められないことがよくある。民間ではどんどん進む情報技術が官側では遅れているのではないか。民間の情報セキュリティの考え方を聞いてみたい。民と官の取組の違いを比較し民のよいものは官でも採用してはどうか。 ギョウムコウリツテキジョウホウシュウヤクツクジョウホウカベススミンカンススジョウホウギジュツカンガワオクミンカンジョウホウカンガカタキミンカントリクミチガヒカクミンカンサイヨウ		この手の講習会や取組が多すぎるように思う。職員はうんざりしていて今日も参加者はほぼいない。通常業務の効率化が図られていない中でコンプラやパワハラの講習会や取組を増やされても困る。働き方改革として残業を減らす取組のなか２時間を割くと残業につながる。ある程度の周知に止めて、あとは職員のモラルで対処することでよいと思う。職員に悪質性や甘さがある場合は罰則で厳しく対処するべきではないか。そうしないと甘く見られる。 テコウシュウカイトリクミオオオモショクインキョウサンカシャツウジョウギョウムコウリツカハカナカコウシュウカイトリクミフコマハタラカタカイカクザンギョウヘトリクミジカンサザンギョウテイドシュウチトショクインタイショオモショクインアクシツセイアマバアイバッソクキビタイショアマミ

		152		1														1				1						1										1						1												1										1						1																																						情報セキュリティについて、担当者レベルの研修などはあるが、他職員については机上のみ、アンケートのみなど講習を受ける機会が少ないように思うので、このように全職員は聴講できる機会があるとよいと思いました。具体的な例を聞くことができ参考になりました。 ジョウホウタントウシャケンシュウタショクインキジョウコウシュウウキカイスクオモゼンショクインチョウコウキカイオモグタイテキレイキサンコウ		今回はポイントや運用について話を聞くことができ参考になりました。まとまった時間を割くことが難しく、聴講者を集めることが難しいと感じますが（特に今回は時期的に新年度発注準備等で会議や打ち合わせで参加できないものが多数）定期的に行うことがよいと思いました。 コンカイウンヨウハナシキサンコウジカンサムズカチョウコウシャアツムズカカントクコンカイジキテキシンネンドハッチュウジュンビトウカイギウアサンカタスウテイキテキオコナオモ
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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

				39		103		6





時間

		



講習会の時間



個人情報

		個人情報 コジンジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				16		103		0		24		2										9		97		37		2												11		85		43		4





個人情報

		



講義の難易度



情報セキュリティ

		



講義の理解度



外部講師

		



講義の満足度



		情報セキュリティに関する講義 ジョウホウ

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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		66		0		63		13										50		88		5		0												58		70		9		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度



		外部講師による講義

				講義の難易度 コウギナンイド																		講義の理解度 コウギリカイド																		講義の満足度 コウギマンゾクド

				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										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

				0		0		0		0		0										0		0		0		0												0		0		0		0





		



講義の難易度



		



講義の理解度



		



講義の満足度





各所属の取り組み・参考事例

１．事務所長又は事務副所長が自ら講話等を実施（推進本部での訓示は除く）

川崎（所長）、宇都宮国道（事務副）、長野国道（事務副）、昭和記念（所長）、

第二営繕（所長）、東京港湾（所長）、利根川上流（所長、事務副所長）、品木（所長）

２．事務所独自の講習会等

東国（入札・契約手続に係る発注者綱紀保持講習会を開催）

首都国（毎月、幹部職員によるフリーミーティングを実施）

北首都（幹部会で、独自に素材を使用しての説明、理解度テスト、意見交換等を実

施）

日光（本局ハラスメント防止実践研修受講者による研修内容の周知）

高崎（暴力追放に関する講習会、不当要求に対する講演）

利根ダム（所内コンプライアンス講習会を開催）

相模ダム（発注者綱紀保持講習会を開催）

長野営繕（事務所独自素材による倫理規定のセルフチェック）

３．幹部会・課内会議で公務員の不祥事について意見交換

荒上（幹部会・課内会議）、荒下（課内会議）、利根水系砂防（幹部会）、利根川ダム

（課内会議）、富士川（各所属）、川崎国道（幹部会及び課内会議）、甲府（各所属）、

高崎（各所属）、常陸海浜（各所属）、東京第一営繕（各所属）、鹿島港湾（所内）、

道路メンテ（各所属）、営繕部（各所属）

４．教材ＤＶＤ上映会を実施

宇都宮営繕（倫理）、利根上（倫理）、日光砂防（人事院（倫理審査会）：『会合に出る

際の注意点』厚生労働省（あかるい職場応援団）：『セクシャルハラスメントの防止に

向けて』をＹｏｕＴｕｂｅ動画で視聴（全職員））、東京港湾「実例で学ぶ倫理法・倫理規

程」（全職員）、東京空港「ハラスメント講習会」（全職員）、特定離島「国家公務員倫

理」（全職員）

５．事務所独自でコンプライアンスに係る資料を作成

・大宮（コンプライアンス事例集（携帯版））、千葉（行動基準（クレド））

６．職員に職員行動基準・倫理教本・倫理カードを配付

常陸海浜（倫理カード）、下館（行動基準、倫理教本）

７．営繕部コンプライアンス情報を発行

営繕部

以上

別紙１０
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別紙１1令和元年度 各部各事務所等の取組状況

講義等参加実績
不参加者に対する第1四半期

№ 事務所名 主なフォローアップ 主な取組内容第2四半期
方法第3四半期

第4四半期

1 利根川上流河川 92 104 88 資料配付 【第１四半期】/ %

事務所 103 103 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

93 103 90 資料配付 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・所内業務説明会において、事務副所長がコンプライアン103 103 100 －/ %

スの講話を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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た。

〇事務所長訓示

〇基礎的な事項の振り返り（発注者綱紀保持を中心に）

（総務課長）

〇コンプライアンスＤＶＤ視聴『事例で学ぶ倫理法・倫理規

程 .９』VOL

〇講話 （副所長（事務））

【第３四半期】

・コンプ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。

・所内業務発表会において「セクハラ・マタハラ等防止研修

（副所長（事務））」及び「公文書管理の基礎的な留意点

（総務課長）」の講演を行った。

【第４四半期】

・コンプ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 74 74 100 － 【第１四半期】/ %

事務所 73 73 100 － ・コンプ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 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 55 55 100 － 【第１四半期】/ %

所 52 53 98 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

52 55 95 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

53 53 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 30 30 100 － 【第１四半期】/ %

事務所 30 30 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

30 30 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

30 30 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 128 128 100 － 【第１四半期】/ %

所 127 127 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

126 126 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催安全運転講習会を開催した。124 124 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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。

6 渡良瀬川河川事 61 61 100 － 【第１四半期】/ %

務所 60 60 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

60 60 100 － ・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 89 89 100 － 【第１四半期】/ %

89 89 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

89 89 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・幹部に職員行動基準、倫理教本等を配布・周知した。86 86 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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 96 100 96 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

務所 93 97 96 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

93 97 96 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・毎月幹部会・課内会議において、公務員の不祥事に97 97 100 所属長の個別説明/ %

ついて意見交換を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・毎週幹部会・課内会議において、過去の総務部からの

情報について周知を実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・毎週幹部会・課内会議において、過去の総務部からの

情報を周知した。

【第４四半期】

・コンプ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・課内会議において、総務部からの情報を周知

した。

9 荒川下流河川事 83 83 100 － 【第１四半期】/ %

務所 81 81 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

79 79 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について意79 79 100 －/ %

見交換を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について

意見交換を実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について

意見交換を実施した。

【第４四半期】

・コンプ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。

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について

意見交換を実施した。

10 京浜河川事務所 110 111 99 － 【第１四半期】/ %

112 112 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

109 109 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催の交通安全講習会、文書管理説明会を開催110 110 100 －/ %

した。

【第２四半期】

・コンプ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３四半期】

・コンプ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。

・所内業務発表会でコンプライアンスに関する議題を発表

した。

11 利根川水系砂防 49 49 100 － 【第１四半期】/ %

事務所 50 50 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

50 50 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

49 49 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 30 31 97 副所長の個別説明 【第１四半期】/ %

30 31 97 所属長の個別説明 ・コンプ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。/ %

・本局ハラスメント防止実践研修受講者により研修内容31 31 100 －/ %

を周知した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・人事院（倫理審査会）：『会合に出る際の注意点』

厚生労働省（あかるい職場応援団）：『セクシャルハラス

メントの防止に向けて』 ＹｏｕＴｕｂｅ動画の視聴（全職員）

【第４四半期】

・コンプ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。

13 富士川砂防事務 31 31 100 － 【第１四半期】/ %

所 31 31 100 － ・コンプ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 72 72 100 － 【第１四半期】/ %
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事務所 72 72 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

72 72 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

72 72 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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。

・緊急現場安全パトロールを実施した。

15 利根川ダム統合 27 45 60 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

管理事務所 32 45 71 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

28 45 62 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について45 45 100 所属長の個別説明/ %

意見交換を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について

意見交換を実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

16 鬼怒川ダム統合 34 34 100 － 【第１四半期】/ %

管理事務所 29 34 85 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

27 33 82 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

34 34 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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。

・毎月各課内会議において、公務員の不祥事について

意見交換を実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・所内業務発表会でコンプライアンスに関する議題を発表

した。

17 相模川水系広域 15 15 100 － 【第１四半期】/ %

ダム管理事務所 15 15 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

15 15 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

15 15 100 － ・本局講習会等の資料を全職員向け回覧した。/ %

【第２四半期】

・コンプ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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・本局講習会等の資料を全職員向け回覧した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・総務課長による、倫理法・倫理規定に関する講習会を

実施した。

・総務課長によるセクハラ・パワハラ防止講習会を実施

した。

【第４四半期】

・コンプ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。

・総務課長による、発注者綱紀保持講習会を実施した。

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。/ %

・事務所主催の自操運転説明会を開催した。9 9 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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。

・官貸与携帯電話の管理確認（暗証番号の設定、ストラッ

プ着用）及び注意喚起を行った。

【第３四半期】

・コンプ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 10 10 100 － ※コンプライアンス推進本部の設置なし/ %

理所 10 10 100 － 【第１四半期】/ %

9 10 90 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ % 個別に資料配付・説明

・職員に対し、コンプライアンス遵守についての所長訓示10 10 100 －/ %

を行った。

【第２四半期】

・職員に対し、コンプライアンス遵守についての所長訓示

を行った。

【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】

・所内講習会を開催した。

20 東京国道事務所 132 132 100 － 【第１四半期】/ %

132 132 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

132 132 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・入札・契約手続に係る発注者綱紀保持講習会を開催し132 132 100 －/ %

た。

【第２四半期】

・コンプ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】
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・コンプ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。

21 相武国道事務所 89 89 100 － 【第１四半期】/ %

89 89 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

89 89 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

89 89 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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。

・毎月1回、課内会議の中で「公務員の不祥事等」を用い

て、注意喚起や意見交換を行った。

【第３四半期】

・コンプ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 56 56 100 － 【第１四半期】/ %

56 56 100 － ・コンプ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。/ %

・毎月、幹部職員によるフリーミーティングを実施した。56 56 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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。

・毎月、幹部職員によるフリーミーティングを実施した。

・倫理規程等に関する講習及び意見交換（事務所主催）

を実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・毎月1回、課内会議の中で「公務員の不祥事等」を用い

て、注意喚起や意見交換を行った。

【第４四半期】

・コンプ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。

・毎月、幹部職員によるフリーミーティングを実施した。

23 川崎国道事務所 33 33 100 － 【第１四半期】/ %

32 32 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

32 32 100 － ・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コンプライアンスに関する32 32 100 －/ %

講話を実施した。

・事務所主催の自操運転説明会を開催した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・毎月1回、課内会議の中で「公務員の不祥事等」など

推進本部資料を用いて意見交換を行った。

【第３四半期】

・コンプ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。

・毎月1回、課内会議の中で「公務員の不祥事等」など

推進本部資料を用いて意見交換を行った。
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【第４四半期】

・コンプ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。

・所内業務発表会でコンプライアンスに関する議題を発表

した。

24 横浜国道事務所 124 148 84 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

130 148 88 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

128 148 86 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催の健康管理講習会、自操運転講習会等を148 148 100 －/ %

開催した。

【第２四半期】

・コンプ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。

25 大宮国道事務所 94 102 92 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

84 103 82 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

89 102 87 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・転入者に事務所独自のコンプライアンス事例集（携帯版）101 101 100 所属長の個別説明/ %

を配付した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・「不当要求行為に関する意見交換会」を実施した。

26 北首都国道事務 52 52 100 － 【第１四半期】/ %

所 52 52 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

52 52 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・幹部会で、独自素材を使用しての説明、理解度テスト等52 52 100 －/ %

を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・幹部会でのコンプライアンスミーティングを実施した。

27 千葉国道事務所 110 110 100 － 【第１四半期】/ %
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103 107 96 資料配付 ・コンプ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。/ %

・事務所独自の行動基準（千葉国道クレド）を定め、職員107 107 100 －/ %

に周知徹底を図った。

・事務所主催の交通安全講習会を開催した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・幹部職員に対してコンプライアンスに関する注意喚起・

指示を行った。

28 宇都宮国道事務 75 75 100 － 【第１四半期】/ %

所 75 75 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

75 75 100 － ・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開催し、事務副所長に75 75 100 －/ %

よる講義を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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 長野国道事務所 111 111 100 － 【第１四半期】/ %

111 111 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

111 111 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。/ %

・用地取得業務における不当要求に関する意見交換会111 111 100 －/ %

を実施した。

・所内コンプライアンス講習会を開催し、事務副所長に

よる講義を実施した。

【第２四半期】

・コンプライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。

【第３四半期】

・コンプライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。

30 常総国道事務所 53 53 100 － 【第１四半期】/ %

53 53 100 － ・コンプ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３四半期】

・コンプ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。

31 東京外かく環状 59 59 100 － 【第１四半期】/ %

国道事務所 59 59 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

59 59 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催の交通安全講習会を開催した。59 59 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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】

・コンプライアンス推進本部会議を実施した。

32 常陸河川国道事 120 120 100 － 【第１四半期】/ %

務所 120 120 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

126 126 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催の交通安全講習会を開催した。127 127 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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 107 109 98 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

務所 105 109 96 所属長の個別説明 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

109 109 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。/ %

・事務所主催の自操運転説明会を開催した。108 108 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。

・毎月1回、所属毎の会議の中で「公務員の不祥事等」、

「入札談合に関する事案」を用いて意見交換した。

・暴力追放に関する講習会（講師：群馬県警察本部）を

実施した。

・不当要求に対する講演（講師：群馬弁護士会（弁護士））

を実施した。

【第３四半期】

・コンプライアンス推進本部会議を実施した。

・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。

・毎月1回、所属毎の会議の中で「公務員の不祥事等」を

用いて意見交換した。

【第４四半期】

・コンプ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・ミーティングを毎月実施した。

・毎月1回、所属毎の会議の中で「公務員の不祥事等」を

用いて意見交換した。

34 甲府河川国道事 125 125 100 － 【第１四半期】/ %

務所 125 125 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

125 125 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを毎月実施した。/ %

・事務所主催の自操運転説明会を開催した。125 125 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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】/ %

51 51 100 － ・コンプ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。/ %

・転入者に事務所危機管理マニュアルを配布・説明した。50 50 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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 11 11 100 － 【第１四半期】/ %

園事務所 10 10 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

11 11 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所主催の自操運転説明会を開催した。11 11 100 －/ %

・倫理カードを全職員に配布した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・講習会「官製談合の防止について（あなたとあなたの

大切な人を守るコンプライアンス）」（講師：総務課長）を

実施した。

【第３四半期】

・コンプ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。

・所内講習会を実施した。

37 国営昭和記念公 22 29 76 所属長の個別対応 【第１四半期】/ %

園事務所 11 29 38 所属長の個別対応 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

20 28 71 所属長の個別対応 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %



- -12

・事務所長が 、コンプライアンス、危機管理等に29 29 100 所属長の個別対応/ % WLB

ついて講話した。

【第２四半期】

・コンプ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 、コンプライアンス、危機管理等にWLB

ついて講話した。

【第３四半期】

・コンプ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 、コンプライアンス、綱紀保持等にWLB

ついて講話した。

【第４四半期】

・コンプ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 、コンプライアンス、綱紀保持等にWLB

ついて講話した。

38 東京第一営繕事 17 17 100 － 【第１四半期】/ %

務所 17 17 100 － ・コンプ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。/ %

・事務所全体会議（毎月開催）で、コンプライアンスに17 17 100 －/ %

関する事項の周知等を実施した。

【第２四半期】

・コンプ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（毎月開催）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。

39 東京第二営繕事 16 16 100 － 【第１四半期】/ %

務所 15 15 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

15 15 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・所内全体会議で、事務所長がコンプライアンスの徹底15 15 100 －/ %

について説明した。

【第２四半期】

・コンプ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。

40 甲武営繕事務所 14 15 93 【第１四半期】/ % 総務課長の個別説明

10 15 67 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ % 総務課長による説明会

13 15 87 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ % 総務課長による説明会

・全体会議で、発注事務の情報管理についてミーティング12 12 100/ % 総務課長による説明会
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し、情報を取り扱う者が指定されていることを周知した。

【第２四半期】

・コンプ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。

・全体会議において総務課専門官がセキュリティポリシー

について、説明し注意喚起を行った。

【第３四半期】

・コンプ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。

41 宇都宮営繕事務 12 12 100 － 【第１四半期】/ %

所 12 12 100 － ・コンプ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。/ %

・倫理についての 視聴会を開催した。12 12 100 －/ % DVD

・所内全体会議で、コンプライアンス推進計画について

説明した。

【第２四半期】

・コンプ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半期】

・コンプ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。

・講習会「営繕部コンプライアンス情報」（講師：総務課長）

を実施した。

【第４半期】

・コンプ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。

・講習会「営繕部コンプライアンス情報」（講師：総務課長）

を実施した。

43 長野営繕事務所 11 11 100 － 【第１四半期】/ %

11 11 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

11 11 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

【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 関東道路メンテ 10 10 100 － 【第１四半期】/ %

ナンスセンター 11 11 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

11 11 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

11 11 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 鹿島港湾・空港 29 29 100 － 【第１四半期】/ %

整備事務所 29 29 100 － ・コンプ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。/ %

・事務所全体会議で職員行動基準等について周知した。29 29 100/ % 総務課長が個別説明

【第２四半期】

・コンプ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。

・建設業者との意見交換会でコンプライアンスの取組みに

関する協力を要請した。

46 千葉港湾事務所 18 24 75 【第１四半期】/ % 総務課長の個別説明

17 24 71 ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ % 総務課長の個別説明

12 24 50 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ % 総務課長の個別説明

23 23 100 【第２四半期】/ % 総務課長の個別説明

・コンプ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。

・毎月幹部会でコンプライアンス関連の事例を紹介した。

47 東京港湾事務所 34 34 100 － 【第１四半期】/ %

34 34 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

34 34 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・所内事業等説明会において、事務所長が綱紀保持の34 34 100 －/ %

徹底について訓示した。

【第２四半期】
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・コンプ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。

・事務所長から全職員に対する説明会においてコンプライ

アンスの徹底を周知した。

48 東京空港整備事 61 61 100 － 【第１四半期】/ %

務所 61 61 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

55 61 90 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・所内で、安全運転講話会を実施した。61 61 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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 京浜港湾事務所 59 59 100 － 【第１四半期】/ %

59 59 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %

60 60 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

60 60 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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 東京湾口航路事 16 16 100 － 【第１四半期】/ %

務所 16 16 100 － ・コンプ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。/ %

・推進計画及び活動予定表を全職員に周知した。16 16 100 －/ %

【第２四半期】

・コンプ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 特定離島港湾事 21 21 100 － 【第１四半期】/ %

務所 20 20 100 － ・コンプライアンス推進本部会議を実施した。/ %
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20 20 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・事務所掲示板にコンプライアンスの最新版情報を掲載20 20 100 －/ %

した。

【第２四半期】

・コンプ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 横浜港湾空港技 17 18 94 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

術調査事務所 18 18 100 － ・コンプ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。/ %

17 17 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプ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。

53 本 局 911 950 96 【第１四半期】/ %

859 944 91 ・コンプライアンス推進本部は、６月１日から７日を「令和元/ %

871 940 93 年度関東地方整備局コンプライアンス週間」とし、外部講/ %

939 939 100 師による講習会「入札談合の防止に向けて」（公正取引委/ %

員会）及び「公務員倫理・コンプライアンス」（公務人材開

発協会）を開催したほか、事務所等横断的なミーティン

グ、ＣＣＴＶ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「国家公務員の秘密漏示と個人のプ

ライヴァシー」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３０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】

・令和2年度コンプライアンス推進計画（素案）を作成

【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（総

務省関東管区行政評価局）による講習会「個人情報保護

運用のポイント」及び内部講師（関東地方整備局情報セ

キュリティ対策委員会事務局）による講習会「情報セキュ

リティの基礎知識～手口と対策～」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、「令和２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、イントラで公開した。
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総務部 131 142 92 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

110 140 79 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

137 138 99 【第２四半期】/ %

140 140 100 － ・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。

・部内各課の課内会議等の場で公務員不祥事（飲酒・ハラ

スメント）を紹介し改めて注意喚起を行った。

企画部 107 117 91 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

97 116 84 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

85 115 74 所属長の個別説明 ・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を配付・解説した。/ %

117 117 100 所属長の個別説明 【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 98 98 100 － 【第１四半期】/ %

89 98 91 補佐から別途説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

98 98 100 － ・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を説明した。/ %

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。

・部内幹部会で「公務員の不祥事等」を説明した。

【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」を説明した。

【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」を説明した。

河川部 109 111 98 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

110 111 99 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

110 111 99 所属長の個別説明 【第２四半期】/ %

111 111 100 所属長の個別説明 ・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 104 104 100 － 【第１四半期】/ %

104 104 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

105 105 100 － ・幹部会で「公務員の不祥事等」を用いて意見交換した。/ %

105 105 100 － 【第２四半期】/ %

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で「個人情報の適切な管理」について意見交換し

た。

【第３四半期】
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・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で「年末年始における綱紀の厳正な保持につい

て」に関する意見交換を行った。

【第４四半期】

・コンプライアンス・ミーティングを実施した。

・幹部会で公務員の不祥事等について意見交換した。

港湾空港 140 156 90 所属長の個別説明 【第１四半期】/ %

部 143 153 93 所属長の個別説明 ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

146 152 96 所属長の個別説明 【第２四半期】/ %

151 151 100 所属長の個別説明 ・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】/ %

138 154 90 所属長の個別説明 ・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（ .31～ 32）を発行131 153 86 所属長の個別説明/ % VOL VOL

した。153 153 100 －/ %

【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（ .33～ 35）を発行VOL VOL

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（ .36～ 38）を発行VOL VOL

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（ .39～ 40）を発行VOL VOL

した。

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」を紹介し/ %

43 43 100 － 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。

・用地調査官が、幹部会で「公務員の不祥事等」を紹介し

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。

・用地調査官が、幹部会で「公務員の不祥事等」を紹介し

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。

・用地調査官が、幹部会で「公務員の不祥事等」を紹介し

た。

防災室・災 25 25 100 － 【第１四半期】/ %

害対策マ 25 25 100 － ・コンプライアンス・ミーティングを実施した。/ %

・幹部会で「公務員の不祥事等」を用いて意見交換した。ネジメント 25 25 100 －/ %

室 25 25 100 － 【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。

/ %3783 3907 97

/ %全 3706 3885 95体

/ %3726 3883 96

/ %3868 3868 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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