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北海道開発局においては、平成２１年に最初のコンプライアンス強化計画を策定

して以降、１３年間にわたり、その契機となった入札談合事案やその後の不祥事等

への対策に真摯に取り組んできたところである。 

しかしながら、令和３年７月に北海道開発局の幹部職員が、旭川開発建設部士別

道路事務所（当時）に事務所長として在籍していた令和 2 年度の発注業務に関する、

官製談合防止法違反等の容疑により逮捕されるという事案（以下「本事案」という。）

が発生した。 

本事案では、コンプライアンスの保持の取組を率先垂範すべき管理職員が自ら不

正行為に関わっていたことが明らかになり、国民や地域からの信頼を一瞬にして失

い、これまでコンプライアンス推進に実直に取り組んできた職員を大きく裏切るこ

ととなった。 

このため、公正性・厳正性・専門性を確保する観点から、学識経験者及び実務上の

知見を有する本省課長で構成される「北海道開発局発注業務に係る不正事案再発防

止対策検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置し、従来のコンプライアンス

に関する取組の点検等を行うとともに本事案発生の要因を究明し、令和 3 年１１月

に本事案の再発防止策が取りまとめられたところである。 

取りまとめられた再発防止策を強い決意を持って実行し、コンプライアンスの保

持を徹底していくことが、北海道開発局には求められている。 

本事案を教訓に、職員一人一人が高い倫理意識を持ち、公平公正に職務に当たる

とともに、これまでのコンプライアンスにかかる基本的な取組についても継続しな

がら、組織全体でより高いレベルでコンプライアンスを実践し続け、経験を積み重

ね、国民の負託に応えていくことが、国民の信頼を回復する唯一の道である。 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめに 
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委員会では、現場の最前線を担い事業者等と日々対応する事務所長という役職・

任務に特有の問題はなかったのか、組織として不正を未然に防ぐことは出来なか

ったのかといった視点を含め、公判等で明らかになった事実経過、これまでのコ

ンプライアンスの取組や入札契約手続に関する緊急点検（以下「緊急点検」とい

う。）の結果等を考察し、二度とこのような不正事案を起こさせないため、 

・事務所長等へのコンプライアンス意識醸成の強化 

・管理職員等と事業者等との接触に関するルールの強化 

・入札手続における運用面の見直し 

・不正の芽を見逃さない職場環境づくり 

という４つの柱から構成される再発防止策が取りまとめられた。 

令和４年度北海道開発局コンプライアンス推進計画（以下「本推進計画」とい

う。）では、委員会で取りまとめられた再発防止策を中心に据え、本事案の発生

によって損なわれた国民や地域からの信頼を取り戻すため、組織一丸となって取

組を推進するものとする。 

 

※（継続）：委員会で取りまとめられた再発防止策のうち令和３年度内に既に

実施中のものであり、令和４年度も引き続き取り組むこととした

もの 

 

１ 事務所長等へのコンプライアンス意識醸成の強化 

 

（１）事務所等に対する監査の強化【拡充】（継続） 

北海道開発局の所掌する事務の適正な運営、綱紀の保持、不正行為の防

止に資することを目的とした北海道開発局監査規則に基づく北海道開発局

本局（以下「本局」という。）の一般監査については、これまで事務所及び

事業所（以下「事務所等」という。）を対象として５年に 1 回程度の頻度

で実施してきたが、今後は、これを３年に 1 回程度の頻度で実施すること

し、監査を強化する。なお、今年度は約３０の事務所等を対象に実施する。 

 

（２）事務所長等に対する面談【新規】 

本事案では、事業者等との接触機会も多い事務所長が外部の者からの不

当な働きかけに応じ、厳格に管理すべき発注事務に関する秘密の情報を教

示してしまったことが明らかになったため、事務所長及び事業所長（以下

「事務所長等」という。）が発注事務に係る関係法令、規程等に定める各種

Ⅰ 再発防止策を踏まえた取組 
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のルールを適正に認識・遵守しているか確認する必要がある。 

このため、毎年度、事務所長等に対して、所属の開発建設部長が、事務所

等のマネジメント、発注者綱紀保持、国家公務員倫理等の認識や取組状況

などをテーマとした面談を新たに実施する。 

 

（３）事務所長等に対するリスク点検の実施【新規】（継続） 

事務所長等は、事業者等との接触の機会も多く、適切な対応が求められ

ることから、事業者等との対応についても十分に徹底する必要がある。 

このため、北海道開発局の全課所で実施しているリスク点検について、

今後は、新たに事務所長等を対象として、事業者等との対応時に潜むリス

クをまとめたリスク対応表を作成し、リスクマネジメントに取り組む。年

間を通じて実施する事務所長等のリスク対応の状況については、本局コン

プライアンス推進本部（以下「本局推進本部」という。）へ報告する。 

 

（４）事務所長等によるコンプライアンス宣言【新規】（継続） 

本事案は、より高い倫理意識を持つべき事務所長による不正事案である

ことを踏まえ、事務所長等は、改めてコンプライアンスの取組を率先垂範

する立場であることを認識し、常に高いコンプライアンス意識を持って職

務に当たる必要がある。 

このため、現在は、局長及び開発建設部長が年度当初及び就任時に実施

している「コンプライアンス宣言」について、事務所長等も実施することと

する。事務所長等は、所属職員に対し、当該宣言の実施を周知するととも

に、宣言文を、事務所等の玄関や応接カウンターなど職員及び来庁者の目

に付く場所に掲示することにより、その姿勢を内外に明らかにする。 

 

（５）事務所長等向けのコンプライアンス研修の新設【新規】 

事務所長等は高いコンプライアンス意識が求められる要職であることか

ら、事務所等における業務運営推進の最高責任者として、コンプライアン

スに係る高い見識を醸成するため、事務所長等を対象としたコンプライア

ンスに係る研修を新設し、全ての事務所長等が年１回必ず受講することと

する。 

 

（６）開発建設部幹部と事務所長等とのコミュニケーションの充実【拡充】 

（継続） 

これまで開発建設部幹部は、課所長会議や人事面談等の機会を活用し、

事務所長等とのコミュニケーションを図ってきたところであるが、緊急点

検において、開発建設部幹部と事務所長等が情報を共有し、意思統一を図
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って業務を遂行する必要性や、日頃からのコミュニケーションの必要性や

重要性を指摘する声があがっていた。 

このため、開発建設部幹部と事務所長等及び事務所課長等との間で、定

期的なコミュニケーションの確保に取り組むこととする。実施に当たって

は、双方向のコミュニケーションとすること、定期的かつ継続的に行うこ

と、機会確保の観点からＷｅｂ等を活用することなど、開発建設部幹部が

創意工夫を図り、実効性が上がるものとなるよう留意する。 

 

２ 管理職員等と事業者等との接触に関するルールの強化 

 

（１）事業者等との飲食の届出【新規】（継続） 

管理職員については、事業者等との接触の機会も多く、より高い倫理意

識が求められることから、事業者等との勤務時間外の飲食ルールについて

も十分に徹底する必要がある。 

国家公務員倫理規程（以下「倫理規程」という。）では、利害関係者と飲

食を共にする場合、自己の飲食に要する費用を自己が負担する場合であっ

ても、その費用が１万円を超える場合は事前の届出義務があるが、今後は、

管理職員等が事業者等と飲食を共にする場合には、飲食に要する費用にか

かわらず、事後に事業者等の所属（会社名等）、氏名、日付、場所、金額等

を書面により届け出る。 

 

（２）事業者等からの物品等贈与に係る厳格な対応【拡充】（継続） 

管理職員については、事業者等との接触の機会も多く、より高い倫理意

識が求められることから、事業者等からの物品等贈与に係るルールについ

ても十分に徹底する必要がある。 

このため、これまでも国家公務員倫理法に基づく四半期ごとの贈与等報

告に加えて、北海道開発局独自のルールとして事業者等への物品等返戻状

況を全職員が報告することとしているが、今後は、管理職員等については、

都度物品等返戻状況を報告するよう変更するとともに、物品等を贈った事

業者等に対しては、組織的に対応できるよう、文書で注意喚起する仕組み

を新たに導入する。 

 

（３） 幹部職員等訪問のアポイントメント受付窓口を総務担当等に一元化 

【拡充】（継続） 

事業者等が本局及び開発建設部の幹部職員並びに事務所長等（以下「幹

部職員等」という。）を訪問する際、アポイントメントを受け付ける窓口は

これまで統一されていなかったが、組織として応接状況を把握できるよう
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にするため、その受付窓口を総務担当等に一元化する。 

 

（４）幹部職員等訪問時における総務担当等窓口経由の徹底【拡充】（継続） 

事業者等が幹部職員等訪問の際、直接の入室や窓口を経由するなどの方

法はこれまで統一されていなかったが、幹部職員等の執務室への自由な出

入りを制限するため、総務担当等窓口を経由した上で応接することを原則

とする。 

また、応接ルールについて改めて職員への周知徹底を図るとともに、来

庁者の理解を得られるように、上記応接ルールの趣旨を見えやすい場所に

掲示する。 

 

（５）関係業界団体に対する協力要請【拡充】（継続） 

再発防止策の本格的な実施に当たっては、事業者が法令やコンプライア

ンス遵守の意識を高めるなど関係業界団体による協力が不可欠であること

から、当該団体に対して、応接ルール、倫理規程における禁止行為等の再周

知を行うとともに、ルールに反する働きかけ等が行われないようコンプラ

イアンス体制の確立等についても協力要請を行う。また、対面での協力要

請先の対象を拡大するとともに、協力要請の際に用いる資料の充実を図り、

関係業界団体の協力が得られるように最大限努力する。 

 

３ 入札手続における運用面の見直し 

 

（１）通常指名競争入札の具体的な基準・運用の整備【新規】（継続） 

 通常指名競争入札は、他の入札方式と比べて受発注者の負担軽減が図ら

れることや受注の偏りが緩和される等の利点がある。このため、会計法令

等を踏まえつつ、引き続き通常指名競争入札の活用を図るとともに、多様

な入札契約方式の活用も合わせて実施していく。 

通常指名競争入札の入札手続においては、指名業者選定に当たっての判

断項目は定められていたが、判断項目に対する評価の優先順位などの定め

がなかったため、客観性・透明性を確保する観点から、具体的な指名業者の

指名審査基準を策定し、公表する。 

 

（２）指名業者選定案作成者の統一【新規】（継続） 

 通常指名競争入札の入札手続において、指名業者選定案の作成者が、開

発建設部や事業部門によって異なり、運用が統一されていないことが明ら

かになったことから、指名業者選定案の作成者を開発建設部本部に統一す

る。 
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（３）入札・契約手続運営委員会の体制確保の徹底【拡充】（継続） 

 事務所における入札・契約手続運営委員会（以下「入契委員会」という。）

の体制については、事務所組織の縮小の影響もあり、現行の入契委員会運

営要領のとおり所定の構成員を配置できていない事務所が多数存在してい

たことが明らかになったことから、入札の客観性・透明性を高める観点か

ら、事務所の職員だけでは構成員を充足できない場合には、開発建設部本

部の職員を委員に加える。 

 

（４）指名業者選定案に係るマスキングの実施【拡充】（継続） 

 通常指名競争入札に係る入札手続において、指名業者選定案の業者名を

マスキングするルールが整備されていなかったことから、マスキングされ

ていない資料を用いて入契委員会で指名業者を決定していたため、入札参

加者名の漏えい防止等の観点から、業者名及び業者名が類推される箇所を

マスキングし、情報管理の徹底を図る。 

 

（５）業務に係る入札関連情報の管理徹底【新規】（継続） 

北海道開発局発注者綱紀保持マニュアルに定める入札関連情報の管理方

法については、これまで工事契約に関する発注事務に限って、情報の種類

ごとに管理責任者及び情報を業務上取り扱う者を明確化し、発注事務に関

する情報の管理状況を毎年度点検すること等をルール化してきたが、この

情報管理の対象に業務契約も追加することとする。 

 

（６）情報漏えいに対するリスク点検【拡充】 

北海道開発局の全課所で実施しているリスク点検について、入札契約に

携わる職員を対象としたリスク対応表に、外部の者への情報提供等による

情報漏えいに関するリスク項目がなかったことから、入札契約に関連する

資料の取扱い時に潜む情報の不適切な管理による情報漏えいに対するリス

ク項目を追加し、情報管理の更なる徹底を図る。 

 

４ 不正の芽を見逃さない職場環境づくり 

 

（１）不当な働きかけに対する第三者窓口の新設【新規】（継続） 

緊急点検の結果、内部通報者の保護に対して不安の声をあげる職員もい

たことから、職員が不当な働きかけを受けた場合の通報について、これま

での発注者綱紀保持担当者（本局は監察官等、開発建設部は総務担当次長

等）への通報窓口に加えて、第三者である弁護士への通報窓口を新設する。 
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（２）職員が活用しやすい通報窓口の確保【拡充】（継続） 

職員が不当な働きかけを受けた場合の通報について、職員は、これまで

所属長及び発注者綱紀保持担当者の両者に通報する必要があったが、今後

は、通報窓口を発注者綱紀保持担当者へ一本化する。また、通報者が職場で

不利益な扱いを受けることを懸念するという職員からの意見があったこと

から、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、職員が通報することに躊躇しな

いよう、通報者の保護及び匿名性の担保について改めて周知する。この際、

不当な働きかけを受けた場合の通報は、職員に課せられた義務であること

も改めて周知徹底する。 

事務所に勤務する職員が北海道開発局発注者綱紀保持規程（以下「発注

者綱紀保持規程」という。）に抵触すると思料される事実に接した場合や、

不当な働きかけを受けた場合には、これまで事務所の発注者綱紀保持担当

者として副所長等を置いていたが、今後は本局又は開発建設部本部の発注

者綱紀保持担当者に直接通報するよう変更する。 

 

（３）端緒段階での相談体制の強化【拡充】（継続） 

事業者等と飲食を共にした時に、自らの飲食代金を支払うことができず

結果的に事業者等に負担させた状況や、事業者等から金品が一方的に贈ら

れてきた状況など、端緒段階の対応を誤れば事業者等との不適切な関係が

築かれ、違法行為に巻き込まれる可能性がある。このような端緒段階で、対

処方法などに関する職員からの相談に適切に対応し指導することが、事業

者等からの不当な働きかけを招きにくくすることにつながると考えられ

る。 

現在も倫理規程に関する職員の疑問等には、所属長を経由して本局は監

察官、開発建設部は総務課長等が窓口として対応する仕組みがあるが、今

後は、これらに加え既存のイントラネットの通報専用フォームを利用する

など、所属長を経由せずとも直接相談し、迅速に対応できる仕組みを整備

する。 

 

（４）コンプライアンス推進計画の改定【拡充】 

北海道開発局においては、毎年度策定しているコンプライアンス推進計

画に基づき、コンプライアンスの各種取組を実施してきたところであるが、

本事案を踏まえ、再発防止策をコンプライアンス推進計画における取組と

して位置付け、組織一丸となって重点的に推進する。 

 

（５）規程の内容や非違行為事例の職員周知【拡充】（継続） 
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これまでも倫理規程や発注者綱紀保持規程の内容を職員に周知するとと

もに、過去に発生した非違行為事例の概要や再発防止策などを例示し、職

員間の共通認識を深めるよう取り組んできた。より実効性のあるものとす

るため、倫理規程や発注者綱紀保持規程の内容を職員に改めて周知徹底を

図るとともに、非違行為事例の具体的な内容や、非違行為に伴う社会的影

響の大きさ、厳しい懲戒処分の内容など、抑止効果が高まるよう、周知の内

容を見直し、研修等を通じて職員に周知する。 

 

（６）コンプライアンス研修の充実【拡充】 

一部の研修において個別に行われている服務・倫理・発注者綱紀保持等

に関する教科目について、コンプライアンスをテーマとした教科目に一元

化するとともに、非違行為事例を活用するなどその内容の充実を図り、受

講する職員のコンプライアンス意識の浸透を図る。 

 

 

コンプライアンスを組織に定着させるためには、引き続き職員一人一人が職務に

真摯に取り組むとともに、これまで実施してきたコンプライアンスを意識付けるた

めの基本的な取組を実施し、組織内におけるコミュニケーションの活性化を図り、

組織全体で不正の入り込む隙のない職場環境づくりを進める必要がある。 

特に、幹部職員や管理職員は、多様で柔軟な働き方を実現するため、様々な工夫を

した取組を実施し、組織内コミュニケーションを活性化し、職員相互が様々な状況

等を尊重し合い、職員一人一人の能力を発揮できる職場環境を整えることが重要で

ある。 

 

１ 基本的な取組の継続 

 

コンプライアンスに係る基本的な取組を継続していくことが重要であるとの

認識の下、引き続きコンプライアンス講習を実施し、職場内ミーティング等の活

用によりコンプライアンス意識の浸透を図るとともに、e-ラーニングやセルフ

チェックによるポイント学習及び理解度チェック、リスクマネジメントの実施、

コンプライアンス携帯カードの作成・配布、非違行為事例の周知など、これまで

の取組を引き続き実施し、コンプライアンスを組織に定着させる。 

また、不正を察知し迅速に対処する職場環境づくりを進め、事業者等との適切

な対応を行うため、北海道開発局発注者綱紀保持マニュアルを活用し、発注事務

Ⅱ コンプライアンスに係る基本的な取組 
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に係る関係法令等の遵守や綱紀保持に関する職員の意識高揚を図る。 

 

２ 組織内コミュニケーションの活性化 

 

（１） 多様な働き方への対応 

    テレワークや web 等を活用した働き方の変化に伴い、上司と部下及び職員間

の対面によるコミュニケーションが取りにくい状況もあることから、職員の孤

立化防止を図ることが重要である。また、職場内には立場の異なる職員や様々

な事情を抱えている職員がいることを尊重し、多様で柔軟な働き方ができる職

場環境の醸成が必要である。 

このため、職場全体で報告・連絡・相談がしやすい環境づくりに取り組み、個

人面談や様々なＩＣＴツールを活用しながら、コミュニケーションの活性化を

図るとともに、セミナーや職員向けイントラ等での啓発・周知など様々な取組

を通じて、お互いの状況を尊重し合える職場づくりを進める。 

 

（２） ハラスメントの防止 

セクハラやパワハラなどのハラスメントは、個人の尊厳を害するほか、職場の

人間関係の悪化や士気の低下など職場全体に悪影響を与えることから、職員の

ハラスメント防止意識の醸成を図ることが必要である。 

このため、全ての階層別研修での講義、幹部職員・管理職員を対象とした講習

会や令和 3 年度から始めたハラスメント苦情相談員を対象とした講習会、職員

に対するハラスメントに関する相談窓口の周知、コンプライアンス通信やコン

プライアンス・ハンドブック等を活用した啓発を通じて、お互いの人格を尊重

し合える職場環境づくりを引き続き進める。 

また、今年度は各開発建設部を巡回し、ハラスメント防止に関する啓発を行

う。 

 

（３） 職員の意識高揚 

引き続き、事業説明会や現場見学会などを通じて、職員一人一人が、北海道総

合開発計画の担い手であることを認識し、北海道開発局の事業が地域に果たす

役割を理解するための機会を設ける。 

また、幹部職員や管理職員は、職員のモチベーションの向上や使命感を高める

取組として、現場訪問や職員との意見交換などの機会を活用し、北海道開発局

に寄せられる地域からの期待や評価の声を職員にフィードバックするととも

に、組織内コミュニケーションの活性化を図り、本推進計画を効果的に取り組

み、職員のコンプライアンス意識の浸透を図る。 
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本推進計画を着実に実施するため、本局推進本部及び開建推進本部（開発建設部

コンプライアンス推進本部をいう。以下同じ。）を中心に、コンプライアンスに係る

施策の推進に当たる。 

本局推進本部及び開建推進本部は、年度当初に具体的な取組内容を定め、計画的

に取組を進めるとともに、課所等における取組状況について定期的なフォローアッ

プを行う。 

本局推進本部は、開建推進本部の取組状況を適宜報告させるとともに、必要に応

じ、開建推進本部長を参画させ報告を受けることとし、本局推進本部及び開建推進

本部の取組状況について、毎月、国土交通本省に報告するほか、適時、北海道開発局

コンプライアンス第三者委員会の審議を受け、御意見等を取組の推進に反映させ、

年度末には、1 年間の取組状況を報告書として取りまとめて公表する。 

このほか、北海道開発局監査規則等に基づき行われる内部監査の結果を受け、必

要な改善措置を講じる。 

 

Ⅲ 推進体制等 


