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入札契約監察官・監察官 



 １ コンプライアンスに関する取組状況(的確な業務処理) 
 
 
 

   

 ３ 災害発生時の対応に関する取組状況 

          

 「北海道開発局監査規則」に基づく「平成２６年度一般監査報告書」を、平成２７年３月１０日に北海道開発局長に
手交した。監査項目及び主な提示意見は、次のとおりである。 

   今後、本監査結果を踏まえ、引き続きコンプライアンスを推進し、北海道開発局における事務の適正な運営や綱紀の
保持、不正行為の防止に努めることが必要である。 

１ 

職員の危機管理意識や危機管理対応能力の向上を図るなど、

引き続き平常時から万全の準備を行っていくこと。 

食料、飲料水等の備蓄量の見直しに関する当局の方針を決定

すること。 

災害対策本部等の本部会議を開催した場合には議事概要・

議事録を作成すること。 

迅速な情報提供、分かりやすい情報提供に向けて、職員の対

応能力の向上を図るための取組を引き続き行っていくこと。  

コンプライアンス関係の各種報告の在り方等について、本局は

開建の取組内容・役割を検証し、より一層、開建の主体性に委

ねるよう検討すること。 

業務改善等の取組については、開建の自主・自発的な各種取

組が広く情報共有され、より一層活用されるよう、本局は改善策

等の活用状況を検証するなど、更なる推進に向けた取組を検

討すること。 

 ２ 不正防止対策の取組状況 
  (1) 用地取得事務の不正防止対策 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
   (2) 入札契約プロセス等の適正化 
 
 
 

   

取組内容の確実な実施、点検、見直しを行いながら、今後も

継続して実施すること。また、不正防止対策における管理者の

役割の重要性を踏まえ、警察及び弁護士会等との意見交換な

ど、職員の知見・実践能力の向上を図る取組を今後も継続す

ること。 

用地交渉記録簿等に交渉に同席した事務所職員が押印する

などの方法で、交渉担当者の相互チェックがなされていることを

目に見える形で残すこと。 

情報管理総括責任者に対する「発注事務に関する秘密情報

の庁舎外送付等」の申請・承認については、改めて開発建設部

内等で確認・周知徹底を図ること。 

入札関連情報を含む電子データの管理については、パスワー

ド等の設定による管理及び情報管理責任者が指定したサーバ

内での管理の徹底を図ること。 

予定価格及び調査基準価格作成の基となる設計書等の出力

に用いる管理者用パスワードについては、管理の徹底を図ること。 



 
① オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）等の取組 
② 各種担当者会議・説明会、勉強会等の開催 
③ 外部関係機関等との連携による取組 
④ イントラネット等を活用したスキルアップ等の取組 
⑤ 幹部職員の主導による取組 
    
   

監査結果 

ο 新規採用職員等へ育成担当者を設定・育成メニューの実践による指導、計画・継続的 
 な事務所長による現場における工事監督業務の直接的な現地指導 
ο 全職員対象の事業概要部内説明会の開催、TEC-FORCE派遣受入訓練、各部門・各課 
 所等内における実務担当者会議・説明会・検討会・技術講習会・防災研修会等の開催 
ο 自治体等との連携による災害等訓練、受注業者等との現場パトロール、自治体との寒 
 地道路技術に関する講習会、大学と技術開発分野等の連携協力に関する協定締結 
ο イントラを活用したe-ラーニングの実施、業務マニュアル・業務遂行上のＱ＆Ａ・資 
 格試験情報等の掲載 
ο  幹部の現場訪問による実務担当者との意見交換、開建部長と課所長との意見交換実施 

１ 知識・技術等の業務能力向上の取組状況 

○ コンプライアンス関係の各種報告の在り方等について、本局は開建の取組内容・役割を検証し、より一層、開建の主体性に委ねるよう検討すること。 
○ 業務改善等の取組については、開建の自主・自発的な各種取組が幅広く情報共有され、より一層活用されるよう、本局は改善策等の活用状況を検証するなど、 
  更なる推進に向けた取組を検討すること。 

意 見 

 
① 取組に関する検討の場の設置 
② 各種検討会等の開催 
③ 業務改善等に関する意見・提案等の募集等による取組 
④ 職員からの意見・提案等のフィードバックの取組 
   
   

２ 業務の効率化、業務改善の取組状況 ο 業務改善実施本部(本局)、業務推進委員会・設計積算の業務改善部会(開建)の設置 
ο 幹部と課所長との意見交換、用地・管理担当部署と関係事業部門との連携会議、課所 
 等内の勉強会・職場内ミーティング等の実施 
ο 業務改善ご意見箱の設置、幹部による現場訪問、各種会議等による意見等の吸い上げ 
ο 職員からの意見等に対する措置状況(回答)や開建の取組事例のイントラ等による周知 
  

平成２６年度 監査報告（コンプライアンス・的確な業務処理） 

○監査項目       知識・技術等の業務能力の向上、業務の効率化及び職員の負担軽減を図る業務改善方策の推進に関する取組状況 

○監査目的       若手職員の減少、歪な年齢構成の中で、的確に社会的使命を達成するために、知識・技術の確実な維持・継承や業務の更なる効率化及び 

             負担軽減を図るための業務改善の取組状況を監査し、今後の的確な業務運営に資する。  
○監査対象・方法    ①本局及び全開発建設部を対象に書面監査を実施、②旭川及び網走開発建設部を対象に現地監査（面談監査）を実施   

監査項目等 

ο 開建部長による実務担当者等との意見交換、次長から部内全職員への業務改善に  
 関する提案等の募集 
ο 事業概要内部説明会開催後の参加者アンケート実施による、次年度取組への反映 
ο 職場内ミーティングで、業務改善をテーマに業務改善・効率化方策の掘り起こし 
ο 幹部決裁等における決裁者の限定・優先時間帯の設定等、決裁の効率化 
ο 総務事務、特車通行許可申請の審査体制の集約化、用地交渉記録簿の簡略化、国  
  家賠償事務処理の改善、旅費チケット手配等、道路許認可審査等業務の外注化 
ο 業務チェックリスト・Ｑ＆Ａ・失敗事例集等作成・共有化によるミス防止 

推奨事例 

 

ο コンプライアンス関係の報告内容等の簡素・省力化 
ο イントラ・掲示板の掲載内容における､職員意見を踏まえた見直 
ο 会計事務･職員管理業務の取組は、コンプラ取組から通常業務へ 
ο 本局イントラ掲載の業務改善方策の活用状況の検証と有効な取 
 組の定着化 
ο 業務マニュアル内容について､会議等で説明するなど丁寧な対応 
 

 ３ 本局に対する主な意見・要望等 

２ 



平成２６年度 監査報告（用地取得事務の不正防止対策） 

○監査項目  用地取得事務の不正防止対策の実施状況 
○監査目的  「適正な用地事務の執行のための取組について」 （平成24年9月5日付け局長通知）等 に基づく不正防止対策、特に補償調書（総括表）の真正性の  

         確保と多段階チェックシステムの実施状況に重点をおいて監査し、今後の的確な用地取得事務の不正防止対策の実施に資する。                   
○監査対象・方法   札幌、函館及び釧路開発建設部を対象に書面監査及び現地監査（面談監査）を実施  

監査項目等 

監査結果 

補償調書（総括表）の厳格な作成と関係書類との厳密な突合、
交渉担当者相互のチェックの徹底等 

（１）多段階チェックシステムの強化   

地方整備局の不正事案の発生や本省定期監察における指摘（平成15年度に一般監査を実施して以降、未実施）も踏まえ、「用地取得事務の不正防止対策の実
施状況」について、監査を実施 

◆ 調査官及び補償審査官が審査した後、審査年月日を記載・押印した補償調書を原本とし、 
これに基づき多段階チェックを実施。平成２５年９月から、 「用地事務多段階チェックシート」
等により、各段階における担当職員のチェック状況を一覧性をもって確認。 

本局による検査及び監査の実施、担当職員への不正防止対
策の教示・指導等 

（４）検査及び監査の強化等 

  

（３）土地と建物等の補償契約の同時一括処理の原則の徹底 

用地交渉の基本的ルール（複数対応等）の権利者への説明
の徹底等 

（２）十分な情報提供による適正の確保 

◆ 同時一括処理が困難で土地と建物等の分離契約を行った場合は、被補償者に対して権
利関係を確認できる書類等を提出させるよう徹底。 

◆ 用地交渉の基本的ルールについて、あらかじめ権利者への説明を実施するとともに、用 
地担当課長は、職員への指導を徹底。また、権利者に提示する損失補償協議書に基本的
ルールを記載することにより、確実に漏れなく伝わるように工夫。 

◆ 開発監理部用地課は、毎年度、開発建設部の不正防止対策の実施状況について点検を
実施。また、不正防止に係る意識が希薄化しないよう、全体の点検結果を会議等で紹介。 
◆調査官及び用地担当課長等は、関係機関との連携強化や、用地取得事務の円滑かつ適
正な実施に資するための知見・実践能力の向上を図るため、国土交通省の通達に基づき実
施している不当要求行為に対する警察及び弁護士会等との意見交換に参加。 

  
  ◯用地取得事務の不正防止対策については、取組内容の確実な実施、点検、見直しを行いながら、引き続き継続して実施すること。また、不正防止対策における 

   管理者の役割の重要性を踏まえ、警察及び弁護士会等との意見交換など、職員の知見・実践能力の向上を図る取組を今後も継続すること。 
    

  ◯用地交渉記録簿等に交渉に同席した事務所職員が押印するなどの方法で、交渉担当者の相互チェックがなされていることを目に見える形で残すこと。 
   

意  見 

３ 

◆ 用地交渉は複数人で対応されていたが、交渉出席者に事務所職員が含まれている場合
に、当該事務所職員が用地交渉記録簿の内容をチェックしたことが書面上確認できないもの
が見受けられた。 



月次入札状況のデータ作成及び入札結果データの公表 

①入札書と技術提案書等の同時提出 ②提出資料の管理の徹底  
③マスキングの徹底 
④積算業務、技術資料等に係る審査・評価業務の分離体制の確保 
⑤予定価格の作成時期  ⑥入札書の管理の徹底 
⑦マスキング前の資料の情報管理等 
    
   

監査結果 

ο 対象工事における入札書と技術提案書の同時提出は徹底されていた。 
ο 提出資料は施錠できる書棚・ロッカー等により管理されていた。 
ο 必要箇所（競争参加者名・施工済み工事名等）のマスキングは徹底されていた。  
ο 積算業務と審査・評価業務の分離（例：設計・・事務所等の係長、審査・・本部補佐・上席 
 専門官等）は徹底されていた。 
ο 予定価格は入札書提出後から開札までの間に作成されていた。     
ο 開札までに開くことのないよう入札書は管理されていた。  
ο マスキング前の資料のマスキングを実施する者以外へ開示しないことは徹底されていた。 

１ 入札契約手続の見直しへの取組 

  ◯ 情報管理総括責任者に対する「発注事務に関する秘密情報の庁舎外送付等」の申請・承認については、改めて開発建設部内等で確認・周知徹底を図ること。 
  ◯ 電子データの管理については、暗号化又はパスワード設定による管理の徹底及び情報管理責任者が指定したサーバ内での管理の徹底を図ること。 
  ◯ 予定価格及び調査基準価格作成の基となる設計書等の出力に用いる管理者用パスワードについては、管理の徹底を図ること。 

 

意 見 

①情報管理責任者及び業務上取扱う者の指定及び秘密情報の庁舎
外へ送付等を行う際の承認 
②入札関連情報を含む電子データのパスワード設定、保存フォル
ダのアクセス制限 
③文書の保管状況  ④入札関連情報の取扱い 
⑤情報管理の点検状況 
⑥不当な働きかけを受けた場合の報告の徹底 

 
     
   

２ 発注事務に関する情報管理の徹底等 

ο 情報管理責任者及び業務上取り扱う者の指定は徹底されていた。 
ο   秘密情報の外部組織への送付等について、一部、承認を得ていない事例が見受けられた。 
ο 入札関連情報を含む電子データのパスワードの未設定、クライアントパソコンでの管理が見 
 受けられた。 
ο 入札関連情報を含む文書の施錠できる場所での保管は徹底されていた。  
ο 入札関連情報の業務上取扱う者以外への未開示は徹底されていた。 
ο 情報管理責任者による点検・報告は徹底されていた。 
ο   積算システムの管理者用パスワードに対する変更指示がなされていない事例が見受けられた。 
  
 
 

    
   

平成２６年度 監査報告（入札契約プロセス等の適正化の取組状況） 

○監査項目       高知県内の入札談合事案に係る再発防止対策に関する取組状況 

○監査目的       高知県内の入札談合事案に関する調査報告書における、再発防止対策の主要な関係通達等において示された対策の取組状況について    

              監査し、今後の入札契約プロセス等の適正化に資する。  
○監査対象・方法   ①本局及び全開発建設部を対象に書面監査を実施②室蘭及び帯広開発建設部を対象に書面監査及び現地監査（面談監査）を実施   
 

監査項目等 

  ○発注事務過程における技術審査会等の各種委員会において、ＯＡ機器を使用することによる情報漏えいリスクの低減・業務の省力化。 

  ○本部・事務所間のデータ移動に関し、ファイルサーバを活用することによりメール誤送信による情報漏えいの防止・業務の省力化。 

効率化事例 

入札契約手続等に係る情報の格付及び各種文書等への明示 

４ ホームページによる応札状況の透明化・情報公開の強化 

ο 情報の格付け及び文書への明示は徹底されていた。    
   

３ 入札契約手続等に係る情報の格付等 

ο  月次入札状況データ作成及び提出並びに入札結果データの公表は徹底されていた。    
   

４ 



平成２６年度 監査報告（災害発生時の対応に関する取組状況） 

○監査項目      大規模災害時の対応に関する取組及び災害発生時における広報のあり方 
○監査目的       大規模災害の発生に備えた災害への対応体制の整備等の取組状況とともに、災害発生時における広報の対応体制の整備等の取組状況を監査

し、災害対応に万全を期す 
○監査対象・方法 小樽、留萌及び稚内開発建設部を対象に書面監査及び現地監査（面談監査）を実施       

監査項目等 

（１）職員の危機管理意識等の向上、防災関係資料の

職員への周知に関する取組 

・ 各地域の特性に応じた訓練の実施 

・ 防災手帳の職員への配布、防災関係資料のイン

トラネットへの掲載 

（２）北海道開発局業務継続計画（ＢＣＰ）に関する取組 

・ 大規模災害を想定した対応マニュアルの作成  

・ 職員分の食料・飲料水として３日分を備蓄 

   ⇒ 「国土交通省業務継続計画（第３版）」(平成２６

年４月策定)において、備蓄量の見直し（職員分

として３日分から７日分、来庁者分として新たに３

日分）がなされ、本局で開発局における備蓄量

の見直しについて検討中 

・ 本部庁舎が被災した場合を想定し代替施設を選

定 

   
 
    

監査結果 

（１）分かりやすい情報等の提供に関する取組 

・ 本局主催の説明会、セミナーへの参加機会の付与 

・ 簡潔な文章、図面や写真の積極的な活用等の工夫 

（２）災害時における広報の強化のための取組 

・ 大規模災害時に広報班へ追加する広報班員指名予

定者の選任 

・ 被災状況、災害応急対策の状況等を記録する活動

記録担当者の選任 

（３）災害時広報担当官候補者の選任等に関する取組 

・ 災害発生時において報道機関への発表及び被災者

等への情報提供等を行う災害広報担当官候補者の

指名、セミナー等へ参加機会の付与 

（４）ホームページを更新する職員の確保等に関する取組 

・ ホームページの更新方法を取りまとめたマニュアル

の作成、演習の実施    

 
 
 
 
   

○ 職員の危機管理意識や危機管理対応能力の向上を図るなど、引き続き平常時から万全の準備を行っ
ていくこと。 

○ 食料、飲料水等の備蓄量の見直しに関する当局の方針を決定すること。 
○ 災害対策本部等の本部会議を開催した場合には議事概要・議事録を作成すること。 
 

○ 迅速な情報提供、分かりやすい情報提供に向けて、

職員の対応能力の向上を図るための取組を引き続き

行っていくこと。  

（３）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）、現地
情報連絡員（リエゾン）に関する取組 
・ ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員やリエゾン候補者の事前

指名 
・ 訓練、研修会、講習会等の企画又は参加機会

の付与 
（４）関係機関との連携等に関する取組 

・ 関係機関との連絡協議会の設置、協定の締結 
（５）訓練又は実際の災害における課題、反省点の

フォローアップに関する取組 
・ 訓練や実際の災害対応後における課題・反省

点等の把握 
・ 改善事項の検討、その後の訓練や災害対応へ

の活用 
   ⇒ 災害対策本部等の本部会議の議事概要の

未作成（留萌・稚内） 

       
   
 
       

意 見 
 

５ 



平成２６年度 一般監査報告

平成２７年３月

北海道開発局

入札契約監察官・監察官



はじめに

本監査報告は、「北海道開発局監査規則」（平成１３年１月６日国土交通省訓令

第８１号）に基づき、

１ コンプライアンスに関する取組状況（的確な業務処理）

２ 不正防止対策の取組状況

（１）用地取得事務の不正防止対策

（２）入札契約プロセス等の適正化の取組状況

３ 災害発生時の対応に関する取組状況

について実施した一般監査結果を取りまとめたものである。

今後、本監査結果を踏まえ、引き続きコンプライアンスを推進し、北海道開発

局における事務の適正な運営や綱紀の保持、不正行為の防止に努めることが必要

である。
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１ コンプライアンスに関する取組状況（的確な業務処理）
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監査項目等

１ 監査の種別

一般監査（北海道開発局監査規則第５条第１号、第６条：定期的に行う監査）

２ 監査項目

知識・技術等の業務能力の向上、業務の効率化及び職員の負担軽減を図る業務

改善方策の推進に関する取組状況

３ 監査目的・監査内容

業務処理の実施に当たっては、若手職員の減少、歪な年齢構成の中にあって、

開発局が的確に社会的使命を達成していくために、知識・技術の確実な維持・継

承や業務の更なる効率化及び負担軽減を図るための業務改善の取組状況を監査し、

今後の的確な業務運営に資するものとする。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

本局及び全開発建設部を対象に書面監査を実施した。

また、具体的な取組状況を確認するため、旭川及び網走開発建設部の幹部職員

（総務担当次長）及び課所長を対象に現地監査（面談監査）を実施した。

【現地監査実施概要】

監査対象箇所 監査期間

網走開発建設部 （５） 平成２６年１２月８日

旭川開発建設部 （５） 平成２６年１２月９日

注 （ ）内は本部課・事務所数



- 3 -

監査結果

Ⅰ コンプライアンスに関する（的確な業務処理）取組内容

北海道開発局が社会的使命を達成していくためには、組織として的確に業務処

理できる体制が不可欠である。

このため、①知識・技術等の業務能力の向上、②業務の効率化、職員の負担軽

減を図るための業務改善方策の推進に関する取組状況について、監査を実施した。

１ 知識・技術等の業務能力向上の取組状況

（１）オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）等の取組状況

（２）各種担当者会議・説明会、勉強会等の開催状況

（３）外部関係機関等と連携して実施している取組状況

（４）イントラネット・掲示板等を活用した職員のスキルアップ等の取組状況

（５）幹部職員の主導による取組状況

２ 業務の効率化、負担軽減を図るための業務改善の取組状況

（１）取組に関する検討の場の設置状況

（２）各種検討会等の開催状況

（３）業務改善等に関する意見・提案等を募集する等の取組状況

（４）職員からの意見・提案等のフィードバックの取組状況

（５）業務の効率化･改善に向けた取組の推奨事例

３ 本局に対する意見・要望等

[参考]平成２６年度北海道開発局内部統制及びコンプライアンス推進計画(抜粋)

Ⅲ 社会的使命の達成

本局推進本部は、開発局の本来の使命・役割を職員に再認識させ、法令遵守から

社会的使命の達成へと職員の意識を高めるとともに、開発局が社会的使命を果たす

組織となるため、職員の積極性、モチベーションを引き出す創意工夫を施しながら

以下の取組を実施する。

２ 的確な業務処理

業務処理の実施に当たっては、若手職員の減少、歪な年齢構成の中にあって、

開発局が的確に社会的使命を達成していくために、知識・技術の確実な維持・継

承や業務の更なる効率化、負担軽減を図るための業務改善の取組を推進する。

（１）知識・技術の共有（ナレッジマネジメント）

本局推進本部は、開発局の各分野が保有する業務に関する技術、知識、ノウ

ハウを集約、可視化し、ブラッシュアップを行うとともに、ＩＴの活用も図り

つつ共有化し、日常の的確な業務処理に活用する。
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（２）業務改善

各課所において、業務の更なる効率化、負担軽減を図るため、自主的・自発

的に業務改善の取組を推進する。また、幹部職員の現場訪問、職場内ミーティ

ング、コンプライアンスの推進・業務改善ご意見箱等により、職員からの意見

・提案を吸い上げ、本局で検討すべきものについては、本局担当課等において

処理方策等を検討し、業務運営に反映させるなど、業務改善の取組を推進する。

Ⅱ 監査結果

１ 知識・技術等の業務能力向上の取組状況

本局及び開発建設部の多くの課所等では、自主的・自発的な取組の一環とし

て、日常業務を通じて、専門的知識の付与、技術能力等のスキルアップに関す

る幅広い取組を実施していた。

これらの取組を通じて、職員の業務処理能力や専門的技術能力の強化・向上、

事業や防災への意識高揚のほか、関係機関等との連携強化を図ることにより、

総合的な専門知識の習得・向上、事業への取組意識の形成が図られていた。

（１）オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）等の取組状況

① 各部門においては、新規採用職員等の知識・技術習得を目的として、育

成担当者を決めて、日頃からきめ細かく指導・助言するとともに、分野ご

とに育成メニューを作成し、実践することにより、職員のスキルアップに

取り組んでいた。また、職員の技術等の習得・進捗状況については、評価

を行うとともに、全道会議や若手職員を対象とした合宿研修などの場を通

じて、情報交換・意見交換を行い、次年度の目標設定に向けた意識付けを

行っていた。

② 開発建設部においては、技術力向上・技能継承のため、計画的・継続的

に事務所長自ら工事現場に赴き、係長等の若手職員に工事監督業務等の直

接的な現地指導を行っていた。

（２）各種担当者会議・説明会、勉強会等の開催状況

① 開発建設部全体の取組については、全職員を対象に事業概要等部内説明

会を実施するほか、新規採用職員や所掌事務・部門の枠にとらわれない本

部職員等を対象とした現場見学会を実施するなど工夫を凝らすことにより、

職員一人ひとりが事業への理解を深め、部一体となって事業を推進する意

識啓発が図られていた。

開発建設部では、現場見学会に参加した職員に対するアンケートを行っ

ているが、一部の開発建設部では、事業概要部内説明会においてもアンケ

ートを行い、次年度に向けた取組に反映させるためフィードバックを部内

全体で取り組んでいた。

また、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣受入訓練、リエゾン等講習会、災害対策

用機械・通信機器説明会、災害時広報スキルアップセミナー等を開催し、

危機管理の対応能力や防災意識の向上等、災害対応へのスキルアップを図

っていた。
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② 部門の取組については、部門ごとに実務担当者を招集した会議、説明会、

検討会、訓練等の場において、事業の進捗状況の把握・情報共有、各種点

検手順や機器操作訓練、外部講師による講話等の取組が行われており、専

門知識の付与や技能習得、エキスパートの育成、資格取得に向けた支援に

努めるなど、職員のスキル向上が図られていた。

また、各部門横断的な技術交流や意見交換を行うなど、部門相互のコミ

ュニケーションの強化や知識技能を高め合う取組が行われていた。

なお、道東３開発建設部では、合同による火山噴火演習を実践し、連携

強化に努めていた。

③ 課所・スタッフ内の取組については、本局及び開発建設部の各課所等に

おいて、勉強会、学習会、報告会、技術講習会、防災研修会等を開催し、

業務処理上の問題・課題等の共有、工事現場での直接的な業務指導、研修

会の受講内容の発表、各種点検や機器操作訓練、資格試験の添削指導等を

通じて、専門知識の習得や技術能力の伝承が図られていた。

また、課所長は現場見学会や勉強会等に積極的に職員を参加させ、職員

のスキル向上に努めるとともに、職員のモチベーションの向上、さらには

職場の活性化が図られるよう取り組んでいた。

（３）外部関係機関等と連携して実施している取組状況

① 地方自治体、協力団体等との災害・事故を想定した訓練

・複数の開発建設部等と自治体、気象台、海上保安本部、自衛隊の参加に

よるロールプレイング形態の地震津波総合防災訓練

・自治体、河川協力団体、災害協定業者と合同による釧路川等の油流出事

故訓練や自治体、消防団等の水防関係機関、建設協会等と合同による洪

水時を想定した水防工法実技訓練

・自治体と合同による、年数回の災害対策用機械の実践的な操作訓練

② 外部関係機関等との勉強会等の開催

・現場の課題把握・解決策等検討のため、年数回の受注業者等と合同によ

る各現場のパトロール・勉強会

・防災即応力の向上に向けて、年数回、防災エキスパートからのアドバイ

ス・活動報告会・災害時対応に関する講話（河川・道路・港湾部門）

・労働基準監督署、警察署等による労働災害・交通安全に関する勉強会

・自治体職員参加による、寒地土木研究所による寒地道路技術に関する講

習会

・道東の開発建設部と管内警察署、弁護士等による不当要求対応に関する

意見交換会

③ その他、外部関係機関等との取組

・網走開発建設部では、新たに管内３大学と連携協力に関する協定を締結

し、専門家からの事業に対する評価・助言、大学の研究成果の情報共有、

事業現場の合同見学会、厳冬期の避難実証演習など、技術開発分野等に

おける連携した取組を実践。

・小樽開発建設部では、道路担当職員を講師として、管内自治体職員を対

象に、道路インフラ予防保全・老朽化対策等に関する知識・技術力を付
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与するため、橋梁点検講習会の開催。

このほか、地方自治体や関係機関等で組織する各種協議会等へ参加するな

ど、関係機関等との連携を強化することにより、総合的な専門的技術の習得

・向上、民間との協働による事業への取組意識の形成等が深まってきている。

（４）イントラネット・掲示板等を活用した職員のスキルアップ等の取組状況

① 服務・倫理・発注者綱紀保持に関する法令知識や、情報セキュリティ対

策に関する学習を行うため、イントラネットを活用したｅ－ラーニングを

実施しており、職員の法令等知識を深めるとともに、コンプライアンス意

識の一層の浸透・定着が図られていた。

② 本局及び各開発建設部においては、各種業務マニュアル、業務遂行上の

Ｑ＆Ａ、メールニュース、工事等事故情報、行政相談事例、各種資格試験

・検定情報、講演・セミナーの開催情報など、イントラネット等を活用す

ることで、業務遂行及び技術力向上に必要な情報等の提供がなされており、

職員のスキルアップや情報共有に努めていた。

③ イントラネット等の内容については、法令等の改正や掲載内容の変更等

に伴い、必要に応じて適宜更新されるなど、定期的なメンテナンスが行わ

れており、最新の情報が掲載されていた。

（５）幹部職員の主導による取組状況

① 本局においては、幹部職員による現場訪問を実施し、開発建設部本部及

び事務所の実務担当者との意見交換を行うとともに、実務担当者から出さ

れた業務改善に関する意見等は、幹部の指示の下、担当課において処理方

策を検討した上で、イントラネット上に掲載するなど、職員へ周知してい

た。

また、開発監理部の幹部職員は、開建調査官を対象に担当業務の懸案事

項等に関するヒアリングを行い、十分な情報共有、意思疎通を図ることに

より、本局からの迅速かつ的確な指示・指導を行うことができるよう心掛

けていた。

② 開発建設部においては、部長、各次長等の幹部職員による現場訪問時に

実務担当者との意見交換により、意識の共有化を図るほか、一部の部長等

は自ら課所長等と人材育成、地域連携、災害対応時の体制等に関する意見

交換を行っていた。

本局及び開発建設部の幹部職員は、直接、職員との意見交換等を行うこ

とにより、意思の疎通と業務に関する懸案事項の共有に努めていた。

２ 業務の効率化、負担軽減を図るための業務改善の取組状況

本局においては、開発建設部職員を対象とするスタッフ別検討会等の開催、

業務改善に関するご意見箱の設置、開発建設部の推奨事例の情報提供、各種業

務マニュアルのイントラネットへの掲載など、各種取組を着実に実施していた。

また、開発建設部においては、幹部職員による現場訪問のほか、多くの課所

等において各種会議や勉強会等の場を通じて、業務改善に関する意見交換を行



- 7 -

うなど、業務の更なる効率化、職員の負担軽減を図るため、多種多様な幅広い

取組を自主的・自発的に実施していた。

（１）取組に関する検討の場（改善検討会等）の設置状況

① 本局においては、国土交通省業務改善計画の実施、その他業務改善の推

進を図るため、平成２４年１２月、「北海道開発局業務改善実施本部」を設

置するとともに、本部の下には関係課等の長からなる幹事会、関係課等の

職員からなる業務改善ワーキングチームを設置していた。

また、本局の一部の課においては、調査業務に係る発注事務の効率化を

図るため「設計チーム」を独自に設置していた。

② 全開発建設部においては、適正かつ円滑な業務推進等を図るため「業務

推進委員会」を設置していた。

また、一部の開発建設部では、設計積算に関する「業務改善部会」を設

置していた。

（２）各種検討会等の開催状況

① 本局においては、北海道開発局業務改善実施本部を開催し、本省策定の

「業務改善計画」に基づく各種取組や「事務の棚卸し」のほか、「各課所の

業務改善に係る取組事例の紹介」や「業務マニュアルのイントラトップペ

ージへの集約」など、業務の更なる効率化、負担軽減を図るための各種取

組を実施していた。

また、開発建設部の実務担当者を対象にしたスタッフ別勉強会・検討会

を主催するほか、事務所等の工事課長等を対象にした意見交換等を通じて、

業務改善案を報告させ、その改善方針を検討するなど、より効果・効率的

な業務運営の推進に努めていた。

さらに、「設計チーム」においては、発注方式や調査業務内容の変化に応

じた見直しや業務マニュアルの作成・改訂を行い、適正な業務処理と業務

の効率化等の検討が行われていた。

② 開発建設部全体の取組については、業務推進委員会の開催のほか、事務

所所長・事務所総務課長等会議、外部講師によるコンプライアンス講習会、

幹部と課所長による意見交換会等を通じて、業務改善に関する意見交換等

を実施していた。

また、現時点では一部の部門ではあるが、今後部内全体の取組を目指し

て、「業務改善」をテーマとした職場内ミーティングを定期的に実施し、職

員からの提案等を踏まえた具体的な改善方策を次年度の業務運営に活かす

取組を実施している開発建設部も見受けられた。

③ 部門の取組については、用地・管理担当部署と関係事業部門との連携会

議や、管理担当部署による事務所巡回指導・点検、各部門担当者会議等を

開催し、業務改善に関する意見交換等を実施していた。

また、農業部門における「業務改善部会」を設置している開発建設部に

おいては、設計担当者から他の工事事例を踏まえた改善点の意見を聞き取

るなど、業務の効率化等の検討が行われていた。

④ 課所・スタッフ内の取組については、定期的な職場内ミーティング、課
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・所内会議、スタッフ内勉強会等を開催し、業務処理の見直し、業務分担

の検討、業務処理上の問題点の把握・対策の検討、業務の集約化等、職場

の実情に応じた業務改善に関する意見交換等を行うなど、業務の効率化・

平準化、職員の負担軽減が図られるよう努めていた。

（３）業務改善等に関する意見・提案等を募集する等の取組状況

① 本局においては、職員から業務改善等に関する意見・提案等を吸い上げ

るため、メール又は書面により随時受付する仕組み（いわゆる「業務改善

ご意見箱」の設置）を構築していた。

② 事務所の一人事務官に対する業務上の課題、疑問点について、いつでも

アドバイスを受けられる体制の確保と業務の効率化を目的とした、グルー

プウェア掲示板を利用したＱ＆Ａによる「１人事務官お助け掲示板」を平

成２３年度に設置していたが、平成２４年１１月以降は活用されていなか

った。

③ 業務の効率的な執行などに関し、大きな効果が期待できると思われる提

案に資する「北海道開発局提案制度実施要領」が整備されているが、平成

２２年度を最後に、当該制度に基づく提案はされていなかった。

④ 本局及び開発建設部の課所等においては、職場内ミーティング、各種会

議等の場を活用し、また、本局及び開発建設部の幹部職員が事務所等に赴

き、実務担当者との意見交換を通じ、業務改善に関する意見・提案等を吸

い上げていた。

⑤ 開発建設部長自らが、業務のスリム化に向けた提案の応募や「奨励賞」

を授与する取組、また開発建設部次長から、全職員にメールによる業務改

善に関する意見･提案等の募集の取組を行っている開発建設部も見受けられ

た。

（４）職員からの意見・提案等のフィードバックによる取組状況

① 本局の各課等においては、課内会議のほか、開発建設部の実務担当者を

対象にした会議等の場で寄せられた意見・提案等は随時、措置状況等を課

内及び関係開発建設部へ周知していた。

また、「業務改善ご意見箱」で寄せられた意見・提案等のほか、開発建設

部の取組事例や業務改善に係る大臣表彰を受賞した取組事例（本省への推

薦取組も含む）は担当課において定期的に取りまとめ、イントラネット上

で周知されていた。今後は、活用状況や効果がよりフィードバックされる

ような、実効ある取組が求められる。

② 開発建設部においては、幹部の現場訪問や各種会議・勉強会等で寄せら

れた意見・提案等について、本部担当課で検討の上、関係課所にフィード

バックするとともに、職員に広く周知が必要な内容をメールにより周知し

たり、掲示板に掲載するなど、より効果・効率的な業務運営が推進される

よう努めていた。

（５）業務の効率化･改善に向けた取組の推奨事例

① 部長による管理者、実務担当者との意見交換等や開発建設部次長から部
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内全職員への業務改善に関する意見･提案等の募集。

② 事業概要内部説明会の開催後、参加者へのアンケートを実施し、結果は

次年度の取組に反映。

③ 「業務改善」をテーマにした職場内ミーティングの実施による業務改善

・業務の効率化方策等の掘り起こし。

④ 意思決定プロセスのルール化（合議決裁時の決裁者の限定、幹部決裁等

の優先時間帯の設定）。

➄ 総務事務処理や特殊車両通行許可申請に係る審査体制の集約化。

⑥ 用地交渉記録簿の記載方法の簡略化や国家賠償請求(車両損害)に係る修

理費用の審査における技術アジャスターの活用。

⑦ 旅費チケット手配等や道路許認可審査・適正化指導業務のパッケージに

よる外注化。

⑧ 業務上のチェックリスト作成、Ｑ＆Ａ・失敗事例集の共有化によるミス

防止対策。

⑨ 開発建設部の港湾部門における、一般土木施工管理技士の二次（論文）

試験に向けた添削指導。

⑩ 本局各課が作成・保有する各種業務マニュアルのイントラネットトップ

ページへの集約化。

⑪ 北海道開発技術研究発表会の「行政一般」における、業務改善をテーマ

にした発表論文件数の増加。

３ 本局に対する意見・要望等

的確な業務処理を推進するに当たって、取組の推進状況、取組の効果、取組

に向けた課題等について、書面監査及び総務担当次長等を対象に面談による現

地監査等を実施した結果、本局に対する主な意見等は以下のとおりである。

（１）コンプライアンス関係の報告内容等については、更なる簡素化・省力化を

図ってもらいたい。

（２）本局のイントラネット、掲示板の掲載内容は、これまでも職員の意見等を

踏まえながら見直しをしているが、情報が重複、混在しているものもあるた

め、より利便性、充実した内容となるよう、更なる見直しをしてほしい。

（３）職場内ミーティングでの周知事項については、本局各課から指示される周

知内容・時期等を、可能な限り各課で調整を図った上で、同一のタイミング

で指示してほしい。

（４）会計事務、職員管理業務については、ルーチンとして定着してきており、

コンプライアンスの取組として取り上げる必要性は薄いと感じる。

（５）本局のイントラネットに掲載されている業務改善関係の各種方策について

は、担当者から運用上の意見等を聞くなど、その活用状況を検証し、有効な

取組は定着させていく必要がある。

（６）業務マニュアルの内容については、開発建設部担当者を対象とした本局主

催の勉強会等の場において説明するなど、丁寧なフォローアップをお願いし

たい。
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意見

本局及び開発建設部の各課所等においては、知識・技術等の業務能力の向上、業

務の効率化・改善方策の取組として、ＯＪＴの実施、各種担当者会議・勉強会等の

開催のほか、業務改善等に関する意見・提案等の募集など、業務の性質・内容に応

じて、創意工夫を図りながら、多種多様の自主的・自発的な取組が行われていた。

これらの取組により、職員のスキルアップ、業務の効率化、業務処理上の利便性

の向上など、一定の効果が上がっていることから、引き続き、実効ある取組を実施

する必要がある。

１ コンプライアンス関係の各種報告の在り方等について、本局は開発建設部の取

組内容及び役割を検証し、より一層、開発建設部の主体性に委ねるよう検討する

こと。

２ 業務改善等に関する取組については、開発建設部の自主・自発的な各種取組が

幅広く情報共有され、より一層活用されるよう、本局は改善策等の活用状況を検

証するなど、更なる推進に向けた取組を検討すること。
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２ 不正防止対策の取組状況

（１）用地取得事務の不正防止対策
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監査項目等

１ 監査の種別

一般監査（北海道開発局監査規則第５条第１号、第６条：定期的に行う監査）

２ 監査項目

用地取得事務の不正防止対策の実施状況

３ 監査目的・監査内容

「適正な用地事務の執行のための取組について」（平成２４年９月５日付け局長

通知）に基づく用地取得事務の不正防止対策のうち、特に補償調書（総括表）の

真正性の確保と多段階チェックシステムの実施状況に重点をおいて監査し、今後

の的確な用地取得事務の不正防止対策の実施に資するものとする。

なお、本監査は、平成２２年度に地方整備局において用地取得事務に関する不

正事案が発生したこと、平成２４年度本省定期監察における指摘（平成１５年度

に監査を実施して以降、監査を未実施）も踏まえ、平成２４年度から実施してい

るものである。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

平成２４年度本省定期監察並びに平成２４年度及び平成２５年度の一般監査

で、本監査の対象となっていなかった札幌、函館及び釧路開発建設部の調査官、

用地担当課を対象に書面監査及び現地監査（面談監査）を実施した。

【現地監査実施概要】

監査対象箇所 監査期間

札幌開発建設部 平成２６年１０月１日、１０月２１日

函館開発建設部 平成２６年１０月２７日～２８日

釧路開発建設部 平成２６年１１月６日～７日
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監査結果

Ⅰ 用地取得事務の不正防止対策の取組内容

用地取得事務の不正防止対策については、地方整備局における架空物件の補償

や補償金の水増し等の不正事案を踏まえ、本省土地・水資源局総務課長から「用

地取得の不正防止対策の的確な実施について」（平成２３年２月１５日）が発出さ

れ、これを受け北海道開発局では、「適正な用地事務の執行のための取組について」

(平成２３年３月３０日付け開発監理部長通知)及び「適正な用地事務の執行のた

めの取組について」(平成２４年９月５日付け局長通知。以下「局長通知」という。)

が発出されている。

局長通知に基づく主要な取組は、以下のとおりとなっている。

１ 多段階チェックシステムの強化

補償調書（総括表）の作成を調査官（改ざん防止責任者）の下で厳格に行い、

原本としての真正性を確保し、契約関係書類及び支払関係書類はこの原本との

突合を厳密に行う。

（１）用地担当課長のチェック等の徹底

・調査官及び補償審査官が審査を行ったことを確認

・原本とした補償調書（総括表）による契約関係書類及び支払関係書類のチ

ェックの徹底

（２）補償調書のチェックの徹底

・調査官及び補償審査官による補償調書等のチェックの徹底

（３）交渉担当者相互のチェックの徹底

・交渉担当者による用地交渉記録簿、契約関係書類及び支払関係書類の相互

チェックの徹底等

（４）第三者によるチェックの確立

・調査官による契約関係書類の確認

（５）検査の強化

・土地引渡しの際の検査は、当該土地の契約に直接携わらない職員を任命等

（６）その他

①業務委託成果品への受注者証明印の押印等

②金額提示ルールの遵守等

・損失補償協議書の決裁後に権利者へ金額を提示

③土地、建物等の把握

・写真等による現地の状況の記録

２ 十分な情報提供による適正の確保

・用地交渉の基本的ルール（複数対応等）の権利者への説明の徹底等

３ 契約の同時一括処理

・土地と建物等の補償契約の同時一括処理の原則の徹底

４ 検査及び監査の強化等

・新任用地担当管理職及び担当職員への不正防止対策の教示、本局による検査

及び監査の実施
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また、局長通知の取組の具体的な運用を定めた「適正な用地事務の執行のため

の取組の運用について」（平成２５年８月２１日付け開発監理部用地課長通知）に

より、各段階における担当職員のチェック状況を書面で一覧性をもって確実に確

認することなどを目的として、平成２５年９月以降は、多段階チェックに当たっ

ては「調査官チェックシート」及び「用地事務多段階チェックシート」を使用す

ることとされている。

Ⅱ 監査結果

局長通知等に基づく用地取得事務の不正防止対策について、監査した結果は次

のとおりである。

１ 多段階チェックシステムの強化

多段階チェックについては、一部改善を要する事項があったものの、局長通知

等に基づく取組が適正に行われていた。具体の監査結果は以下のとおりである。

（１）用地担当課長のチェック等の徹底

用地担当課長は、補償調書を決裁する際に、補償調書（総括表）の内容が

補償審査官により審査されたものであることを審査年月日の記載及び押印、

チェックマーク等により確認していたほか、必要に応じ用地担当課長補佐及

び補償審査官等から説明を受け、自らも補償調書と業務委託成果品等の関係

書類を突合するなどし、補償調書のチェックを行っていた。

契約及び支払関係書類についても、調査官及び補償審査官が審査年月日を

記載及び押印した補償調書（総括表）原本を基に、関係人氏名及び金額を突

合した上で決裁を行い、さらに、委任払いを行う場合は、委任状のチェック

のほか、用地交渉記録簿の記録と確認を行うことにより、補償額の改ざん防

止が図られていた。

また、平成２５年９月以降は、「用地事務多段階チェックシート」を使用し、

各段階での取組のチェックが的確に行われていた。

（２）補償調書のチェックの徹底

① 補償調書のチェック

補償審査官は、補償調書に記載の土地面積については、業務委託成果品の

用地図等と突合し、補償額については、単価等土地評価の内容を「国土交通

省の公共用地の取得に伴う補償基準」、業務委託成果品の補償金額総括表等に

より審査した後、補償調書（総括表）に審査年月日を記載し、押印していた。

また、平成２５年９月以降は、「用地事務多段階チェックシート」を使用し、

的確な確認・審査が行われていた。

② 補償調書（総括表）への責任者の押印

調査官は、補償調書について、その内容を担当職員から直接説明を受けて

審査を行い、改ざん防止責任者として補償調書（総括表）に審査年月日を記

載の上押印し、その写しを保管することにより、その後の補償額の改ざん防

止を図っていた。
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また、調査官は、自ら補償調書と業務委託成果品等を突合し、チェックを

行っており、平成２５年９月以降は、「調査官チェックシート」を使用し、的

確な確認・審査が行われていた。

（３）交渉担当者相互のチェックの徹底

交渉担当者相互のチェックについて、用地担当課長は、職員に対して用地交

渉の２人以上での実施、用地交渉記録簿の速やかな作成及び供覧、契約及び支

払関係書類の相互チェックを課内会議等を活用して指導していた。

さらに、交渉前には、旅行命令簿や外勤時の課長等への声かけの徹底などに

よる交渉担当者の確認、交渉後においては、用地交渉記録簿の内容や押印欄等

の確認、契約及び支払関係書類の決裁印などにより、交渉担当者相互でチェッ

クが行われたことを確認していた。

一方で、用地担当課の職員１名と工事等を担当する事務所職員１名の計２名

で交渉に当たった場合、用地交渉記録簿には、用地担当課職員の押印はあるも

のの、交渉に同席した事務所職員の押印がない例があり、確認したところ、メ

ールのやりとり等により実質的な相互チェックは行われていたが、書面上でそ

の事実を確認できないものも見受けられた。

（４）第三者によるチェックの確立

調査官は、当該契約の支出負担行為をする際に、契約書の関係人氏名、補償

金額が、自らが保管する補償調書（総括表）の写しと合致していることを確認

して、支出負担行為入力票（写し）に審査年月日を記載の上、押印することに

より補償額の改ざん防止を図っていた。

（５）検査の強化

土地引渡しの検査職員については、用地担当課長、課長補佐、補償審査官若

しくは当該土地の契約に携わらない、他のスタッフの上席用地専門官等が任命

されており、検査も任命された職員によって行われていた。

（６）その他

① 業務委託成果品の受注者証明印の押印等

業務委託成果品の補償金額総括表には、受注業者の社印が押印されており、

差し替え等による不正防止が図られていた。

また、用地担当課長又は主任監督（調査）員は、受注業者との第１回目の

打合せの際に、受注業者に対して、監督職員から不適切と思われる指示を受

けたときは、直接、用地担当課長にその旨を報告することなどの不正防止対

策について説明を行うとともに、その旨を記載した文書の交付を行っていた。

② 金額提示ルールの遵守等

権利者への金額提示は、用地担当課長が損失補償協議書（提示書）の金額

等を原本の補償調書（総括表）（調査官及び補償審査官の審査年月日の記載及

び押印がされたもの）によりチェックし、決裁した後に書面により行われて

いた。
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③ 土地、建物等の把握

補償調書には、取得する土地や補償対象の建物等の写真と撮影方向を示し

た図面が添付されており、チェックの際に状況が把握できるようになってい

た。

２ 十分な情報提供による適正の確保

十分な情報提供による適正の確保については、局長通知に基づく取組が適正に

行われていた。具体の監査結果は以下のとおりである。

（１）委任払いに係る適正の確保

委任払いを利用した不正を防止するため、代理人に補償金の請求及び受領を

委任すること等の権利者への意思確認が交渉担当者により確実に行われており、

その内容は用地交渉記録簿に記録され、用地担当課長が内容を確認していた。

（２）用地交渉の基本的ルールの権利者への説明

用地担当課においては、２人以上で用地交渉に当たること、移転工事に係る

業者のあっせん等はしないこと、職員が権利者から現金を預かることがないこ

と等用地交渉の流れや基本的ルールについて、「用地補償のしおり」等に記載し、

用地説明会等で権利者に配付・説明を行っていた。

また、損失補償協議書にそれらの基本的ルールを記載した上で提示すること

により、確実にそれらの内容が関係人に伝わるよう工夫していた。

３ 契約の同時一括処理

土地と当該土地の上にある物件等に関する契約又は同一の土地若しくは物件

に係る所有権と所有権以外の権利に関する契約のうち、契約の同時一括処理が

困難なものについては、担当職員は被補償者に対して権利関係を確認できる書

類等の提出を求めていた。

権利関係が確認できないときは、土地の所有者が当該物件の存在及び物件所

有者を認知しているかについて確認の上、用地交渉記録簿に記載していた。

４ 検査及び監査の強化等

検査及び監査の強化等については、局長通知に基づく取組が適正に行われてい

た。具体の監査結果は以下のとおりである。

（１）新任用地担当管理職に対する教示

開発監理部用地課では、調査官会議及び用地課長会議を開催し、地方整備局

の不正事案も説明しながら不正防止対策について教示・指導していた。

○調査官会議・用地課長会議の開催状況

年度 会 議 名 開催年月日 周知の概要

２４ 開発建設部 24.4.23 地方整備局不正事案と不正防止対策ほか
調査官打合せ
開発建設部 24.6.26~27 地方整備局不正事案と不正防止対策ほか
用地課長会議
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開発建設部 25.2.12 用地取得の不正防止対策ほか

調査官会議

開発建設部 25.2.26~27 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長会議

２５ 開発建設部 25.4.24 用地取得の不正防止対策ほか

調査官打合せ

開発建設部 25.6.17~18 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長会議

開発建設部 25.6.25 用地取得の不正防止対策及び一般監査報告

調査官会議 ほか
開発建設部 26.2.20~21 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長会議
開発建設部 26.2.27 用地取得の不正防止対策ほか
調査官会議

２６ 開発建設部 26.5.23 用地取得の不正防止対策及び一般監査報告

調査官打合せ ほか

開発建設部 26.6.23~24 用地取得の不正防止対策及び一般監査報告
用地課長会議 ほか

開発建設部 27.2.12~13 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長会議

開発建設部 27.2.23 用地取得の不正防止対策ほか

調査官会議

（２）実務を担当する職員に対する教示

開発監理部用地課では、平成２５年度から従来の「開発建設部用地課長補佐

打合せ」を拡充し、実際に実務を担当する開発建設部の補償審査官等を加え「開

発建設部用地課長補佐・補償審査官等打合せ」を開催し、不正防止対策につい

て教示・指導していた。

○開発建設部用地課長補佐・補償審査官等打合せの開催状況

年度 会 議 名 開催年月日 周知の概要

２５ 開発建設部 25.11.11~12 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長補佐・補
償審査官等打合せ

２６ 開発建設部 26.11.10~11 用地取得の不正防止対策ほか
用地課長補佐・補

償審査官打合せ

（３）本局による検査及び監査

開発監理部用地課では、平成２４年度、平成２５年度及び平成２６年度に不

正防止対策の実施状況について、開発建設部の点検を行っていた。

点検の結果、記載漏れ・押印漏れ等の軽微な指摘事項があった。それ以外は

適正に実施されていることが確認されていた。
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（４）検査及び監査結果の周知

開発監理部用地課では、各年度の点検の都度、その点検結果に基づき該当開

発建設部を指導するとともに、会議等において、全体の点検結果や不正防止対

策に関する個々の取組事例等について紹介し、不正防止に係る意識が希薄化し

ないよう努めていた。

（５）警察及び弁護士会等との意見交換

調査官及び用地担当課長等は、国土交通省の通達に基づき実施している不当

要求行為に対する警察及び弁護士会等との意見交換への参加を通じて、関係機

関との連携強化や、用地取得事務の円滑かつ適正な実施に資するための知見・

実践能力の向上を図っていた。

（６）用地担当課長等による部下職員への不正防止対策の教示・指導の状況

平成２４年度から平成２６年度までの間に、用地取得の不正防止対策につい

て本省及び本局から発出された文書については、発出の都度、用地担当課長が

課内会議、課内学習会、職場ミーティング等の場で直接、職員に説明している

ほかメールも活用し、周知していた。

このほか、用地担当課長は、不正防止対策について、年度当初など会議等の

場で職員に周知・指導を行っていた。

札幌開発建設部においては、調査官が「用地事務とコンプライアンス」と題

した資料を自ら作成し、新任用地担当者を対象とした用地三課学習会において

説明していた。当該資料は用地事務の不正防止対策の説明だけではなく、用地

事務に係るリスクや国家公務員の倫理行動基準など､身近な業務に関する話題を

含め、幅広に記載されており、用地事務に関する留意点について、新任の用地

担当職員にも分かりやすいものとなるよう工夫されていた。
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※用地三課学習会資料（抜粋）（札幌開発建設部）
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意見

用地取得事務の不正防止対策については、多段階チェックシステムの強化や十

分な情報提供による適正の確保等の局長通知に基づく取組が定着し、有効に機能

していることが確認できたことから、以下の点も踏まえ、引き続き取組を実施し

ていくべきである。

１ 用地取得事務の不正防止対策については、取組内容の確実な実施、点検、見

直しを行いながら、引き続き継続して実施すること。また、不正防止対策にお

ける管理者の役割の重要性を踏まえ、警察及び弁護士会等との意見交換など、

職員の知見・実践能力の向上を図る取組を今後も継続すること。

２ 用地担当課の職員１名と工事等を担当する事務所職員１名の計２名で用地交

渉を行った場合は、用地交渉記録簿等に交渉に同席した事務所職員が押印する

などの方法で、交渉担当者の相互チェックがなされていることを目に見える形

で残すこと。
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（２）入札契約プロセス等の適正化の取組状況
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監査項目等

１ 監査の種別

一般監査（北海道開発局監査規則第５条第１号、第６条：定期的に行う監査）

２ 監査項目

「平成２６年度北海道開発局内部統制及びコンプライアンス推進計画」（平成

２６年３月）の「Ⅴ不正防止対策の徹底 １入札契約プロセス等の適正化」のう

ち（１）高知県内の入札談合事案に係る再発防止対策に関する取組状況

３ 監査目的・監査内容

工事発注事務に関し、当局は各種の不正対策防止対策に取り組んできたところ

であるが、平成２４年度の高知談合事件を受け、各種通達が発出され更なる対策

が講じられてきたところであり、平成２６年６月以降、入札書・技術資料・施工

計画の同時提出が本格実施されているところである。

平成２６年度コンプライアンス推進計画では、「「高知県内の入札談合事案に関

する調査報告書」における再発防止対策については、入札書と技術提案書の同時

提出、予定価格作成時期の後倒し等の取組を継続して実施する。」とされており、

これを受け本監査では、不正防止対策の観点から、主要な関係通達等について、

それに示された対策の取組状況について監査し、今後の入札契約プロセス等の適

正化に資するものである。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

本局及び全開発建設部を対象に書面監査を実施した。

また、具体的な取組状況を確認するため、室蘭及び帯広開発建設部の関係課長

を対象に現地監査（面談監査）を実施した。

【現地監査実施概要】

監査対象箇所 監査期間

帯広開発建設部 (６) 平成２６年１０月３０日～３１日

室蘭開発建設部 (６) 平成２６年１１月１３日～１４日

注 （ ）内は、本部課・事務所数
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監査結果

Ⅰ 入札契約プロセス等の適正化の取組内容

１ 入札契約手続の見直しへの取組

不正が発生しにくい入札契約制度の施行結果を踏まえ「高知県内の入札談合

事案を踏まえた入札契約手続の見直しの実施について」（平成２６年３月２５日

付け事業振興部長通知）及び「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手

続の見直しの実施に係る運用について」（平成２６年３月２５日付け工事管理

課長事務連絡）（以下「事業振興部長通知等」）が発出されている。

「事業振興部長通知等」に基づく主要な取組は、以下のとおりとなっている。

（１）入札書と技術提案書等の同時提出

・工事希望型競争入札以外の工事で実施。

（２）提出資料の管理の徹底

・提出された資料の出力又は受領については、契約担当課で行い必要な

資料についてはマスキングを実施した上で、各資料の評価者へ提出。

・提出された資料の取扱については、契約担当課での一元的管理。

・ICカードについては、契約担当課での厳重な管理。
（３）マスキングの徹底

・歩掛見積の依頼を行う必要がある工事において、提出された歩掛見積

については競争参加者が特定可能な箇所をマスキング。

・施工計画については、契約担当課等において出力又は受領した段階で

速やかに競争参加者名、施工済み工事名等の競争参加者が特定可能な箇

所をマスキング。

・マスキングした資料については、契約担当課長等が各資料の評価者へ

渡す前にマスキングの漏れがないか等確認。

・マスキングした資料については、施工体制の確認後、落札決定を行う

までの間に、技術管理課等において各競争参加者の評価結果等の取違え

等がないか再度確認。

（４）積算業務・技術資料等に係る審査・評価業務の分離体制の確保

・積算業務と技術資料又は施工計画の審査・評価業務については、兼務

をさせない。

（５）予定価格の作成時期

・予定価格については、入札書及び技術資料等の提出期限後から開札ま

での間に作成。

（６）入札書の管理の徹底

・入札書については、開札まで開くことのないよう管理の徹底。

（７）マスキング前の資料の情報管理

・マスキング前の資料については、マスキングを実施する者及びその内

容を確認する者以外の者に開示を行わない。
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２ 発注事務に関する情報管理の徹底及び不当な働きかけを受けた場合の報告の

徹底

機密情報の管理方法等、発注事務に関する情報管理の徹底及び事業者等から

の不当な働きかけを受けた場合の報告の徹底に関し、「北海道開発局発注者綱紀

保持規程の一部改正について（通知）」（平成２５年５月２０日付け首席監察官

通知）及び具体的な事務処理手続として「北海道開発局発注者綱紀保持規程及

び同マニュアルの施行について」（平成２５年９月３０日付け入札契約監察官事

務連絡）（以下「首席監察官通知」等という。）が発出されている。

「首席監察官通知等」に基づく主要な取組は、以下のとおりとなっている。

（１）情報管理責任者及び業務上取扱う者の指定及び秘密情報の庁舎外へ送付

等を行う際の承認

・情報管理総括責任者は、情報の種類ごとに、かつ工事の種類ごとに情

報管理責任者及び当該情報を業務上取扱う者を指定。

・関係課は、情報管理整理役職表を該当する課所長に速やかに通知。

当該通知を受けた課所長は、指定された役職者等に各項目を周知。

・発注事務に関する秘密情報を庁舎外へ持ち出し、又は送付する場合は、

情報管理総括責任者の承認が必要。（庁舎外の他の発注事務担当する部署

に送付等する場合は、包括的な承認ができる）

（２）「予定価格・調査基準価格・請負工事費積算書」、「入札参加業者名」、「総

合評価点」、「発注見通し」、「入札公告・説明書」（以下「入札関連情報」

という。）を含むデータのパスワード設定、保存フォルダのアクセス制限

・入札関連情報を含むデータは、暗号化又はパスワードを設定するとと

もに、情報を共有する際には保存フォルダにアクセス制限を設定。

（３）文書の保管状況

・入札関連情報を含む文書は、施錠のできる金庫、机、ロッカー等に保

管。

（４）入札関連情報の取扱い

・入札関連情報を含む電子データは、積算システム等で管理されている

以外のものは、情報管理責任者が指定したサーバ内で管理。

（５）情報管理の点検状況

・情報管理責任者は、毎年度一回、点検を行い、その結果を情報管理総

括責任者へ報告。

（６）不当な働きかけを受けた場合の報告の徹底

・不当な働きかけを受けた場合は、直属の上司、部長、コンプライアン

ス推進室長及び局長に報告することを義務化し、組織的な対応を強化。

３ 入札契約手続等に係る情報の格付等

発注事務に関する情報管理について首席監察官通達等が規定されたことによ

り、入札契約手続等に係る情報の格付等に関し「入札契約手続等に係る情報の

格付及び各種文書等への明示について」（平成２５年９月３０日付け会計課長・

情報管理室長及び工事管理課長事務連絡（以下「会計課長等事務連絡」）が発出

されている。
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「会計課長等事務連絡」に基づく主要な取組は、以下のとおりとなっている。

（１）入札契約手続等に係る情報の格付

・物品・役務等及び工事・建設コンサルタント業務等の入札契約手続並

びに会計事務手続全般において作成される各種の文書等を作成したとき

は、「入札契約手続及び会計事務手続関係情報の標準格付一覧表」を参考

に格付を行う。

（２）格付及び各種文書等への明示

・機密性３情報を含む各種文書等を作成したときは、作成した文書に格

付及び取扱制限を原則赤色で明示。

・機密性２ A情報及びの機密性２ B情報を含む各種文書等を作成したと
きは、原則として作成したそれぞれの文書に格付及び取扱制限を明示。

・機密性３情報を含む文書等（ファイリング等されたものを含む）を決

裁に回付する場合には、機密性３情報の各種文書等取扱制限者以外の職

員等の目に触れないよう、必ずファイル等で覆う。

・格付及び取扱制限は、各種文書等の加工時等においても継承されるの

で、回付された書類から新たに各種文書等を作成する場合には、元とな

る格付及び取扱制限留意。

・一連の事務手続が終了し、ファイリング等され保管状態にある各種文

書等については、ファイル等の表紙に格付及び取扱制限を必ず明示。

４ ホームページによる応札状況の透明化・情報公開の強化

「高知県内の入札談合事案に関する調査報告書」において、応札状況の傾向

等についてホームページで公表するなど透明化・情報公開を強化するために

「月次入札状況のデータ作成及び提出並びに入札結果データの公表について」

（平成２５年４月２５日付け工事管理課工事契約管理官事務連絡）（以下「工

事契約管理官事務連絡」）が発出されている。

「工事契約管理官事務連絡」に基づく主要な取組は、以下のとおりとなって

いる。

（１）月次入札状況の公表

・予定価格が１００万円以上の工事について（随意契約を除く。）、①落

札の状況②全応札の状況

（２）入札結果データの公表

・毎月契約締結された予定価格が２５０万円以上の工事及び１００万円

以上の業務における入札結果に関する以下の項目

○部局名（事務所名）○工事・業務件名○入札年月日○契約年月日

○工事・業務種別○入札方式○総合評価の有無○入札業者名

○予定価格（税抜き）○調査基準価格（税抜き）

○基礎点＋加算点の数値（工事）、技術点（業務）

○入札金額（税抜き）○見積金額

（３）開発建設部ごとの平均落札率等の公表

・予定価格が２５０万円以上の工事（随意契約を除く。）であって、工事
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区分が一般土木のうち、等級区分がＢ及びＣ等級である工事の①各月の

平均落札率②各年度の平均落札率③各年度の業者ごとの当初契約金額④

各年度の業者ごとの受注割合

従来の入札手続（例） 対策後の入札手続き

技術審査会 技術審査会

・競争参加資格等の検討 ・競争参加資格等の検討

（等級、工事実績、技術者要件 等） （等級、工事実績、技術者要件 等）

・技術評価項目、評価基準の検討 ・技術評価項目、評価基準の検討

↓ ↓

入札・契約手続運営委員会 入札・契約手続運営委員会

・競争参加資格等の決定 ・競争参加資格等の決定

（等級、工事実績、技術者要件 等） （等級、工事実績、技術者要件 等）

・技術評価項目、評価基準の決定 ・技術評価項目、評価基準の決定

↓ ↓

入札公告（掲示・PPI） 情報の格付け及び明示

↓ ↓

入札説明書及び資料の交付（電子入札システム） 入札公告（掲示・PPI)

↓ ↓

技術資料、施工計画、技術提案の受付① 入札説明書及び資料の交付（電子入札システム）

↓ （ICカードの管理の徹底）

↓

技術審査会 技術資料、施工計画、技術提案、入札書の受付

・競争参加資格等の審査 （同時提出①・②、情報管理の徹底）

（等級、工事実績、技術者要件 等） ↓

・施工計画、技術提案等の審査・評価

（入札以前に応札者、技術評価点が判明、漏えいの余地）

↓

入札・契約手続運営委員会 技術審査会

・競争参加資格等の有無の確認 ・競争参加資格等の審査

・技術評価点の決定 （等級、工事実績、技術者要件 等）

↓ ・施工計画、技術提案等の審査・評価

（マスキングの徹底、技術審査と積算業務の分離）

↓

競争参加資格確認結果の通知 入札・契約手続運営委員会

↓ ・競争参加資格等の有無の確認

・技術評価点の決定

↓

予定価格の作成 予定価格の作成

（入札前の予定価格漏えいの余地） （入札書の締切後に作成、アクセスできる者の制限）
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↓ ↓

入札書の受付② 競争参加資格確認結果の通知

（応札者間における調整の余地） ↓

↓

開札 開札

↓ ↓

落札者の決定 落札者の決定

技術審査会 入札・契約手続運営委員会

事業担当次長、技術管理官、契約課長、技術管理課長、 部長及び次長（札幌開発建設部にあっては）

工事品質管理官、工事検査官、本部事業担当課長、 事業調整官を含む）

事業担当事務所長

Ⅱ 監査結果

１ 入札契約手続の見直しへの取組

事業振興部長通知等に基づく入札契約手続の見直しへの取組について、監査

した結果は次のとおりである。

（１）職員への周知状況

職員に対する周知は、メールの一斉送信・職場内ミーティング等の活用

により確実に行われていた。

（２）入札書と技術提案書等の同時提出

該当する全ての工事において、入札書と技術提案書等の同時提出が徹底

されていた。

（３）提出資料の管理の徹底

提出された資料の取扱については、契約担当課において施錠できる書棚

・ロッカー等に保管し一元的に管理を行い、また、IC カードの管理につい
ては、契約担当課において金庫に保管し厳重に管理されていた。

（４）マスキングの徹底

マスキングに関しては、必要な箇所（競争参加者名・施工済み工事名等）

を契約担当課等の担当者が確実に行っており、マスキング後の資料につい

ても契約担当課等において、漏れ・取違え等がないか、確認を徹底してい

た。

（５）積算業務・技術資料等に係る審査・評価業務の分離体制の確保

該当工事に係る積算業務と技術資料又は施工計画の審査・評価業務につ

いて、兼務をさせることは行っていなかった。（例：設計・・・本部事業課

の専門官・事務所等の係長等、審査・・・本部補佐・上席専門官等）

（６）予定価格の作成時期

予定価格については、入札書と技術提案書等の提出期限後から開札まで

の間に作成されていた。

（７）入札書の管理の徹底

入札書については、開札まで開くことのないよう管理が徹底（電子入札
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システムでは、開札日時まで開札不可能。また、紙入札の場合においては、

開札日まで金庫に保管。）されていた。

（８）マスキング前の資料の情報管理

マスキング前の資料について、マスキングを実施する者等以外の者には

開示を行わないことを徹底していた。

２ 発注事務に関する情報管理の徹底及び不当な働きかけを受けた場合の報告の

徹底

首席監察官通知等に基づく発注事務に関する情報管理の徹底及び不当な働き

かけを受けた場合の報告の徹底について、監査した結果は次のとおりである。

（１）職員への周知状況

職員に対する周知は、メールの一斉送信・職場内ミーティング等の活用

により確実に行われていた。

※「外部からの不当な働きかけ」については、報告実績無し。

（２）情報管理責任者及び業務上取扱う者の指定及び秘密情報の庁舎外へ送付

等を行う際の承認

①情報管理責任者及び情報を業務上取扱う者の指定に関しては、本部・事

務所等において適切に行われていた。

②発注事務に関する秘密情報の庁舎外への送付等については、承認の手続

等、概ね適切に実施されていたが、一部の開発建設部等において、不適切

な事例が見受けられたが、今後は承認を得ることとしている。

ア 札幌・函館・旭川開発建設部では、技術審査業務を発注し、工事発

注資料（公告分（案）、入札説明書（案））の作成及び工事入札参加者

から提出があった競争参加資格確認申請書の確認・整理を行わせるた

め、受注業者へ書類の持ち出し（担当者と受注業者間での手渡しによ

るやり取り）を行っている。

しかし、競争参加資格確認申請書については、作成時の格付けは「機

密性３情報」に該当するため、庁舎外に持ち出す際は承認が必要とな

っているが行われていなかった。

イ 本局営繕部では、外部有識者による総合評価審査委員会における資

料として、総合評価審査表を作成し、事前に外部有識者に内容確認を

行ってもらうため庁舎外に持ち出し（有識者へ持参・回収）を行って

いる。

しかし、総合評価審査表の作成時の格付けについては「機密性３情

報」に該当するため、庁舎外に持ち出す際は承認が必要となっている

が行われていなかった。

（３）「予定価格・調査基準価格・請負工事費積算書」、「入札参加業者名」、「総

合評価点」、「発注見通し」、「入札公告・説明書」（以下「入札関連情報」
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という。）を含むデータのパスワード設定、保存フォルダのアクセス制限

入札関連情報を含むデータに関しては、全ての開発建設部等でパスワー

ド等の設定が行われていない事例が見受けられた。

共有する際の保存フォルダへのアクセス制限は、確実に行われていた。

（４）文書の保管状況

入札関連情報を含む文書に関しては、施錠できる書棚等へ保管するなど、

確実に管理されていた。

（５）入札関連情報の取扱い

入札関連情報を含む電子データは、積算システム等で管理されている以

外のものは、情報管理責任者が指定したサーバ内で管理することとなって

いるが、全ての開発建設部において、サーバ内ではなくクライアントパソ

コンで管理する事例が見受けられた。

（６）情報管理の点検状況

情報管理責任者による情報の管理状況についての点検は、確実に行われ

ていた。

（７）工事積算システムのうち、農業土木積算システムにおいては、請負工事

費計算書の出力権限を有する管理者用パスワードに関して、初期に設定し

たパスワードを通知したままであったという実態にあったが、次年度から

定期的に変更する措置を講ずることとしている。

３ 入札契約手続等に係る情報の格付等

会計課長等通知に基づく入札契約手続等に係る情報の格付等について、監査

した結果は次のとおりである。

（１）職員への周知状況

職員に対する周知は、メールの一斉送信・職場内ミーティング等の活用

により確実に行われていた。

（２）入札契約手続等に係る情報の格付

情報の格付については、各種文書等を作成・入手した際に、格付及び取

扱制限を適切に行っていた。

（３）格付及び各種文書等への明示

格付及び取扱制限の明示については、機密性３情報・機密性２Ａ・２Ｂ

情報を含む各種文書等の格付及び取扱制限の明示は、確実に行われていた。

また、「機密性３情報」を含む各種文書等の決裁時には、取扱制限以外の

職員等の目に触れないようファイルで覆う等、適切に実施されていた。

４ ホームページによる応札状況の透明化・情報公開の強化

工事契約管理官事務連絡に基づくホームページによる応札状況の透明化・情

報公開の強化について、監査した結果は次のとおりである。

（１）月次入札状況の公表
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月次入札状況については、本局工事管理課から、各開発建設部へ工事契

約情報管理システム（ＣＣＭＳ）への入札情報等の登録を依頼し、登録さ

れたデータを基に、毎月の実績を本局工事管理から本省へ提出することに

より、本省のホームページで毎月、確実に公表されていた。

（２）入札結果データの公表

入札結果データについても、上記と同様に、本局工事管理課から各開発

建設部へ入札情報の登録を依頼し、本局工事管理課で集計後、本局のホー

ムページ上で、毎月、確実に公表されていた。

（３）開発建設部ごとの平均落札率等の公表

開発建設部ごとの平均落札率等についても、本局工事管理課から、各開

発建設部へ工事契約情報管理システム（ＣＣＭＳ）への落札情報等の登録

を依頼し、登録されたデータを基に落札状況等を作成、その後、各開発建

設部へ集計データを送付し各開発建設部のホームページ上での掲載につい

て、毎月、確実に公表されていた。

事務の効率化等事例

①工事契約の発注事務の過程において実施される技術審査会及び入札・契約手

続運営委員会（以下、「審査会等」という。）の資料は、機密情報管理の観点か

ら情報を取り扱える者が制限されているため、コピー作業は勤務時間外になる

ことが多くなっている。また、審査会等終了後は、機密情報の漏えい防止のた

め書類はシュレッダー等で破棄することとされているが、一部の開発建設部で

は、技術審査会等で使用する資料は、ＯＡ機器（パソコン・モニター等）を活

用して資料説明を行っている。

ＯＡ機器を使用することで、紙による機密情報漏えいのリスクを低減させ、

資料のコピー作業及び資料のシュレッダーによる破棄作業をなくして事務の省

力化が図られている。

②一部の開発建設部において、事務集約化により分任官発注の工事・業務につ

いては、入札公告等の作成、システム登録や落札決定以降の契約手続き（契約

書作成等）など大部分の作業が本部契約課において行っている。また、手続き

の過程において必要な事務所との多くのデータのやりとりは、アクセス制限を

行った契約課管理のファイルサーバを介して行われるため、メールの誤送信や

移送中などの情報漏えいリスクが発生しないシステムになっているとともに業

務の省力化が図られている。
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意見

入札契約手続き・情報管理の徹底・入札契約手続き等の情報格付け等について、

「事業振興部長通知」等に基づく取組が概ね適正に実施されているところである

が、以下の点も踏まえ、引き続き取組の定着を図っていくべきである。

１ 情報管理総括責任者に対する「発注事務に関する秘密情報の庁舎外送付等」

の申請・承認については、改めて開発建設部等内で確認・周知徹底すること。

２ 入札関連情報を含む電子データについては、データそのものにパスワード等

を設定し、また、積算システム等以外で管理する際には、クライアントパソコ

ンではなく、情報管理責任者が指定するサーバの共有フォルダ内に保存・アク

セス制限を行い、情報管理責任者が管理できるよう徹底すること。

３ 工事積算システムでの、予定価格及び調査基準価格作成の基となる設計書等

の出力に用いる管理者パスワードについては、管理を徹底すること。
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３ 災害発生時の対応に関する取組状況
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監査項目等

１ 監査種別

一般監査（北海道開発局監査規則第５条第１号、第６条：定期的に行う監査）

２ 監査項目

（１）「大規模災害発生時の対応に関する取組」

（２）「災害発生時における広報のあり方」

３ 監査目的・監査内容

大規模災害の発生に備えた災害への対応体制、関係機関との協力・連携体制の

整備等の取組状況とともに、災害発生時における広報の対応体制の整備、情報提

供等の取組状況について監査を実施し、災害対応に万全を期すものとする。

なお、本監査は、平成２４年度本省定期監察において、上記２（１）について

監査が行われたことを踏まえ、平成２４年度から実施しているものである。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

平成２４年度本省定期監察並びに平成２４年度及び平成２５年度の一般監査で、

本監査の対象となっていなかった小樽、留萌及び稚内開発建設部の次長（総務担

当）、防災対策官（留萌及び稚内開発建設部にあっては技術管理課）、広報官を対

象に書面監査及び現地監査（面談監査）を実施した。

【現地監査実施概要】

監査対象箇所 監査期間

小樽開発建設部 平成２６年１１月１３日

留萌開発建設部 平成２６年１１月４日、５日

稚内開発建設部 平成２６年１０月２８日、２９日



- 35 -

監査結果

Ⅰ 災害発生時の対応に関する取組内容

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、国土交通省は総力を挙げ

て災害対応に当たったところであるが、このような大規模災害の発生に備え、常

日頃から災害への対応体制や関係機関との協力・連携体制を整え、訓練を繰り返

すことによって職員の対応能力の向上を図るとともに、問題点の検証と必要な措

置を講じる等、万全の準備を行っておくことが重要である。このため、災害発生

時の対応に関する以下の取組について監査を実施した。

１ 大規模災害発生時の対応に関する取組（広報に関することを除く。）

（１）職員の危機管理意識及び危機管理対応能力の向上に関する取組

① 取組内容

② 取組結果の検証

③ 防災訓練等に多様な職員を参加させるための工夫

（２）北海道開発局防災業務計画等の防災関係資料の職員への周知に関する取組

① 周知方法

② 職員の理解を深めるための工夫

（３）北海道開発局業務継続計画（ＢＣＰ）に関する取組

① 災害発生時の本部長代理等の権限の整備

② 指揮命令系統及び連絡体制の整備

③ 職員及び家族の安否報告の方法

④ 通信手段の整備、庁舎等の耐震対策

⑤ 非常用電力設備及び暖房設備並びに執務室の安全に関する対策

⑥ 職員及び来庁者の食料・飲料水等の備蓄

⑦ 庁舎が被災した場合を想定した代替施設の確保、訓練の実施状況

（４）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）に関する取組

① ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員の事前指名

② 貸与する備品等の確保

③ 教育・訓練の実施

④ 派遣した隊員からの改善点等の把握及び講じた措置

（５）現地情報連絡員（リエゾン）に関する取組

① リエゾン候補者の事前指名

② 派遣する者の選考方法、決定手続き

③ 貸与する備品等の確保

④ 教育・訓練の実施

⑤ 派遣したリエゾンからの改善点等の把握及び講じた措置

（６）関係機関との連携等に関する取組

① 関係機関との協定の締結

② 関係機関との連携

③ 地方公共団体への支援
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④ 関係機関との合同防災訓練の実施

（７）訓練又は演習の課題・反省点のフォローアップに関する取組

（８）近年発生した災害時における取組

① 他の班と迅速に情報共有するための取組

② 被災状況、災害応急対策等の職員への周知

③ 災害対策本部等の本部会議の議事概要の作成

④ 課題及び反省点の把握及び講じた措置

（９）平常時及び災害発生時における独自の取組

２ 災害発生時における広報のあり方

（１）求められている情報、分かりやすい情報の提供に関する取組

① 報道機関、関係機関、住民から求められている情報の把握

② 分かりやすい情報とするための工夫

（２）災害発生時における広報の強化のための取組

① 勤務時間外の災害発生時における職員の参集体制

② 被災状況等の記録に関する指導

③ 報道機関との対応内容に関する幹部、関係課等への報告

④ 広報班員指名予定者の選任

⑤ 報道提供（投げ込み）マニュアルの作成

（３）災害広報担当官候補者の選任等に関する取組

① 災害広報担当官候補者の選任

② 災害広報担当官候補者への演習、訓練等の実施

（４）ホームページを更新する職員の確保等に関する取組

① ホームページ更新マニュアルの作成

② 災害発生時においてホームページ更新作業を行う担当者の選任

③ ホームページ更新作業に関する演習の実施

（５）近年発生した災害時における取組

① 報道機関等への情報提供

② 災害広報担当官の指名

③ 報道機関等と連携して取り組んだ事項

（６）平常時及び災害発生時における独自の取組

Ⅱ 監査結果

１ 大規模災害発生時の対応に関する取組（広報に関することを除く。）

（１）職員の危機管理意識及び危機管理対応能力の向上に関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「防災教育、防災訓練等の実施によ

り職員等の資質の向上に努める」、「職員に対して、災害発生時に適切な措置を

執り得るよう関係法令、実務等に関する講習会、研究会等の実施又はその指導

を行う」とされている。

各開発建設部においては、全職員を対象とした非常参集訓練を始め、各地域

の特性に応じた危機管理演習、地震・津波対応訓練等の防災訓練を実施してい

た。小樽開発建設部では、平成２６年度に部内職員を対象として開催した技術

講習会において、過去に管内で発生した大規模災害（豊浜トンネル崩落事故、
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第２白糸トンネル事故等）での対応事

例から学んでもらおうと、当時の災害

対応状況等について説明していた。

取組結果の検証については、訓練終

了後、アンケートを実施するなどして

いたほか、稚内開発建設部では、部長

が危機管理意識等をテーマに職員との

意見交換会を課所ごとに実施し、職員

間の認識の共有に努めていた。

防災訓練等に多様な職員を参加させ

るための工夫については、参加する機会が少ない若手職員や事務官等を参加さ

せるよう課所長へ周知・依頼していたほか、稚内開発建設部では、より多くの

職員が参加できるよう地震・津波対応訓練を２日に分けて実施していた。

（２）北海道開発局防災業務計画等の防災関係資料の職員への周知に関する取組

各開発建設部においては、「北海道開発局防災業務計画」等の防災関係資料を、

職員にメールで周知した上でイントラネットに掲載し、職員がいつでも閲覧で

きるようにしていた。また、発災初動時の災害対応等のポイントを小冊子「防

災手帳」として取りまとめ、全職員に配布していた。

（３）北海道開発局業務継続計画（ＢＣＰ）に関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「発災時に北海道開発局の所管する

事務に係る機能が停止もしくは低下した場合においても、防災対策業務及び業

務停止が社会経済活動に重大な影響を及ぼす重要業務を継続するための業務継

続計画を策定し、そのために必要な業務の実施体制を整えるものとする」とさ

れ、平成２４年３月、「北海道開発局業務継続計画」（ＢＣＰ）が策定されてい

る。

各開発建設部においては、ＢＣＰに定める災害予防及び発災後における災害

対応を迅速かつ的確に実施するため、大規模災害を想定した対応マニュアルを

作成しており、その中で、災害対策本部等の本部長の代理順位、指揮命令系統

及び連絡体制、職員及び家族の安否確認の方法等について明記していた。留萌

及び稚内開発建設部では、災害対策本部等の本部長の代理順位に関し、北海道

開発局防災対策事務規程第４条で規定する順位と異なる順位で代理者の一部を

指定していたことから、次回マニュアルの改訂時に併せて修正することとして

いた。

通信手段については、多重無線通信網（マイクロ）、光ファイバ通信網等を整

備するとともに、災害時優先電話、災害時優先携帯電話及び衛星携帯電話を確

保するなど、複数の通信手段を整備していた。

庁舎、通信鉄塔及び無線中継局舎の耐震対策については、耐震診断を終え、

耐震基準が満たされていなかった庁舎等の改修が進められていた。その結果、

ほとんどの庁舎等で改修を終えていたが、改修を終えていない倶知安道路事務

所、留萌開発事務所、留萌港湾事務所、稚内道路事務所の庁舎等については、

早期実施に向け予算要求が行われていた。

「技術講習会」（小樽）の様子
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非常用電力設備については、本部庁舎にあっては７２時間以上の連続運転可

能な自家発電設備を配置（燃料の備蓄を含む）していた。また、暖房設備につ

いては、小樽開発建設部において通常の燃料である都市ガスの供給が停止した

場合であってもＡ重油に燃料を切り替えて運転が可能な設備を有していた。

執務室等に配置されているＯＡ機器等の安全対策については、転倒防止対策

を講じており、定期的に安全点検も実施していた。

食料、飲料水等の備蓄品については、平成２６年４月策定の「国土交通省業

務継続計画（第３版）」において、職員分の備蓄量が３日分から７日分に増加さ

れたほか、帰宅困難な状況が生じる可能性がある来庁者分として新たに３日分

を備蓄する旨、見直しがなされており、当局においても備蓄量の見直しの検討

が求められていた。しかし、本局において、備蓄品に係る予算、保管場所等の

課題について検討中であったため、各開発建設部では、職員分として３日分を

備蓄するにとどまっていた。

本部庁舎が被災した場合を想定した代替施設の確保については、小樽開発建

設部では小樽道路事務所、岩内道路事務所及び倶知安道路事務所を、留萌開発

建設部では留萌開発事務所を、稚内開発建設部では豊富管理ステーションを代

替施設として選定していた。

なお、稚内開発建設部では、稚内市が、旧稚内商工高校校舎の一部を宗谷総

合振興局及び稚内開発建設部との総合的な防災基地として活用する計画をして

おり、部内にプロジェクトチームを作り課題等の検討を進めていた。

（４）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）に関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「大規模自然災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅

速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策

に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するため、「緊急災害対策派遣隊の

設置に関する訓令」に基づき、北海道開発局に、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ）を設置するものとする」、「大規模自然災害の発生時にＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥが迅速に活動できるよう、事前に人員の派遣及び資機材の提供を行

う体制を整備する」とされている。

各開発建設部においては、災害発生時において、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが迅速

に活動できるよう、隊員を事前に指名するとともに、派遣時に貸与する備品を

あらかじめ確保していた。小樽開発建設部では、札幌市内からの通勤者が多い

という地域的な事情を踏まえ、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣要請があった場合に

迅速に対応できるよう、勤務時間外に隣接開発建設部管内自治体で震度６弱以

上の地震が発生した場合等には、派遣要請以前に防災担当課から隊員宛にメー

ルし、出動の可否をあらかじめ確認する取組を試行していた。

また、各開発建設部においては、本局主催の「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ研修」、「Ｔ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ講習会」へ隊員を参加させていたほか、開発建設部相互にＴ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣・受入れを実働形式で行う「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣

・受入実働訓練」を平成２６年度から実施し、災害発生時におけるＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥの対応能力向上に努めていた。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣した開発建設部では、派遣終了後、隊員から活動
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報告を受け、今後に向けた改善点等の把握を行い、開発建設部で措置できるも

のは措置していた。

（５）現地情報連絡員（リエゾン）に関する取組

「北海道開発局情報連絡員（リエゾン）派遣要領」において、「リエゾンは、

北海道地方における災害時の応援に関する申合せに基づき、地方公共団体から

派遣を要請された場合若しくは局長又は開発建設部長が必要と判断した場合、

派遣するものとする」とされている。

各開発建設部においては、災害発生時の際、リエゾンを迅速に派遣するため、

リエゾン候補者を事前に選定するとともに、派遣時に貸与する備品をあらかじ

め確保していた。留萌開発建設部では、単身赴任者が多いという地域的な事情

を踏まえ、リエゾン派遣が週休日に予想される場合は、派遣者を迅速に選定す

ることを目的に、防災担当課から関係課所長宛てにメールし、派遣の可能性が

あることをあらかじめ周知していた。

また、各開発建設部においては、リエゾン向けのマニュアル等を作成すると

ともに、リエゾン候補者を対象とした独自の講習会を開催し、災害発生時にお

けるリエゾンの対応能力向上に努めていた。稚内開発建設部では、対象者全員

が受講できるよう平成２６年度において計５回にもわたり講習会を開催してい

たほか、リエゾンとして派遣される職員を対象に、事前にモバイルパソコン等

の操作説明等を個別に行っていた。

リエゾンを派遣した開発建設部においては、派遣に当たり候補者の中から派

遣する地方公共団体の地理、実情等に詳しい職員を選考し、開発建設部長の判

断により派遣を決定していた。そして、リエゾンが帰庁後、アンケートや反省

会を行って、今後に向けた改善点等の把握を行い、開発建設部で措置できるも

のは措置していた。

（６）関係機関との連携等に関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「各省庁、地方公共団体、関係公共

機関、関係事業者と連携し、災害情報の共有化・一元化に努めるものとする」、

「防災関係機関との間において、あらかじめ応急対策等の役割分担について充

分な協議を行うものとする」とされている。

各開発建設部では、防災関係機関や地方公共団体と防災情報の共有や道路災

害・水害の防止に関し、連絡協議会を設置し、情報交換等を行い密接な連携を

図っていた。

また、地方公共団体との間で、「道の駅」を災害発生時に防災拠点として活用

する協定や除雪ステーションを津波時の避難場所として使用する覚書を締結し、

地域住民及び道路利用者の避難支援や安全確保を図っていたほか、車両等及び

施設への燃料の供給に関し、石油業協同組合と協定を締結又は協議し、災害発

生時における燃料の確保に取り組んでいた。

さらに、地方公共団体への支援として、地方公共団体が実施する防災訓練に

開発建設部が保有する災害対策用機械を派遣し機械操作訓練等を行っていたほ

か、関係機関が実施する総合防災訓練、土砂災害防災訓練、原子力防災訓練等

の合同防災訓練に参加するなどして、関係機関との連携強化に努めていた。留
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萌及び稚内開発建設部では、防災担当職員が管内市町村を個別に訪問し開発建

設部における地域防災支援策についての広報活動を行い、担当者レベルでの連

携強化を図っていた。

（７）訓練又は演習の課題・反省点のフォローアップに関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「災害応急対策が迅速かつ円滑に実

施されるよう、関係行政機関及び地方公共団体、関係公共機関、関係事業者と

連携し、大規模災害を想定した訓練を実施する」、「訓練後は評価を行い、得ら

れた改善点については、災害対応業務に活かすとともに、次回以降の訓練の充

実を図るものとする」とされている。

小樽開発建設部では、平成２５年度の危機管理演習の際、重大情報が災害対

策本部に伝わるまでに時間がかかり、情報伝達の手法に問題があることが判明

したことから、平成２６年度の演習の際には、各対策班の班長、副班長を災害

対策本部に常駐させ、重大な情報を受けた対策班からの情報が本部長へ直ちに

伝わる措置を講じていた。留萌開発建設部では、平成２５年度の危機管理演習

の際、災害対策室のレイアウト上、既設の管内の大判図面が活用できないとの

問題があったことから、平成２６年度の演習の際には、災害対策室のレイアウ

トを変更していた。稚内開発建設部では、平成２６年度に実施した地震・津波

対応訓練の際、サロベツ断層帯地震での被害を想定し、管理職員がすべきこと、

一般職員がすべきことに分けて課題を把握し、大規模災害を想定した対応マニ

ュアルに反映させることとしていた。

（８）近年発生した災害時における取組

実際に発生した災害への対応を通じて、課題等を抽出し、改善事項について

検討する取組を継続的に実施し、対応マニュアル等の見直しを行うことによっ

て、大規模災害発生時における対応能力を向上させていく必要がある。

留萌開発建設部では、平成２６年８月５日低気圧に伴う大雨災害の際に、他

の開発建設部が保有する排水ポンプの出動要請を行ったが、情報連絡の不備等

から出動が遅れたことから、排水ポンプの速やかな出動に向けた改善策を本局

が中心となって検討し、情報連絡の体制や災害対策用機械の配置の見直し等を

行っていた。稚内開発建設部では、平成２６年８月２３日からの低気圧に伴う

大雨災害の際に、被災した礼文島へリエゾンやＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣した

が、その際の課題、反省点を踏まえ、離島部への人員の速やかな派遣準備、輸

送手段の確保、情報伝達手段の確保等の課題を抽出し、改善策を検討していた。

一方で、災害対策本部等の本部会議を開催した場合には、意思決定に至る過

程を検証することができるよう議事概要を作成しておくべきところ、留萌及び

稚内開発建設部では議事概要を作成していなかった。

なお、小樽開発建設部では、近年（平成２４年度以降）災害が発生しておら

ず、災害対応を行った事例はなかった。

（９）平常時及び災害発生時における独自の取組

（一社）全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（ＣＰＤＳ）は、加

入者が講習会などにより学習をした場合に、その学習の記録を登録し、必要な
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場合に学習履歴の証明書を発行するシ

ステムであり、公共工事の総合評価等

の技術評価項目として広く採用されて

いる。

稚内開発建設部では、平成２６年度

に中頓別町で「南宗谷地区災害対策用

機械操作技術講習会」を実施する際、

事業者の技術力向上に関する意欲を高

めるため、ＣＰＤＳにおける「機械の

操作などの技能講習」の分野の講習と

して、全道で初めて単位認定を受け実

施していた。

２ 災害発生時における広報のあり方

（１）求められている情報、分かりやすい情報の提供に関する取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「必要に応じ、住民等に被災の状況、

災害応急対策の状況の情報を迅速・適切に提供するものとし、情報の提供に当

たっては、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得ることに努め、

インターネット等を積極的に利用する。また、視覚的に分かりやすい情報内容

となるよう映像・画像等を活用するものとする」とされている。

各開発建設部においては、これまでの災害対応で得た教訓等から、報道機関

や住民等から災害発生時において求められている情報をあらかじめ把握してお

り、事象の状況に応じて情報提供する内容を決定していた。

情報提供する資料の作成に当たっては、文章を簡潔にして図面や写真を積極

的に活用するなど、より分かりやすく情報を伝える工夫を行っていた。

また、本局主催の「広報スキル向上説明会」、「広報・防災セミナー」等に関

係職員を参加させ、災害発生時の広報に関する知識、能力等の向上を図ってい

た。稚内開発建設部では、写真撮影に当たっての留意点を取りまとめた「災害

発生時の活動記録に係る参考事例集」を作成し開発建設部のイントラネットに

掲載していた。また、当該資料は、本局のイントラネットにも掲載され、他の

開発建設部でも広く活用されていた。

（２）災害発生時における広報の強化のための取組

「北海道開発局防災業務計画」において、「あらかじめ整備された災害発生時

における広報に関するマニュアルに基づき、広報活動を的確に行うものとする」、

「災害発生時において適切な判断及び行動に資するため、災害に関する情報を

一般住民等に伝達するための体制並びに施設及び設備の整備を図るとともに、

適切な防災情報、災害情報の伝達に努める」とされており、本局では、災害発

生時に開発建設部において広報活動が円滑に進められるよう「災害等が発生し

た場合の開発建設部における広報マニュアル」を作成していた。

各開発建設部においては、勤務時間外の災害対応に備え、閉庁日には広報班

員のうち少なくとも１名は市内に待機する体制を確保していた。また、大規模

災害の発生に備え、広報班員以外で広報事務を経験したことのある職員の中か

「南宗谷地区災害対策用機械操作技術講習会」

（稚内）の様子（照明車操作盤操作訓練）
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ら広報班に追加する職員（広報班員指名予定者）を選任するとともに、被災状

況、災害応急対策の状況等を記録する職員（活動記録担当者）を選任していた。

さらに、職員が交替した場合でも円滑に事務処理ができるよう、報道機関等へ

の情報提供の方法を取りまとめた「報道提供（投げ込み）マニュアル」を作成

し、広報班員に周知していた。

災害発生時において、被災状況、災害応急対策の状況等を記録することにつ

いては、リエゾンやＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等の防災関係職員に対し、各種の講習

会等を通じて指導しており、災害発生時には必要に応じて記録写真等が広報班

へ提出されていた。また、報道機関と対応した内容については、軽微なものを

除き、広報官から幹部及び関係課等へ速やかに報告していた。

（３）災害広報担当官候補者の選任等に関する取組

「北海道開発局防災対策事務規程」において、「局長及び開発建設部長は、災

害が発生したときに当該災害に係る報道機関への発表及び被災者等への情報提

供を専担して行う者（災害広報担当官）をあらかじめ候補者として複数選任し

ておき、災害が発生したときに、その者のうちから災害広報担当官を指名する

ことができる」とされている。

各開発建設部においては、災害発生時において、災害広報担当官として迅速

に活動できるよう、候補者を事前に指名していた。また、本局が主催する「ク

ライシス・コミュニケーション・セミナー」に関係職員を参加させていたほか、

留萌開発建設部では、平成２６年度の危機管理演習の際、模擬記者会見を開催

するなどして、関係職員の危機管理能力の一層の強化に努めていた。

（４）ホームページを更新する職員の確保等に関する取組

「災害等が発生した場合の開発建設部における広報マニュアル」において、

「開発建設部ホームページについては、広報班員が分担しながら随時記者発表

の内容をホームページにアップするものとする」とされている。

各開発建設部においては、広報班員が交替でホームページの更新作業を行え

るよう、ホームページの更新方法を取りまとめた「ホームページ更新マニュア

ル」を作成し、広報班員に周知していた。また、広報班員であればホームペー

ジの更新を誰でもできるよう、広報班員を対象とした演習を少なくとも毎年１

回は実施していた。稚内開発建設部では、広報班員全員を対象に、６月に基礎

的な機械操作演習を行ったのに加え、暴風雪災害が多くなる冬期に向け、１１

月には更なる実践的な演習を行っていた。

（５）近年発生した災害時における取組

大雨や暴風雪災害等により災害対策本部等を設置した開発建設部においては、

災害対策本部等の設置・廃止に関する情報のほか、所管施設等の状況（河川の

水位、国道の通行規制等）、リエゾンやＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣状況、災害対

策用機械の支援状況等について、ＦＡＸやホームページを通じて報道機関等へ

情報提供していた。

災害広報担当官を指名して広報活動を行った実例はなかったものの、留萌開

発建設部では、平成２４年４月に発生した一般国道２３９号（苫前町霧立）の
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土砂崩れの際、現地記者説明会を開催し、被災現場で被災経緯、復旧工事の現

況等について報道機関等の記者へ説明するとともに、復旧工事の進捗状況や写

真をホームページに週２回の頻度で掲載するなど、一般住民等へ積極的に情報

提供していた。また、稚内開発建設部では、報道機関等への通常の情報提供に

加えて、宗谷地方道路防災連絡協議会の会員である稚内のコミュニティラジオ

放送局「ＦＭわっかない」と連携し、国道の通行規制等に関する情報をＦＭ放

送を通じて一般市民へ知らせる体制を整えていた。

（６）平常時及び災害発生時における独自の取組

活動記録担当者は、応急復旧作業等

の現地作業や、災害対策用機械配置に

よる自治体への支援、リエゾン派遣や

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動等、災害発生

時における当局職員の様々な対応状況

の撮影を求められているが、これまで

は広報担当職員としての腕章はあった

ものの、活動記録担当者の腕章はなか

ったことから、撮影者の立場が外見か

らは分かりづらく、撮影活動の支障となる場合もあった。

このため、稚内開発建設部では、平成２６年度において広報班員及び活動記

録担当者用の腕章を独自に作成し、災害対応時や訓練時に着用していた。

広報班員・活動記録担当者用の腕章（稚内）
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意見

各開発建設部においては、大規模災害の発生に備え、常日頃から災害への対応体

制や関係機関との協力・連携体制を整え、訓練を繰り返し行うとともに、迅速な情

報提供、分かりやすい情報提供に向けた取組が行われ、職員の対応能力の向上が図

られているが、以下の点も踏まえ、引き続き職員の更なる資質の向上に努めるべき

である。

１ 大規模災害発生時の対応に関する取組

（１）大規模災害への対応体制や関係機関との協力・連携体制を整えるとともに、

講習や訓練を繰り返し行うことによって職員の危機管理意識や危機管理対応能

力の向上を図るなど、引き続き平常時から万全の準備を行っていくこと。

（２）食料、飲料水等の備蓄品について、平成２６年４月策定の「国土交通省業務

継続計画（第３版）」を踏まえ、備蓄量の見直しに関する当局の方針を決定する

こと。

（３）災害対策本部等の本部会議を開催した場合には、議事概要・議事録を作成す

ること。

２ 災害発生時における広報のあり方

迅速な情報提供、分かりやすい情報提供に向けて、職員の対応能力の向上を

図るための取組を引き続き行っていくこと。
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