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平成３０年度 一般監査（「入札契約事務の適正な執行について」）

監査報告

・個々の工事の応札・落札状況だけでなく、時系列的な推移や傾向等にも着目するなど分析方法を工夫していた。

・事業者に対して、発注者として、応札・落札状況を継続的に注視していることを示したり、より競争性が確保される環境の整備に向けて、入札参
加資格の見直しや総合評価落札方式の一層の活用等の措置を講じていた。 等

・職員が入札に関する違法行為に関与した場合は、厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等がなされることなど、重点的に伝える事項に留意し
てコンプライアンス講習会等を実施していた。

・講習会等の実施にあたっては、本部総務課において受講状況を把握し、全職員が年１回以上受講することの徹底が図られていた。 等

・発注担当職員は、事業者等との応接に当たって、原則として、執務室の外にオープンな場所を設けて、複数の職員により対応するとともに、これ
によることができない場合は、事前に所属長等の承諾を得るなど、発注者綱紀保持規程に定められた事業者等との応接方法の徹底を図っていた。

・発注事務に関する業務を行っている全ての課室において、入札契約に係る機密情報漏えい防止のための取組であることを常時、掲示等により周知
した上で、事業者等の執務室への自由な出入りを制限していた。 等

・機密情報の取扱いを明確にするため、「情報管理整理役職表」を適切に更新していた。また、情報管理責任者は、発注者綱紀保持規程により、
少なくとも毎年度１回は実施することとされている点検を適切に行っていた。

・積算業務と技術審査・評価業務の分離については、それぞれを異なる者に取り扱わせることにより、分離体制を確保していたが、同じ課で、積算
業務と技術審査・評価業務の両方の情報を取り扱っていた。
⇒情報を取り扱う者を分離するだけではなく、より有効な分離体制の確保について、検討を進めること。

・中部地方整備局事案を踏まえ、監督職員等へ送付される工事の履行確認のために必要な特別契約書（写）の附属書類である施工計画又は技術提案
書の管理の厳格化について、指導・注意喚起していたが、一部の課において、施錠できる書庫等にて管理していなかったり、履行確認後に速やか
に処分していなかった。
⇒担当外の職員が閲覧できないよう、施錠できる書庫等で適正に管理が行われているか再確認するとともに、履行確認後は速やかに処分すること。

等

Ⅰ 研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組

Ⅱ 事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組

Ⅲ 機密情報管理の徹底に関する取組

Ⅳ 応札・落札状況の分析に関する取組

○監 査 項 目 入札契約事務の適正な執行について
○監 査 目 的 平成２９年度本省特別監察報告書における提示意見のフォローアップ
○監査対象・方法 函館、小樽及び留萌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



監査報告

○監査項目 女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組について
○監査目的 開発建設部における業務プロセスの改善、業務効率化の工夫、超過勤務縮減、休暇取得促進等に関する取組状況について、本局及び開発

建設部を対象に監査を実施。また、昨年度に引き続き、ワークライフバランスの推進に関する総務担当次長への意識調査を実施。
○監査対象・方法 ①本局総務課、函館、小樽及び留萌開発建設部を対象に書面監査を実施

②上記開発建設部を対象に現地監査（面談監査）を実施。併せて、総務担当次長への意識調査（ヒアリング）を実施

平成３０年度 一般監査（「ワークライフバランス推進の取組について」）

監査項目等

・部内会議、職場ミーティング等で取組計画の改正内容やＷＬＢ推進強化月間における取組などを職員に周知［対象全開建］
・WLBの重要性を十分に認識し、WLB推進強化月間に部長自ら職員に直接メッセージを配信して取組を主導［留萌］

Ⅰ ワークライフバランスを推進するための取組

１．推進・検討体制
・業務改善に資する取組を取りまとめ、フォローアップを行い、各開発建設部における取組を推進［本局］
・各課所における取組状況、意見・要望等を定例的な会議での報告事項にすることで持続的な取組を推進［小樽］
２．具体的な取組内容
・開発建設部では業務プロセスの改善や業務の効率化について工夫しながら実施（管理職員向け意見交換会、視覚的に判別できる資料整理等）
・「機器等の整備も重要」、「職員との日常会話等で意見・要望を聞くことができる職場の雰囲気づくりが重要」との意見あり。
⇒引き続き、職員が意見・提案をしやすい職場環境・雰囲気づくりに努め、職員の意見等を聴きながら取り組むこと。その際、業務の効率化のみならず、業
務そのものの廃止も念頭に取組を推進し、また、推進に資する機器等の整備にも努めること。

Ⅱ 業務プロセスの改善等に関する取組

・新たに育休中職員支援のための情報誌や男性職員の両立支援制度活用促進のためのリーフレットを
作成し、職員に周知・情報提供［本局］

・全府省、国交省及び当局における男性職員の育児休業等の取得状況を幹部連絡会議で情報共有し意
識啓発と取組を推進［本局］※当局の男性職員の育児休業取得率は3.2%、男の産休取得日数は3.5日（いずれもH29年度）

・両立支援相談員（総務課長）は、該当職員に対し両立支援制度のリーフレットを送付し、所属長に対して職場環境作りを指示して取組を推進［開建］
・局作成の「ＷＬＢ通信」等を育児休業中の職員に対し郵送やメールで送付して情報提供を実施［開建］
⇒引き続き、丁寧に制度の周知、情報提供を行うとともに、両立支援制度を活用しやすい職場環境、雰囲気づくりに努めること。その際、取組計画の目標を念
頭に男性職員への意識啓発に努めること。

Ⅳ 両立支援制度に関する取組
【取組計画における目標】
○男性職員の育児休業取得率⇒「13%以上（H32年まで）」
○配偶者の出産休暇＋育児参加のための休暇⇒「5日以上」

・開建幹部は、取組計画の目標達成に向け、職場マネジメント、コミュニケーションの活性化、職場環境の整備等、管理者の果たす役割が大きいと認識。
・職員の超過勤務を早期把握し、所属長に対して進行管理等の勤務時間マネジメントを指示。※３開建の職員１人当たりの平均超過勤務時間数は月２０時間程
度だが、災害対応等やむを得ない事情により月６０時間を超えた者も少なからず見受けられた。

・取組計画における年休取得の目標を職員に周知。課所毎の年次休暇の取得状況を「見える化」して
職員への意識啓発。※３開建の職員１人当たりの平均年休取得日数は１５日以上（H29年）

⇒引き続き、幹部職員等は自ら早期退庁・休暇の取得に努め、職員が定時退庁、休暇取得をしやすい職場環境、雰囲気づくりに努めること。管理職員は職員の
健康管理、疲労蓄積防止の観点から適正な勤務時間マネジメントに努めること。

【取組計画における目標】
○１人当たりの年休取得日数⇒「15日（H32年まで）」

Ⅲ 勤務時間マネジメントに関する取組



取組事例

平成３０年度 一般監査（「ワークライフバランス推進の取組について」）

業務プロセスの改善等に関する取組 勤務時間マネジメントに関する取組

WLBを推進するための取組

＜留萌開発建設部 「Color Label Control（カラコン）」＞

＜函館開発建設部 「管理職員向け意見交換会」＞

＜小樽開発建設部 「年次休暇の取得状況」＞

＜留萌開発建設部 「部長自ら発信したメール」＞



実施状況 開建へのヒアリング結果（課題等）

（１）国有財産処理会議の設置 ・各年度の国有財産の処分に関する基本方針及び国有
財産の現況等について審議していた。 ・開建部長が処理方針等の決定に関与するのは有益。

・開建で売払いを行うことは、今後レアケースとなるため、事務
処理に対する本局のサポートが必要。
（H26以降、特別会計が一般会計化され、用途廃止した財産
は、原則財務局へ引継ぎすることとなったため、今後は開建で
売払いを行うことは、一部を除き見込まれない。）

・公印管理については、不正を抑止するために、現行の取組
の徹底は不可欠。

・スタッフ別研究会は、事務処理の疑問点、効率化等を全道で
共有し議論する場であり、有意義。

幹部をメンバーとして年１回以上開催し、処理方針等を審議

（２）本局における審査機能の強化 ・売払いを行う場合は、本局が審査を行い、本局の同意
を得て、売払いを行っていた。売払いを行う場合、事前に本局の審査を受ける

（３）開発建設部における審査機能の強化 ・登記事務等チェックリストを活用し、クロスチェックを実
施していた。登記事務の多段階審査及び審査の責任の所在を明確化

（４）公印管理の徹底 ・用地課、契約課ともに決裁書類を確認の上押印及び
厳重な管理を行っていた。決裁文書等の十分な確認と厳重な保管

（５）研修等の充実
・各開建ともに積極的に参加していた。

本局主催の会議、研修、スタッフ別研究会等への積極的な参加

監査報告

○監査項目 過去の不祥事の風化防止対策について
○監査目的 不祥事の未然防止のため、これまでに定めた不正防止対策を確実に実施することは、当局が国民の信頼を得るために重要なことである。

過去の不祥事が風化しないよう、また再発防止策が形骸化しないよう、次の項目について監査を実施する。
・国有財産事務の不適切事例に係る再発防止策（「国有財産の管理及び処分事務に係る厳正な事務処理の徹底について」（平成２４年
３月２７日北開局会第７４３号）の実施状況・課題等

○監査対象・方法 ①本局会計課、函館、小樽及び留萌開発建設部を対象に書面監査を実施
②上記開発建設部を対象に現地監査（面談監査）を実施

平成３０年度 一般監査（「過去の不祥事の風化防止対策について」）

監査項目等

（１）職員への周知 ～ 課内会議等において、「非違行為事例集」を活用するなどして、過去の不祥事と再発防止策を説明していた。（全開建）
（２）管理職員による業務処理状況の把握 ～ 必要に応じ課長自らスタッフミーティング等に加わるなど、日頃から業務処理状況の把握に努めていた。（全開建）

・ 本局は、引き続き局長指示等に基づく再発防止策を適切に行うよう指導すること。また、今後、開発建設部が売払いを行うことがレアケースとなることを踏ま
え事務処理に懸念を抱いていることなどから、開発建設部からの意見や要望の把握に努め、必要なフォローアップを行うこと。

１．再発防止策の実施状況・課題等

２．風化防止と再発防止策の確実な実施に向けた取組

監査対象開発建設部においては、局長指示等に基づく再発防止策の取組が、通常の事務処理として実施され、定着していることが確認できた。
今後は以下の点も念頭に、取組を実施していく必要がある。



平成３０年度 一般監査報告

平成３１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 入札契約事務の適正な執行について

・研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組

・事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組

・機密情報管理の徹底に関する取組

・応札・落札状況の徹底に関する取組

２ 女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組について

・業務プロセスの改善に関する取組等

３ 過去の不祥事の風化防止対策について

・国有財産事務の不適切事務に係る再発防止策の実施状況・課題等

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やワークライフバラン

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 入札契約事務の適正な執行について
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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

入札契約事務の適正な執行について

３ 監査目的・監査内容

平成２９年度本省特別監察報告書における提示意見において、「本局においては、

管内の全ての事務所等に対し、２年または３年で一巡して、提示意見に対する取

組状況について監査を行い、実態を的確に把握し、適切な取組がされていない場

合には指導、助言の上、改善させること。」とされたため、３年をかけて、全開発

建設部に対し、本省特別監察における提示意見のフォローアップを一般監査に位

置づけて実施し、今後の入札契約事務の適正な執行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

函館、小樽及び留萌の各開発建設部を対象に書面監査を実施し、以下のとおり

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

函館開発建設部 平成３０年１２月１３日、１４日

小樽開発建設部 平成３０年１２月６日

留萌開発建設部 平成３０年１２月１０日、１１日
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監査結果

１ 研修等コンプライアンス意識の高揚に関する取組

（１）研修等において重点的に伝えるべき事項

違法性の認識に関する研修の徹底の観点から、改めて、全ての職員に自分

の身近な問題として認識させるため、以下の事項を重点的に伝えることに留

意して、コンプライアンス講習会、職場内ミーティング等を実施していた。

・入札談合等入札に関する違法行為に関与した職員に対しては、厳正な懲

戒処分、損害賠償請求、刑事処罰等がなされること

・自ら望まなくとも、周囲の状況次第で入札談合等の事案に巻き込まれる

ことがあり得ること

・過去に生じた不祥事事案に関し、当該事案の要因・背景を具体的に取り

扱うこと

（２）受講の徹底

上記コンプライアンス講習会、職場内ミーティング等の実施に当たっては、

以下のとおり、全職員を対象に受講の徹底を図っていた。

・コンプライアンス講習会等に参加できなかった職員に対しては個別に対

応し、全職員に年１回以上、受講させていた

・本部総務課は、全職員の受講状況を把握していた

（３）発注担当職員に対するコンプライアンス意識のさらなる徹底

発注担当職員は、入札契約事務に関する機密情報を自ら作成し、又は取り

扱っており、不当な働きかけを受けるおそれがあることを踏まえ、職場内ミ

ーティングを活用するなどして、入札契約事務に係るコンプライアンス意識

のさらなる徹底を図っていた。

（４）発注者綱紀保持規程違反等に関する報告についての周知の徹底

外部の者からの不当な働きかけや、開発局内の他の職員による不当な働き

かけ等の発注者綱紀保持規程違反に関する報告について、以下の点に留意し、

職場内ミーティング等において周知徹底を図っていた。

・報告は職員に課せられた義務であること

・報告窓口となる発注者綱紀保持担当者名・連絡先等に関すること

・報告を怠った場合には処分があり得ること

２ 事業者・ＯＢ等との接触・対応に関する取組

（１）事業者等とのオープンな場所での対応の徹底

発注担当職員は、事業者等との応接に当たって、原則として、執務室の外

にオープンな場所を設けて、複数の職員により対応するとともに、これによ

ることができない場合は、事前に所属長等の承諾を得るなど、発注者綱紀保

持規程に定められた事業者等との応接方法の徹底を図っていた。
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（２）積算業務、技術審査・評価業務等を担当する課室への自由な出入りの制限

発注事務に関する業務を行っている全ての課室において、入札契約に係る

機密情報漏えい防止のための取組であることを常時、掲示等により周知した

上で、事業者等の執務室への自由な出入りを制限していた。

（３）次長室等の可視化、大部屋化等の推進

高知県内における入札談合事案に関する再発防止対策の主旨を踏まえ、次

長室及び副所長室の可視化、大部屋化に取り組んでいた。

＜オープンな場所の設置＞ ＜入室規制に係る掲示文＞

３ 機密情報管理の徹底に関する取組

（１）積算業務と技術審査・評価業務の分離体制の確保

それぞれを異なる者に取り扱わせることにより、分離体制を確保していた

が、同じ課で、積算業務と技術審査・評価業務の両方の情報を取り扱ってい

た。

（２）「情報管理整理役職表」の適切な更新等の徹底

機密情報の取扱いを明確にするため、「情報管理整理役職表」を適切に更新

していた。

また、本官発注工事の入札関連情報に関して、事務所等職員が設計図書の

作成に関与する場合についても、当該事務所等職員を「業務上取り扱う者」

として本部の「情報管理整理役職表」に明記しており、適切に処理されてい

た。

情報管理責任者は、発注者綱紀保持規程により、少なくとも毎年度１回は

実施することとされている点検を適切に行っていた。点検に際しては、「情報

管理責任者」が管理すべき情報の種類（予定価格、技術評価点等）及び媒体

（文書、データ）並びに点検結果（適・否・対象外）を明示した点検表によ

り点検していた。

「情報管理総括責任者」は、「情報管理責任者」からの点検結果の報告内容

に関し、点検が適切に行われているか確認、把握し、点検が適切に行われて

いないと見られる場合には、指導等を行うこととしていた。
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（３）発注事務に関する書類等の管理の徹底

発注事務に関する書類等について、文書化したものは施錠できる書庫等に

て管理し、データについては「情報管理責任者」が指定するサーバー内で管

理する等、発注者綱紀保持マニュアルに定められた管理方法の徹底を図って

いた。

（４）事務所等へ送付される工事の履行確認のために必要な情報の管理の徹底

工事の履行確認のために必要な特別契約書の附属書類である施工計画又は

技術提案書については、担当者以外の者へ情報が漏えいしないようにするた

めに、送付に際しては、書類の手渡しや、パスワード付きのファイルでのメ

ール送信等の方法により送付していた。

また、平成２８年度に発覚した中部地方整備局事案を踏まえ、施工計画又

は技術提案書の管理の厳格化について、指導・注意喚起していたが、一部の

課において、施錠できる書庫等にて管理していなかったり、履行確認後に速

やかに処分していなかった。

４ 応札・落札状況の分析に関する取組

（１）応札・落札状況の分析方法の工夫

応札・落札状況の分析に際しては、必要に応じ、個々の工事の応札・落札

状況だけでなく、以下の点にも着目するなど分析方法を工夫していた。

・時系列的な推移や傾向等に着目した応札・落札状況

・事業毎（道路、河川、港湾、農業等）の応札・落札状況

・管内の地域毎の応札・落札状況 等

（２）年平均落札率の高止まり等の傾向が見られる場合において講ずるべき措置

一般土木Ｂ及びＣ等級工事について、上記（１）の応札・落札状況の分析

結果を踏まえ、年平均落札率が９５％超で高止まりしている場合や、応札・

落札状況から違法行為が疑われる場合、過去に当該地域において「談合情報」

又は「談合疑義事実」があった場合等、談合の疑いが思料されることを踏ま

え、職員の違法行為への関与の防止及び入札契約の適正化の観点から、以下

の措置をそれぞれ講じていた。

①発注者綱紀保持

事業者等との接触・対応ルールや機密情報管理の徹底等発注者綱紀の

一層の保持に努めること。

②事業者との意見交換会等の場における対応

事業者との意見交換会等の場で事業者に対し、発注者として、応札・

落札状況を継続的に注視していること及び談合情報や談合疑義事実には

マニュアルに従って厳正に対処することを示していた。

③入札参加資格の見直し等

より競争性が確保される環境の整備に向けて、必要に応じ、以下の措

置を講じていた。
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・等級区分の拡大、施工実績要件の緩和等入札参加資格の見直し

・事業者の参加を増加させ、競争性を確保する取組として、チャレン

ジ型、技術者育成型等の総合評価落札方式の一層の活用 等

（３）調査基準価格と同額での入札が発生する傾向が見られる場合において講ず

るべき措置

調査基準価格と同額での入札が発生する傾向は見られなかったが、職員が

調査基準価格や技術評価に関する機密情報の漏えい等の違法行為に巻き込ま

れることがないよう、以下の措置を講じていた。

①発注者綱紀保持

事業者等との接触・対応ルールや機密情報管理の徹底など発注者綱紀

の一層の保持に努めること。

②入札業者へのヒアリング等

発注者綱紀保持の観点から必要があるときには、担当職員や当該入札

事業者にヒアリングを行うなどの対応をすること。

（４）談合疑義事実処理マニュアルの運用

「談合疑義事実」の該当性の適否については、談合疑義事実処理マニュア

ル及び関連事務連絡に従い、公正入札調査委員会において適切に審議、判断

していた。
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意見

今般、監査を行った結果、平成２９年度本省特別監察報告書における提示意見に

対する取組が、おおむ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 積算業務と技術審査・評価業務について、情報を取り扱う者を分離するだけ

ではなく、より有効な分離体制の確保について、検討を進めること。

２ 機密情報管理の徹底について、契約課から監督職員等へ送付される特別契約

書（写）の附属書類である施工計画又は技術提案書は、受注者にとって秘匿性

の高い情報が含まれていることから、担当外の職員が閲覧できないよう、施錠

できる書庫等で適正に管理が行われているか再確認するとともに、履行確認後

は速やかに処分すること。
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２ 女性職員活躍とワークライフバランス推進の取組について
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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

女性職員活躍とワークライフバランスの推進に関する取組について

３ 監査目的・監査内容

当局では、「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための国土交

通省取組計画」に基づきワークライフバランスの推進に取り組んでいるところで

ある。ワークライフバランスを実現するためには、全ての職員が働きやすく、そ

の時々の状況に応じた多様で柔軟な働き方を行いつつ公務を支える仕組みへの転

換を図っていく必要がある。このため、昨年度に引き続き、業務プロセスの改善

・業務効率化の工夫、超過勤務縮減、休暇取得促進等に関する本局及び開発建設

部の取組状況の監査を行うとともに、ワークライフバランスの推進に関する総務

担当次長への意識調査を行い、当局におけるワークライフバランスの推進に資す

ることを目的とする。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

本局及び函館、小樽、留萌の各開発建設部を対象に書面監査を実施し、以下の

とおり現地監査（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３０年１２月 ６ 日

留萌開発建設部 平成３０年１２月１０日、１１日

函館開発建設部 平成３０年１２月１３日、１４日



- 11 -

監査結果

１ ワークライフバランスを推進するための取組

（１）本局における取組状況

本局においては、「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のた

めの国土交通省取組計画」（以下「取組計画」という。）について、平成３０

年４月の改正を受け、本局各部等の長及び各開発建設部次長（総務担当）に

対し、引き続き、ワークライフバランスの推進に積極的に取り組むよう通知

するとともに、北海道開発局イントラネット（以下「イントラ」という。）

に掲載し、職員に周知していた。

また、平成２８年８月に北海道開発局として選定した重要テーマについて、

平成３０年９月に各開発建設部総務課長に対して継続する旨周知し、引き続

き、業務プロセスの改善と業務効率化の工夫に取り組むよう指導していた。

（２）開発建設部における取組状況

監査対象開発建設部においては、取組計画の改正について、本局からの通

知を受け、各課所等の長にメール等で通知するとともに、会議や職場ミーテ

ィングなどの場を通じて、職員に説明、周知していた。

また、ワークライフバランス推進強化月間（７・８月）に当たり、以下の

ような取組が行われていた。

・幹部職員による庁舎内巡回や庁舎内放送などにより定時退庁、休暇取得促

進の呼びかけを行うことを部内会議の場において周知し、本部各課等の長、

事務所副所長及び事務所総務課長に対して当該月間における取組を徹底す

るよう指示していた。（函館）

・部内職員に対し、業務見直し・効率化、超過勤務縮減、休暇の取得、フレ

ックスタイム・ゆう活の活用など、ワークライフバランスの推進に積極的

に取り組むよう促すメールを部長自ら発信していた。（留萌）

（３）ワークライフバランスに係る開発建設部の幹部職員の意識

ワークライフバランスの推進について、監査対象開発建設部の次長（総務

担当）に対しヒアリングを実施したところ、ワークライフバランスの重要性

を十分認識し、取組を主導していた。

① ワークライフバランスの重要性の認識について

若年層の女性職員の増加に伴う育児や高齢職員による親の介護など、男

女ともに時間的制約を抱える職員が増えていくことが想定されるとともに、

今後、業務の最前線となる係長級の職員は多くの女性が担うことは明らか

であり、全ての職員が能力を発揮できるよう、また、公務の持続性の観点

からもワークライフバランスの取組は極めて重要との認識が示された。

② 業務プロセスの改善について
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・職場ミーティングや幹部職員の現場訪問を通じて、職員から業務改善に

かかる意見や提案を把握していた。

・各開発建設部の実情に応じ、旅費事務のアウトソーシング、開示請求事

務の簡素化、特殊車両取り締まり業務の委託拡大等、業務改善に取り組

んでいた。

③ 超過勤務の縮減、休暇取得等の取組について

・取組計画において、超過勤務時間を月６０時間、週２０時間を上限目安

とすることとされており、年次休暇の取得目標を平成３２年度までに１

人当たり１５日とするとされている、これらの目標達成に向けては、職

場マネジメントやコミュニケーションの活性化、職場環境の整備等、管

理者の果たす役割が大きいとの認識が示された。

・超過勤務の縮減に向けては、毎月中旬に職員の１ヶ月の超過勤務予測時

間を作成したり、やむを得ず週２０時間を超えた職員については翌週に

幹部職員へ報告するなど、工夫を凝らしながら職員の超過勤務状況を把

握したうえで、幹部職員から所属長に対し指導していた。

・年次休暇の取得促進に向けて、取得状況を「見える化」して課所長や職

員の意識啓発を図る取組を行っていた。

２ 業務プロセスの改善等の取組状況

（１）業務プロセスの改善を推進・検討する体制

① 本局における状況

ア 体制

本局においては、従来から継続した取組として、イントラに職員から

の意見・提案を受け付ける「ご意見箱」を設置し、提出された意見とそ

の回答のうち、職員へ広く周知が必要なものを公開していた。また、幹

部職員の現場訪問や職場ミーティングにおける職員からの意見・提案に

ついては、局内各課等及び各開発建設部総務課から報告を受け付けてい

た。

イ 取組

業務プロセスの改善を持続的な取組とするため、各開発建設部での業

務改善に資する取組を取りまとめ、平成３０年１月に開催された次長（総

務）会において、他の開発建設部における取組の中から自らの開発建設

部において新たに実施する取組について、平成３０年９月末までに報告

するよう依頼しており、報告内容については、今後、各開発建設部と共

有することとしている。

また、業務効率化の工夫に関し、会議のペーパーレス化については、

タブレットを用いたシステム導入を本局で検討・試行した後、開発建設

部へ情報を提供することとしている。

② 開発建設部における状況

ア 体制

監査対象開発建設部においては、部の業務推進方針、課所の業務運営
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方針・プランに、業務プロセスの改善に係る取組の実施を掲げ、年間を

通じ継続して取り組むこととしており、総務課から部内各課所に、業務

プロセスの改善に係る取組の実施と取組状況の報告を依頼するとともに、

職場ミーティングや幹部の現場訪問等を通じて出された職員からの意見

等については、総務課に報告する体制を取っていた。

イ 取組

職員からの意見等については、その内容に応じて部内担当課に検討を

依頼するなどしていた。また、業務プロセスの改善を持続的な取組とす

るため、以下のような取組が行われていた。

・課所内における意見等の把握と業務改善に繋がる取組の検討を継続的

に行うため、各課所における業務プロセスの改善に係る取組状況や意

見・要望等を月１回開催される事務課長等会議での報告事項の一つと

していた。（小樽）

（２）業務プロセスの改善に資する具体的な取組内容

監査対象開発建設部において、取組計画に記載の「業務プロセスの改善」

や「業務の効率化」に係る各項目の取組と開発建設部が独自に実施している

取組についての書面監査とヒアリングを本部及び事務所担当者に行い、その

実施状況等を確認した。

開発建設部における取組事例のうち、主なものは以下のとおりであるが、

ヒアリングにおいては、会議の効率化やペーパーレス化には機器等の職場環

境の整備も重要という意見や、職員との日常会話や普段の声かけを通じて意

見や要望を聞くことが多いため、職場の雰囲気づくりが重要という意見があ

った。

① 業務の整理と業務分担の明確化

・部内全課所の旅行チケットの手配をアウトソーシング（函館）

・特殊車両の現地取締業務の外注化により、本部及び事務所職員の負担を

軽減（小樽）

② 資料作成業務の効率化

・用地関係事務について、資料作成に係る様式、編纂方法、作成マニュア

ル等課内で統一し、毎年度、修正点を洗い出し改正（函館）

③ 窓口業務の改善

・窓口業務担当者がメールで部内各課所に作業依頼をする場合や本局から

のメールを通知・周知する場合に、依頼・通知先の負担軽減のため、件

名に「作業あり」と付記したり、メール本文に依頼・通知の内容や添付

ファイルの概要を簡潔に付記（対象全開建）

④ 資料の整理

・課所で共有すべき資料を共有サーバー・フォルダに保存して業務の属人

化を改善したり、業務の効率化、行政文書の管理の適正化の観点から、
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共有サーバー・フォルダに保存されている資料等の見直し、整理を実施

（対象全開建）

⑤ 会議の効率化

・部内で開催される会議等の資料を参加者に事前に配布（対象全開建）

・災害発生時の迅速な情報共有、本部・事務所間の打合せ等の効率化を目

的としたＴＶ会議の開催（小樽、函館）

⑥ 会議のペーパーレス化

・入札・契約手続運営委員会等において、パソコンを活用したペーパーレ

ス化によって準備作業等を省力化（対象全開建）

⑦ その他開発建設部独自の取組

・本部各課等の長及び事務所総務課長を集めた会議において、「適切な業務

マネジメント」をテーマに管理職員の業務プロセスの改善に係る意識啓

発を図るための意見交換会を実施（別紙 図－１）（函館）

・行政文書の適正な管理を目的に、文書管理規則による文書の種類、廃棄

時期等が視覚的に判別できるよう色分けしたラベル（背表紙）を使用（別

紙 図－２）（留萌）

３ 勤務時間マネジメントの取組状況

（１）超過勤務の状況と超過勤務の縮減に向けた取組

① 超過勤務の状況について

平成２７～２９年度における監査対象開発建設部の超過勤務の状況は、

下表のとおりであり、職員１人当たりの月平均超過勤務時間は、２０時間

程度になっているが、災害対応等のやむを得ない事情により、超過勤務時

間が月６０時間を超えた者も少なからず見受けられた。

（単位：時間、％）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

函館 超過勤務時間数（時間）※1 ２０ ２１ １９

60時間以上出現率（％）※2 ２．５ ３．２ ２．５

80時間以上出現率（％）※3 ０．２ ０．６ ０．３

小樽 超過勤務時間数（時間）※1 ２１ ２０ ２１

60時間以上出現率（％）※2 ２．９ ２．９ ３．０

80時間以上出現率（％）※3 ０．４ ０．６ ０．６

留萌 超過勤務時間数（時間）※1 ２１ ２０ １９

60時間以上出現率（％）※2 １．９ １．４ ２．６

80時間以上出現率（％）※3 ０．３ ０．３ ０．６

注1） 超勤対象職員数は、各年度の4月1日現在の「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける常勤職員（管

理職を除く）とし、育児休業、専従・研究休職及び病気休職者並びに再任用職員、臨時任用職員、任期付職員は

除く。

※1 職員1人当たりの月平均超過勤務時間数（年度内総超過勤務時間数／（職員数×１２月））
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※2 月当たり超過勤務時間60時間以上職員延べ人数×100／（職員数×１２月）

※3 月当たり超過勤務時間80時間以上職員延べ人数×100／（職員数×１２月）

② 超過勤務の縮減に向けた取組

監査対象開発建設部においては、取組計画において、超過勤務を月６０

時間以内とする目標時間及び週当たりの超過勤務時間の上限目安を週２０

時間とされていることを踏まえ、適正な勤務時間管理の徹底、職員の意識

啓発等のため、以下のような取組が行われていた。

・課所長会議や管理職員が出席する会議等の場で、勤務時間マネジメント

や組織的な進行管理の徹底を指導しており、管理職員が自ら定時退庁を

心がけ、率先して実践することで退庁しやすい雰囲気づくりを行ってい

た。（対象全開建）

・超過勤務が月６０時間や週２０時間を超えそうな職員については、予め、

総務課が把握するなどし、部内幹部とも情報共有した上で所属長に対し

て業務の進行管理等所要の対応を行うよう指示、指導していた。（対象全

開建）

・災害対応や新たな業務等により職員の超過勤務の増加が発生又は見込ま

れる場合には、所属長が課所内の分担見直しや調整、非常勤職員、発注

者支援業務の活用などにより職員の負担軽減を図っていた。（対象全開建）

・「残業ゼロの日」に総務課から部内職員に対して、勤務時間終了後は速や

かに退庁するようメールで周知を行っていた。（対象全開建）

・部内各課所における「残業ゼロの日」の退庁状況を取りまとめ、メール

で職員に周知していた。（小樽）

・平成２８～３０年度の月別超過勤務時間数の推移を取りまとめ、総務課

掲示板を活用して部内職員に周知していた。（留萌）

（２）年次休暇・定時退庁の状況、年次休暇取得のための取組

① 年次休暇、定時退庁の状況について

監査対象開発建設部の平成２７～２９年における年次休暇の取得日数と

定時退庁の状況は、下表のとおりであり、当該開発建設部における平成２

９年の職員１人当たりの年次休暇取得日数については、取組計画における

目標（職員１人当たりの年次休暇取得日数：平成３２年までに１５日）を

達成している状況だった。

（単位：日、％）

平成27年 平成28年 平成29年

小樽 年次休暇取得日数（※１） １５ １５ １６

定時退庁率（※２） ８２．３ ８２．１ ８１．０

函館 年次休暇取得日数（※１） １５ １５ １５

定時退庁率（※２） ７９．３ ７９．３ ８０．６

留萌 年次休暇取得日数（※１） １３ １３ １５

定時退庁率（※２） ７９．３ ７９．３ ８２．５

注１）暦年単位の集計とし、対象職員は、各年の1月15日現在の「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受

ける常勤職員とし、育児休業、専従・研究休職及び病気休職者並びに再任用職員、臨時任用職員、任期付職員
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は除く。各年の1月2日以降に採用された職員（公庫等との人事交流により採用された職員を含む。）及び退職

した職員は除く。

※1 職員1人当たりの年間取得日数（年間総年次休暇取得日数／職員数）

※2 定時退庁日に定時退庁した職員延べ人数×100／/定時退庁日に出勤した職員延べ人数

② 年次休暇取得のための取組について

監査対象開発建設部においては、取組計画における職員１人当たりの年

次休暇取得日数の目標を踏まえ、休暇を取得しやすい職場の雰囲気の醸成、

職員の意識啓発等のため、以下のような取組が行われていた。

・「残業ゼロの日」など、総務課から部内職員に対して早期退庁を促すメー

ルを活用し、取組計画における年次休暇の取得目標日数を周知して年次

休暇の取得を促すとともに、管理職員に対しては、率先した休暇取得と

職員が休暇取得をしやすい職場環境づくりに努めるよう指導していた。

（対象全開建）

・休暇計画・予定表については、各課所内の共有サーバ等に保存され、職

員それぞれが休暇予定を入力しており、他の職員はそれを閲覧したり、

職場内ミーティングの場等で職員の休暇取得の予定が共有されていた。

（対象全開建）

・課内職員が月１回休暇を取得しているかどうかを課長自ら休暇計画表で

把握し、課内職員に対して、計画的な休暇の取得と休暇計画表への入力

をメールで促しており、更に休暇取得が少ない者には個別に声かけを行

っていた。（函館）

・総務課から部内職員に対して、プレミアムフライデーの前日にメールで

早期退庁と週休日に合わせた休暇取得等を促すとともに、月ごと・課所

ごとに集計した部内の年次休暇の取得状況（別紙 図－３）も周知して

いた。（小樽）

４ 両立支援制度の周知・取組状況

（１）本局における状況

本局においては、以下のとおり、職員に対する周知と取組が行われていた。

① 周知状況

本局各課等の長及び各開発建設部次長（総務担当）に対して、取組計画

に基づき、当局が平成２９年８月から導入している「部下職員の子育て両

立支援のためのチェックシート」の取組を改めて周知するとともに、男性

職員の育児休業等の利用促進については、取組計画における男性職員の育

児休業取得率、配偶者出産休暇・育児参加休暇の数値目標と当局における

実績を周知して、両立支援制度の積極的活用と休暇を取得しやすい職場環

境の整備に努めるよう通知していた。

② 取組状況

・男性職員の育児休業及び男の産休について、幹部の意識啓発と取組の推

進を図るため、平成３０年１０月に開催された本局幹部連絡会議におい

て、全府省、国土交通省及び開発局における取得状況等を情報共有して
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いた。なお、開発局における取得状況については、下表のとおりであり、

取組計画における男性職員の育児休業等の目標値と比べると低い状況で

あった。

開発局の取得状況

育児休業を取得した男性職員の割合 H29年度 3.2%

※目標値：Ｈ32年までに13％以上 (H28年度 1.2%）

男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のた
H29年度 3.5日

めの休暇の合計取得日数
（H28年度 2.7日）

※目標値：Ｈ32年までに5日以上

※平成30年10月15日開催 幹部連絡会議資料から抜粋

・育児休業中の職員への支援のため、両立支援に関する情報を定期的にお

知らせする「ワークライフバランス通信」（別紙 図－４）を新たに作成

し、平成３０年６月、８月及び１１月に発行・情報提供を行っていた（今

年度は４回発行予定）。

・男性職員の育児参加等の休暇について、新たに休暇制度の内容や取組計

画の取得目標等を記載したリーフレット「男の産休について」（別紙 図

－５）を独自に作成し、イントラに掲載して職員に対して周知していた。

（２）開発建設部における状況

監査対象の全ての開発建設部において、以下のとおり、職員に対する周知

と取組が行われていた。

① 周知状況

・育児・介護の両立支援制度の活用について、部内課所等の長に対し、職

員本人又は配偶者に出産予定がある旨の情報を得た場合は、速やかに両

立支援相談員（総務課長）に報告すること、報告を受けた相談員は、職

員に両立支援制度を紹介するパンフレット等を配布することになってい

ることを改めて周知し、引き続き、両立支援制度を活用しやすい職場環

境の整備に努めるよう通知していた。

・男性職員の育児休業等の利用促進について、部内職員に対し、取組計画

における男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休暇の数値目標とリーフ

レット「男の産休について」をメールで周知し、男性職員の育児休業等

の利用を促していた。

・仕事と育児・介護の両立支援に関する各種ハンドブック、パンフレット

等については、開発建設部の総務課掲示板等を活用した部内職員への周

知が行われていた。

② 取組状況

・課所長会議等の場で、仕事と育児の両立を支援する制度や昨年度から導

入した「部下職員の子育て両立支援のためのチェックシート」の取組に

ついて概要等を説明するとともに、両立支援制度を活用しやすい職場環
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境の整備に努めるよう、管理職員への意識啓発を図っていた。

・職員又は配偶者の出産予定について、総務担当者への口頭報告や「部下

職員の子育て両立支援チェックシート」による報告のほか、四半期毎の

出生予定等調べ等により把握していた。また、介護については、職員か

ら人事担当者への相談や所属長による人事面談時に職員から聞き取るな

どにより把握していた。

・職員の配偶者の出産予定の情報を把握した両立支援相談員（総務課長）

は、取組計画における男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休暇の数値

目標を踏まえ、職員に対して、両立支援制度に関連する各種パンフレッ

ト等を周知して積極的な休暇取得を促すとともに、所属長に対しても、

職員への両立支援制度の積極的活用の指導と当該制度を活用しやすい職

場環境作りを通知していた。

・育児休業中の職員がいる開発建設部においては、総務課の担当補佐から

育児休業者に対して、郵送やメールで本局が発行した「ワークライフバ

ランス通信」等の情報提供を行っていた。
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意見

「女性職員活躍と職員のワークライフバランスの推進のための国土交通省取組計

画」に基づくワークライフバランスの推進について、本局及び開発建設部において

は、それぞれ工夫をしながら様々な取組を実施していることが確認できた。

ワークライフバランスの推進については、引き続き、以下の点も踏まえ、取組を

推進していく必要がある。

１ 業務プロセスの改善等について、引き続き、職員が業務改善等の意見や提案

をしやすい職場環境・雰囲気づくりに努め、職員の意見等を聴きながら取り組

むこと。その際、業務の効率化のみならず、業務そのものの廃止も念頭に取組

を推進し、また、取組の推進に資する機器等の整備にも努めること。

２ 超過勤務の縮減及び年次休暇の取得促進について、引き続き、幹部職員等は

自ら早期退庁、休暇の取得に努め、職員が定時退庁、休暇取得をしやすい職場

環境・雰囲気づくりに努めること。また、管理職員は、職員の健康管理、疲労

蓄積防止の観点も含め、適正な勤務時間マネジメントに努めること。

３ 育児休業、介護休暇等の両立支援制度について、引き続き、職員に対して丁

寧に制度の周知や情報提供を行うとともに、職員が両立支援制度を活用しやす

い職場環境・雰囲気づくりに努めること。その際、国土交通省取組計画におけ

る男性職員の育児休業取得率等の目標を念頭に、男性職員への意識啓発に努め

ること。



- 20 -

［別紙］

＜図－１ 函館開発建設部「管理職員向け意見交換会」＞

＜図－２ 留萌開発建設部「Color Label Control（カラコン）」＞
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＜図－３ 小樽開発建設部「年次休暇の取得状況」＞

＜図－４ 本局「ワークライフバランス通信」＞
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＜図－５ 本局「男の産休について」＞
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３ 過去の不祥事の風化防止対策について
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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

過去の不祥事の風化防止対策

３ 監査目的・監査内容

不祥事の未然防止のため、これまでに定めた不正防止対策を確実に実施するこ

とは、当局が国民の信頼を得るために重要なことである。過去の不祥事が風化し

ないよう、また再発防止策が形骸化しないよう、国有財産事務の不適切事例に係

る再発防止策の実施状況・課題等について監査を実施する。

４ 監査対象箇所、監査期間及び監査方法

本局を対象に書面監査を、函館、小樽、留萌の各開発建設部を対象に書面監査

を実施したほか、以下のとおり現地監査を実施した。

【現地監査実施概要】

監査対象箇所 監査期間

函館開発建設部 平成30年12月13日

小樽開発建設部 平成30年12月6日

留萌開発建設部 平成30年12月10日



- 25 -

監査結果

１ 国有財産事務の不正防止対策の取組

国有財産事務の不正防止対策については、職員が正規の手続きを経ずに関係書

類を無断で作成し、隣接する土地所有者に無断で売却、土地代金を受領した上、

所有権移転登記を行うという不正事案（以下「国有地無断売却事案」という。）

を受け、その再発防止策として「国有財産の管理及び処分事務に係る厳正な事務

処理の徹底について」（平成２４年３月２７日北開局会第７４３号。以下「局長指

示」という。）が発出されている。

また、「国有財産に係る事務処理について」（平成２９年４月３日会計課長事務

連絡。以下「会計課長事務連絡」という。）により、局長指示の具体的な運用等を

定めている。

なお、局長指示及び会計課長事務連絡の内容は、売払いや登記事務のみならず、

適正に国有財産を管理及び処分するために必要な通常の事務処理ではあるが、よ

り厳正な事務処理の徹底を図るものである。

局長指示及び会計課長事務連絡に基づく取組は、以下のとおりである。

（１）国有財産事務に係る処理会議の設置

・本局及び開発建設部に設置し、普通財産及び公用財産について、主に国有

財産事務に関する事務処理の基本方針、国有財産の現状把握、国有財産事務

に関する事務処理等の総括管理、監査機関による監査等における指摘事項に

係る対応等について審議

（２）本局における審査機能の強化

・開発建設部で国有財産の売払いを行う際は、事前に本局の審査を受けなけ

ればならない。

（３）開発建設部における審査機能の強化

・分筆登記、所有権移転登記等の登記事務については、会計課長事務連絡で

定める登記事務等チェックリストに基づき、経理課内で多段階審査を実施す

るとともに、必要に応じて関係課等からも多段階審査を受ける。

・経理課長を審査責任者とし、審査の責任の所在を明確化

（４）公印管理の徹底

・公印の管理責任者等は、決裁文書等を十分確認し押印することを徹底

・公印を金庫等により厳重に保管することを徹底

・経理課から用地課への嘱託印の押印依頼は、すべて依頼文書をもって行う

こと。

（５）研修等の充実

・開発建設部の経理課長、課長補佐、国有財産事務担当職員は、本局が実施



- 26 -

する国有財産事務に関する研修、会議、スタッフ別研究会等へ積極的に参加

すること。

上記の再発防止策のほか、不法占使用、不法侵入、不法投棄、隣接者とのトラ

ブル等の発生を防止するため、「国有財産の管理における現地確認等について」（平

成２４年４月２７日会計課長事務連絡）において、年１～３回の現地確認を行う

ことを定めている。

２ 再発防止策の取組状況

局長指示に基づく再発防止策の取組状況について、対象開発建設部を監査した

結果は以下のとおりである。

（１）国有財産事務に係る処理会議の設置

・処理会議は、「国有財産事務に係る処理会議設置要領」（平成２４年３月２

７日北開局会第７４５－１号）第３条第１項において、平成２９年度以降は

年１回以上、会計課長事務連絡において、年度当初又は前年度末（３月～５

月を目処）に開催することが定められている。

平成２９年度は、函館及び小樽開発建設部においては、年度末に１回開催

し、当年度の国有財産の処分状況及び次年度の国有財産の処分に関する基本

計画を審議していた。留萌開発建設部においては、年度当初に当年度の国有

財産の処分に関する基本計画を、年度末に当年度の国有財産の処分状況につ

いて審議していた。

なお、平成３０年度についても同様に開催する予定とのことであった。

（２）本局における審査機能の強化

・函館及び小樽開発建設部においては、平成２４年度と平成２５年度にそれ

ぞれ売払い事務処理のため本局に審査を依頼し、本局の同意を得て、売払い

を行っていた。

・留萌開発建設部では本局に審査を依頼する案件がなかった。

（３）開発建設部における審査機能の強化

・登記事務に係る経理課内の審査は、会計課長事務連絡に定める「登記事務

等チェックリスト」に基づき、担当者と担当者以外との職員のクロスチェッ

クを行い、多段階審査を行っていた。

・経理課長は、処理会議の方針と相違ないか、事務処理の必要性、妥当性に

ついて担当者に説明を求めるなどし、最終的な審査責任者として押印してい

た。

なお、関係課等による多段階審査については、監査対象開発建設部におい

ては実績がなかった。
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（登記事務等チェックリストの様式）

（４）公印管理の徹底

①不動産登記嘱託職員の印

・経理課は用地課に不動産登記嘱託職員の印の押印を依頼する際は、事務連

絡をもって依頼を行っていた。

・用地課は経理課から押印依頼があったときは、用地課の取扱主任者が決裁

資料等を確認の上、押印を行っていた。

・管理責任者である用地課長又は取扱主任者である用地課長補佐が、使用の

都度金庫から取り出し、使用しないときは施錠し金庫に収納するなど、適正

に管理していた。

②契約担当官の印

・契約担当官の押印を行う場合は、契約担当官の補助者である契約課長が書

類を確認の上、押印を行っていた。

・契約課においては、契約課長又は契約課長補佐が、公印を使用しないとき

は施錠可能な金庫に収納するなど、適正に管理していた。

（５）研修等の充実

・各開発建設部は、本局会計課が主催するスタッフ別研究会に毎年２～３名

を参加させており、参加する担当者は、事前に示される議題に対する開発建

設部の見解をスタッフミーティングで話し合うなど、積極的に取り組んでい

るとのことであった。

・会計事務処理マニュアルを改定した際は、経理課長会議やスタッフ別研究

会にて、改正内容の周知を行っているほか、会計課のイントラネットポータ

ルサイトに掲載し、周知を図っていた。

経理課長 補佐
上席経理

専門官
経理専門官 担当者

　○○町職員宿舎

　○○町職員宿舎売払いに伴う移転登記について

［処理方針］

① 処理会議の方針と相違ないか

［売払事務手続］

① 売払財産の発生

② 公用・公共用の取得照会

③ 看板設置、HP掲載

④ 国有財産評価額の決定

⑤ 固定資産税評価額の照会

⑥ 売払決議

⑦ 売払措置請求

⑧ 入札公示

⑨ 入札説明会

⑩ 入札

⑪ 契約

⑫ 代金納付確認

⑬ 国有財産総合情報管理システム登録

［登記関係書類］

① 登記嘱託書

② 登記原因証明情報

③ 法人登記簿・住民票

④ 登録免許税領収証書

⑤ 固定資産税評価額の証明書

⑥ 登録免許税の算定書

平成　　　年　　　月　　　　日

審査の結果、妥当と認める。

審査責任者　経理課長　　○　　○　　○　　○　　　印

嘱託印取扱者 別紙様式４

登記事務等チェックリスト

口座名

処理内容

平成　　　年　　　月　　　日

当該手続が
必要な理由

審査事項

□　　な　　い

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

□　　確認済

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

□　　確認済

□　　確認済

□　　確認済

□　　確認済

□　　確認済

経理課長 補佐
上席経理

専門官
経理専門官 担当者

　○○町職員宿舎

　○○○○○○○○○○○○○○○○に伴う分筆登記について

［処理方針］

① 処理会議の方針と相違ないか

［事務手続］

① 分筆測量

［対象となる土地］

① 土地の地番・面積等に間違いないか

［登記関係書類］

① 登記嘱託書

② 境界同意書又は境界協定書

③ 地積測量図

平成　　　年　　　月　　　　日

審査の結果、妥当と認める。

審査責任者　経理課長　　○　　○　　○　　○　　　印

嘱託印取扱者 別紙様式４の２

登記事務等チェックリスト（分筆登記用）

口座名

処理内容

□　　な　　い

□　　確認済

□　　確認済

□　　確認済

当該手続が
必要な理由

審査事項

□　　な　　い

平成　　　年　　　月　　　日
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（スタッフ別研究会）

３．再発防止策の課題等

局長指示発出以降の組織・定員配置や事務処理方法等の状況変化を踏まえ、現

在、再発防止策の効果や実効性をどのように評価しているか、また、再発防止策

の実施に当たり、各開発建設部で生じている問題点や改善意見等について、開発

建設部の経理課長（（４）公印管理の徹底については、契約課長及び用地課長又は

用地課長補佐を含む）にヒアリングを実施した。

ヒアリングによって得られた主な回答は、以下のとおりである。

（１）国有財産事務に係る処理会議の設置

・処理会議は再発防止策として実施が義務付けられているが、開発建設部の

国有財産部局長は開発建設部長であり、開発建設部が管理している国有財産

の処理方法の決定に関与するのは当然のことと考えられるので、有益である。

・局長指示発出以降、処理会議の実施回数は、設置要領において段階的に減

ってきており、現在は年１回以上となっている。そのため、担当者が会議に

使用する資料作成等にかかる負担はほぼないと考えている。

（２）本局における審査機能の強化

・従前は開発建設部によって区々であった本局への相談等が、再発防止策と

して本局の審査を経ることがルール化されたことによって、国有地無断売却

事案の再発防止、売払いの相手方とのトラブル防止に繋がるものと思われる。

・平成２６年度の社会資本整備事業特別会計の一般会計化に伴い、行政財産

を用途廃止した場合は、原則北海道財務局へ引き継ぐことになったため、開

発建設部において売払いを行うことは、空港整備特別会計の財産など一部を

除き見込まれない状況となっている。そのため、その一部の売払いを開発建

設部で処理しようとしたときに、開発建設部での前例が相当以前に遡らなけ

ればならないことや担当者や周りのスタッフが事務処理を経験していないこ

とによって、様々なリスクが考えられるため、マニュアルの整備のみならず、

本局による手厚いサポートが必要である。
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（３）開発建設部における審査機能の強化

・従前は担当者に任せきりで、開発建設部の中でもサポートができていない

状況があり、不正行為や不適切な事務処理のリスクが大きかったため、多段

階審査やクロスチェックなどのチェック機能の強化は重要である。

・チェックリストは、審査の明確化のため、分筆登記、所有権移転登記以外

の登記事務でも使用しているほか、経理課以外の課においても決裁時に使用

するなど、有効に活用している。

（４）公印管理の徹底

・公印管理については、現在の取組を徹底することで、不正は抑止できると

考えている。

・契約課及び用地課においても、過去の不正行為については、機会あるごと

に職員へ周知し、業務を行う上では常にリスクが伴うことを伝えていくこと

が重要である。

（５）研修等の充実

・スタッフ別研究会は、事務処理上の疑問点等を全道で共有し、事務処理の

統一化を図る、事務処理の簡素・効率化を話し合うという現在の方法が有意

義である。

・スタッフ別研究会は、参加する職員のみならず、議題に対する開発建設部

の見解をスタッフミーティングで話し合っており、参加しない職員が考える

機会にもなるため有効である。

４ 風化防止に資する取組

開発建設部においては、国有地無断売却事案の風化防止及び再発防止策を確実

かつ効果的に行うため、以下のことに取り組んでいた。

（１）職員への周知

・函館開発建設部では、経理課の「業務運営プラン」に処理会議の設置要領

を添付し、経理課の課内会議において国有地無断売却事案と再発防止策につ

いて周知を行っているほか、他機関の不祥事が発覚したときに、経理課長か

ら課内メールで注意喚起を行った際、メールにイントラネットの非違行為事

例集のリンクを貼り、改めて過去当局で発生した不正行為の態様について確

認するよう促していた。

・小樽開発建設部では、年度当初の職場内ミーティングで、経理課長から経

理課全員に過去の不祥事と再発防止について説明を行っているほか、年１回

リスク点検の際にも説明を行っていた。

・留萌開発建設部では、経理課長が、上席経理専門官以上の打合せや初めて

国有財産管理事務に携わる担当者に対して、非違行為事例集を活用し、過去

の不祥事と再発防止策について確認することを指示していた。
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（２）管理職員による業務処理状況の把握

・監査対象開発建設部の経理課長は、人事評価等の面談の機会や日頃から担

当者への声かけ、決裁時に内容の確認を求めるなど、コミュニケーションを

図り、担当者から業務処理状況の聞き取りを行っていた。

・留萌開発建設部では、国有財産の管理と処分の基本方針に沿って事務処理

が進められているかをスタッフからの報告や聞き取りによって確認したり、

事案に応じて課長自らが他課との打合せやスタッフミーティングに加わり、

情報を共有することで、問題が生じたときに相談しやすい環境を醸成してい

るとのことであった。

・経理課長は、担当者が関係機関や隣接する土地所有者等との対応を行うと

きは、必ず２名以上で対応するよう指導するなど、特に注意を払っていると

のことであった。

（３）その他

その他、開発建設部は、以下のことを念頭に国有財産事務処理に当たってい

た。

・函館及び小樽開発建設部では、登記の嘱託を外注により行っており、職員

の負担軽減を図っていた。

・小樽及び留萌開発建設部では、年間１～３回行うこととされている国有財

産の現地確認を外注し、職員の負担軽減を図っていた。

・国有財産が不正に利用されることや落雪や構造物の破損など国有財産の管

理が不十分で他人に損害を与えてしまうことが想定されるため、日頃から確

認をより適切に行う必要があるとのことであった。

・前述のとおり、開発建設部による売払い事務がほぼ見込まれなくなったが、

北海道財務局へ引継ぎする前に担当者が無断で売却することや登記を変更す

ることも考えられるため、北海道財務局等の関係機関と調整しながら引継ぎ

前の未処理期間を可能な限り短くすることが必要であるとのことだった。

５ 本局によるフォローアップ

本局会計課においては、国有財産無断売却事案の風化防止及び開発建設部にお

ける再発防止策の取組について、以下のフォローアップを実施していた。

（１）再発防止策の周知及び実施状況の把握

・国有財産無断売却事案については、風化防止のため、毎年開催しているス

タッフ別研究会において周知しているほか、再発防止策については、同研究

会に加え、毎年開催してる経理課長会議において、各開発建設部の経理課長

（札幌開発建設部は経理業務課長）に対し、適正に国有財産事務が行われる

よう周知していた。

（２）再発防止策の実施状況の把握

・会計課は、各開発建設部で行った処理会議の内容を確認し、本局の処理会

議において反映していた。

・開発建設部における国有財産台帳と登記簿謄本の記載内容の突合状況につ
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いては、毎年会計課に報告させ内容を確認していた。

・会計課は、「会計機関の使用する公印の取扱について」（昭和４０年１月１

６日北開局会第２２号）及び「会計機関等の公印の保管・押印について」（平

成２２年９月３０日会計課長補佐事務連絡）に基づき、開発建設部において

会計機関の公印の保管及び押印が適正にされているか、毎年点検を実施して

いた。

（３）開発建設部に対する指導

・経理課長会議では、開発建設部における国有財産事務の進行管理に資する

ものとして、管理者として把握しておくべきこと、適正な国有財産管理とな

るよう懸案事項、留意点等を周知している。

・スタッフ別研究会や会計研修では、経験が浅い職員に対して、国有財産事

務の基礎知識のほか、国有地の見回りや点検の必要性について理解しやすい

資料を作成し説明を行っていた。
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意見

監査対象開発建設部においては、過去の不祥事について、担当者への周知を行い

ながら、局長指示等に基づく再発防止策の取組が通常の事務処理として実施され、

定着していることが確認できた。

今後は、以下の点も念頭に、取組を実施していく必要がある。

１ 本局会計課は、スタッフ別研究会等の場において、引き続き局長指示等に基づ

く再発防止策を適切に行うよう、開発建設部を指導すること。また、今後開発建

設部が売払いを行うことがレアケースになることを踏まえ、事務処理に懸念を抱

いていることなどから、開発建設部からの意見や要望の把握に努め、必要なフォ

ローアップを行うこと。
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