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第１ 一般監査の概要

ⅰ）監査の実施

一般監査は、地方整備局監査規則（平成１３年国土交通省訓令第

７９号）（以下「監査規則」という。）第２条の規定に基づき、事務

の合理的運営、官紀の保持及び不正行為の防止に資することを目的

とし、監査規則第６条の規定に基づき定期的に実施している。

今年度は、「令和４年度一般監査実施計画」に基づき１０事務所

を対象に実施した。

ⅱ）監査の実施項目

１．コンプライアンス推進計画に関する取組

２．ワークライフバランスの推進に関する取組

３．行政情報の適正な管理に関する取組

４．入札・契約事務の適正な執行に関する取組

５．適正かつ効率的な業務執行に関する取組

６．職場環境整備に関する取組

ⅲ）一般監査実施事務所

監査実施事務所は、以下のとおりである。

出雲河川事務所、松江国道事務所、三次河川国道事務所

山口河川国道事務所、苫田ダム管理所、土師ダム管理所

八田原ダム管理所、中国技術事務所、広島港湾・空港整備事務所

広島港湾空港技術調査事務所
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第２ 一般監査の結果報告

１．コンプライアンス推進計画に関する取組

高知県内における入札談合事案を元にまとめられた再発防止対策を踏まえ、

当地整でもコンプライアンスの推進及びそのための内部統制等再発防止対策の

推進を図ってきているところであり、毎年度「コンプライアンス推進計画」を

策定し、実施、点検、分析･評価、改善しながら、継続的に取り組んできてい

るところである。

「令和４年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画（令和４年３月２２

日中国地方整備局コンプライアンス推進本部決定）」（以下「推進計画」という。）

では、職員一人ひとりのコンプライアンス意識をより高いレベルで維持し、コ

ンプライアンスを職場の隅々にまで浸透･定着させるため、これまでの取組に

創意工夫を加え、より効果的となるよう実施していくとしている。

加えて、コンプライアンス体制を有効に機能させるには、職場内の良好なコ

ミュニケーションが重要であるため、風通しの良い職場環境づくりにも、より

一層積極的に取り組んでいくとしているところである。

上記を踏まえ、推進計画で定めた取組状況等について、本部長指示事項に留

意した取組がなされているか等監査した。

(1) コンプライアンスの徹底

入札契約事務に係るコンプライアンスに関して、コンプライアンス意識が希

薄にならないよう、継続的な取組を実施することが重要であることから、以下

について確認した。

1) 発注者綱紀保持及び公務員倫理等の周知徹底

すべての事務所等において、所課長会議等でコンプライアンスに関する周

知を行っているほか、事務副所長等からのメール配信、「公務員の不祥事事

案」の周知、コンプライアンス・ミーティング等により、コンプライアンス

意識の更なる徹底を図っていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 若手職員（経験者採用及び係員）を対象に、発注者綱紀保持、国家公務

員倫理について、意見交換を交えながらの勉強会を実施していた。

2) 全ての職員に自分の身近な問題として認識させるとともに、違法行為を
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抑止する観点からの事項

すべての事務所等において、全職員に自分の身近な問題として認識させる

とともに、職員の違法行為を抑止する観点から、㋐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、㋑自ら望まなくとも、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、㋒過去に生じた不祥事事案及び

その具体的要因・背景について、本局主催の出前講座、外部講師による講習

会、所課長会議等、コンプライアンス・ミーティング、事務副所長からのメ

ール配信等を通じて、重点的に伝えていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 毎月人事課から情報提供される「公務員の不祥事事案」について、周知

していた。

3) 発注者綱紀保持規程違反等に関する報告等に関する事項

すべての事務所等において、発注者綱紀保持の徹底及び違法行為の抑止の

観点から、㋐発注担当職員に対して同一地方整備局等内の他の職員が機密情

報を要求する行為についても、違法、不当な行為として、発注者綱紀保持規

程違反となること、㋑報告は職員に課された義務であること、㋒報告窓口と

なる発注者綱紀保持担当者名・連絡先等に関すること、㋓報告を怠った場合

には処分があり得ることについても、本局主催の出前講座、所課長会議等、

コンプライアンス・ミーティング、事務副所長等からのメール配信等を通じ

て、重点的に伝えていた。

4) 発注者綱紀保持規程に基づく報告の実態

すべての事務所等において、令和２年度以降、発注者綱紀保持規程に基づ

く報告の実例はなかった。

5) コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用

すべての事務所等において、所課長会議等、コンプライアンス・ミーティ

ング、定時退庁メールを通じて、コンプライアンス関係通報窓口の周知をす

るとともに、コンプライアンス（倫理）携帯カードの保有状況を適宜確認し、

活用を促していた。

(2) 事業者等との対応ルールの徹底

1) 発注者綱紀保持規程に基づいた事業者等との対応の徹底

すべての事務所等において、事業者等との応接に当たって、原則として受
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付カウンターや執務スペースの外のオープンな場所で複数の職員により対応

しており、やむを得ずそのように対応できない場合は、事前に所属長の承諾

を受けることとしていた。

また、事業者等の応接を行う場所等に「発注者綱紀保持・国家公務員倫理

の徹底」に係るチラシを掲示し、職員及び事業者等へ注意喚起するとともに、

執務室入口等に来庁者への依頼文を掲示し、事業者等の執務室内への入室を

制限していた。

2) 不当な働きかけに対する取組

すべての事務所等において、事業者等からの不当な働きかけがあった場合

の対応について、本局主催の出前講座、所課長会議等、コンプライアンス・

ミーティング、事務副所長等からのメール配信等を通じて、重点的に伝えて

いた。

3) 事業者等の入室制限

すべての事務所等において、事業者等との会合の場で協力依頼文書を配布

したり、協力依頼文書を事務所各所に設置・掲示していたほか、ホームペー

ジに掲載するなどして、周知を図っていた。

4) 事業者等への周知・協力要請

すべての事務所等において、執務室入口、会議室、打合せスペース等事業

者が立ち入る場所の目立つ箇所に発注者綱紀保持規定や公務員倫理に係るリ

ーフレットを掲示することにより、事業者等への周知、協力要請を行ってい

た。

(3) 職員のコンプライアンス意識の醸成

推進計画では、職員個々のコンプライアンス意識の醸成を図るため、繰り返

しコンプライアンスに関する講座･研修･講習会等を受けられるような体制を作

るとしている。

また、本部長指示では、組織のトップは、機会を活用して職員にコンプライ

アンスに関するメッセージを伝えるとともに、風通しの良い職場風土を醸成す

るために管理職員には日頃から「お(怒らない)・ひ（否定しない）・た（助け

る）・し（指示する）」を心掛け、ハラスメント防止や職場内で率直な意見交換

が行われるよう指導することとしていることから、以下について確認した。

1) 風通しの良い職場環境整備

① 事務所長から職員へメッセージの発信
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すべての事務所等において、事務所長等は常に高いコンプライアンス意

識を持ち、所課長会議等において機会あるごとに職員へ直接メッセージ等

を伝えていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 事務所長が、年度当初の定例会において、「私の関心事」として心理的

安全性を創出し、管理職員が部下職員の自己開示を引き出すようなコミュ

ニケーションを取るよう周知していた。

② 風通しのよい職場づくり

コンプライアンスの保持のためには、普段から職場内において挨拶や声

掛けなどコミュニケーションが図られる職場環境を構築することが重要で

あり、職場のメンタルヘルス対策、及びハラスメント防止対策も職場環境

改善の大切な取組である。

すべての事務所等において、幹部職員がコミュニケーションがとりやす

い職場環境の構築についての重要性を十分認識しており、日頃から事案に

応じた「報告・連絡・相談」が適時適切に実行されること、「お(怒らない)

・ひ（否定しない）・た（助ける）・し（指示する）」を心掛けること、積

極的に所属職員への声掛けすること等を所課長会議等で管理職員に指導す

るとともに、「報・連・相」、「お・ひ・た・し」等のリーフレットを事務

所内各所に掲示するなど、風通しの良い職場づくりに取り組んでいた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 「報告・連絡・相談」が適時適切に行われるよう、報連相リーフレット

に加え、職場環境改善のための５Ｓ活動の推進リーフレットを事務所長室

や各課執務室に掲示したり、階段蹴込み部へ「報・連・相」、「確・連・報」、

「お・ひ・た・し」に関する掲示を行い、普段から見えるように意識付け

させることで、風通しの良い職場づくりを推進していた。

○ 事務所長が、年度当初の所課長会議において、管理職員が所属職員を叱

る際の心構え・ポイントとして「かりてきたねこ」を所属長へ説明してい

た。（「かりてきたねこ」とは、叱り方のポイントの頭文字をそれぞれとっ

たもので、「か」…感情的にならない、「り」…理由を話す、「て」…手短

に済ませる、「き」…キャラクター（性格や人格）に触れない、「た」…他

人と比較しない、「ね」…根に持たない、「こ」…個別に伝える、のこと。）

○ 事務所長室のドアは、通常オープンな状態にしており、職員が気軽に報

告・相談等ができる環境にしていた。さらに、事務所長自らが執務室に赴

き、職員への声掛けや立ち話など、常に相談しやすい雰囲気作りに努めて
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いた。

③ メンタルヘルス向上のための取組

すべての事務所等において、心身の健康はコンプライアンスの保持とと

もに、生産性の向上や職員のワークスタイルの基礎であると意識しており、

事務副所長等から心の健康に関する資料を職員に配付したり、外部カウン

セラーによるメンタルヘルス講習会及び巡回カウンセリングの実施等、メ

ンタルヘルス向上のための取組がなされていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 外部カウンセラーによるメンタルヘルス講習会を、複数事務所で合同開

催し、Ｔｅａｍｓ配信（録画配信含む）することにより出張所・他事務所

の職員や在宅勤務職員が聴講しやすくするなど、業務の効率化やワークラ

イフバランスを推進していた。

○ 過去にメンタルヘルス等の問題を抱えて休職経験がある職員に対して、

事務副所長、総務課長が定期的に面談を実施していた。

④ ハラスメント（セクハラ、パワハラ等）の防止のための取組

ハラスメントの防止については、各事務所とも風通しのよい職場風土を

醸成し、働きやすい職場環境を整備するためには、職員一人ひとりがハラ

スメントについての意識を持つことが重要であると認識しており、ハラス

メント講習会を開催したり、所課長会議等やメール等での周知等により職

員の意識向上に努めていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 外部講師によるハラスメント講習会を開催していた。

○ 新規採用職員の面談時や２年目職員のフォローアップの際に、事務副所

長及び総務課長が毎回ヒアリングを実施していた。

○ 事務副所長が、期間業務職員と面談を行い、ハラスメントを見聞きする

ことがないかといった聞き取りを実施していた。

2) コンプライアンス出前講座

推進計画では、コンプライアンス出前講座については、推進責任者等は全

職員に受講させることとしている。

令和３年度に行われたコンプライアンス出前講座の受講については、個人

ごとの受講履歴を整備し、所属事務所で受講ができなかった者については、

他事務所で開催される講座への参加や、副所長によるフォローアップ講座の
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実施等により休職者、育児休業者等を除き全員受講していることを確認した。

また、今年度は、e-ラーニングにより開催され、休職者、育児休暇者等を

除き全員が受講していることを確認した。

3) 外部講師によるコンプライアンス講習会

推進計画では、外部講師による講習会についても、全職員を対象として実

施するとしているところである。

複数の事務所等において、弁護士、公正取引委員会、などの外部講師によ

り独自に講習会を実施したり、他事務所実施の講習会をＴｅａｍｓにより受

講したりしていた。

今年度は、Ｔｅａｍｓ配信の活用のほか録画映像による講習会やフォロー

アップの実施により、新型コロナウイルス感染防止対策を図るほか、出張所

・他事務所等の遠方職員や在宅勤務職員を受講しやすくするなど、業務の効

率化やワークライフバランスの推進が図られていた。

今後も、複数事務所等で合同開催のうえＴｅａｍｓ配信することにより、

単独開催の難しい少人数事務所等の職員も講習会に参加できるようにするな

ど、受講機会の確保や受講しやすい環境づくりに努めることが望ましい。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 事務所独自に外部講師を招き講習会を実施していた。

4) コンプライアンス・ミーティングの実施状況

推進計画では、各職員が職場内で自発的に意見を出し合うことにより、職

員のコンプライアンスに関する意識の向上を図ることを目的に、コンプライ

アンス・ミーティングを年４回以上実施するとしており、推進責任者等は全

職員を参加させることとしている。

令和３年度はすべての事務所等において、各回とも休職者等を除き全員が

参加していた。令和４年度も監査実施日までに１～２回目が実施されており、

各回とも業務の都合等で当日参加できなかった職員については、他の課のミ

ーティングに参加させたり、事務副所長等によるフォローアップを行うなど

により、休職者等を除き全職員が参加していた。

また、今年度はコロナ禍やワークライフバランスにも配慮した取組として、

出張所職員や在宅勤務職員等はＴｅａｍｓでの参加する取組も多数みられ

た。

（事務所等における取組の工夫例）

○ Ｔｅａｍｓを活用し、出張所等勤務職員や在宅勤務職員がコンプライア
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ンス・ミーティングへ参加できるよう取り組んでいた。

○ 課等にとらわれないグルーピングで毎回シャッフルすることにより、コ

ミュニケーションの活性化や幅広い意見交換が実現できるよう調整してい

た。

○ 在宅勤務者が出勤日に参加出来るよう２日に分けて開催していた。

5) ｅラーニングの受講促進

推進計画では、コンプライアンスに関する知識の向上と意識の定着を目的

に、ｅ-ラーニングを通じた自主学習を推進しているところであり、職員は

コンプライアンスに関する理解度テストや、職員自らが自分の行動等を確認

するための行動・セルフチェックを行うこととしている。

また、推進責任者等は、「ｅ-ラーニング年間実施計画」に基づき、職員に

計画的に受講させ、また各教材の受講状況を把握し、未受講者には受講を適

宜促すこととしている。

すべての事務所等において、本局から定期的に通知される受講状況一覧表

をもとに、総務課長等から未受講者に対しメールや直接声掛けすること等に

より受講を促していた。

6) コンプライアンスに関する情報提供

すべての事務所等において、所課長会議等やメール等を活用して、毎月人

事課から提供される公務員の不祥事事案の紹介や、独自に収集した各種コン

プライアンスに関する情報等の提供を定期的に行うなど、所属職員のコンプ

ライアンス意識の向上に取り組んでいた。

7) コンプライアンス・ハンドブック等の保有状況

すべての事務所等において、コンプライアンス・ミーティングの際に、各

人に配付されたコンプライアンス・ハンドブックやコンプライアンス（倫理）

携帯カードを持参させ、保有状況を確認するとともに、記載されている内容

を確認しながらミーティングを実施していた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ コンプライアンス・ハンドブックのＰＤＦデータを全職員にメール送付

し、各自のスマートフォン等にデータ取り込みするよう指導していた。

8) 事務所のコンプライアンス指導者の育成

推進計画では、各事務所等におけるコンプライアンス推進活動を計画的か

つ着実に実施するため、副所長及び課長等をコンプライアンス指導者として
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育成するとしている。

すべての事務所等で、コンプライアンス（課長等）セミナーを受講した副

所長又は課長等を事務所内のコンプライアンス推進のため、コンプライアン

ス・ミーティングの進行役やコンプライアンスに関する情報発信者として積

極的に活用していた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ コンプライアンス（課長等）セミナーを受講した職員が講師となってコ

ンプライアンス勉強会等の実施に取り組んでいた。

２．ワークライフバランスの推進に関する取組

ワークライフバランスの推進については、国土交通省において「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（平成２

７年１月２９日策定、令和３年４月２３日一部改正）」（以下「取組計画」とい

う。）に基づき、各種の取組が進められている。

取組計画では、ワークライフバランスの推進のための働き方改革として「業

務効率化・デジタル化の推進」、「勤務時間管理のシステム化と勤務時間管理の

徹底」、「マネジメント改革」、「仕事と生活の両立支援」が示されており、「業

務効率化・デジタル化の推進」については、①業務の廃止を含めた業務見直し

・効率化、②テレワークの推進等、「勤務時間管理のシステム化と勤務時間管

理の徹底」については、①勤務時間管理のシステム化、②的確な勤務時間管理

による超過勤務縮減と勤務間インターバルの確保等、③超過勤務の上限等に関

する制度の適切な運用、④人員配置等、「マネジメント改革」については、①

職員のやりがい向上も踏まえた管理職員のマネジメント向上、②人材育成のた

めの人事当局の役割、③職員・職場の状況を把握・活用する仕組み、「仕事と

生活の両立支援」については、①男性の育児への参画促進、②仕事と生活を両

立しながら活躍できる環境づくり、③両立支援制度の利用と育児休業取得中・

復職後の支援に取り組むこととされている。

また、人事院規則等で規定する「月４５時間、年３６０時間」の超過勤務の

上限を遵守するためにも、「超過勤務の縮減に向けた当面の取組について（令

和元年６月１０日付け国官人第222号大臣官房長通知）」（以下「大臣官房長通

知」という。）に基づき、超過勤務の縮減に引き続き積極的に取り組んでいく

ことが求められている。

当整備局では、令和４年３月２５日に「令和４年度中国地方整備局ワークラ

イフバランス推進重点取組」（以下「重点取組」という。）を策定し、組織全体

で取組を進めてきたところである。

以上のような状況を踏まえて重点取組等から、「業務改善に向けた具体的な
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取組」、「超過勤務の縮減、年次休暇の取得及び定時退庁の促進等」、「働く時

間と場所の柔軟化」及び「育児・介護と仕事の両立支援制度の活用」について

監査した。

(1) 業務改善に向けた具体的な取組

すべての事務所等において、業務改善の必要性について事務所長等が所課長

会議等で説明し、全職員への意識付けを行っていた。

また、継続的に業務改善に向けた具体的な取組を議論し、各種会議等の廃止

・統合・縮小、アウトソーシングの活用、Ｗｅｂ会議・グループウェアのスケ

ジュール機能の活用、決裁・レクの合理化、タブレット端末やモバイルＰＣを

利用した会議のペーパーレス化、適切な会議時間の設定や会議資料の事前配付

等による会議の効率化等の取組を行っていた。

引き続き、他事務所の事例も参考とし、業務改善に向けた更なる取組が求め

られる。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 事務所独自にＷＬＢの取組を促すリーフレットを作成し、各執務室等に

掲示して意識の醸成を図るとともに、「効率的な業務執行に向けての取組

について」を策定し、事務所全体で積極的にＷＬＢの推進に取り組んでい

た。

○ 事務所独自に外部講師によるインフラＤＸ講習会を開催して好事例を学

び、個々の職員がＤＸにどのように取り組むべきかを考えるきっかけ作り

に取り組んでいた。

○ 事務所全体で「５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）」に取り組み、

身の回り、自席ＰＣ・共有サーバー内の整理整頓をして業務の効率化を図

っていた。

○ 改築事業における土地境界確認と幅杭の設計説明において、ドローンや

ＢＩＭ／ＣＩＭを活用して試行・実施するなど、ＤＸの推進を図っていた。

○ イベント等に係る業務の一部、水文観測の観測データ照査作業、水防対

応等について、積極的にアウトソーシングを活用し、職員の負担軽減を図

っていた。

○ 全員が揃う朝礼後に一括説明、必要な資料の配付することで、決裁・レ

クの効率化を図っていた。

○ 異動してきた職員における業務スキルの習得に関し、手戻りや無駄な作

業が生じないよう、独自の管理マニュアルを作成していた。

○ 文書の紙保存から電子保存への転換について、各課とも分類に沿ったフ

ォルダーは作成済みで、過去のファイルも含め、新しいものから整理・移
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行し、不要なファイルの削除を進めていた。

○ 課長会議を月２回していたところ、１回に縮小し、業務のスリム化を図

っていた。

○ １６時以降に会議又は打ち合わせを行わないように開催時間を厳守して

いた。また、会議資料は基本的に既存の資料を使用し、会議の為に作成す

る資料を減らす等、職員の負担軽減も図っていた。

(2) 超過勤務の縮減、年次休暇の取得及び定時退庁の促進等

すべての事務所等において、所属長による超過勤務の事前命令・事後確認を

徹底し、所属職員との意思疎通を図り、業務の執行状況や優先順位、健康状態

の把握に努めていた。

また、所課長会議等において超過勤務実施状況等の情報共有を図り、超過勤

務の多い部署については副所長等が所属長にヒアリングを行い、特定の職員に

業務が偏らないよう業務分担の見直しを実施する等、業務量の平準化が図られ

るよう努めていた。

定時退庁の促進等については「健康と家庭の日」等において、庁内放送、定

時退庁促進メールの送信、グループウェアのスケジュール機能で会議・打合せ

の終了予定時刻を点検、副所長等により事務所内の巡回・退庁を促す声かけを

実施、所課長会議等において、定時退庁状況の共有を図り注意喚起する、課毎

に「週１日重点定時退庁日」、月に１日「残業ゼロの日」を設定するなど、定

時退庁の促進及び習慣付けを行っていた。

休暇の取得促進については、所課長会議等で定期的に休暇の取得状況等の情

報共有を図り、グループウェアのスケジュール機能を活用することで情報の共

有化を進め、業務調整とともに計画的な休暇の取得促進に取り組んでいた。

週休日・休日の勤務については、事務所長等への事前報告を徹底しており、

週休日の振替や超過勤務手当の処理等も適切に行っていた。

令和４年度の夏季休暇の取得率は、すべての事務所等において１００％であ

った。

引き続き、大臣官房長通知等の趣旨を踏まえて、適正な勤務時間管理を徹底

し、特定の職員に業務が偏らないよう必要に応じて業務量の平準化に努める等

により、超過勤務の縮減、定時退庁の促進を図るとともに、年次休暇の取得促

進（年間１５日以上の目標達成）に積極的に取り組むことが求められる。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 会議・打合せについては、原則コアタイム（１０時から１６時）に実施

することとしていた。

１０月１２日及び１９日に「週１日重点定時退庁日」等の定時退庁日と
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別に、「全職員一斉定時退庁日」を設け実施（試行）するなど、事務所独

自の取組が行われていた。

○ 総務課で作成する「超過勤務集計表」により各職員の超過勤務状況を幹

部職員で共有確認し、超過勤務の多い職員に関しては、所属長に対し注意

喚起がなされるとともに、密なコミュニケーションを取るような指示が行

われていた。

○ 年次休暇の取得については、「年次休暇等の取得促進について」（令和３

年６月１８日総務部長事務連絡）を踏まえてグループウェアへの休暇の登

録の徹底を呼びかけ、定期的に事務所全体の休暇取得状況を共有していた。

○ 夏季休暇と年次休暇の連続取得による１週間以上の休暇取得について

は、特に意識付けをして取り組み、高い水準の取得実績に繋げていた。

○ やむを得ず定時退庁日に超過勤務命令を行わなければならない場合は、

所属長から事務所長へ報告することをルール化し、超過勤務の抑制及び適

正な状況把握を行っていた。

○ 定例会において超過勤務上限措置の概要を説明のうえ、管理所で定め算

出した設定時間に近づいた職員に対しては、管理所長が直接ヒアリングを

実施することとしていた。

毎月の健康管理医の健康相談の際には、管理所職員全員に面談を受ける

よう呼びかけ、可能な限り受診していた。

○ 業務マネジメントの観点から、各職員の事情や適性を考慮し、組織のパ

フォーマンスを最適化するため、各課の業務分担の見直しを行っていた。

(3) 働く時間と場所の柔軟化

すべての事務所等において、仕事と生活の調和を図るためにフレックスタイ

ム制、早出遅出勤務制度について、所課長会議等における説明や全職員にメー

ルを送付する等により制度について周知したうえで、制度利用申出者に対して、

改めて制度内容の詳細説明を行い、利用促進の支援に努めていた。

テレワークについては、実施要領の周知を行い、事務所で決定した実施方針

に則り、各所属において計画的に実施するとともに、予定表の配布やスケジュ

ール機能の活用等により実施予定日を情報共有することで業務調整を行い、テ

レワークが多様な働き方の一つとして定着するよう活用促進を図っていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ テレワークについて、パソコンの持ち出し用のバックを購入し、紛失や

損傷の際の報告ルールなどと合わせ所内ルールについて周知し、各所属に

おいて計画的にテレワークを実施していた。

○ サテライトオフィスの利用の多様化を図るため、利用方法等の周知を行
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っており、オンライン研修やｅ－ラーニング等の受講で利用されていた。

○ 管理所の危機管理及び防犯管理の観点も考慮したうえで、管理所で決定

した実施方針に則り、適宜計画的にテレワークを実施していた。

○ フレックスタイム制、早出遅出勤務制度等について、定例会における説

明により、制度の周知がなされており、特にフレックスタイム制について

は、実績として浸透していた。

(4) 育児・介護と仕事の両立支援制度の活用

すべての事務所等において、男性の育児への参画促進、仕事と生活を両立し

ながら活躍できる環境づくり、育児休業や配偶者出産休暇、育児参加休暇、看

護休暇、介護休暇等の両立支援制度の利用と育児休業取得中・復帰後の支援を

行い、所課長会議等における説明及びメールによる周知に努めていた。

また、すべての事務所等において、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得

促進にあたり、適切な機会・手段を通じた対象職員の確実な把握を行い、制度

の周知及び対象職員への助言・指導を行うように努めていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進にあたっては、適切な機会

・手段を通じた対象職員の確実な把握を行い、対象の男性職員と所属長に

対し事前説明会を実施し、所属長を交え協議を行い業務とのバランス・調

整を図ったうえで取得実績に繋げていた。

○ 育児休業者復帰支援要領による支援については、休業中の対象者に対し、

事務所の事業広報誌や「職員ちゅうごく」などの資料を定期的に送付して

おり、実際の復帰時期が近づけば、本人の意向を確認のうえ、職場の情報

を入手できるようモバイルＰＣの貸与をする等の対応を行う予定としてい

た。

○ 育児休業を取得した職員に対しては、Ｔｅａｍｓ等のネットワーク環境

を整え、課内職員とも情報共有を図ることで意思疎通を容易にし、スムー

ズな復職を可能としていた。

３．行政情報の適正な管理に関する取組

行政文書は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、国

民が主体的に利用し得るものであることから、行政文書の適正な管理、歴史公

文書等の適切な保存及び利用等を図り、行政が適正かつ効率的に運営されるよ

うにするとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が

全うされるようにすることを目的に「公文書等の管理に関する法律」（平成２

１年法律第６６号。以下「公文書管理法」という。）が制定され、平成２３年
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４月に施行された。

行政文書の適正な管理は、国民への説明責任を全うする観点において、大変

重要な課題である。

また、行政機関が保有する情報の漏えいは、関係者に対して不利益を与える

だけではなく、行政事務の遂行に支障を生じさせるおそれがあることから、情

報セキュリティの確保等情報管理の徹底に努める必要がある。

これらのことから、「行政文書の適正な管理」及び「情報セキュリティポリ

シー」に関する取組状況について監査した。

(1) 行政文書の適正な管理

行政文書の管理については、平成２３年４月に公文書管理法が施行されると

ともに、「行政文書の管理に関するガイドライン」（以下「ガイドライン）」と

いう。）が内閣総理大臣決定され、このガイドラインに基づき国土交通省では

「国土交通省行政文書管理規則」（平成２３年４月１日国土交通省訓令第２５

号）及び「地方整備局行政文書取扱規則」（平成２３年４月１日国土交通省訓

令第２７号）等が定められた。

また、昨今の不適切な文書管理の実態を受け平成２９年１２月にガイドラ

インの見直しが行われ、これを踏まえて国土交通省行政文書管理規則等が改

正され平成３０年４月に施行されている。

今回、各文書管理者において、文書の作成、保存、整理、廃棄、行政文書

ファイル管理簿への掲載状況等に関して、より適正な管理に向けた作業の進

捗等を確認し、新たなルールの浸透状況について監査した。

監査の結果、文書の作成については、外部の者との打合せ等の記録にあた

って確定しがたい場合、その旨を判別できるように記載されていない部署が

あった。

文書のファイル名、ヘッダーの明記については、適切に明記されていない

部署があった。

紙媒体の行政文書の保存については、文書管理システムから出力した背表

紙を使用していない、文書管理システムで出力していない背表紙について必

要事項が明記されていない部署があった。

行政文書ファイル管理簿については、行政文書ファイルの保存場所を移動

した際、行政文書ファイル管理簿を修正できていない部署があった。

行政文書ファイルの廃棄については、内閣府の廃棄同意を得た行政文書フ

ァイルが廃棄されていない部署があった。

いずれの部署も監査時点では是正作業中であり、期限等の改善目標を立て

て処理するとともに、引き続き指導するなどの改善措置がなされていること

を確認した。
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引き続き、公文書管理法令に基づき適切に行政文書の管理に努める必要が

ある。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 所内で実施している若手職員を対象にした「スキルアップ勉強会」の中

で文書管理についての説明を行うなど、文書管理の適正の確保に努めてい

た。

○ 文書管理担当者などに向けて文書管理についての説明会を行うなど、文

書管理の適正の確保に努めていた。

(2) 情報セキュリティポリシー

情報セキュリティ対策について、「国土交通省情報セキュリティポリシー（平

成３１年３月２６日国土交通省情報化政策委員会）」、「中国地方整備局情報セ

キュリティポリシー実施手順書（令和２年３月３１日中国地方整備局情報セキ

ュリティ対策委員会）」及び「自席行政ＰＣを庁舎外で使用する場合の運用に

ついて（令和４年３月１０日事務連絡）」並びに「港湾ＷＡＮセキュリティポ

リシー実施手順書（平成３０年３月１５日港湾ＷＡＮ情報セキュリティ対策委

員会）（令和２年２月７日改定）」に基づく対策のうち、情報セキュリティ対策

支部設置状況、情報を取り扱う区域の管理状況、各種端末の管理状況、情報セ

キュリティポリシーの推進の状況、外部電磁的記録媒体の管理状況、約款によ

る外部サービスの利用、政府ドメインの使用、情報の作成と入手、ＰＣを庁舎

外に持ち出す時の実施項目、ＰＣ盗難・紛失時の対応フローなどの取組状況に

ついて監査した。

情報セキュリティ対策支部設置状況については、すべての事務所等において、

緊急時連絡体制網が整備され、要管理対策区域における区域情報セキュリティ

責任者などが設置され、関係職員に周知されていることが確認できた。

情報を取り扱う区域の管理状況については、すべての事務所等において、区

域毎に対策クラスを割り当てた「要管理対策区域」を作成していることが確認

できた。また、「クラス３区域」については、すべての事務所等において、物

理的な施錠による立ち入り制限及び入退室記録簿の作成がされていることが確

認できた。

各種端末の管理状況については、すべての事務所等において、職員用の端末

がセキュリティワイヤ等で固定されていることが確認できた。また、常時使用

しない予備機等の端末が、すべての事務所等において、適切に管理されている

ことが確認できた。

情報セキュリティポリシー推進の状況については、すべての事務所等におい

て、情報セキュリティに関する情報などが、所課長会議等で周知されているこ
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とが確認できた。また、情報セキュティ対策支部としての情報セキュリティポ

リシーの推進に係る取り組みについては、一部事務所で実施されていなかった

が、該当事務所において、速やかに取り組みが実施され改善措置がなされた。

外部電磁的記録媒体の管理状況については、すべての事務所等において、管

理台帳が作成され、適正な運用が行われていることが確認できた。

約款による外部サービスの利用については、一部事務所において運用中の外

部サービスで継続申請がなされていなかったが、該当事務所において、速やか

に申請書が提出され改善措置がなされた。

政府ドメイン名の使用については、すべての事務所等において、適切に使用

されていることが確認できた。

情報の作成と入手については、すべての事務所等において、適切な運用が行

われていることが確認できた。

ＰＣを庁舎外に持ち出す時の実施項目については、すべての事務所等におい

てグループウエアの自分の予定に持ち出していることが分かるように登録して

いることが確認できた。

ＰＣ盗難・紛失時の対応フローについては、すべての事務所等において、対

応フロー（情報セキュリティ緊急連絡体制網）を作成し、関係者に周知してい

ることが確認できた。

４．入札・契約事務の適正な執行に関する取組

(1) 機密情報管理の徹底に関する取組

入札契約の適正化については、不正行為事案の発生の都度、「当面の入札関

係不祥事の再発防止対策について（平成２０年７月８日付け国中整契第９５

号）」、「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの見直しの実施に

ついて（平成２６年３月１１日付け国中整契第４０９号、国中整技管第１８４

号、国中整技評第９８号）（平成２６年３月２４日付け国中整経調第４３１号、

国中整品確第１１号）」、「発注事務に関する情報管理の徹底について（平成２

９年３月２９日付け事務連絡、平成３１年１月９日付け一部改正（総務部契約

管理官、企画部技術開発調整官、営繕部営繕品質管理官））」、「中部地方整備

局等の入札不正事案を踏まえた再発防止の実施について（平成２９年３月２９

日付け事務連絡（港湾空港部長））」が発出され、不正が発生しにくい入札契約

手続の実施及び情報管理の徹底に取り組んできたところである。

入札・契約事務に関する機密情報については、適切な管理を徹底するととも

に、情報が漏洩しにくい体制の確保等を図ることが重要であることから、発注

事務に関する情報管理の徹底について、事務所の取組状況を監査した。

各事務所等において、以下の取組が行われていることを確認した。
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① 入契委員会の運営について、工事の発注担当課長等の出席は入札公告前

までとしていた。

② 工事積算業務と技術審査・評価業務の分離体制が確保されていた。

③ 入札書と技術資料の同時提出の適用については、適切に実施していた。

④ 「情報管理整理役職表」を作成・更新し、情報管理責任者と業務上取り

扱う者を指定していたが、一部の事務所において、人事異動後速やかに更

新していなかった。

⑤ 情報管理責任者により点検が実施されていた。

⑥ 発注事務に関する書類及び入札参加者から提出された書類等の管理に関

して、発注事務に関する電子データは、アクセス制限を設定し共有ファイ

ルサーバー等に保管し、紙文書については、情報管理責任者が施錠した書

庫等で保管していた。

⑦ 工事の予定価格は、入札書及び技術資料等の提出期限から開札までの間

に作成されていた。

⑧ 入契委員会等の各種委員会終了後、速やかにデータを消去していた。

⑨ ＩＣカードは、経理課長等が金庫等で厳重に管理を行っていた。

⑩ 本局契約課から送付された工事の履行確認のために必要な技術提案書等

について、契約担当課長が受領し、再度の複写を禁じたうえで発注担当課

長及び主任監督職員に手渡ししていた。履行確認後は、契約担当課長が回

収し処分を行っていた。

⑪ 発注者支援業務の委託先における情報管理について、確認を行っていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 情報管理のルールが守られているかどうかについて、抜き打ちで７月に、

保管状況を確認していた。

(2) 入札契約内容等の情報の公表

入札契約内容等の情報の公表については、「『工事における入札及び契約の過

程並びに契約の内容等に係る情報の公表について』の一部改正について（平成

３１年３月２９日付け国中整契第４３３号、国中整経調第２７９号）」により、

工事における予定価格、予定価格の積算内訳、調査基準価格、落札理由（総合

評価）の公表時期の変更、及び工事設計書の公表が通知されており、これに基

づき適切に公表が行われているかについて、対象工事を指定し監査した。

監査対象工事について、一部の事務所等において、一部、工事設計書の公表

が単価合意後、速やかに行われていなかった。

(3) 契約変更手続の実施状況
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工事の契約変更手続について、「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて

（昭和４４年３月３１日付け建設省東地厚発第３１号の２）」、「当面の入札関

係不祥事の再発防止対策について（案）（平成２０年１１月２０日付け事務連

絡（総務部長、企画部長））」及び「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて

（平成２３年４月１９日付け事務連絡（総務部総括調整官））」等に基づき実施

しているか、対象工事を指定し監査した。

すべての事務所において、監査対象工事について、変更見込み金額が２割又

は４，０００万円を超える場合の分任支出負担行為担当官の事前承認、３割を

超える場合の本局の事前確認が行われていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 請負工事の金額変更を伴う指示にあたっては、予定増減額累計表で変更

予定金額を管理していた。

(4) 不適切な入札契約手続の再発防止

契約解除や手続取り止めは、受注者に多大な損害を与えるとともに国土交通

省への社会的評価の低下を招き、発注者にとっても多大な労力や事業の遅延が

生じることとなり、その影響は極めて大きく、チェック体制の強化が求められ

ていることから、「工事発注における予定価格調書作成時のチェック体制強化

について（令和２年３月６日事務連絡（総務部契約課長、企画部技術管理課長））」

の実施状況について監査した。

すべての事務所等において、予定価格調書作成時のチェックが実施されてい

た。継続して確実に実施していくことが重要である。

(5) 応札･落札状況の分析に関する取組

入札契約の適正化を確保し、違法行為を防止する観点から、発注工事の落札

率、応札者数、個々の応札者の応札状況等について、平素から継続的に分析す

ることが重要である。

本省特別監察提示意見では、「応札･落札状況の分析に際しては、必要に応じ、

時系列的な推移や傾向、道路や河川などの事業ごと、管内の地域ごとなどの点

にも着目するなど分析方法を工夫することが望ましい」としている。

こうしたことから、事務所等における応札･落札状況の分析の取組について

監査した。

応札・落札状況を平素から継続的に分析しており、また工事毎にその都度分

析をするとともに、過去３年間の平均落札率や平均入札者数や地整平均との比

較、工種毎、管内地域毎の応札・落札状況を分析していたが、一部の事務所に

おいては、一般土木工事Ｃ等級で、令和２年度平均落札率９９．７％、令和３
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年度９５．６％、令和４年度９６．５％と年平均落札率が９５％を超えている

ため、発注者綱紀保持を徹底し、事業者等に対し、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、談合情報や談合疑義事実には厳正に対処す

る姿勢等を示すとともに地域要件の緩和やチャレンジ型の拡充等入札参加資格

数を増やす取組を行うことを期待する。

５．適正かつ効率的な業務執行に関する取組

(1) 事業の効率的な執行

事業の効率的な執行については、「令和３年度国土交通省所管事業の執行に

ついて（令和３年４月１日付け国会公第１５７号事務次官通達）」、「令和４年

度国土交通省所管事業の執行について（令和４年４月１日付け国会公第１６２

号事務次官通達）」及び「２０２１年度中国地方整備局のi-Construction推進

計画の策定について（令和３年３月１６日付け国中整技管第１８８号）」、「２

０２０年度中国地方整備局のi-Construction推進計画（Ver.1）の策定につい

て（令和２年３月２６日付け国中整技管第１５９号）」において、所管事業の

執行にあたっては適正かつ早期で円滑な執行を図るとともに、計画、設計、施

工及び管理の各段階において品質確保・向上と合わせて生産性の向上のため、

新技術の導入、ＩＣＴの積極的な活用、施工時期の平準化等の様々な取組を推

進することとされている。

さらに「中国地方整備局インフラＤＸ推進計画２０２２について（令和４年

３月３１日付け国中整技管第２４２号）」により建設現場の生産性向上を図り

つつ、整備局職員を含めた建設業界の働き方改革を実現することを目指し、各

種取組を実施することが決定されている。

また、建設産業における働き方改革の一環として適正な工期・履行期間を確

保したうえで、週休２日の推進や時期等の平準化を図り、公共事業等に従事す

る者の長時間労働の是正に向けた取組を徹底するほか、発注者側の監督・検査

についても、より円滑かつ的確に実施することが求められている。

これらを踏まえ、事業の効率的な執行、工事監督・検査から成績評定及び受

発注者間コミュニケーションの取組について監査した。

1) 事業の効率的な執行のための事務所（管理所）取組体制

① 各事業段階での職員間の情報共有について

すべての事務所等において、事務所長（又は副所長）、管理所長をはじ

めとする事業マネジメント、事業調整会議等を適時開催し、計画、設計、

用地、工事及び管理の予算執行状況、進捗状況及び懸案等の方向性等につ

いて議論するなど、各担当部署間の情報共有に取組んでいた。
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（事務所等における実施状況）

○ ＰＭ会議（１回／半月～半年）

○ 工事・業務内容説明会（発注毎）

○ 定例会（１回／週～月）

② 工事・業務の計画的な発注及び適正な工期設定の取組状況について

各事務所における工事・業務の計画的な発注及び適正な工期設定の取組

については、早期発注手続き、国債・繰越制度の適切な活用、工期設定支

援システム等が活用されていた。

工期設定の条件明示については一部の事務所で未実施のものがあった

が、工期設定、条件明示の周知徹底により改善できており、概ね計画的な

工事・業務の発注が行われていた。

また、活用可能な業務において「業務スケジュール管理表による設計業

務等の履行期限設定支援（試行）」を実施していた。

工事・設計業務等の履行期限の平準化では、令和元年度に整備局が設定

した目標値を概ね満足しているが、満足していない部分については目標達

成に向けた様々な取組を実施していた。

建設現場等における遠隔臨場の取組については、効果が期待できない工

事等を除き適切に実施していた。

2) 工事・業務等にかかる事故防止等の取組状況

工事事故防止の実施状況については、安全協議会、災害防止協議会によ

る建設現場の安全パトロールを定期的に実施し、現場の安全管理に関する

資料の共有等を実施していた。

新型コロナ感染拡大防止の観点から安全協議会等を未実施の事務所等に

おいては、打合せ時の資料配付や電子メール等の活用による効率的な工事

事故事例などの情報共有を図るなど、建設現場における工事事故防止に取

組んでいた。

また、労働局主催の会議に出席し関係資料を主任監督員、受注者と共有

する等の工夫も見られた。

3) 工事・業務検査・評定までの取組状況

① 設計業務等技術検査復命書の作成の状況について

設計業務等技術検査復命書の作成については、一部の事務所等で未作成

のものがあったが、復命書作成の周知徹底等により改善または改善に努め

ており、該当業務のあるすべての事務所等において、概ね適切に実施され

ていた。
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② 工事書類簡素化の実施状況について

工事書類の削減に関し、「工事関係書類一覧表」に基づく工事着手前の｢発

注者へ提出、提示する書類の種類｣の事前協議については、一部の事務所

等で未実施のものがあったが、事前協議の周知徹底等により改善または改

善に努めており、該当工事のあるすべての事務所等において、概ね適切に

実施されていた。

また、工事完成検査における電子検査の実施状況については、一部の事

務所等で事前協議未実施のものがあったが、事前協議の周知徹底等により

改善できており、該当工事のあるすべての事務所等において、概ね適切に

実施されていた。

③ 工事・業務の電子成果品の登録について

(ア) 河川、砂防、道路事業

河川、砂防、道路事業の工事・業務の成果品は、検査完了後｢電子納品

登録管理表｣に記録した後に、遅滞なく成果品を中国技術事務所に提出す

ることとなっている。

一般監査調査票の事前提出時において、該当工事・業務のあるすべての

事務所等において、適切に実施されていた。

(イ) 港湾事業

工事・業務の電子成果品のシステム登録状況について確認した結果、周

知不足により、システムの登録漏れが相当数あることを確認したが、速や

かに登録ルールの再周知を行い改善済となっている。

④ 工事・業務の評定作業について（本官、表彰案件を除く）

工事・業務検査後、受注者への評定通知状況については、検査日から通

知までの令和３年度平均通知日数が２週間（１４日）を超えている事務所

等があったが、今年度において既に評定委員会の日程を予め決めて評定作

業を行う、定例会を活用した評定委員会の開催など、通知期間短縮の工夫

がなされており、速やかに評定通知を行うよう取組まれていた。

4) 受発注者間のコミュニケーション

施工効率向上プロジェクトの取組の三者会議や設計変更審査会は、必要に

応じ対象となる工事において適時に実施されていた。

工事監督におけるワンデーレスポンスについては、一部の事務所等で徹底

できていないものが見受けられたが、取組内容の周知徹底等により改善に努

めており、概ね適切に実施されていた。

また、ウィークリースタンスに関して実施項目（案）による業務着手時に

おける取組内容の協議、工事における特記仕様書への記載等について、適切

に実施されていた。



- 22 -

建設業界とのコミュニケーションについては、年１回以上、各種団体（建

設業協会、測量設計業協会、建設工業協会など）、発注者支援業務等と意見

交換会を開催し、建設業における課題及び対応など事業を円滑に進めるため

の情報共有がなされていた。

その他、新型コロナ感染拡大防止対策や熱中症対策等の情報共有により各

現場の安全管理の充実を図るための取組がなされていた。

また、各事務所等とも会議や打合せ等の他、通常業務全般において８割程

度がＷｅｂ会議等を活用されていた。

今後も事業執行の効率化、働き方改革、新型コロナ感染拡大防止対策等の

観点から積極的に活用されたい。

(2) 業務の適正な執行（用地取得に係る不正防止対策）

国土交通省では、近畿地方整備局管内における不正事案の発生を契機として

組織を挙げて用地取得に係る不正防止対策に取り組んできたところであるが、

九州地方整備局管内における不正事案の発生を受けて「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日付け国土用第５２号土地・水

資源局総務課長通知）｣等の通知が発出され、従前の不正防止対策の取組の徹

底に加えて多段階チェックの強化など、新たに取り組むべき事項が追加された。

その後、「用地取得業務の適正な実施の徹底について（平成２７年３月３１日

付け国土用第８１号土地・建設産業局総務課長通知）」が通知され、見積書の

徴収による補償額算定に係る事務処理の適正な実施の徹底、不当要求行為等へ

の対応についての本局との連携強化の事項が追加された。

これらを踏まえて、用地取得に係る不正防止対策の取組状況について監査し

た。

すべての事務所において、補償金算定調書作成及び変更に係る決裁時や支払

関係書類の決裁時、見積書の徴収による補償額算定については、見積依頼時及

び補償金算定時に多段階チェックを行っていた。また、補償金算定調書の事務

所長決裁後、被補償者への補償金額の提示の時期に合わせて、別途、損失補償

協議書の決裁を得たうえで金額提示を行っていること、用地交渉は２名以上で

行い用地交渉記録は交渉に当たった職員が共同で作成していること、支出負担

行為の決裁時に事務副所長から補償金明細表の補償金額との照合確認を受けて

いることなど、適切に用地取得事務の執行を図っていた。

なお、現在、不当要求事案に直面している事務所はなかったが、不当要求事

案の発生に備えて各県弁護士会、警察当局等との連携体制が構築されており、

また、不当要求防止責任者講習会へ職員を参加させるなど、不当要求に対する

取り組みが行われていた。
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(3) 漁業補償又は用地補償等に係る不正防止対策の取組（港湾空港関係）

漁業補償業務の実施については、「地方整備局港湾補償事務取扱規則（平成

２１年７月１４日付け国港総第２４８号）」及び「中国地方整備局港湾補償事

務取扱細則（平成２１年１２月１日付け国中整港空整補第７３号）」に基づく

こととされている。その実施状況について、広島港湾・空港整備事務所におい

て、不当要求行為への対応、補償金の算定、交渉時の多段階チェック等の実施

状況を監査した結果、適正に行われていた。

(4) 庁舎等の適正な管理（港湾空港関係）

庁舎等の管理責任者等の掲示状況及び鍵の管理状況等について確認し、適切

な掲示・管理がなされていた。

(5) 高潮時、津波時の避難対応及び津波に対する車両及び船舶対策の検討（港湾

空港関係）

「夜間・休日等における津波行動基準の提出について（平成３１年３月２９

日事務連絡（総括防災調整官））」に基づき、高潮・津波発生時の避難対応等の

行動基準を定めること、並びに、津波に対する車両及び船舶の対策については、

「津波に対する車両対策の検討要領（案）について（平成３１年３月２７日付

け国中整防第１３０号）」に基づき、津波に対する車両対策の検討要領（案）

を策定することとされている。監査の結果、「津波に対する車両対策」及び「港

湾業務艇初動マニュアル」が適正に策定され、それに基づいて履行されていた。

６．職場環境整備に関する取組

円滑な業務執行のためには、職場環境が良好であることが重要であり、特に

職員の心身の健康が、業務執行及び職場運営に大きく影響を及ぼすことから、

職員の健康面に配慮した職場環境の整備が求められるところである。

近年、新型コロナウイルス感染症への対応や、新規採用職員の増加等により、

職場環境が大きく変化してきていることから、職員の心身の健康保持のための

取組状況について監査した。

(1) 新型コロナウイルス感染防止対策

1) 新型コロナウイルス感染防止対策に関する通知及び取組の周知徹底

新型コロナウイルス感染防止対策に関する通知及び取組について、すべて

の事務所等において、本局からの通知等を全職員へメール送付したり、所課

長会議等で資料配付し周知を行っていた。また、事務所の取組を併せて周知

したり、感染防止に関するポスター等を執務室入口等に掲示してる事務所も

あった。
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（事務所等における取組の工夫例）

○ 研修所において感染が発生した場合にどのような対応を取るかについ

て、人事課や研修所事務室を含め協議、検討を行い、対応フローを作成し

ていた。

2) 「三つの密」を避ける取組

密閉、密集、密接を避ける取組について、執務室・会議室の換気、二酸化

炭素濃度の確認、会議等における人数制限、席間隔の確保、対面を避ける配

席、Ｔｅａｍｓの積極活用、分散勤務など、すべての事務所等において、そ

れぞれ実情に応じた取組を行っていた。また、アクリル板やビニールカーテ

ンについては、執務室、会議室、打合せスペース、受付窓口等の設置が求め

られる箇所に適切に設置していた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 従来の執務室の対面型を、机の間隔を広げ、対面を避ける配席に見直す

ことにより、感染者が生じたとしても濃厚接触者とならないよう対策を実

施していた。

○ 「新型コロナウイルス対策点検表」「健康観察表」を作成し、これに基

づき職員の毎朝の検温・発熱状況（通勤前）を確認することとしていた。

○ エアロゾル感染の防止の観点から、換気の重要性、換気の工夫、自動車

での換気の方法について、リーフレットを添付のうえ、全職員へ周知して

いた。

○ 委託業者との打ち合わせ等はすべてＷｅｂ会議とするなど、徹底した感

染の防止に取り組んでいた。

3) 接触感染の防止に関する取組

すべての事務所等において、手洗い、手指消毒、マスクの着用等の感染防

止対策の周知徹底がなされており、庁舎玄関、執務室入口、受付カウンター

等に手指消毒用アルコールが設置され、各階トイレに手洗い用石鹸が設置さ

れていた。また、多くの職員が触れる可能性のある庁舎内の施設・機器等の

共用部分について、期間業務職員や業務委託等により定期的に消毒を行って

いたほか、各職員が必要に応じデスク周辺を除菌できるよう、各執務室にア

ルコール除菌シート等を設置したり、その他、非接触型の自動検温器や自動

手指消毒器を設置してる事務所があった。

（事務所等における取組の工夫例）
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○ 不特定多数の者が触れる可能性のある庁舎内の施設・機器等の共用部分

について、期間業務職員や業務委託等により定期的に消毒することとして

いた。

○ 操作室クリーン宣言を基に、入室の際の手指消毒・マスク着用・執務室

との扉の常時締め切り及び打合せ禁止の徹底をしていた。

4) 外来者に対する感染防止の取組

すべての事務所等において、玄関や執務室入り口に、手指消毒用アルコー

ル（一部検温器付き）を設置し、手指消毒やマスク着用等の入庁にあたって

の協力依頼文を掲示していた。また、受付窓口や打合せスペースにはアクリ

ル板やビニールカーテンを設置していた。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置、県独自の特別警報等が発令されて

いる状況において、対象区域内の事務所では、可能な限り訪問を控えてもら

うよう、事務所ホームページに掲載したり、打合せ等はＷｅｂ対応とすると

ともに、やむを得ず来庁される場合は、来庁者の体調等を確認のうえ執務室

外で対応を行うなど、事務所の対応方針等を記載した協力依頼文を掲示し、

職員及び来庁者に周知し対応を行っていた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 事務所ホームページに協力依頼の要請の掲示をしていた。

○ 来訪者が執務室まで上がらなくても良いように庁舎入口で職員を呼び出

すようにしたり、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象区域とな

った場合は、書類の手交は中止し、郵送するようツィッターや広報誌を活

用して周知する取組を行っていた。

5) 出勤回避、時差出勤等の取組

平常時においては、ワークライフバランスに配慮した観点から、業務上支

障のない範囲で在宅勤務やフレックスタイムを多くの事務所において、実施

していた。

しかしながら、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象区域となっ

た場合においては、出勤回避７割の目標達成に向け検討は行っているものの、

組織人員や担当業務等の事情により、実現は困難な事務所もあり、時差出勤

実施者も公共交通利用者の一部にとどまっており、感染リスクを回避し業務

継続を図る観点から、一部の部署で分散勤務を実施する取組を行った事務所

が多数見られた。

（事務所等における取組の工夫例）
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○ 災害対策室等を利用した分散勤務を実施することとしていた。

6) 所属職員の感染又は感染疑義への対応

所属職員の感染又は感染疑義が判明した場合の、連絡体制や対応すべき事

項（公表、消毒、出勤制限等）について、すべての事務所等において、本局

からの通知文等を、メール送付や所内イントラ掲載、所課長会議等で職員周

知していた。

(2) 能力向上、人材育成

1) 若手職員及び女性職員の指導・教育に関する取組

若手職員及び女性職員の指導・教育に関する取組については、若手職員が

いるすべての事務所等において、年度当初の所課長会議等で、所属長及び先

輩職員等により指導・教育を徹底するよう管理職等に指導が行われていた

が、女性職員に特化した指導・教育は何れの事務所等においても実施されて

いなかった。

技術系の若手職員がいる事務所では、「若手技術系職員の育成強化方針に

ついて」に基づき、ＯＪＴカルテを作成し、国の技術者として有すべき技術

力の養成と確実な技術力の継承を図っていた。

また、業務知識、資料作成能力、プレゼンテーション能力の向上を図るた

め、若手職員を中国地方技術研究会や行政実務（事務）検討会へ参加させて

いる事務所があった。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 若手技術職員の育成強化を目的とした、年二回のブロック単位における

発表会の実施に取り組んでいた。

○ 新規採用職員に対して、研修とは別に副所長がコンプライアンス、倫理

に関する講習及び海岸法にかかる研修（事務官を対象）を行っていた。

○ 若手職員が積極的に現場を見る機会を設けるため、安全パトロールに参

加するよう所長自ら指導し、他の事務所への視察等も含め、機会があれば

出張するよう促していた。

また、親子見学会においては、事務、技術の係員が主となり、経験させ

ていた。

2) 能力向上、人材育成に関する取組

すべての事務所等において、職員一人ひとりの能力向上が円滑な業務執

行に繋がるものと認識し、様々な取組により職員の能力向上及び人材育成

に積極的に取り組んでいた。
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若手職員を主体とした取組が多く、現場見学会、勉強会、検討会等を実

施し、知識及び問題解決能力の向上を図っていた。

また、すべての管理所において、事務・技術隔てなく管理所全職員が防

災業務を行えるよう各種訓練を実施していた。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 若手職員の技術力向上を目的とした「スキルアッププログラム」を策定

し、当該プログラムに基づき実施されていた。

○ 若手職員を主体とした「ミズベリング」への参加及び若手技術系係長に

よるインターシップのチューターとしてのフォローを実施していた。

○ 若手職員への面談制度（メンター制度、フォローアップ面談）及びＯＪ

Ｔカルテを合わせ体系図化していた。

○ 防災業務を事務・技術隔てなく管理所全職員が誰でも対応できるよう

に、操作規則の読み合わせや操作訓練、異常時対応訓練などを実施してい

た。

○ 事務、技術を問わず安全パトロールや、現場見学会などの案内をすると

ともに、積極的な参加を促していた。

3) 課題・問題点の抽出及び対応策の検討

能力向上、人材育成に関する取組を実施するにあたり、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響等により、研修・講習会・現場見学会が中止やオンライン

実施となり、出勤回避のためテレワーク実施者も増加したことから、多くの

事務所において、直接顔を合わせて助言・指導する機会が減った事への懸念

や、コミュニケーション不足等を課題認識していた。一方で、グループウェ

アの予定表を活用し、積極的に担当業務の取組状況、予定等を登録すること

で、お互いの情報共有に努めていた事務所があった。

(3) 組織活性、コミュニケーション

1) 事務所におけるコミュニケーション対策

新型コロナウイルス感染防止対策として、多くの職員が出勤回避のための

テレワークを実施することにより、職場内のコミュニケーション不足が懸念

されるところである。このため、すべての事務所等において、Ｔｅａｍｓや

メールを活用しテレワーク職員等と連絡を取り合うことでコミュニケーショ

ン不足とならないよう取り組んでいた。また、事務所長等が積極的に執務室

に出向き、職員とのコミュニケーションを取るように努めていた事務所があ

った。
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（事務所等における取組の工夫例）

○ Ｔｅａｍｓを積極的に活用し、テレワーク時おいても顔の見えるコミュ

ニケーションづくりに取り組んでいた。

○ 「つきいち現場見学会」及び「ＤＸ体験会」の開催、「挨拶運動実施中」

及び「令和４年度の寅年」のリーフレットを作成のうえ、掲示していた。

2) 組織の活性化を図るための取組

職員間のコミュニケーションやスキルの向上を図る目的で若手技術系職員

間における意見交換会を実施したり、Ｔｅａｍｓを活用した全職員参加の定

例会により、全職員顔を合わせる機会を設け、対面と同様な意見交換を実施

している事務所があった。また、職員有志による時間外レクリェーションで

親睦を図っている事務所があった。

（事務所等における取組の工夫例）

○ 若手技術系職員間（係員・係長それぞれ９名）による毎月の意見交換会

の実施に取り組んでいた。

○ インフラＤＸ広報推進ＰＴの設置に取り組んでいた。

○ Ｔｅａｍｓを活用した全職員参加の定例会の実施に取り組んでいた。

○ 時間外レクリェーションの実施に取り組んでいた。（ソフトボール、バ

ドミントン、登山）

〔事務所長・管理所長からの発言を紹介〕

Ⅰ コンプライアンスの取組

○ コンプライアンス・ミーティング、不祥事事例の提供等に一定の効果が

あると認識しており、一方でマンネリ化という議論もあるが、大事なこと

は、常に繰り返し継続して意識付けすることが重要である。

○ 風通しは、一方向からではなく、双方向からの会話というのが重要。聞

いてあげることが大事であるし、伝えるだけでなく伝わっているかを確認

することが大事。私も副所長も執務室に出て行き、普段の会話から、この

個室に入りやすくしてあげることが大事だと考えている。

○ 「ホウ・レン・ソウ」に着目するのであれば、聞く姿勢は大事。パソコ

ンを閉じて、話を遮らずに最後まで聞くことが最低限のコミュニケーショ

ン。また、話してくれたことに必ず感謝をすることを私自身心がけている

し、職員にも伝えている。

○ 必要な情報を確実に組織で共有し、職員を孤立させないこと、一人で問

題を抱えさせないことが大事。挨拶であったり、幹部が極力執務室に出向

いていくこととしており、各所属長にも積極的にコミュニケーションをと



- 29 -

るように伝えている。

○ 国土交通省は、本省も本局も含め挨拶が不得手な職場であると感じてお

り、挨拶なしが当たり前の職員を生み、コミュニケーションの欠如にも繋

がることは問題。まずは、所長自らが態度で示すことが必要という思いで、

職員や来庁者に対して、こちらから挨拶するように努めている。

○ 管理所は業務量は少ないが、事務所であれば管理職が行うような業務に

ついても係長が行うこともある。場合によっては一人で完結するようなこ

ともあるため、皆の見えるところで業務にあたってもらうように、また、

私自身も比較的、通常の事務所よりは深く関与するよう心がけている。

○ 日々の朝礼において、各自の予定や伝達事項を発言してもらうことで、

相互にフォローすることも可能となるもので、皆が集まって話ができる環

境を作ることが大切だと考えている。

○ 毎週、全職員参加で開催する定例会において、コンプライアンスに関す

る周知を行うとともに、階段に標語を掲示し、日々目にすることで意識の

低下を引き起こさないような取組を行っている。

○ 風通しの良い職場というのが基本中の基本。トップの考え方が幹部から

係員まで一貫して共有・理解されていること、一方で、各職員が抱えてい

る状況について幹部が正確に把握しているかも合わせて重要で、この部分

が不十分だと問題が起こりうる。頻繁に顔を合わせるように、１日１回は

必ず顔を合わせるように努めている。

○ 事業者が副所長を訪問した際に、立ち話しかできない事務所が多いと聞

いているが、ビジネスパートナーなので、しっかり話を聞く体制を確保す

すことも大切だと考えている。

○ 他の整備局等の職員の不正事案については、速やかに職員全員にメール

で注意喚起をするとともに、事務所内の課長会議においても各管理職に直

接注意喚起することとしている。

コンプライアンス違反が生じる最も大きな要因は、職場内での風通しの

悪さであると認識しており、できるだけ毎日各課に顔を出して、できるだ

け多くの職員と雑談し、相談しやすい環境作りに心がけるとともに、「困

っていることはないか？」、「業務の進捗状況はどうか？」などを所長側か

ら問いかけるようにしている。

○ まさに未然防止、あるいは深みにはまらず違反状態から引き戻せること

が重要と思っており、そのためには風通しの良い職場環境を整えたいと意

識している。

言い換えれば、職員を脅したり萎縮させるような仕組みは好ましくない。

Ⅱ ワークライフバランスの推進のための取組
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○ 「勤務時間の縮減」というのは嫌で、それは結果論であり、どちらかと

言えば、働き方を変えることが大事。特例申請（45h／月以上）が特例で

はなくなっている状況があり、スケジューラーによる日々の仕事の見える

化、仕事の棚卸し、中期的な目標を立てること等の指導をしている。

○ 職員が直営で頑張りすぎであるという思いがあったことから、在庁の現

場技術を増員し、ルーティン業務はできるだけ現場技術を活用するよう指

導し、クリエイティブな業務や研修等に時間を充てられるような指導を行

っている。

○ 職員が減少する中で業務が多岐にわたる現状で、どう効率化し時間を生

み出していくのかが課題である。Ｔｅａｍｓ活用、モバイルＰＣ貸与等に

よる在宅勤務等柔軟な働き方がしやすい環境整備、ペーパーレス化による

会議・準備時間短縮、５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の推進に

よる効率化を図っている。

○ 超過勤務については、各所属の状況を過去２年間と比べてどうなのかを

幹部職員で共有し、各所属の業務の状況に応じ所属長が勤務時間管理を行

えるよう工夫している。そうすると、それが一時的なものなのか、恒常的

なものなのか見えてくる。仮に恒常的なものであれば、組織要求に関わる

ものかもしれないし、本局に対し問題提起を図るべきものかもしれないし

ということで、ともあれ、問題を幹部職員で共有することは重要である。

○ 整備局全体の重点目標については、可能な限り遵守するよう、課長会議

などの場を通じて、各課長に周知するとともに、特に業務の効率化・簡素

化の観点から、ルーチンではない本省や本局からの作業依頼については、

作業に着手する前に全体の方針を所長、副所長、担当課長で相談し、方針

を固めてから進め、作業の手戻りをなくすようにし、また、資料の見た目

など、内容に大きな変更がないような過度な作業負担などは生じないよう

にしている。

また、各課において年間の作業スケジュールを作成し、計画的に資料作

成や発注作業などを進めることで、業務の平準化や、休暇の計画的な取得

ができるように努めている。

○ 在宅勤務をするにもリモート用ＰＣなどハードの整備が追いついておら

ず、結局職場で手渡しする不自由な状況下での在宅勤務をせざるを得ず、

感染症対策になっていない。また、そういった状況でも通常と同様の業務

量をこなさなければならず、職員の負担が多かった。

副所長へは、特定の課に業務が偏らないよう、目配りを指示しているが、

内業メインであること、３課で業務が縦割りであることから、ままならな

い状況。

また、在宅勤務においては、勤務時間と勤務時間外の区分があいまいと
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なる場合があるが、管理職に対しては、業務のメリハリをつけ、必要な超

過勤務命令を適切に行い、サービス残業は絶対にダメと徹底した指導を行

っている。

Ⅲ 職員の能力向上、人材育成の取組

○ 若手勉強会を開催しているが、我々が教えたいことと、若手が学びたい

ことがそれぞれあって、押しつけの勉強会でなく、２回に１回は、若者主

体の議題を募って開催し、それをベテランが教えるという形で取り組んで

いる。

○ 同期や同年代の若手職員が少ない中で、Ｔｅａｍｓで若手職員・係長ク

ラス毎の意見交換会を実施することで、目線・視線・視野を広げることに

取り組んでおり、そのフォローとして執務室を巡回し、タイミングよく、

良いアドバイスをすることで育成に繋がるものと考える。

○ 若い経験の少ない職員が多いのと、両専門官が経験豊富で指導役として

適任という状況があり、配席について、私がこうした方がいいかなと思っ

ていたことを私が何も言わなくても、フロア皆で話合ってＯＪＴが機能し

やすい、相談しやすい配席に替え、実際に機能している。

○ 新規採用係長に対し、専門的な業務等に関して近隣事務所及び本局から

Ｗｅｂ会議等も活用して丁寧なフォロー・バックアップを頂き、業務の円

滑化・職員の能力向上面で大変助かっている。

○ 個人的な事情により、勤務時間・業務内容等に制約があって、将来のラ

イフプランに不安を抱えている職員については、各々の状況下で可能な業

務について専門性を高めることを模索してもらい、それをしっかり支援し

ていくことが必要と考える。

○ 若手職員は積算や契約手続きなどの資料作成に日々追われており、現場

経験や事業がどのように社会に貢献しているのかなど実感する暇もない状

況になっている。将来若手職員が整備局を支える人材となるためには、計

画から実施まで幅広い経験と知識を持ち、的確な判断ができるようになっ

てもらう必要がある。

そのため、現場監査や安全パトロール、視察などの機会に極力若手職員

に同行してもらい、現場経験を与えるとともに、他の事務所との現場見学

会の開催や、見学会などを積極的に開催し、若手職員の経験の場を増やす

ようにしている。

○ 特殊な業務内容の事務所であるため、本局等の主催のイベント見学に極

力参加させている。

女性技術系職員は２名いるが、特にジェンダーにかかわらず役職に見合

った業務をこなせるよう育成すべきと考える。女性事務系職員も含めて、
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ジェンダーで差別・区別はしていない。育児中職員も男女ともに平等に制

度を活用すれば良い。

Ⅳ 組織活性、コミュニケーション対策等に関する取組

○ 仕事としてのイベントをしっかりやっていくことを心がけている。「つ

きいち現場見学会」、「ＤＸ体験会」、あと、ＤＸ展示会にブースを出展す

るなど、職務上のイベントを通じてコミュニケーションの場としている。

○ 職務上は、定例会、ＰＭ会議を全員参加で行うことで、それ以外では、

懇親会は控えており、昼休みを利用してオンライン食事会を開催し、皆そ

れなりに発言や雑談をすることで活性化を図っている。

Ⅴ 公文書管理の適性の確保の取組

○ 文書管理に関する知識が不足している現状があるため、勉強会を実施す

ることを計画している。総務係長の業績目標にも掲げてもらい、確実に実

施することとしている。

Ⅵ その他

○ 入札契約手続に関して、入札図書等の作成、チェックが大変で手間であ

ると同時に、職員が不注意だからという訳でなく、あまりにもヒューマン

エラーを起こしやすい状況となっている。こういったところこそ、ＤＸを

うまく活用して、生産性向上に繋げることはできないであろうか、また、

そうすることで休暇の取得促進にも繋がるのではと期待している。
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