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はじめに

平成２４年１０月１７日、公正取引委員会から国土交通省に対し、高知県内に

おける当省発注の土木工事に関し、「入札談合等関与行為防止法」に基づく改善

措置要求がなされ、これを受けて国土交通本省において同日付けで「当面の再発

防止対策について」が、また、平成２５年３月１４日付けで「高知県内における

入札談合事案に関する調査報告書」が取りまとめられた。

これらを踏まえ、国土地理院では、平成２５年４月に、国土地理院長を本部長

とする「国土地理院コンプライアンス推進本部」（以下「推進本部」という。）

及び外部有識者で構成される「国土地理院コンプライアンス・アドバイザリー委

員会」（以下「委員会」という。）を設置し、コンプライアンス等の強化を図る

ため、各年度において「国土地理院コンプライアンス推進計画」（以下「推進計

画」という。）を策定し、これに基づき取り組んできた。

本報告書は、平成２９年度における推進計画の実施結果及び推進本部による評

価、並びに委員会からの意見を取りまとめたものである。
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Ⅰ．推進計画の実施結果と評価

１．職員のコンプライアンス意識向上の取組

（１）研修におけるコンプライアンスに関する講義の実施

【推進計画】

① 国土地理院で実施する研修にコンプライアンスに関するカリキュラムを

設け、関係法令に関する知識の付与、不祥事発生時におけるリスク等につ

いての講義を実施する。

実施にあたっては、研修生同士が意見を出し合い、自分の身近な問題と

して捉え理解を深めることができるように「グループ討議」、「研修教材

用動画視聴」、「セルフチェック」等を活用する。

② コンプライアンスの指導者を育成していくため、新任の課長等を対象と

する研修においては、外部講師による講義を設け、広くコンプライアンス

意識の啓発を図るため、研修生以外の管理職員(部付の官を含む)及び課長

補佐でも受講可能なオープン講義とする。

③ コンプライアンスに関するカリキュラムのある国土交通大学校、人事院

等他機関での研修及び公正取引委員会における啓発等を目的とした研修会

等にも積極的に参加する。

【実施結果】

国土地理院主催の研修（８研修）では、適正業務管理官等が講師となり発注者

綱紀保持、公務員倫理・服務等コンプライアンスに関する講義を実施した。

実施にあたっては、違法性の認識を高めるため、発注者綱紀保持については、

中部地方整備局発注工事にかかる不正事案を活用して、入札談合に関与した職員

に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰などといったペナルティが

課されることなどの内容を、公務員倫理関係では、具体的な事例を挙げたセルフ

チェックを取り入れた講義等を行った。

また、コンプライアンス・ミーティングやグループ討議方式を活用するなど研

修生のコンプライアンス意識の醸成に努めた。研修でのコンプライアンスに関す

る講義の受講者数は、９２名であった。

課長級研修では、当院の発注者綱紀保持担当弁護士に講師を依頼し、研修生以

外の課長補佐級以上の職員を対象とした公開講座とした。

他機関主催の２１研修に参加し、９４名がコンプライアンスに関する講義を受

講した。 【資料１】

【推進本部会議の評価】

国土地理院主催の研修（８研修）に「コンプライアンス」に関するカリキュラ

ムを設けたことは、職員に関係法令に関する知識の付与、不祥事発生時における

リスクについての意識を徹底させる手段として有効である。実施にあたっては、

違法性の認識を高めるため、入札談合等関与行為は必ず発覚すること、入札談合

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、刑事処罰などといっ

たペナルティが課されることなどの内容を取り入れた講義を行ったことは評価で

きる。

また、グループ討議方式は、職員のコンプライアンス意識を深めるための効果

的な手法であることから、今後も継続すべきである。
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（２）コンプライアンス講習会等の実施

【推進計画】

職員は、以下の講習会等に、原則として年１回以上参加する。

① コンプライアンスの概念や発注者綱紀保持規程及び国家公務員倫理規程

等に基づく職員としての責務、守るべき法令やルール等への正しい理解を

深めるため、全職員を対象に、外部専門家等及び本院担当職員によるコン

プライアンスに関する講習会等を年３回以上実施する。なお、講習会の模

様は、Ｗｅｂ会議システムにより本院内及び地方測量部等に同時配信する。

② 地方測量部等においても、独自の開催又は他機関との共催により講習会

を実施することとする。なお、開催できない場合は、本院からのＷｅｂ会

議システムにより配信される講習会を聴講することはもとより、他機関が

開催する講習会等へも積極的に参加する。

③ 発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性を周知し、入札関係その

他の不祥事の防止を図ることを目的に、本院担当職員が、コンプライアン

スに関する講義を実施する。

【実施結果】

外部講師によるコンプライアンスに関する講習会等を開催し、延べ７４８名が

参加した。

６月には、公正取引委員会事務総局経済取引局から講師を招き、入札談合等関

与行為防止法に関する講演会を開催し、入札談合の問題点や官製談合防止法の概

要、どのような行為が入札談合等関与行為にあたるのか、入札談合等関与行為の

背景・要因、入札談合に関与した職員に対するペナルティ等について講義をして

いただき、２５２名が聴講した。

１１月には、国家公務員倫理審査会事務局から講師を招き、「最近の倫理法等

違反の傾向と再発防止」と題して講演会を開催し、倫理法・規程の制度・運用の

概要や、利害関係者との間における禁止行為を始め、利害関係者で無い人との禁

止行為について最近の実例紹介とともに説明していただき、２５９名が聴講した。

２月には、国土交通大学校教授を講師に招き、「コンプライアンスについて」

と題して講習会を開催した。聴講者は、２３７名であった。

講習会等の模様は、Ｗｅｂ会議システムにより本院及び地方測量部等に配信し

た。講習会等に参加できなかった者に対して、当日の動画を視聴できるよう内部

ホームページに掲載した。

未受講者がいる職場には受講状況リストを送付し、後日、未受講者に講演会等

の動画を視聴させる等の対策を講じている。年間を通じた講習会の未受講者は８

名（平成３０年３月１５日現在）である。

適正業務管理官が６月及び１０月に２地方測量部に出向き、コンプライアンス

に関する講義を実施し、３５名が受講した。

また、４地方測量部でも公正取引委員会の担当官による講習会等を独自に開催

したほか、他機関主催の講習会等に参加した。 【資料２】
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【推進本部会議の評価】

コンプライアンスに対する意識は時間の経過とともに希薄になっていくので、

コンプライアンス講習会を開催することは、コンプライアンス意識を持続させる

取組の一つとして有効である。

地方測量部等においても、講習会等を独自に開催したり、他機関の主催の講習

会等に参加し、多くの職員に対してより専門的な知識を習得させ、職員のコンプ

ライアンス意識を高めることが必要である。

職員のコンプライアンスに関する意識の向上を図るため、本院の担当職員が地

方測量部へ出向き、コンプライアンスに関する講義を実施したことは評価できる。

講習会等の未受講者の多い職場については、改善を指示する必要がある。

（３）コンプライアンス・ミーティングの実施

【推進計画】

① 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２回以上実施する。職員は原則として年１回以上参加する。

② 「コンプライアンス・ミーティング」を通じて職場でのコミュニケーシ

ョンを活性化し、風通しの良い職場を作る。

【実施結果】

職員のコンプライアンスに関する意識の向上を図るため、身近な問題をテーマ

としたコンプライアンス・ミーティングを実施した。

今年度から、期間業務職員が理解しやすい、日常業務で起こり得るようなテー

マを設定した。

実施にあたっては、実施日やグループを分割したり、所属のミーティングに参

加できなかった職員を集めて実施するなど、全職員がミーティングに参加できる

よう工夫した結果、参加率は、第１回目９７．６％、第２回目９５．５％、第３

回目９４．１％であった。年間を通じて全員が参加した。

職員一人ひとりが考え、できるだけ多くの者が発言できる機会をつくり、より

活発な意見交換を行った。 【資料３】
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○第１回コンプライアンス・ミーティング

実施時期 平成２９年４月～５月

テーマ 「利害関係者について」

○第２回コンプライアンス・ミーティング

実施時期 平成２９年７月～平成２９年９月

テーマ ①「一般競争に対しての外部からの問い合わせ」

②「利害関係者との飲食」

③「期間業務職員の倫理法」

○第３回コンプライアンス・ミーティング

実施時期 平成２９年１２月～平成３０年２月

テーマ ①「発注者綱紀保持規程における内部報告制度」

②「私的な関係による禁止行為の例外」

③「業者への挨拶」

【推進本部会議の評価】

コンプライアンス・ミーティングについては、全職場で３回実施され、職員の

参加率は平均で９５％を超えており、本年度計画にある「職員は原則として年１

回以上参加する。」との目標を達成しており、評価できる。

さらに、実施にあたっては、できるだけ多くの職員が参加できるようコンプラ

イアンス・ミーティングの開催日を複数日設けたりするなど工夫した取組は評価

できる。

引き続き各コンプライアンス・ミーティングごとの参加率１００％を目指し取

り組む必要がある。

また、期間業務職員用のテーマを設定し、ミーティングを職員とは別に実施し

たことは、期間業務職員のコンプライアンス意識を高める取組として評価できる。

（４）発注者綱紀保持の周知徹底

【推進計画】

国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図るために、関係

法令の遵守はもとより、「発注者綱紀保持規程」について、周知徹底を図る。

また、発注者綱紀保持に関する基本的な理解度を職員自らが確認するため

のセルフチェックを年２回以上行う。その結果を踏まえて職員に対するフォ

ローアップを行う。なお、職員は、原則として年１回以上セルフチェックを
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実施するものとし、その実施状況を確認することとする。

【実施結果】

平成２９年度においても、官製談合防止法や発注者綱紀保持規程等、コンプラ

イアンス推進計画に係る具体の取組などについては、定例会議や研修、コンプラ

イアンス・ミーティングにおいて、職員に周知した。また、不祥事の事例「事例

で学ぶコンプライアンス」を活用したりするなど、コンプライアンス違反によっ

て発生する刑事処分、行政処分等について解説を行った。

また、発注者綱紀保持に関する基本的な理解度を職員自らが確認するため、メ

ールでチェックシートを配布してセルフチェックを実施した。実施率は、第１回

目９８．０％、第２回目１００％であった。年間を通じて全員が実施した。

セルフチェックの問題・解説を内部ホームページに掲載し、セルフチェックに

参加できなかった者が、後日、理解度を確認できるための環境を整えている。

【資料４】

【推進本部会議の評価】

関係規程等の職員への周知は、全職場において適切に行われている。

第２回目のセルフチェックの実施率は１００％で、年間を通じて全員が実施済

となっていることは評価できる。

引き続き全員が実施できるよう工夫して取り組む必要がある。

（５）国家公務員倫理の周知徹底

【推進計画】

国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、国民の信頼を確保する

ために、国家公務員法、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程の遵守につ

いて、研修及び国家公務員倫理週間等の機会を通じて周知徹底を図る。

また、服務・倫理に関する基本的な理解度を職員自らが確認するためのセ

ルフチェックを定期的に行う。その結果を集計し、職員に周知することで、

更なる職員の倫理意識の向上を図る。なお、セルフチェックは、原則として

職員全員（休職者等を除く。）が実施するものとする。

【実施結果】

平成２９年度においても、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程等につい

ては、定例会議や研修､国家公務員倫理週間等の機会を通じ､職員に周知している。

中国地方測量部及び九州地方測量部では、倫理週間やコンプライアンス・ミー

ティングの際に、公務員倫理に関する動画を視聴し倫理意識の向上を図っていた。

また、服務・倫理に関する基本的な理解度を職員自らが確認するため、メール

でチェックシートを配布してセルフチェックを実施した。実施率は、第１回目９

８．６％、第２回目１００％であった。年間を通じて全員が実施した。

セルフチェック結果は、問題・正答及び解説、問題毎の正答率、正答率が低か

った問題等を内部ホームページに掲載し、再度問題及び回答を見直すなどの振り

返りにより、さらなる倫理への意識の向上を図るよう各所属を通じ周知を行った。

【資料４】
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【推進本部会議の評価】

関係規程等の職員への周知は、全職場において適切に行われている。

第２回目のセルフチェックの実施率は１００％で、年間を通じて全員が実施済

となっていることは評価できる。引き続きコンプライアンス意識が希薄にならな

いようセルフチェックを定期的に実施させる必要がある。

（６）コンプライアンス不祥事情報等の提供

【推進計画】

コンプライアンス意識の啓発を促すため不祥事事例等の情報を、適宜、定

例会議等において提供する。

【実施結果】

国や地方自治体等において、発注者綱紀保持や公務員倫理等に係る不祥事事例

が発生した場合、適宜「事例で学ぶコンプライアンス」の事例として本院各部・

地方測量部等に資料提供した。

資料は、職員の不祥事事例を具体的に紹介し、関連する法規等を解説すること

によって、職員が理解しやすい内容としている。これまで５回提供し、定例会議

やコンプライアンス・ミ－ティング等で活用されている。 【資料５】

【推進本部会議の評価】

不祥事事例を紹介し関係する法規等を解説して、職員が理解しやすい内容とし

ていることは評価できる。

今後も、具体的な事例や着眼点を示し、定例会議等で活用しやすい資料を提供

し、職員の意識向上を図る必要がある。

（７）コンプライアンス指導者の養成

【推進計画】

国土交通大学校で実施している「コンプライアンス指導者養成研修」に、

コンプライアンスに関する担当職員を順次受講させ、指導者として必要な能

力の向上を図る。

【実施結果】

国土交通大学校主催の「コンプライアンス指導者養成研修」を、担当職員（地

方測量部次長１名）が受講した。受講者からは、コンプライアンスに関する知識

の習得及び地方整備局等職員と情報交換ができた点が大変有意義であったとの情

報が得られた。

【推進本部会議の評価】

担当職員が、国土交通大学校主催の「コンプライアンス指導者養成研修」を受

講することが有効であったことから、今後も順次受講させコンプライアンスに関

する能力の向上を図る必要がある。
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２．事業者との適切な対応

（１）事業者に対する発注者綱紀保持規程等の周知

【推進計画】

① 国土地理院ホームページに有資格者を対象とした発注者綱紀保持の取組

に関する協力依頼を掲載する。

② 執務室入り口等に発注者綱紀保持に関するポスター及び入室制限につい

て協力依頼の掲示、配布用チラシを常備し、周知徹底を図る。

【実施結果】

事業者に対する発注者綱紀保持に関する取組への協力依頼については、ホーム

ページに掲載し、有資格業者への周知を図っている。

また、一般競争参加資格認定通知書に発注者綱紀保持に関する取組への協力依

頼のパンフレットを同封し、有資格者へ協力を依頼している。

執務室入口等に入室にあたっての協力依頼を掲示し、引き続き来庁者への周知

を図っている。 【資料６】

【推進本部会議の評価】

事業者に対しての発注者綱紀保持に関する協力依頼については、各職場におい

て適切に実施されている。執務室への入室制限等の環境整備は、事業者に対する

効果だけでなく職員への意識付けにも効果がある。

引き続き発注者綱紀保持の取組について協力依頼を行う必要がある。

（２）事業者との応接方法の徹底

【推進計画】

事業者との応接にあたっては、国民の疑惑や不信を招かないよう、必要最

小限の対応に留め、この場合においては、原則として受付カウンター等オー

プンな場所で複数の職員により対応するなど、引き続き対応ルールの徹底を

図る。

また、オープンな接客スペースの設置など職場環境の改善を図る。
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【実施結果】

事業者との応接にあたっては、公平かつ適切に行うとともに、国民の疑惑や不

信を招かない方法により行うために、原則として、受付カウンター等のオープン

な場所で複数の職員により対応するものとされていることについて、定例会議や

研修、コンプライアンス・ミーティング等において繰り返し説明することで、周

知を行った。

【推進本部会議の評価】

事業者との応接方法について継続して周知し、国民の疑惑や不信を招かないよ

う適切に対応することが必要である。

執務室の環境を点検して、不当な働きかけを受けにくい環境を整備する必要が

ある。

３．入札契約手続きの見直し及び情報管理の徹底

（１）入札契約手続きの見直し

【推進計画】

不正が発生しにくい入札契約制度の見直しを継続して実施する。

① 予定価格調書の作成時期を極力後倒しして、予定価格漏洩の防止を図る。

② 総合評価落札方式における積算業務と技術審査・評価業務の分離を進

め、両方の情報を知る機会とその情報を知る者の数を限定するとともに、

国土地理院総合評価技術審査会において発注案件ごとに技術審査・評価業

務の実施体制をチェックすることにより、コンプライアンスの更なる徹底

を図る。

【実施結果】

① 予定価格の作成時期を、原則開札日前日とし極力後倒をして、予定価格漏

洩の防止を図った。

② 総合評価落札方式における情報漏洩の防止のため、積算業務と技術審査・

評価業務の分離を進め、平成２９年４月から平成３０年１月までの総合評価

落札方式による発注６１件中４６件（７５％）の業務の分離を行った。さら

に、国土地理院総合評価技術審査会において、発注案件ごとに、担当部署に

おける業務の実施体制の報告を求め、その適否を確認するとともに、情報漏

洩防止の注意喚起を行いコンプライアンスの徹底を図った。

【推進本部会議の評価】

予定価格作成時期の後倒しは、不正が発生しにくい入札契約手続きの重要な対

策であり、今後も継続する必要がある。

積算業務と技術審査・評価業務の分離については、担当部署外による技術審査

・評価業務の一部実施も含めた分離体制の構築を検討するとともに、分離が困難

な業務については、引き続き情報漏洩の防止策を講じていくことが必要である。

（２）情報管理の徹底

【推進計画】
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① 「発注情報管理マニュアル」を周知徹底し、発注事務に関する情報管理

の徹底を図る。

② 「発注情報管理マニュアル」２．情報の適切な管理（４）に規定する「発

注事務に関する書類の管理その他発注事務に関する情報へ不正なアクセス

の予防」について、発注担当職員の所属長が行う調査・点検の周知徹底を

図る。

【実施結果】

① 「発注情報管理マニュアル」の遵守について、定例会議等で発言し周知徹

底を図った。地方測量部等においても、定例会議等で周知徹底を図った。

② 「発注情報管理マニュアル」の運用状況を確認するため、地方測量部等に

おいては、分任物品管理官定期検査の際の調査項目として確認を行った。

【推進本部会議の評価】

発注事務に関する情報管理については、秘密情報の漏洩防止の重要な対策であ

り、「発注情報管理マニュアル」に沿って適切に情報管理が行われているかにつ

いて、引き続き定期的に点検を実施することが必要である。

４．コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用

【推進計画】

通報窓口への通報は、違反行為の未然防止や事態の深刻化を回避する正し

い行為であること、通報した職員は不利益にならないことの周知を行い、通

報しやすいものとするよう取り組む。また、通報があった場合には、迅速か

つ的確な対応を図る。

【実施結果】

コンプライアンス関係通報窓口への通報については、その重要性及び通報した

職員が不利益な取扱いを受けることがないことについて、定例会議や研修、コン

プライアンス・ミーティング等において繰り返し説明することで、周知を行った。

なお、平成２９年度において、コンプライアンス関係通報窓口への通報はなか

った。

【推進本部会議の評価】

コンプライアンス関係窓口への通報の重要性について、定例会議や研修、コン

プライアンス・ミーティング等において繰り返し説明することで、職員に理解さ

せるとともに、通報した職員が不利益な取扱いを受けないことやコンプライアン

ス関係通報窓口について適切に周知していた。

今後も、通報は違反行為の未然防止や事態の深刻化を防ぐために有効であるた

め、引き続き取り組んでいく必要がある。
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５．監査の強化・充実

【推進計画】

平成２９年度定期監査実施計画において、コンプライアンス推進の取組み

に関する監査を重点事項として位置付け、平成２９年度コンプライアンス推

進計画の取組状況について監査を実施する。

なお、平成２９年度監査予定の地方測量部においては、部長等管理職員及

び発注担当職員に対し、コンプライアンスに関しての認識及び取組状況につ

いてヒアリングを実施する。併せて、事業者との対応に関する職場環境の整

備状況及び事業者との応接方法について監査を実施する。

【実施結果】

平成２９年度定期監査実施計画に基づき、６月から１１月にかけて、本院（総

務部、企画部、測地部、測地観測センター、地理地殻活動研究センター）及び地

方測量部（北海道、関東、北陸、中部、四国地方測量部）において、監査重点事

項である推進計画の取組状況について監査を実施した。

また、地方測量部の「部長、次長、管理課長、測量課長及び発注担当職員」（以

下「管理職員等」という。）に対して、コンプライアンスに関しての認識及び取

組状況等のヒアリングを実施した。

併せて、発注者綱紀保持規程に基づく、受付カウンター・打合せテーブルの設

置等の職場環境の整備状況及び事業者との応接方法について監査を実施した。

監査結果として、推進計画に基づく取組状況については適切に実施されている

ことを確認した。

地方測量部における管理職員等へのヒアリングにおいて、関係法令の目的、行

動規準、責務、禁止行為、事業者との対応、通報制度などについて認識状況を確

認したところ、管理職員等全員が概ね正しく関係法令の内容及び諸手続について

認識していた。

コンプライアンスに関する職員への周知については、各管理者とも単にメール

等で周知するだけでなく、定例会議等において機会あるごとにコンプライアンス

推進計画の徹底を図るとともに、コンプライアンス・ミーティングなどにより具

体的な行動などを話し合っており、コンプライアンスに関して職員の意識向上に

積極的に取り組んでいた。

また、全ての部署において、受付カウンター及び打合せテーブルが設置されて

おり、事業者との応接方法もオープンな場所において複数人で対応していること

を確認した。

【推進本部会議の評価】

コンプライアンスに関する個別ヒアリングも実施し、適切に実施されている。

コンプライアンス推進の取組については、引き続き重点項目として実施してい

く必要がある。
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Ⅱ．アドバイザリー委員会からの意見等

（１）全体について

平成２５年度に国土地理院コンプライアンス・アドバイザリー委員会が発足

して平成２９年度で丸５年を迎える。これを区切りとしてこれまでの施策を分

析し、見直しも検討してはどうか。

コンプライアンス推進本部の平成２９年度の評価を踏まえて、平成３０年度

の推進計画案を確実に実施されたい。

（２）職員のコンプライアンス意識向上の取組

コンプライアンス・ミーティング等の参加率等は、現在でも良い状況にある

と思われるので、今後もこの状況を継続していければ良い。職員に過度な負担

とならない程度で行ってもらいたい。
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【資料１】

＜国土地理院＞　　

実施日 研修名 講義テーマ 講師 受講者数

H29.  4.  4 業務研修 コンプライアンスについて 適正業務管理官  ６名

H29.  6.  6 コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

H29.  6.  9 国家公務員倫理・服務等 人事課長補佐

H29.  6. 22 コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

H29.  6. 23 国家公務員倫理・服務等 人事計画官

コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

公務員服務・倫理 人事課管理係長

コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

公務員服務・倫理等 人事課管理係長

コンプライアンス（発注者綱紀保持） 外部講師（弁護士）

国家公務員の職務に係る倫理の保持 国家公務員倫理審査会事務局

H29. 10. 20 服務 人事課長

コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

公務員服務・倫理等 人事課管理係長

コンプライアンス（発注者綱紀保持） 適正業務管理官

服務 人事課管理係長

　　　　受講研修数　１３件

　　　　受講者総数　８３名

　　　　受講研修数　  ８件（うち地測　２件）

　　　　受講者総数　１１名（うち地測　２名）

新採用職員ガイダンス

H29. 10. 18

係長研修  ８名

補佐研修 １５名

 ３名

平成２９年度 研修におけるコンプライアンスに関する講義の実施状況

＜国土交通大学校＞　　

＜人事院＞

H29.  9.  7
専門事務（総務・人事・厚
生・広報・政策）研修

１５名

H30.  3.  8
（予定）

普通測量業務研修 ２０名

H29. 10.  6 中堅係員研修 １７名

課長級研修  ８名

H29. 11.  1
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入札談合の防止に向けて(公正取引委員会職員)
～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～

大会議室

５．アンケート内容別内訳

３．　場　　所

４．　参加者数

平成２９年度 コンプライアンス講習会等実施状況

【資料２－１】

＜本院（第１回）＞

平成２９年６月２日(金)　１３：３０～１５：００

会場：８７名　　Web会議システム：１６５名　　合計２５２名

１．　演　　題

２．　開催日時

1
77%

2
14%

3
7%

4
2%

1
58%

2
39%

3
1%

4
0%

5
0%6

2%

1
51%2

42%

3
7%

4
0% 5

0%

1
72%

2
24%

3
3%

4
1%

5
0%

1
4%

2
1%

3
7%

4
28%

5
18%

6
42%

（１）貴職が担当されている業務の内容をお聞かせください

（複数回答可）。

（２）貴職のご役職をお聞かせください。

（３）入札談合の防止及び入札談合等関与行為防止法について

の知識は、研修会の出席前はどの程度ありましたか。

（４）研修会への出席により入札談合の防止及び入札談合等

関与行為防止法についての理解が深まりましたか。

（７）今回の研修会後，職場において，研修会の内容入札談合

の防止・入札談合等関与行為防止法）の周知

（８）その他，研修会に関する御意見等ございましたら御記入ください。

（６）研修会の内容は，今後の業務で役立つと思いますか。（５）研修会の内容は理解しやすいものでしたか。

１ 理解しやすかった

２ 比較的理解しやすかった

３ どちらとも言えない

４ やや理解しにくかった

５ 理解しにくかった

１ 深まった

２ 多少深まった

３ どちらとも言えない

４ あまり深まらなかった

５ 深まらなかった

６ 既に十分知っている

１ ある程度，内容を把握して

いた。

２ 内容については殆ど知らな

かった。

３ 名称は知っていたが，内容

については全く知らなかった。

４ 名称及び内容について全く

知らなかった。

１ 役立つと思う

２ 多少役立つと思う

３ どちらとも言えない

４ あまり役立たないと思う

５ 役立たないと思う

１ 職場において研修会を行う

予定である

２ 研修会の内容を上司に報告

する予定である

３ 研修会の内容を同役又は

部下に報告する予定である

４ 資料を職場内で回覧する

予定である

５ 特に周知等の予定はない

６ その他

1
42%

2
19%

3
11%

4
28%

１ 工事・物品・委託業務等の

発注業務

２ 契約・会計業務

３ コンプライアンス等の内部

統制業務

４ その他

1
4%

2
20%

3
23%

4
36%

5
8%

6
9%

１ 部長クラス

２ 課長クラス

３ 課長補佐クラス

４ 係長クラス

５ 一般職員

６ その他

１ ２ ３ ４ ５ ６

・一回の聴講ではなかなか理解できないところもあるので定期的に講演会が開催され、聴講すべきと思う。

・知らないこともあったが、とても勉強になりました。

・第８条(職員による入札等の妨害)の話は特に重要と感じた。

・年に1回は復習の意味も兼ねて受講する必要があると感じた。
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５．アンケート内容別内訳

２．開催日時 平成２９年１１月２９日(水)　１３：３０～１５：００

３．場　　所 大会議室

４．参加者数 会場：６９名　　Web会議システム：１９０名　　合計２５９名

１．演　　題 最近の倫理法等違反の傾向と再発防止
  国家公務員倫理審査会事務局

【資料２－２】

＜本院（第２回）＞

平成２９年度 コンプライアンス講習会等実施状況

１ 部長相当以上

２ 課長相当

３ 補佐・専門職相当

４ 係長相当

５ 一般職員

６ 非常勤職員

（６）その他、全体的なご感想やご意見をお聞かせください。

１ 理解しやすかった。

２ やや理解しやすかった。

３ やや理解しにくかった

４ 理解しにくかった。

５ どちらともいえない。

１ これまでどおりでよい。

２ 希望する時期及び時間帯

（内訳は(5)-2参照）

１ 役立つと思う。

２ 多少役立つと思う。

３ どちらとも言えない。

４ あまり役立たないと思う。

５ 役立たないと思う。

（５）-２ 希望する時期及び時間帯

2 653 41

（１）貴職の役職をお聞かせください。 （２）倫理規程に関する知識は、本講習会に参加する前は

どの程度ありましたか。

（３）内容は分かりやすいものでしたか。 （４）講演会の内容は、今後の業務に役立つと思いますか。

（５）開催時期、時間帯について、希望があればお聞かせ

ください。

１ ある程度、知っていた。

２ 名称は知っていたが、

内容についてほとんど

知らなかった。

３ 全く知らなかった。

1
4% 2

14%

3
22%

4
30%

5
18%

6
12%

1
91%

2
8%

3
1%

1
77%

2
20%

3
1%

4
1% 5

1%

1
80%

2
16%

3
4%

4
0% 5

0%

1
94%

2
6%

・違反かどうかの判断が難しい中、具体例を多く挙げて解説していた

だいたので、とても参考になった。今後、倫理上の判断に迷う場面

に出くわしたときのために日頃から自身で考えておくとか、職場の

風通しを良くしておくなど、今できることを提示してもらえたのも

良かった。

・具体例をその都度あげながらの講演なので分かりやすかった。(多数)

・繰り返しこの種の研修を行うことが地道であるが、必要な事である。

・定期的に講話を聞くことで改めて自分の行動を見直すきっかけがで

きます。今後も受講し、倫理保持に努めたいと思います。

・時間帯

0.5時間 1名

1時間 7名

1.5時間 2名

2時間 1名

・時期

4月頃 2名

4～5月頃 3名

5月頃 5名

8月頃 1名

10月頃 2名
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＜本院（第３回）＞　

【資料２－３】

５．アンケート内容別内訳

会場：５４名　　Web会議システム：１８３名　　合計２３７名

コンプライアンスについて(国土交通大学校　教授)

平成３０年２月８日(木)　１４：３０～１６：００

大会議室

４．参加者数

１．演　　題

２．開催日時

３．場　　所

平成２９年度 コンプライアンス講習会等実施状況

（１）貴職の役職をお聞かせください。

1
13%

2
38%

3
12%

4
37%

１ 部長相当以上

２ 課長相当

３ 補佐・専門職相当

４ 係長相当

５ 一般職員

６ 非常勤職員

1
3% 2

17%

3
27%

4
27%

5
15%

6
11%

（２）貴職が担当されている業務のうち、関係する職務の

内容をお聞かせください。（複数回答可）

（３）コンプライアンスに関する知識は、本講習会に参加

する前はどの程度ありましたか。
（４）内容は分かりやすいものでしたか。

（７）その他、全体的なご感想やご意見をお聞かせください。

（６）開催時期、時間帯について、希望があればお聞かせ

ください。
（５）講習会の内容は、今後の業務に役立つと思いますか。

1
50%

2
38%

3
3%

4
1%

5
8% １ 理解しやすかった。

２ やや理解しやすかった。

３ やや理解しにくかった

４ 理解しにくかった。

５ どちらともいえない。

１ コンプライアンス等の

内部統制業務

２ 測量作業、物品、役務、

委託業務等の発注業務

３ 契約・会計業務

４ その他

1
95%

2
4%

3
1% １ ある程度、知っていた。

２ 名称は知っていたが、

内容についてほとんど知

らなかった。

３ 全く知らなかった。

1
87%

2
13%

１ これまでどおりでよい。

２ 希望する時期及び時間帯

（ 月頃 時間程度）

1
62%

2
31%

3
6%

4
1%

5
0% １ 役立つと思う

２ 多少役立つと思う

３ どちらとも言えない

４ あまり役立たないと思

う

（６）-２ 希望する時期及び時間帯

2 653 41

・時期

4月頃 2名

4～5月頃 1名

5月頃 4名

5～6月頃 2名

6月頃 2名

10月頃 1名

11月頃 1名

異動時期の後、4月、

7月、10月など 1名

・時間帯

0.5時間程度 1名

1時間 16名

1.5時間 4名

1～2時間程度 2名

2時間 4名

少し短い時間で良い。1名

・分かりやすい説明でした。具体的な事例もあり、よかったです。

・利害関係以外においても注意されるところであり、判断が難しい

場面が多くなったと思う(良くも悪くも感慨深いところである)。

・最初に地理院の使命の話があったが、普段から意識し続けていな

いと忘れてしまうことがよく分かった。

・答えを進行に合わせて出すのが臨場感が出て良かった(プレゼン

がうまい)。答えを所々で考えさせるのが良かった。

・公務員に対する市民の目線が非常に厳しいことを改めて認識した。

・具体的な事例と特に当事者の反省の弁は参考となります。

- 16 -



＜地方測量部＞　　

実施日 実施（参加）部課名 講義テーマ 講師 受講者数

H29. 4. 20 中部地方測量部 官製談合の防止に向けて 公正取引委員会職員 １３名

H29. 6.  7
～

H29. 6.  8
北海道地方測量部 コンプライアンス講習会 適正業務管理官 １７名

H29. 7. 31 四国地方測量部 入札談合等関与行為防止法について 公正取引委員会職員 １３名

H29.10.18
～

H29.10.19
中部地方測量部 コンプライアンス講習会 適正業務管理官 １８名

H29.11.  2 近畿地方測量部 入札談合等関与行為防止法等について 公正取引委員会職員 １４名

H29.12.  6 北陸地方測量部 コンプライアンス講習会 公正取引委員会職員  ３名

平成２９年度 コンプライアンス講習会等実施状況

【資料２－４】

- 17 -



【資料３－１】

部課名 実施日 対象者 テーマ 備　考

総務部
5/10、5/11、5/17、5/18、5/19、
5/24、5/30、5/31

 114/116 98.3%

企画部
4/24、5/2、5/10、5/15、5/17、
5/24、5/29、5/30、5/31

64/64 100.0%

測地部 6/26、6/30 50/56 89.3%

地理空間情報部 5/11、5/16、5/19、5/24、5/30 64/66 97.0%

基本図情報部
5/10、5/12、5/17、5/24、5/29、
5/31、6/8、6/13

105/108 97.2%

応用地理部 5/24、5/25、5/26、6/13 44/47 93.6%

測地観測センター 5/15、5/18、5/26、5/30 39/39 100.0%

地理地殻活動研究センター 5/15、5/16 30/30 100.0%

本院計 510/526 97.0%

北海道地方測量部 5/16、5/31 18/18 100.0%

東北地方測量部 5/16 20/20 100.0%

関東地方測量部 5/17、5/22 21/21 100.0%

北陸地方測量部 5/30、6/1 16/16 100.0%

中部地方測量部 5/10 18/19 94.7%

近畿地方測量部 5/23、5/31 21/21 100.0%

中国地方測量部 5/22 17/17 100.0%

四国地方測量部 5/11、5/12 15/15 100.0%

九州地方測量部 6/30 16/16 100.0%

沖縄支所 5/31 9/9 100.0%

地測計 171/172 99.4%

合　　　計 681/698 97.6%

職員等 利害関係者について

参加人数　 （率）
（参加者数/全職員）

平成２９年度 第１回コンプライアンス・ミーティング実施状況

（実施期間：平成２９年４月～平成２９年５月）

職員等 利害関係者について

- 18 -



【資料３－２】

部課名 実施日 対象者 テーマ 備　考

総務部
7/31、8/1、9/13、9/14、9/21、
9/26、9/27、9/28、9/29

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

 108/114 94.7%

企画部
9/12、9/13、9/19、9/22、9/28、
10/3、10/4

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

65/65 100.0%

測地部
8/3、8/4、8/23、8/30、9/7、
9/28、10/5

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

45/57 78.9%

地理空間情報部
8/24、8/29、9/11、9/13、9/28、
9/29、10/3、10/4、10/5

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

62/65 95.4%

基本図情報部
7/12、7/18、7/20、8/29、8/30、
8/31、9/1、9/6、9/11、9/20、
10/3、10/4

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

102/104 98.1%

応用地理部 9/20、9/21、9/22、10/3
一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

47/48 97.9%

測地観測センター 9/20、9/28
一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

39/39 100.0%

地理地殻活動研究センター
8/25、8/29、8/30、8/31、9/7、
9/19

一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

29/29 100.0%

本院計 497/521 95.4%

北海道地方測量部 8/30、9/1、9/5
一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

17/18 94.4%

東北地方測量部 9/8、9/11
一般競争に対して外部からの問い合わせ
期間業務職員の倫理法 20/20 100.0%

関東地方測量部 9/13
一般競争に対して外部からの問い合わせ
期間業務職員の倫理法 17/21 81.0%

北陸地方測量部 9/25、9/28、9/29
一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法

17/17 100.0%

中部地方測量部 9/4
一般競争に対して外部からの問い合わせ
利害関係者との飲食 19/19 100.0%

近畿地方測量部 9/15、9/19
一般競争に対して外部からの問い合わせ
期間業務職員の倫理法 21/21 100.0%

中国地方測量部 9/5、9/11
一般競争に対して外部からの問い合わせ
期間業務職員の倫理法 16/17 94.1%

四国地方測量部 9/26、9/27、10/4
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法 14/15 93.3%

九州地方測量部 9/26
利害関係者との飲食
期間業務職員の倫理法 16/16 100.0%

沖縄支所 9/14
一般競争に対して外部からの問い合わせ
期間業務職員の倫理法 9/9 100.0%

地測計 166/173 96.0%

合　　　計 663/694 95.5%

参加人数　 （率）
（参加者数/全職員）

平成２９年度 第２回コンプライアンス・ミーティング実施状況

（実施期間：平成２９年７月～平成２９年９月）

職員等

職員等
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【資料３－３】

部課名 実施日 対象者 テーマ 備　考

総務部
12/15、12/25、1/23、1/29、
1/31、2/7、2/9

発注者綱紀保持規程における内部報告制度
私的な関係による禁止行為の例外

業者への挨拶
 105/114 92.1%

企画部
12/25、1/29、1/31、2/1、2/7、
2/8、2/9

発注者綱紀保持規程における内部報告制度
私的な関係による禁止行為の例外

業者への挨拶
66/66 100.0%

測地部 12/19、12/20、12/21、12/22
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

54/54 100.0%

地理空間情報部 1/25、1/29、2/8、2/9、2/13
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外 61/64 95.3%

基本図情報部
1/10、1/17、1/18、1/24、1/29、
1/30、1/31、2/6、2/8

発注者綱紀保持規程における内部報告制度
私的な関係による禁止行為の例外

業者への挨拶
92/110 83.6%

応用地理部 1/24、1/25、2/1、2/5、2/7、2/8
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

47/49 95.9%

測地観測センター 1/31、2/1、2/5、2/9
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

38/39 97.4%

地理地殻活動研究センター 1/10、1/16、1/18、1/19、1/29
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

29/30 96.7%

本院計 492/526 93.5%

北海道地方測量部 1/19、1/24、1/31
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

18/18 100.0%

東北地方測量部 1/30、1/31
私的な関係による禁止行為の例外

業者への挨拶 20/20 100.0%

関東地方測量部 1/19
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 19/20 95.0%

北陸地方測量部 1/31
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

私的な関係による禁止行為の例外
業者への挨拶

17/17 100.0%

中部地方測量部 1/17
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 17/19 89.5%

近畿地方測量部 2/5
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 21/21 100.0%

中国地方測量部 1/16
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 17/17 100.0%

四国地方測量部 1/18、1/19
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 15/15 100.0%

九州地方測量部 1/26、1/29
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 16/16 100.0%

沖縄支所 1/25
発注者綱紀保持規程における内部報告制度

業者への挨拶 9/9 100.0%

地測計 166/173 96.0%

合　　　計 658/699 94.1%

参加人数　 （率）
（参加者数/全職員）

平成２９年度 第３回コンプライアンス・ミーティング実施状況

（実施期間：平成２９年１２月～平成３０年２月）

職員等

職員等
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【資料４－１】

部課名 主　な　取　組

本　院

・定例会議等を通じ、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理規程等を周知・徹
底。
・院内研修で、コンプライアンスに関する科目（官製談合防止法、発注者綱紀保持
規程、国家公務員倫理規程等）を取り入れ実施。
・係長研修で、倫理関係のセルフチェックを実施し、関係法令の理解を深めた。
・補佐研修で，文部科学省の再就職規制違反事件を踏まえ、再就職規制の項目を
追加講義。
・セルフチェックの結果を内部HPに掲載し、問題・回答を見直すなど振り返りを行
い、倫理意識の向上を図るよう周知。
・国家公務員倫理週間に倫理関係DVD上映会を実施。

北海道地方測量部
・定例会議やメール等で発注者綱紀保持の意識の向上について周知徹底。
・国家公務員倫理週間に、メールによる公務員倫理を注意喚起。

東北地方測量部
・年度初めに、コンプライアンス推進計画を周知。
・コンプライアンス・ミーティング、セルフチェック実施の際に、発注者綱紀保持規
程、国家公務員倫理規程等を周知・徹底。

関東地方測量部
・コンプライアンス・ミーティング等を通じ、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理
規程等を周知・徹底。

北陸地方測量部
・年度初めに、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理規程等を周知。
・内部HPの発注者綱紀保持関係を案内し、関係法令等のほか研修教材（講演会
等の資料、動画）の活用を呼び掛け。

中部地方測量部
　・コンプライアンス・ミーティング等機会あるごとに、発注者綱紀保持規程、国家公
務員倫理規程等を周知・徹底。
・国家公務員倫理週間で、メールによる公務員倫理を注意喚起。

近畿地方測量部 ・年度初めに、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理規程等を周知。

中国地方測量部
・定例会議、コンプライアンス・ミーティング等実施の際に、発注者綱紀保持規程、
入札談合等関与行為防止法、国家公務員倫理規程等を周知。
・国家公務員倫理週間に倫理関係DVD上映会を実施。

四国地方測量部
・コンプライアンス・ミーティング、セルフチェックを通じて、発注者綱紀保持規程、国
家公務員倫理規程等を周知・徹底。

九州地方測量部

・定例会議、メール等で、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理規程等を周知・
徹底。
・オープンな打合せスペースに「国家公務員倫理のポイント」を掲示。
・倫理監督官（部長）より、綱紀の保持等について注意喚起の呼び掛けを実施。
・倫理に関する動画「事例で学ぶ倫理法・倫理規程」の視聴。

沖縄支所
・セルフチェックの際に、発注者綱紀保持規程、国家公務員倫理規程等を周知。
・コンプライアンス・ミーティングの際に通報制度について周知。

発注者綱紀保持及び公務員倫理の周知徹底
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　【資料４－２】

■実施期間 平成２９年９月７日（木）～９月２２日（金）

■対 象 者 全職員（非常勤職員を含む）

■回答者数 691 名 【　回答率　９８．０％　（長期休業者等除く）　】

■設問毎の正答率

設問 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

正答者 677 661 659 665 683 642 681 652 680 654

正答率 98.0% 95.7% 95.4% 96.2% 98.8% 92.9% 98.6% 94.4% 98.4% 94.6%

※ 問題、正答及び解説につきましては別紙をご覧ください。

平成２９年度　 発注者綱紀保持セルフチェック結果
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セルフチェック正答率
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【資料４－２－１】

番号

問題

解説

問題

解説

問題

解説

問題

解説

問題

解説

問題

解説

問題

解説

7

3 ×

　発注事務に関する秘密については、発注事務に関係しない他の職員に教示・示唆してはならないが、
発注担当職員同士の間であれば、自分が担当する測量作業等に関する秘密を、担当していない他の発
注担当職員に対して教示・示唆しても問題ない。

　発注事務に関する秘密とは、一般に公表されていない事実であり、これを漏らすことにより、入札談合
を容易にしたり、特定の事業者等が入札で有利となるなど、事業者等間の公正な競争を害するおそれが
あるものを指します。たとえ発注担当職員同士の間であっても、自分が担当する測量作業等に関する秘
密を、担当していない他の発注担当職員に対して教示・示唆してはなりません。（規程第4条第１項、マ
ニュアル13頁）

　特定の請負業者との不適切な接触は、秘密の漏洩と公正な競争の阻害につながる恐れがあるが、旧
知の事業者（OBや学校の先輩等）との接し方については、特に注意を払う必要はない。

　発注者綱紀保持規程の目的は、国土地理院における発注事務に関し、関係法令の遵守や綱紀保持を
図り、発注事務に対する国民の信頼を確保することである。

　発注者綱紀保持規程は、国土地理院の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招
かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図り、もって発注事務に対する国民の信頼を確保することを目
的として定められたものです。《規程第1条、マニュアル2頁》

×

　事業者等との不適切な接触は、秘密の漏洩と公正な競争の阻害につながるおそれがあるため、発注
担当職員は、過去の事件を教訓にしつつ、業者との癒着といった国民の疑惑を払拭するために、事業者
との接し方に細心の注意を払う必要があります。特に、旧知の事業者（ＯＢや学校の先輩等）との接し方
については、他の事業者等と比較して有利に扱うなどして、事業者間で不公平が生じることのないよう、
また、適正を欠くことのないよう、くれぐれも注意しなければなりません。
　事業者との接し方については、国民の疑惑や不信を招かないよう、必要最小限にとどめ、適切な場所
と適切な方法で行うことが重要であり、特に理由がないのに頻繁に特定事業者と会うことは、国民の疑
惑を招くおそれがあるので、注意が必要です。（規程第5条、マニュアル15頁）

　「発注事務に関する秘密」とは、一般に知られていない事実であり、それを漏らすことによって事業者間
の適正な競争を害するおそれがあるものを指し、落札前の予定価格及び競争参加業者名のほかに、公
表前の発注予定情報、公告前の入札公告記載内容、総合評価方式における技術評価に関する未公表
情報等が該当するので、その取扱いには十分注意する必要があります。《規程第4条第1項、マニュアル
12～14頁》

　担当職員は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を有利又は不利となる
ようにしてはならず、また、事業者との応接にあたっては、原則として受付カウンター等オープンな場所で
複数の職員で対応するものとされています。
　なお、原則による対応ができない場合は事前に所属長等の承諾を得て行なうこととしています。事業者
等との応接は、国民の疑惑や不信を招かないよう必要最小限にとどめ、また、適切な場所と適切な方法
で行うことが重要です。《規程第5条、マニュアル15～18頁》

　「発注担当職員」とは、発注事務を担当する職員であり、発注事務の決裁者や決裁を経由する者は含
まれない。

　担当職員とは、発注事務を担当する職員はもとより、発注の判断に関与する発注の決裁者及び決裁を
経由する者も含まれます。《マニュアル5頁　Q1》

　変更の予定価格であったとしても、予定価格と同様の扱いになります。また、不当な働きかけを受けた
ことになるので、報告等が必要になります。（規程第４条第１項、第12条）

問　　　題　　・　　解　　　説

発注者綱紀保持規程セルフチェックシート（問題と解説）

　　※　発注者綱紀保持規程は、「規程」、発注者綱紀保持マニュアルは、「マニュアル」と示しています。
　　※　　「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
　　　　（入札談合等関与行為防止法）」は、「官製談合防止法」の表現に統一しています。

　「発注事務に関する秘密」とは、それを漏らすことによって適正な競争を害するおそれがあるもので、公
表前の発注計画、予定価格、競争参加業者名などのほか、入札参加希望者から提出される技術提案書
も該当する。

　事業者との応接にあたっては、受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応することが原
則であるが、これによることができない場合は、事前に所属長等に承諾を得なければならない。

1 ○

4 ×

2

5 〇

6 ◯

×

　契約変更協議の際、請負業者から、幾らで記載すれば良いのですかと尋ねられたが、変更はあくまで
協議の形態であるので問題ないと判断し、変更増減額を教えた。
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【資料４－２－１】

問題

解説

問題

解説

問題

解説

10 ×

　入札談合に関与した職員については、懲戒処分が行われるほか、官製談合防止法や刑法等の罪に問
われて刑事罰が科されるが、損害賠償を求められることはない。

　入札談合等関与行為を行った職員に対しては、厳正な懲戒処分が行われるほか、官製談合防止法や
刑法等の罪に問われての刑事罰が科されます。
　また、各省各庁の長は、賠償責任の有無等を調査の上、故意又は重過失により損害を与えたと認める
ときは、当該職員に対し、速やかに損害の賠償を求めなければならないとされています。《官製談合防止
法第4条第5項》

8

9 ×

　他の職員が事業者から「不当な働きかけ」と思われる行為を受けているのを見かけたが、不当な働き
かけを受けた職員自身が当然報告すると思い、報告しなかった。

　他の職員が「不当な働きかけ」を受けていることに気づいた職員も、所定の報告書で発注者綱紀保持
担当者に報告する必要があります。
　なお、「不当な働きかけ」に該当するか否か等判断に迷ったときは、上司又は発注者綱紀保持担当者
に相談してください。《規程第6条第1項・第2項、マニュアル9頁　Q6》

○

　発注者綱紀保持規程に抵触すると思われる事実を確認し又は通報を受けたときの報告を行うにあた
り、自らの氏名等を明らかにしたくない場合には、担当の弁護士に報告書を提出できる外部窓口が設置
してある。

　職員が通報しやすい環境の整備として、報告職員に氏名等が発注者綱紀保持担当者に明らかになら
ないで報告することができるよう、発注者綱紀保持担当弁護士を外部窓口として設置しています。なお、
この場合も、所定の報告書での報告となります。《規程第7条第1項・第2項、マニュアル28～29頁》
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　【資料４－３】

■実施期間 平成３０年２月１４日（水）～２月２８日（水）

■対 象 者 全職員（非常勤職員を含む）

■回答者数 697 名 【　回答率　１００．０％　（長期休業者等除く）　】

■設問毎の正答率

設問 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15

正答者 676 678 602 510 628 436 217 554 556 687 614 548 534 688 319

正答率 97.0% 97.3% 86.4% 73.2% 90.1% 62.6% 31.1% 79.5% 79.8% 98.6% 88.1% 78.6% 76.6% 98.7% 45.8%

※ 問題、正答及び解説につきましては別紙をご覧ください。

平成２９年度　 発注者綱紀保持セルフチェック結果
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セルフチェック正答率
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【資料４－３－１】

番号

問題
　発注者綱紀保持規程は、国土地理院において発注される測量作業の発注業務だけを
対象としている。

解説

　発注事務全般について的確な職務を遂行することが必要であることから、測量、役務、
物品調達など発注事務として想定される全ての事務を対象としています。
　また、「発注事務」の範囲は、入札契約段階の事務だけでなく、入札及び契約に係る企
画、立案の段階から、資格審査、設計、積算、契約の締結、監督、履行状況の確認、検
査、評価、契約書に基づく支払事務等の段階まで、測量作業等の発注に係る関連事務を
含む広い範囲を対象としています。《規程第2条第1項・第2項、マニュアル5頁》

問題
　発注担当職員とは、発注担当課で測量作業等の設計積算を担当する職員や契約課な
どで入札契約を担当する職員のことで、発注事務を担当する管理・監督者や発注の判断
に関与する発注の決裁者は含まない。

解説

　「発注事務」の範囲は、入札契約段階の事務だけでなく、入札及び契約に係る企画、立
案の段階から、資格審査、設計、積算、契約の締結、監督、履行状況の確認、検査、評
価、契約書に基づく支払事務等の段階まで、測量作業等の発注に係る関連事務を含む
広い範囲を対象としています。
　また、発注事務を担当する管理監督者はもちろん、発注の判断に関与する決裁者及び
決裁において経由する者も含まれます。《規程第2条第3項、マニュアル5頁》

問題

　発注担当職員は、発注事務に関する秘密を庁舎外に持ち出し、又は送付等してはなら
ない。
　ただし、やむを得ない理由があるものとして所属長等の承諾を得た場合は、発注事務に
関する秘密を持ち出し、又は送付することができる。

解説

　発注者綱紀保持規程第４条では、発注担当職員の義務として秘密に関する書類の庁舎
外への持ち出し送付等を禁止して秘密が外部の者に知れることを防止しています。ただ
し、やむを得ない理由があるものとして所属長等の承諾を得た場合は例外として認められ
ます。《規程第4条第2項、マニュアル13頁》

問題
　他の職員が出払ってしまったところに事業者が契約に基づく書類を持ってきたが、打合
せではなく、書類を受け取る程度であれば、一人で対応することもやむを得ない。

解説

　契約に基づく提出書類を単に受領するような場合であって、かつ受付カウンター等他の
職員の目に触れる仕切りのない場所で対応するのであれば、一人で対応することもやむ
を得ません。しかしながら、会議室等で対応する場合には、事前に所属長等の承諾を得
る必要があります。
　いずれにしても、相手が利害関係者であることをわきまえた対応が必要であるとともに、
事業者等との応接は、国民の疑惑や不信を招かないよう必要最小限にとどめ、また適切
な場所と適切な方法で行うことが重要です。《規程第5条、マニュアル15頁～18頁》

問題
　発注者綱紀保持規程に抵触すると思われる事実を確認したときの報告は、電話だけで
書面での報告は必要ない。

解説

　職員は、発注事務に関し、発注者綱紀保持規程に抵触すると思料する事実を確認した
ときや、通報を受けたときは、発注者綱紀保持担当者（適正業務管理官）に報告すること
になっています。報告は、通報内容の正確性や確実な受領を行うため、メール、ＦＡＸ、持
参又は郵送のいづれかの方法により書面で提出してください。なお、正当に当該報告を
行ったことによって不利益な取り扱いを受けることはありません。《規程第6条第1項、規程
第10条、マニュアル21頁》
　また、外部窓口（発注者綱紀保持担当弁護士）を経由して報告する場合は、報告職員の
氏名等が明らかにならないような措置が講じられた上で、発注者綱紀保持担当者に回付
されることになっています。《規程第７条第3項》

発注者綱紀保持規程セルフチェックシート（問題と解説）

×1

4 ○

2 ×

　　※　発注者綱紀保持規程は、「規程」、発注者綱紀保持マニュアルは、「マニュアル」と示しています。
　　※　　「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
　　　　　（入札談合等関与行為防止法）」は、「官製談合防止法」の表現に統一しています。

問　　　題　　・　　解　　　説

3 ◯

5 ×
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【資料４－３－１】

問題
　要求行為が「不当な働きかけ」に該当するおそれがあると相手方が気付き、要求を取り
消した場合は、「不当な働きかけ」に該当しない。

解説

　職員が、事業者等に対して「不当な働きかけ」に該当すること又はおそれがあることを伝
えたこと等により、事業者等が気付いて発言等を取り消した場合には、「公正な職務の執
行を損なうおそれ」のある要求には当たらず、「不当な働きかけ」には該当しないものと考
えられます。
　なお、念のため、事実については上司に報告してください。《マニュアル8頁Q4》

問題
　事業者等から不当な働きかけを受けたので、応じられない旨の返答をした。この場合、
併せて相手方にこのような働きかけについては、記録、公表される旨も必ず伝えなけれ
ばならない。

解説

　職員は、不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に対して、
応じられない旨及び当該不当な働きかけが記録、公表されるものとなる旨を伝えるよう努
めることとしています。例えば、不当な働きかけを一方的に要求し、職員の説明を聞かず
立ち去る場合等、不当な働きかけが行われた状況や方法によっては、相手方に記録、公
表されることを伝えることが不可能なケースもあるため努力義務となっています。《規程第
12条第1項、マニュアル35頁Q1》

問題
　事業者等から社交辞令等の挨拶を受ける場合、やむを得ず個室で一人による対応をす
ることになったので、ドアをオープンにして短時間とした。

解説

　個室であっても執務室における対応と同様です。なお、個室で事業者等と応接する場合
は、挨拶程度の短時間としてください。事業者等との打合せを行う場合は、原則として
オープンな場所で複数の職員により行う等、国民の疑惑を招くことのないようにしなけれ
ばなりません。相手が利害関係者であることを十分にわきまえた対応が必要です。（規程
第５条、マニュアル１７頁）

問題
　請負者と打合せを行うのに、内容的に係長に出てもらうほどでもないし、執務室の打合
せコーナーで行うので、所属長も在席していたが、係長に了解を受け一人で対応した。

解説

　発注担当職員は、事業者との応接にあたっては、国民の疑惑や不信を招かないように、
原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員で対応することになっていま
す。これによることができない場合は、事前に所属長等の承認を得ることが必要です。
《規程第5条、マニュアル15頁》

問題
　発注者綱紀保持規程に抵触すると思われる事実を確認し又は通報を受けたときの報告
を行う際、自らの氏名等を発注者綱紀保持担当者に明らかにしたくない場合には、担当
の弁護士を経由して報告書を提出できる外部窓口が設置してある。

解説

　職員が通報しやすい環境の整備として、報告職の氏名等が発注者綱紀保持担当者に
明らかにならないで報告することができるよう、発注者綱紀保持担当弁護士を外部窓口と
して設置しています。なお、この場合も、所定の報告書での報告となります。《規程第7条、
マニュアル28頁～29頁》

問題
　事業者が営業に訪れた際、「○○測量作業の入札に参加させていただきますのでよろし
くお願いします。」との言葉に対し、「頑張って下さい」。と答えてしまったが、特に問題はな
い。

解説

　「頑張って下さい。」と発言したこと自体が何か違反することにはなりません。しかし、相
手方からすれば発注者側の意向として「自分の会社が本命である。」と示唆されたように
受け取られ、談合に利用される可能性もあります。（官製談合防止法第２条第５項、規程
第３条第２項）

10 〇

8
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○

11 ×
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【資料４－３－１】

問題
　発注担当職員は、発注事務に関する相談及び問い合わせに対して、説明や必要な情
報提供をする等の対応をしてはならない。

解説

　発注担当職員は、発注事務の実施にあたっては、常に公正な職務の遂行と透明性の確
保に留意するものとし、問い合わせ等について必要な情報を提供するなど適切に処理を
しなければなりません。問い合わせ等に対しては、閲覧制度やホームページ等に公表し
ている旨の情報を適切に提供してください。（規程第３条第３項、マニュアル１１頁）

問題

　「不当な働きかけ」とは、国土地理院の職員に対して行われる事業者等又は国土地理
院以外の国土交通省の職員、他省庁の職員若しくは地方公共団体の職員等からの行為
のうち、個別の契約に関するものであり、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうお
それのあるものをいう。

解説

　　「不当な働きかけ」とは、国土地理院の職員に対して行われる事業者等又は国土地理
院以外の国土交通省の職員、他府省の職員若しくは地方公共団体の職員等からの行為
のうち、個別の契約に関するものであり、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうお
それのあるものをいいます。
　例えば、
　①事業者等の競争入札への参加又は不参加に関する要求行為
　②事業者等の発注又は非受注に関する要求行為
　③非公開又は公開前における予定価格又は低入札価格調査制度の調査基準価格に
関する
　情報漏洩要求行為
　④入札参加者についての公表前における情報漏洩要求行為
　⑤前各号に掲げるもののほか、事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談
合に
　つながるおそれのある要求行為
　　をいいます。《規程第2条第6項、マニュアル6～7頁》

問題
　発注者綱紀保持規程に抵触したことを確認したときの報告は、客観的な事実に基づき
誠実に行わなければならない。

解説

　報告を行うにあたっては、客観的な事実に基づき誠実に行うよう努めなければならない
こと、故意に虚偽の報告をするなど他人に損害を加える目的やその他の不正の目的で
行ってはならないことなど、報告を行う職員の責務を定めています。
　なお、故意に虚偽の報告をするなど他人に損害を加える目的でその他の不正目的で報
告した場合には、第１０条による保護は適用されません。（マニュアル３０頁）

問題
　発注者綱紀保持規程に抵触すると思われる事実を確認したので、職員本人に注意し
て、所属長に報告し、その後の対応をお願いした。

解説

　発注者綱紀保持規程に抵触すると思われる事実を確認した場合には、報告内容の正
確性や確実な受領を行うため、所定の報告書にて、発注者綱紀保持担当者に報告してく
ださい。
　このような事実を確認した場合には、速やかに上司に相談することも必要ですが、所属
長への報告をもって発注者綱紀保持担当者に対する報告に代えることはできません。ま
た、職員から相談された所属長は、速やかに発注者綱紀保持担当者あて報告するよう職
員を指導してください。《規程第6条第1項・第2項及び第7条第1項・第2項、第8条第1項、マ
ニュアル20～21頁・28～30頁》
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■実施期間 平成２９年６月１５日(木)～６月３０日(金)

■対 象 者 全職員（非常勤職員を含む）

■回答者数 ６９５ 名 【　回答率　９８．６％　（長期休業者等除く） 695/705　】

■設問毎の正答率

設問 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

正答者 672 622 522 450 612 463 377 499 572 675

正答率 96.7% 89.5% 75.1% 64.7% 88.1% 66.6% 54.2% 71.8% 82.3% 97.1%

なお、今回の問題は、昨年の国家公務員倫理週間における研修教材からの抜粋です。
以下、アドレスの＜その他＞　幹部職員職員用・課長補佐級・一般職員用自習研修教材

http://naibu.gsi.go.jp:8080/htdocs/kairan/02jinji/rinri/index.html

平成２９年度　 国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェック結果
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国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート

　 問題と解説 回答

問１
　倫理規程は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定 している
が、この「事業者等」には、公益法人はもとより、国の機関や地方公共団体等も含まれる。

解説

　「事業者等」とは、法第２条第５項により「法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めがあるものを含む。）その他の団体及び事業を行う個人（当該事業の利益のためにする行為
を行う場合における個人に限る。）をいう。」と定義されており、国、地方公共団体、公益法人等
はいずれも「事業者等」に含まれます。

問２
　自分が契約の事務に携わっている場合、入札の説明を聞きに来ている事業者等は、実際に申込み
をするかどうかにかかわらず、利害関係者になる。

解説

　契約の事務に携わっている職員にとって、・契約を締結している事業者等・契約の申込みをして
いる事業者等・契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等が利害関係者となり
ます。本問のような入札の説明を聞きに来ている事業者等は、「契約の申込みをしようとしている
ことが明らかである事業者等」に該当し、利害関係者となります。（規程第２条第１項第７号）

問３
　香典については、儀礼的なものであり返すとかえって失礼に当たるので、利害関係者からであっ
たとしても数千円程度の金額であれば受け取ることができる。

解説

　利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており、たとえ香典であっても、金額の如
何を問わず、利害関係者から金銭を受け取ることはできません。これは、かつて公務員の親族の葬
儀に際して全国の業者から香典が寄せられ、１件１件は社交儀礼の範囲内の額であったものの、合
計すると極めて多額の現金が集まった事例等を踏まえて厳格な取扱いとされているものです。（規
程第３条第１項第１号）

問４
　職務として利害関係者の事業所を訪問した際に、当該利害関係者から電話やファックスを一時的
に借りることは、倫理規程上問題はない。

解説

　職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は
問題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められています。ここで認められてい
るものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服の借用、電話やファックスの使用
が挙げられます。（規程第３条第２項第３号）

問５
　職務として利害関係者を訪ねた際に、バスの本数が非常に少ないなどの事情がある場合に、利害
関係者が費用を負担するタクシーで最寄り駅まで送迎してもらうことは、倫理規程上問題ない。

解説

　職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等から見て相当である場合、業務用の自
動車の提供を受けることは、職務を円滑に遂行する上で必要であり、問題がないと認められる程度
の利益の供与として認められます。ただし、ここでいう業務用の自動車は、当該利害関係者が業
務・通勤等に日常的に使用しているものに限られ、タクシーやハイヤーは含まれません。（規程第
３条第２項第４号）

〇解説の中で、「法」とは国家公務員倫理法を、「規程」とは国家公務員倫理規程を指しています。

○

○

×

○

×
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国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート

　 問題と解説 回答

〇解説の中で、「法」とは国家公務員倫理法を、「規程」とは国家公務員倫理規程を指しています。

問６
　職務として利害関係者の事業所を訪ねる際に、当該事業所は公共交通機関のない山間部にあるこ
とから、最寄り駅まで利害関係者の社用車で迎えに行くとの申出があった。
　この申出を受け入れ、社用車に乗る行為は、倫理規程の禁止行為には当たらない。

解説

　職務として利害関係者の事務所や現場などを訪問する際、他に公共交通機関がなく、利害関係者
の自動車を利用するしか手段がないような場合、利害関係者の自動車を利用することは、例外的に
認められています。（倫理規程第３条第２項第４号）ただし、提供される自動車は、当該利害関係
者が業務・通勤等に日常的に利用しているものに限られ、当該職員のために特に用立てたハイヤー
などの利用は認められません。

問７
　利害関係者から自宅にお中元が送られてきた。この場合は速やかに返却することが原則だが、な
ま物であったため、返送すると腐ってしまうと思い、倫理監督官（倫理事務担当部局）に報告の
上、廃棄した。

解説
利害関係者からお中元等の贈り物が届けられた場合には、速やかに返送することが原則ですが、贈
り物がなま物であるため返送する過程で腐敗することが明らかである場合には、倫理監督官に報告
の上、適宜処分（廃棄等）すれば足りることとされています。

問８ 　割り勘で利害関係者と共に飲食をする行為は、倫理規程の禁止行為には当たらない。

解説
　自己の飲食に要する費用を自らが負担して、利害関係者と飲食する行為は、倫理規程の禁止行為
には該当しません。ただし、自己の飲食に要する費用が１万円を超える場合は、倫理監督官に事前
に届出を出す必要があります。

問９
　利害関係者が会社設立20周年を記念して作成したボールペンを取引のある企業等に広く配布して
いるが、ボールペン１本であっても、利害関係者からの物品の贈与に該当するので、受け取ること
はできない。

解説

　利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものを受け取ることは
認められます。これは、広く一般に配布されるものであれば、それを受け取ったとしても利害関係
者との間で特別の関係があると見られて公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くという
おそれが乏しいことから、禁止行為から除外されているものです。（規程第３条第２項第１号）

問10
　利害関係者でない事業者からであっても、頻繁に食事をおごってもらうことは、倫理規程上問題
がある。

解説

　利害関係者でない事業者等からであっても、供応接待を繰り返し受けたり、高額な贈与を受ける
など、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待や財産上の利益の供与を受けることは禁
止されています（倫理規程第５条第１項）。これは、そのような供応接待などは、職員からの何ら
かの見返りを期待して行っていることがありがちであり、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や
不信を招くおそれがあることから禁止されているものです。
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○

○
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■調査期間 平成２９年１２月１日(金)～１２月７日(木)

■対 象 者 全職員（非常勤職員を含む）

■回答者数 705 名 【　回答率　100％　（母数に長期休職者等を除く）　７０５／７０５　】

■設問毎の正答率

設問 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20

正答者 699 699 631 218 654 557 515 634 703 693 471 663 672 500 645 614 696 588 661 698

正答率 99.1% 99.1% 89.5% 30.9% 92.8% 79.0% 73.0% 89.9% 99.7% 98.3% 66.8% 94.0% 95.3% 70.9% 91.5% 87.1% 98.7% 83.4% 93.8% 99.0%

※ 問題、正答及び解説につきましては別紙をご覧ください。

皆様のセルフチェック実施にご協力頂き、ありがとうございました。
（総務部人事課）

平成２９年度　国家公務員倫理週間セルフチェック結果
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・上段が質問、下段が解説です。

・解説の中で、「法」とは国家公務員倫理法を、「規程」とは国家公務員倫理規程を指しています。

番号 解答

問題
倫理規程は、職員の職務と利害関係のある事業者等や個人との間の行為について規定しているが、この
「事業者等」とは、営利目的事業を営んでいる者を指し、国はもとより、公益法人や地方公共団体等は含ま
れない。

解説

「事業者等」とは、法第２条第５項により「法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の
定めがあるものを含む。）その他の団体及び事業を行う個人（当該事業の利益のためにする行為を
行う場合における個人に限る。）をいう。」と定義されており、国、地方公共団体、公益法人等は
いずれも「事業者等」に含まれます。（法第２条第５項）

問題
補助金交付の事務に携わっている場合、補助金の申請者だけでなく、申請が認められ、現にその補
助金の交付を受けて交付対象の事務・事業を行っている者は、利害関係者になる。

解説

補助金等を交付する事務に携わっている職員にとって、
　・その補助金等の交付を受けて、交付対象となる事務・事業を行っている事業者等又は個人
　・その補助金等の交付の申請をしている事業者等又は個人
　・その補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
は、利害関係者になります。　（規程第２条第１項第２号）

問題
「事業の発達、改善及び調整」に関する事務を所掌している場合、その対象になる事業を行ってい
る事業者等（いわゆる所管業界の企業等）は、たとえ許認可や補助金交付の関係がなくても、利害
関係者になる。

解説

「事業の発達、改善及び調整に関する事務」とは、営利を目的とする事業を営む者に対し、必要な
事業行政を行うことを指しており、この事業行政に携わっている職員にとって、その対象になる事
業を行っている事業者等は、利害関係者とされています。したがって、そのような事業者等は、許
認可や補助金交付の関係等がなくても利害関係者になります。　（規程第２条第１項第６号）

問題
自分が契約に関する事務に携わっている場合、かつて契約関係があったが現在は契約関係がなく、契約
を申し込む予定もないような企業は、利害関係者にはならない。

解説

契約の関係で相手方が利害関係者に該当する期間は、契約の申込みをしようとしていることが明らかな
時点から、契約に基づく債権債務関係が終了する時点までです。
ただし、現在は具体的な契約案件が発生していない場合であっても、例えば周期的に発生する案件や比
較的ひんぱんに発生する案件があり、企業側がそうした案件の発生を予想して契約担当職員に接触して
くる場合等、利害関係者と認定される場合もあります。（規程第２条第１項第７号）

問題
自分が異動した場合、異動前に自分の利害関係者だった企業が引き続き後任者にとっての利害関係
者になっていても、今の自分のポストでその企業と仕事上の関係がなければ、自分にとっては利害
関係者にならない。

解説

異動前のポストで利害関係者だった者は、異動後も３年間は、利害関係者とみなされます。ただ
し、その者とそのポストに現在就いている職員との間の利害関係がなくなった場合には、このみな
しもその時点で終了します。
この規定は、異動した後であっても、後任の職員に影響力を行使することによって職務の公正さを
歪め得ると国民から見られること、また、異動後間もない時期に、異動前のポストで利害関係者で
あった者から物をもらったり接待を受けたりすることは、異動前のポストにおける職務の執行の公
正さを疑われるということを考慮した規定です。（規程第２条第２項）

問題
多くの人が出席する立食パーティーなら、利害関係者が主催するものであっても、倫理規程上の問題はな
い。

解説

多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けることは、禁止行為
の例外として認められています。
これは、多数の者が出席する立食パーティーのように、多数の出席者から見られている中で利害関係者
から飲食物の提供を受けたとしても、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがない
と考えられることから認められているものです。
　なお、着席して行われる会食であっても、座席が指定されておらず、人数もかなり多いような場合には、
立食パーティーに準ずるものとして認められる場合があります。（規程第３条第２項第６号）

1

3

2

6

5

4

国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート

問題と解答･解説

問題と解説

×

○

○

○

×

○
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・上段が質問、下段が解説です。

・解説の中で、「法」とは国家公務員倫理法を、「規程」とは国家公務員倫理規程を指しています。

番号 解答

国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート

問題と解答･解説

問題と解説

問題
利害関係者から接待を受けることは禁止されているが、仕事で出席した会議で、弁当の提供を受けること
は、利害関係者からであっても認められる。

解説
職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けることは、通常の接遇の
範囲内の行為であって、それによって公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれはない
と考えられるため、禁止行為の例外として認められています。　（規程第３条第２項第７号）

問題
自分の分の費用を負担して、利害関係者と共に飲食をする場合であっても、自分の飲食に要する費用が
１万円を超えるときは、倫理監督官への届出が必要である。

解説

自分の分の費用を自ら負担する場合又は利害関係者でない第三者が負担する場合には、利害関係者と
共に飲食することが認められています。ただし、自分の飲食に要する費用が１万円を超えるような高額の
飲食については、その形態によっては、接待を受けているのではないかと誤解される可能性も否定できな
いことから、透明性を確保するため倫理監督官へ事前に届け出なければなりません。　（規程第８条）

問題
利害関係者である業者が「課の皆さんでどうぞ」と言ってビール券を置いていったので、課の懇親
会で使った、また、一部をその業者と利害関係のない隣の課におすそ分けをし、その課でも懇親会
で使った、というようなケースは、個人で使ったわけではないので、倫理規程上の問題はない。

解説

利害関係者から金銭や物品を受け取ることは禁止されており（規程第３条第１項第１号）、また、
同じ府省の他の職員が規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、その利
益を受け取ったり、享受することも禁止されています（規程第７条第１項）。
本問の場合、利害関係者からビール券を受け取った職員はもとより、利害関係者から受け取った
ビール券が使用されていることを知りながら懇親会に参加した課の職員、また、事情を知りながら
ビール券を受け取り、これを使用した隣の課の職員は、倫理規程違反に問われることとなります。

問題 利害関係者からのせん別は、１万円以内であれば受け取ることができる。

解説
利害関係者から金銭や物品などを受け取ることは禁止されており、利害関係者からのせん別は金額
の多寡にかかわらず受け取ることができません。（規程第３条第１項第１号）

問題
利害関係者の家族が亡くなった場合、香典を出すことは問題ないが、それに対する香典返しは、ど
のようなものであれ、受け取ることはできない。

解説
利害関係者に対して香典を出すことは問題ありませんし、香典返しについても、一般的な範囲内の
もの（半返し程度）であれば受け取ることができます。　（規程第３条第１項第１号）

問題
無償で利害関係者から物品を借りることは禁止されているので、仕事で利害関係者を訪問したとき
も、ボールペン１本であっても借りることは認められない。

解説

職務として利害関係者を訪問した際、当該職務を円滑に進める上で必要であり、かつ、軽微又は問
題のないと認められる程度の便宜の供与を受けることは認められて
います。ここで認められているものとしては、文房具などの事務用物品、ヘルメットや防護服など
の借用のほか、電話やファックスの使用も含まれています。（規程第３条第２項第３号）

問題
無償で利害関係者からサービスの提供を受けることは禁止されているので、仕事で利害関係者を訪
問したときに、経費で帰りのタクシーを用意すると言われても、提供を受けることは認められな
い。

解説

職務として利害関係者を訪問した際に、周囲の交通事情等から見て相当である場合、業務用の自動
車の提供を受けることは、職務を円滑に遂行する上で必要であり、問題がないと認められる程度の
利益の供与として認められますが、ここでいう業務用の自動車は、当該利害関係者が業務・通勤等
に日常的に利用しているものに限られ、利害関係者の経費でタクシーを用意してもらうようなこと
は認められません。（規程第３条第２項第４号）
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・上段が質問、下段が解説です。

・解説の中で、「法」とは国家公務員倫理法を、「規程」とは国家公務員倫理規程を指しています。

番号 解答

国家公務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート

問題と解答･解説

問題と解説

問題
利害関係者とのゴルフは禁止されているので、自分が会員となっているゴルフ場で、ゴルフクラブ
の指定によってたまたま利害関係者と一緒の組になった場合でも、一緒に回ることはできない。

解説
利害関係者と共にゴルフをすることは、自己の費用を負担する場合であっても禁止されています
が、自分が会員となっているゴルフ場で指定された組にたまたま利害関係者も入っていたような場
合は、禁止行為には当たりません。（規程第３条第１項第７号）

問題
利害関係者と一緒に旅行をすることは、自分の分の費用を負担していれば倫理規程上の問題はな
い。

解説

利害関係者と共に旅行をすることは、自己の費用を負担する場合でも禁止されています。
なお、職員がパック旅行に参加する場合、そのグループに利害関係者が含まれていることを集合当
日に気付いたような場合については、禁止行為には当たりません。また、公務のための旅行であれ
ば、禁止行為の例外として認められています。（規程第３条第１項第８号）

問題
私的な関係がある利害関係者との行為は、禁止行為でも例外として認められ得るが、この「私的な
関係」には、仕事を通じて知り合って親しくなった関係も含まれる。

解説
「私的な関係」とは、親族関係や学生時代の友人関係、地域活動を通じて知り合った者等、職員と
しての身分にかかわらない関係をいいます。仕事を通じて知り合った関係は、職員としての身分に
かかわらない関係とはいえないため、「私的な関係」には当たりません。　（規程第４条第１項）

問題
利害関係者でない事業者等からでも、何度も繰り返し接待を受けることは、倫理規程上問題があ
る。

解説

相手が利害関係者でない事業者等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待
等を受けることは、相手側は職員からの何らかの見返りを受けることを期待していることが疑わ
れ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあることから、禁止されていま
す。
また、つけ回しをすることは、職員としての権限を背景として行われる場合が多く、許容される場
合の想定しがたい悪質な行為として、利害関係の有無を問わず禁止されています。　（規程第５条
第１項・第２項）

問題
国の補助金や経費で作成される書籍等であっても、実際にその監修作業を行った場合には監修料を
受け取ることができる。

解説

各府省（外局を含む。）の職員については、国の補助金や経費で作成される書籍等（書籍、雑誌等
の印刷物のほか、ビデオテープ、ＣＤ、ＤＶＤ等も含む。）については、監修や編さんを行ったこ
とに対して報酬を受けることが禁止されており、実際に作業を行った場合であっても、報酬を受け
取ることはできません。
　また、所属する府省のグループ内の機関が、単独か合計で作成数の過半数を買い入れる書籍等に
ついても、監修料を受け取ることができません。（規程第６条第１項第１号、第２号）

問題
利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた原稿料や監修料については、氏名や府省名を明
らかにしないで行った場合であれば、贈与等報告書を提出する必要はない。

解説
利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた原稿料や監修料などの報酬についても、職務に
関係する事項に関する報酬であれば、氏名や府省名を明らかにしないで行った場合であっても、贈
与等報告の対象となります。（法第６条第１項、規程第11条第１項）

問題 贈与等報告書を提出しなかったり、虚偽の事項を記載したりすると、懲戒処分の対象になる。

解説
倫理法・倫理規程に違反する行為は懲戒処分の対象になります。贈与等報告書についても、提出し
なかったり虚偽の事項を記載したりすることは懲戒処分の対象になります。　（人事院規則22-1別
表第１号）

20

19

18

17

16

15

14

×

×

×

○

×

×

○

- 35 -

NTFPC032
タイプライタ
【資料４－５－１】



【資料５】
平成３０年２月２０日

ＮＯ．５

事例で学ぶコンプライアンス

平成２９年度国土地理院コンプライアンス推進計画に基づき、不祥事・不正行為等の具体的

な事例について、下記のとおり情報提供しますので、各部（センター）における定例会議等で

紹介していただき、職員の綱紀保持に関する意識の向上に役立ててください。

◆不祥事の概要

① 宮崎県都農町が整備するＪＲ都農駅駐車場の舗装工事など２件の指名競争入札で、秘密

事項である予定価格と最低制限価格を特定の業者に漏らし落札させたとして、１１月１７

日、都農町建設課主任技師Ｓ（３８）が官製談合防止法違反の疑いで逮捕された。
また、主任技師Ｓから予定価格を聞くなど公正を害する行為をしたとして、同町の建設

会社役員Ｎ（６１）が公契約関係競売等妨害の疑いで逮捕された。

主任技師Ｓは、町発注の駐車場舗装工事などの入札に関し、最低制限価格などが書かれ

たメモを会社役員Ｎに渡すなどした。

会社役員Ｎは、知らされた情報をもとに最低制限価格に近い価格で落札した。
主任技師Ｓは、町発注の道路工事の入札や設計などを担当し、町長が最低制限価格を決

定する際にも立ち会っていたという。

町は､ほかにも不適切な事務処理が見つかったとして、１２月８日付けで懲戒免職とした。

② 滋賀県米原市が発注した認定こども園の拡張工事の入札に絡んで、業者に入札情報を漏

らしたとして、１１月２０日、米原市保育幼児園課主査Ｍ（３９）が官製談合防止法違反

の疑いで逮捕された。

また、工務店経営者Ｎ（７０）と従業員のＡ容疑者が、公契約関係競売等妨害の疑いで
逮捕された。

逮捕容疑は、平成２８年１１月、こども園厨房拡張工事の入札で、主査Ｍが最低制限基

準額などを従業員Ａに事前に電話で伝え、落札させるなどをした疑い。

米原市は入札時の不正を無くすため、平成２５年から担当者でも最終的な落札価格を把

握できない仕組みを導入していたが、主査Ｍはそれに近い価格を推測して業者側に漏らし
た可能性があるという。

主査Ｍは平成１９年に米原市役所に採用される以前から、逮捕された従業員Ａと知り合

いだった。

＜新聞報道等より＞

●啓発のポイント

（１）秘密の保持

予定価格、積算金額、入札参加者の評価点、その他の公表していない発注情報を事業者

等に漏らしてはいけません。発注情報に係る秘密情報の漏洩については、国家公務員法第

１００条第１項（秘密を守る義務）、第１０９条第１項（罰則）により禁止されています。

また、入札談合関与行為として損害賠償、懲戒、刑事罰等の対象となります。

公表されていない情報は漏らさない！
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（２）公平・中立な対応

発注者は、特定の事業者に対して無理な要求をし、一方的な不利益を与えたり、不当な

便宜を図るなど、中立性、公平性を欠くことにつながる行為をしてはいけません。

特定の者を特別扱いしない！

（３）事業者等との応接方法

事業者等との応接に当たっては、原則として受付カウンターなどのオープンな場所で複
数の職員で対応してください。何らかの事情により、受付カウンター等のオープンな場所

を確保できず、個室で対応せざるを得ない場合は、口頭で構わないので事前に所属長等の

承諾を得てください。

オープンな場所で複数で対応する！

●参考法令（抜粋）

【入札談合等関与行為防止法（官製談合防止法）】

（職員による入札等の妨害）

第８条 職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結

に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価

格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正

を害すべき行為を行ったときは、５年以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処する。

【刑 法】

（公契約関係競売等妨害）

第９６条の６ 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正

を害すべき行為をした者は、３年以下の懲役若しくは２５０万円以下の罰金に処し、又はこ

れを併科する。

２ 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

【国家公務員法】

（秘密を守る義務）

第１００条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後と

いえども同様とする。

（罰 則）

第１０９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処

する。

・

・

１２ 第１００条第１項若しくは第２項又は第１０６条の１２第１項の規定に違反して秘密を漏

らした者

【国土地理院発注者綱紀保持規程】

（事業者等との応接方法）

第５条 発注担当職員は、事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、一部の事業者等を差

別的に取り扱ってはならない。

２ 発注担当職員は、事業者等との応接に当たっては、国民の疑惑や不信を招かないようこれを

行い、必要最小限にとどめるものとする。この場合においては、原則、受付カウンター等オー

プンな場所で複数の職員により対応し、これによることができない場合は事前に所属長等の承

諾を得るものとする。
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〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番
TEL 029-864-1111（代）

（担当 適正業務管理官）

詳しくは国土地理院のホームページ（ http://www.gsi.go.jp/）「発注者綱紀保持」をご覧ください。

国土地理院では、関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑
を招かないよう、発注事務に係る綱紀保持に努めています。
事業者の皆様には、御理解と御協力をお願いします。

◆事業者等との応接方法（規程第5条）
原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により

対応しています。

【具体的な発注者綱紀保持の取組】

◆事業者等からの働きかけの対応（規程第12条）
事業者等から不当な働きかけを受けたときは、記録・公表されます。

◆ 執務環境の整備（規程第13条）
秘密漏洩の防止を図るため、執務室への自由な出入りが制限
されています。

不当な働きかけ！
不当な働きかけは、記録・公表されます。

こんな行為などが
該当します。

自社に受注
させて！

（公表前の）
予定価格
は？

ほかの入札
参加業者
は？

自社を入札に
参加させて！

事業者
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