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平成２８年度一般監査結果の概要について

１．実施状況
沖縄総合事務局開発建設部管内７事務所（出張所及び管理支所を含

む）、本局１室を対象として、平成２９年１月から２月にかけて一般

監査を実施した。

一般監査は、全地方整備局共通の監査重点項目及び沖縄総合事務局

開発建設部の監査重点項目の監査項目について、沖縄総合事務局開発

建設部監査規程第６条の規程に基づき実施した。

２．一般監査重点項目

（Ⅰ）全地方整備局共通の監査重点項目

コンプライアンス推進の取り組みについて

１）意識改革の取り組み（事務所長・副所長へのヒヤリング）

２）官紀の保持・国家公務員倫理規程の取り組み

３）不正行為等の防止の取り組み

４）平成２８年度コンプライアンス推進計画の取り組み

（Ⅱ）沖縄総合事務局開発建設部の監査重点項目

行政情報の管理等について

１）行政文書の管理・保管

２）個人情報の保護

３）情報セキュリティポリシー

４）ホームページの運用管理

５）誤送信防止対策

業務の適正かつ効率的な執行について

１）工事の安全・評価等

２）業務改善への取組状況（超過勤務の管理・縮減、職員の健

康管理、職場環境など）

３）行政相談等

４）公用車等の使用
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入札契約及び用地取得業務の適正な執行等について

１）入札契約に係る事務手続き等

２）入札関係文書の管理状況

３）用地取得の不正防止対策

４）工事の品質確保の促進・工事の適正な施工

５）工事事故防止の取り組み

３．一般監査対象事務所等（出張所及び管理支所含む）

監査対象事務所等 監査実施日 監査官等

営繕監督保全室 １月１０日（火） ・主任監査官
・監査官２名

北部ダム統合管理事務所 １月１２日～１３日（金）・主任監査官
・監査官２名

国営沖縄記念公園事務所 １月１７日（火） ・主任監査官
・監査官２名

石垣港湾事務所 １月２４日（火） ・主任監査官
・監査官２名

平良港湾事務所 １月２５日（水） ・主任監査官
・監査官２名

那覇港湾・空港整備事務所 １月２６日（木） ・主任監査官
・監査官２名

南部国道事務所 ２月１日（水） ・主任監査官
・監査官２名
・用地課課長補佐

北部国道事務所 ２月３日（金） ・主任監査官
・監査官２名
・用地課課長補佐
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４．一般監査結果の概要

１．全地方整備局共通の監査重点項目

（１）コンプライアンス推進の取り組みについて

１）意識改革の取り組み（事務所幹部へのヒアリング）

①幹部職員への倫理保持、官製談合防止の重要性の指導・注

意喚起状況

各事務所において、所内会議等において事務所長・副所長

から不正事案の事例などを取り上げ、繰り返し指導・注意喚

起がなされていたほか、一部の事務所においては、幹部職員

のミニミーティングやコンプライアンス勉強会を毎月定期的

に開催するなどの取り組みがなされていた。

②職員の公務員としての自覚・責任感持続及び幹部職員の監

督者としての認識を新たにするための取り組み状況

所内会議等でのコンプライアンス違反事例の紹介や、コン

プライアンスメッセージの送付、幹部職員のコンプライアン

ス指導員研修や官製談合防止法研修会等への積極的な派遣を

行うなど適切な取り組みが行われていた。

③風通しの良い職場環境作りへの取り組み状況

事務所長室等幹部の部屋を常にオープンにし､報告、連絡、

相談等のしやすい環境づくりを行うほか、日頃から各執務室

へ積極的に赴いて職員へ声かけを行うよう努めていた。また、

各課等の行事等にも積極的に参加し、コミュニケーションを

図っていた。

２）官紀の保持・国家公務員倫理規程の取り組み

①官紀保持・倫理規程の周知、相談及び資料等の更新の状況

各事務所において、「コンプライアンス関係ルールブック」

を各課・出張所等へ配布していたほか、メール・所内会議等

で適切な周知が行われていた。

②公務員倫理に関する通知文書の保管、周知状況

倫理関係ファイルや共有サーバ等で適切に保管されており、

随時、メールや電子決裁、供覧等で職員への周知がなされて

いた。また、地公体等からの転入者には、倫理教本等を配付

し、公務員倫理の周知を図っていた。

③公務員倫理法・倫理規程に関する講習会等の開催及び参加

状況

各事務所において、倫理研修（ｅ－ラーニング）を全職員（期

間常務職員含む）が受講していた。
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一部の事務所においては、「事例で学ぶ倫理法・倫理規程」

（ＤＶＤ）を会議室で終日自由に視聴できる講習会を開催する

など積極的な取り組みが見られた。

④倫理相談窓口の設置状況

倫理相談窓口の設置については、メール等で職員に周知され

ていた。

⑤業者等への公務員倫理に係るパンフレット配布状況

庁舎の玄関等にパンフレットを置いて、業者が自由に手に

入れられるようにしていた。また、一部の事務所においては、

工事の受注業者に対して、打合せ時に直接配布していた。

⑥同一事務所内に長期間（５年超）在職する者の有無

一部の事務所で５年を超えて在職する職員がいたが、配属

部署・所掌する業務内容は変更されていた。

⑦事務所長等の抜き打ち立入調査の実施

事務所長等が出張所等に対して行う抜き打ちの立入調査

は、実施されていた。

⑧セクシュアル・ハラスメントに関する相談体制

セクシュアル・ハラスメントに関する相談体制は整備され

ており、窓口設置の情報もメール等で周知されていた。

⑨飲酒運転防止の取組状況

各事務所等とも自動車等での通勤者を把握するとともに、

注意喚起のため本局から通知された事務連絡を職員へ配布し

たり、所内会議等においても随時注意喚起するなど周知徹底

を図り、飲酒運転防止に積極的に取り組んでいた。

また、事務所においては、合同で「飲酒運転防止セミナー」

を開催し、飲酒運転防止に取り組んでいた。

⑩適正な通勤届けの確保確認

各事務所とも、適正な手続きが行われていた。

⑪タクシーチケット及び他の金券類の適正使用及び管理状況

タクシーチケット及び他の金券類については、適正に使

用され、管理されていた。

３）不正行為等の防止の取り組み

①発注者綱紀保持・官製談合防止の取組状況

発注者綱紀保持規程（同マニュアル含む）・官製談合防止

の取り組みについては、コンプライアンス・ミーティングや

事務所合同で「入札談合等関与行為防止法に間する研修会」

を開催するなど、積極的に取り組んでいた。

②水門談合、高知談合事案の調査報告書の周知状況

当該報告書の掲載された開発建設部イントラの周知を行

っていた。
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③業務遂行上のトラブル、不当要求行為等の有無と対処状況

業務上のトラブル及び不当要求行為等はなかった。

④公共事業からの暴力団排除の推進の取組状況

「内閣及び内閣府所管各組織等が行う公共事業からの暴

力団排除の推進に関する合意書」に基づき、入札公告及

び説明書に明記するなど適切な対応がなされていた。

⑤「行政対象暴力マニュアル」の周知・保管状況

各事務所とも、同マニュアルが収録されている「コンプラ

イアンス関係ルールブック」を各課一冊常備し、周知・保管

していた。

⑥「品確法」に規程する発注関係事務の通達等の周知状況

ガイドライン・その他通達等は適宜、メールや回覧など

で担当職員へ適切に周知されていた。

⑦発注支援委託職員の配置の考え方及び配置状況

配置は所外又は別棟・別室とし、業務指示系統も管理技

術者との打合せを通して、担当者へ指示されるなど、適正

に行われていた。

⑧工事積算の違算防止対策の取組状況

積算においては、積算担当者以外の職員による検算、係

長・課長による二重チェック、委託職員間のクロスチェッ

クの徹底など違算防止の取り組みがなされていた。

４）平成２８年度開発建設部コンプライアンス推進計画の取り組

み状況

各事務所において、コンプライアンス・ミーティングの実施

や、入札談合防止法に関する研修会その他の講習会を開催し、

職員の意識改革に向けた取り組みを着実に推進していた。ま

た、入札契約プロセスの見直し及び情報管理の徹底等、事務

所毎の応札状況の透明化・情報公開の強化、その他の取り組

みも適切に実施されていた。

Ⅱ沖縄総合事務局開発建設部の監査重点項目

１．行政情報の管理等について

１）行政文書の管理・保管について

①行政文書の管理

台帳は適切に記載・作成されていた。また、行政文書の決

裁手続き及び公印の管理等についても適正に行われていた。

②行政文書の保存状況及び処理状況

行政文書ファイル管理簿については、作成・更新が適切に

なされていた。また、行政文書の廃棄の処理については、シ
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ュレッダー処理するなど適正に行われていた。

２）個人情報の保護について

①保有個人情報の取組状況

保有個人情報の取組状況を記録した台帳について、各事

務所において適切に作成されていた。

②保有個人情報の安全確保上の問題への対応状況

個人情報の漏洩等の発生事案は該当がなかった。

３）情報セキュリティポリシーについて

①行政情報セキュリティポリシー

行政事務遂行以外の目的での情報作成または入手、メール

の自動転送、標準アプリケーションソフト以外の無断インス

トール等の該当はなかった。

４）ホームページの運用管理

運用基準を定めて適切に運用管理を行っていた。

５）誤送信防止対策について

①組織外への一斉送信メール等について

外部組織等への一斉送信メール等を行う場合は、送信の

宛先等を二重でチェックするなど適切に行っていた。

②組織外へのＦＡＸ送信、郵便物等の送付について

ＦＡＸ機器等に誤送信防止のための張り紙を貼付するな

どの措置が全ての事務所・出張所等で行われていた。また、

送信する前に、複数名で番号、内容等を確認するなど誤送

信防止の対策が取られていた。

２．業務の適正かつ効率的な執行について

１）工事の安全・評価等

①スムーズな工事の進捗管理

各事務所等においても工程会議等を実施し、適切に工事

の進捗管理を行っていた。

また、開通間近の事業については、全工事の詳細工程を

確認し、開通の遅延防止を図っていた。

２）業務改善への取組状況

①超過勤務縮減の取組

各事務所とも職員の超過勤務の実績は月毎に整理されて

おり、その業務内容も所属長が所内会議等を通して把握す

るとともに、執行体制の見直しや、業務が集中する際の分
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担、管理職によるフォロー等を行っており、特定の職員に

業務が集中しないよう業務の平準化が図られるよう配慮さ

れていた。

定時退庁についての取り組みについては、所内放送や所

属長の声かけを行ったり、メールでも計画的な業務遂行を

行うよう周知していた。

②職員の健康・安全管理の取組

メンタルヘルス講習会など、健康に関する講習会等に

職員を積極的に参加させていた。また、メンタルヘルス

チェックシートを配付し、実施させていた。

③環境施策への取組

各事務所等において、昼休み時間の消灯、不要文書の裏

面利用、ゴミ分別の徹底等、経費削減を図り環境への取組

が行われていた。

３）行政相談の状況

①行政相談の処理状況

道路管理に係る苦情が多かったが、その情報は適切に整

理し所内に情報提供され、処置状況についても整理されて

おり、未処理案件はなかった。

②公益通報の状況

公益通報に関する問合せ及び照会等の事例はなかった。

４）公用車等の使用状況

①車両管理業務委託の適正化について

委託車両使用管理体制の整備及び業務注文系統の確立状

況等については、各事務所とも適正に実施されていた。

②自操運転の実施について

各事務所とも適正に手続きが実施されていた。

また、一部事務所においては、命令及び許可する際、ア

ルコールチェックを行った上で、使用させていた。

３．入札契約及び用地取得業務の適正な執行等について

１）入札契約に係る事務手続き等について

①入札・契約手続運営委員会の設置・開催状況等

当該委員会は各事務所において設置され、実情に応じ定

期及び随時に適正に開催され、適切な審議がなされていた。

②工事費内訳書、予定価格の機密保持状況

施錠した保管庫及び金庫等に保管し、機密保持を徹底し

ていた。また、予定価格調書の作成も入札日前日に行うな

どの機密漏洩の措置が執られていた。
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③３割を超える変更契約手続き

各事務所において、本局確認の手続きが取られていた。

２）入札関係文書の管理状況

①事務所・出張所での設計書、総合評価資料の保管状況

施錠可能なロッカー等に保管し、執務室への業者の立

入制限・退庁時の施錠確認を徹底するなど適切な措置が

執られていた。

②会議終了後、不要となった重要書類等処理状況

入札契約手続き運営委員会終了後の資料回収及び即時シ

ュレッダー処理や、不要となった重要書類の廃棄処理など

適切な処理が行われていた。

③「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの

見直しに係る試行の実施について」の対応状況

事務連絡に基づき適切に対応していた。

３）用地取得の不正防止対策の状況

①用地事務における適正な事務処理・決裁に状況

金額提示ルールの遵守、検査の強化等の手続き等は適正

に行われていた。また、第三者チェック、相互チェックの

確立も図られており、用地取得、権利者宛通知、用地管理

等についても適正な手続き及び管理が取られていた。

②用地調査等に関する請負業務等

書面により変更内容を指示し、打合せ記録簿、業務日誌

により経過を記録しており、適切に処理されていた。

③取得用地の管理

不法投棄、不法耕作等が行われていないか定期的に監視

しており、適正に管理されていた。

４）工事の品質確保の促進・工事の適正な施工の状況

設計変更審査会、三者会議は開催されていた。

また、ワンデーレスポンスについても、適切に実施され

ていた。なお、効果検証アンケート等については必要な都

度、今後実施を予定している状況。

５）工事事故防止の取り組み状況

工事安全協議会等開催や工事安全パトロールが実施さ

れ、事故防止の徹底・対策がなされていた。

また、一部の事務所においては、新規発注工事の安全に

関する施工計画内容を所長、副所長、工事担当課長で会議

を開催し、工事の安全対策に努めていた。


