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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、これに基づいた取組を実施してきた。

本報告書は、平成３０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 国土地理院が主催する原則すべての階層別研修にコンプライアンスの講

義を設け、関係法令に関する講義を実施し、その遵守の必要性の理解を深

めるとともに、違法性の認識について理解を深める。

講義は、研修員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 新任の課長等を対象とする「課長級研修」では、外部講師を招いた講義

を設けるとともに、当該講義を広く活用するため、研修員以外の管理職員

（補佐相当職以上を含む。）でも受講可能なオープン講義とする。

③ 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、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、

四国地方整備局や中部地方整備局での不正事案を活用して、入札談合に関与した

職員に対する厳正な懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰などといったペナルティ

が課されるなどの内容や、グループ討議、セルフチェックを取り入れた講義を実

施した。また、公務員倫理関係においても、セルフチェックを取り入れた講義を

実施するとともに、SNSを利用する際の服務・倫理に関する講義や再就職管理に

関する講義も実施し、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、１０６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２２研修に参加し、１１９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。

更に、昨今話題となっているSNSを利用する際の服務・倫理に関する内容や再

就職管理に関する内容を講義の中に盛り込んだことも評価でき、今後も継続すべ

きである。

また、グループ討議やセルフチェックを取り入れた講義も、職員のコンプライ

アンス意識を深めるためには有効であることから、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とともに動画を内

部ホームページに掲載し、未受講者が後日視聴できる環境を整える。

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７４９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（官製談合防止法）に関する講演会を開催し、入札談合や官製談合

防止法の概要、官製談合における入札談合等に関与行為の４つの類型、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、２２６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、「公務員倫理を考

える～国家公務員倫理法令違反に陥らないために～」と題して講演会を開催し、

倫理法・倫理規程の制定の経緯、制度・運用の概要や、利害関係者との間におけ

る禁止行為、利害関係者でない人との禁止行為等について動画や最近の実例を用

いた解説を実施していただき、２５１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、懲戒処分や服務義務についての解説や公務員の倫理観

に対する一般のアンケート結果等も紹介いただいた。また、四国地方整備局や中

部地方整備局で起きた不正事案等の解説や事案を踏まえた再発防止策等について

も講義をしていただき、聴講者は２７２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た。その結果、年間を通じた講習会の未受講

者はなく、対象者全員が受講した。

適正業務管理官及び人事計画官が２月に１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、１７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、

定期的に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、他機関主催の講習会

等に参加し、なるべく多くの職員に対してより専門的な知識を習得させる機会を

設けることは、職員のコンプライアンス意識を高める上で重要である。

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

が、可能であれば複数の地方測量部で実施すべきであった。

（３）コンプライアンス・ミーティングの実施

【推進計画】

① 職場内の職員相互間でコンプライアンスに関する再確認や意見交換を行

うことにより、コンプライアンスに関する意識の向上を図るため、コンプ

ライアンス・ミーティングを年２回以上実施する。なお、コンプライアン

ス・ミーティングは、原則として職員全員（休職者等を除く。）が参加す

る。

② 「コンプライアンス・ミーティング」をはじめ様々な機会を通じて職場

でのコミュニケーションを活性化し、不祥事が起きにくい風通しの良い職

場環境を整備する。

【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。

今年度においても、期間業務職員向けのテーマを設定し、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、第２回目とも１００％で、対象者全員

が参加した。
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また、一部の所属においては、一人の職員が複数のミーティングに参加できる

環境を整えたり、参加したミーティングでは取り上げられなかったテーマの解説

・説明も行うなどの工夫も見られた。

ミーティング実施にあたっては、職員一人ひとりが考え、全員が発言できる機

会をつくり、より活発な意見交換を行った。 【資料３】

○第１回コンプライアンス・ミーティング

実施時期 平成３０年７月～９月

テーマ ①「不当な働きかけへの対応」

②「仕事の持ち帰り」

③「休日に起きた事故」

○第２回コンプライアンス・ミーティング

実施時期 平成３０年１２月～平成３１年２月

テーマ ①「上司による違反行為への対応」

②「兼業の制限」

③「業者からのカレンダー」

【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２回実施され、職員の

参加率は第１回目、第２回目とも１００％で、本年度計画にある「原則として職

員全員（休職者等を除く。）が参加する。」との目標を達成しており評価できる。

実施にあたっては、すべて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取組は評価できる。

また、一部の所属では、一人の職員が複数のミーティングに参加できる環境を

整えたり、参加したミーティングでは取り上げられなかったテーマの解説・説明

も行うなどの工夫が見られ、好事例として全所属に周知すべきである。

さらに、期間業務職員用のテーマを設定し、ミーティングを実施したことは、

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。

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。
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（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、セルフチェックは、原則として職員全員（休職者

を除く。）が実施するものとし、その実施状況を確認することとする。

【実施結果】

平成３０年度においても、発注者綱紀保持規程、官製談合防止法、コンプライ

アンス推進計画に係る具体の取組等について、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、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、第２回目とも１００％で、対象者全員が実施した。

セルフチェックの問題・解説は、内部ホームページに掲載し、後日、改めて理

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。

セルフチェックの実施率は第１回目、第２回目とも１００％で、対象者全員が

実施できたことは評価できる。

引き続き全員が実施できるよう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３０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。

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、

第２回目とも１００％で、対象者全員が実施した。
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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、再度問題及び解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】

【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。

セルフチェックの実施率は第１回目、第２回目とも１００％で、対象者全員が

実施できたことは評価できる。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実施させる必要がある。

（６）コンプライアンスに関する情報提供

【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３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（適

正業務管理官）が受講した。研修では、コンプライアンスに関する知識の習得だ

けでなく、地方整備局等職員との情報交換により、地方整備局における実態等に

ついても理解を深めることができ、大変有意義であった。
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【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

講することは、知識の習得とともに地方整備局等の状況把握にも有効であること

から、今後も順次受講させる必要がある。

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

やコンプライアンス推進計画等を掲載し協力依頼を行う。

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にあたって

の協力依頼文書を掲示するとともに、測量業務の一般競争参加資格者に送

付する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

リーフレットを同封する。

【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、国土地

理院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。

執務室入口等に発注者綱紀保持に関するポスター等を掲示し、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。

- 8 -



（２）事業者との応接ルール等の徹底

【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。

【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し周知を行った。

【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

う引き続き対応ルールの徹底を図ることが必要である。

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３０年４月から平成３１年１月までの総合評価

落札方式による発注７２件中５６件（７８％）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。
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積算業務と技術審査・評価業務は分離を原則とし、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】

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。

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に調査を行い、すべての地方測量部

等で適正な事務処理が行われていることを確認した。

また、定期監査においても、本院を含め監査対象部署に対し監査を実施し、

適正な事務が行われていることを確認した。

【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必要がある。

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。

また、内部通報窓口、外部通報窓口の連絡先等についても、併せて繰り返し周

知した。

なお、平成３０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。
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【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

ス関係通報窓口の連絡先等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、引き続き周知・徹底に取り組んでいく必要がある。

５．監査の強化・充実

【推進計画】

平成３０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３０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３０年度監査予定の地方測量部等においては、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３０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、地理空間情報部、基本図情報部、応用地理部）及び地方測量部（東

北、近畿、中国、九州地方測量部）並びに沖縄支所において、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、測量課長及び沖縄支所長（以下「管

理職員」という。）並びに発注担当職員に対して、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。

地方測量部及び沖縄支所における管理職員及び発注担当職員へのヒアリングに

おいて、関係法令の目的、行動規準、禁止行為等の認識状況及び事業者との対応

状況を確認したところ、全員が概ね正しく関係法令の内容を理解しており、管理

職員においては、リスクマネジメントについての認識も確認した。

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で対応するとともに、

部長室等においては、扉を開放し見える化を図っていることも確認した。
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【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、引き続き監査の重点項目として実施

していく必要がある。

Ⅱ．アドバイザリー委員会からの意見等

（１）平成３０年度国土地理院コンプライアンス報告書について

研修の講義の中に、ＳＮＳなど最近の社会の状況を踏まえた事柄を盛り込む

事は重要であり、非常に良い取組みである。

講習会等では、コンプライアンスの重要性を繰り返し説明する事も大事であ

るが、マンネリ化を防ぐ為にも、いかに内容をリニューアルしていくか。また、

セルフチェックの正解率の低い問題を、どうすれば理解させるのかが今後の課

題である。

（２）平成３１年度国土地理院コンプライアンス推進計画について

ハラスメントなどの社会的問題を盛り込むなど、新しい項目も追加されてお

り、評価できる計画となっている。また、こういった項目を取り上げる事は、

職員の意識付けとしても重要なことである。
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■実施期間 平成３１年２月１５日（金）～３月１日（金）

■対 象 者 全職員（非常勤職員を含む）

■回答者数 707 名 【　回答率 １００％　（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 643 648 673 699 695 695 654 682 700 703

正答率 90.9% 91.7% 95.2% 98.9% 98.3% 98.3% 92.5% 96.5% 99.0% 99.4%

■正答率が低かった問題

※ 問題、正答及び解説につきましては別紙をご覧ください。

問７

正解者　６４３名

正解者　６５４名

平成30年度　 発注者綱紀保持セルフチェック結果

　官製談合防止法の対象となる発注機関は、国及び地方公共団体のみであ
る。

　ある入札の落札業者Ａとの挨拶の中で、同社から「来年○月発注の△物件
（の入札）も頑張りますので、また是非お願いします」との発言があった。品質を
確保するためには実績のある業者に頼むのが良いと考え、「そうですね、こちら
としても御社の仕事は丁寧ですし、安心してお任せできますからね」と応じた。

問１

問２ 正解者　６４８名
　官製談合防止法における入札談合等関与行為は、一般競争入札や指名競
争入札といった「入札」に係る行為を前提としているため、随意契約によって契
約先を決定する場合には、適用対象とはならない。

90.9%

91.7%

95.2%

98.9%
98.3% 98.3%

92.5%

96.5%

99.0%
99.4%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10

セルフチェック正答率
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番号

問題 官製談合防止法の対象となるの発注機関は、国及び地方公共団体のみである。

解説

官製談合防止法が対象としている発注機関は、次のとおりです。
①国
②地方公共団体
③国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上出資している法人等の「特定法人」

問題
官製談合防止法における入札談合等関与行為は、一般競争入札や指名競争入札といっ
た「入札」に係る行為を前提としているため、随意契約によって契約先を決定する場合に
は、適用対象とはならない。

解説

官製談合防止法の適用対象には、一般競争入札及び指名競争入札のほか、随意契約
のうち、複数の事業者を指名して見積を徴収し、当該見積で示された金額を比較して契約
先を決定する形態のものも含まれます。このような形態の随意契約は、実質的に競争入
札と変わるところがなく、従来から競争入札と同様のものとして扱っています。

問題

官製談合防止法における入札談合等関与行為とは、発注機関の職員が、事業者による
入札談合等の独占禁止法違反行為に関与する行為であり、同法では、①談合の明示的
な指示、②受注者に関する意向の表明、③発注に係る秘密情報の漏えい、④特定の談
合の幇助の４類型が定められている。

解説

官製談合防止法では、職員が入札談合等（競争により相手方を選定する方法により行う
契約の締結に関し、参加事業者が他の事業者と共同して受注予定者を決定する等によ
り、独占禁止法に違反する行為）に関与する行為として、設問に掲げた①から④の４類型
を定めています。

問題
官製談合防止法は、発注機関の「職員」が遵守しなければならない法律であるため、職員
による入札談合等関与行為が認められた場合であっても、発注機関が組織としての対応
を求められることはない。

解説

公正取引委員会は、受注者である事業者側に対する入札談合の調査の結果、入札談合
等関与行為があると認めるときは、発注機関に対し、その排除のために必要な改善措置
を要求することができます。当該要求を受けた発注機関は、自ら事実関係を調査し、必要
と認める改善措置を講じなければなりません。発注機関が行った調査の結果及び講じた
改善措置の内容については、公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければなり
ません。

問題
発注機関の職員による入札談合等関与行為が認められた場合、発注機関は、公正取引
委員会からの改善措置要求に基づく調査の結果、当該職員に対して損害賠償請求や懲
戒処分を行うことがある。

解説

発注機関は、入札談合等関与行為を行った職員に対して、賠償責任の有無を調査の上、
故意・重過失がある場合には、速やかに損害の賠償を求めなければならないとされ、発
注機関の行った賠償責任の有無等の調査結果については、公表しなければならないとさ
れています。
また、発注機関は、当該職員の行為が懲戒事由に該当するかどうか調査しなければなら
ないとされ、この調査の結果については公表しなければならないとされています。なお、本
規定で発注機関に義務付けられているのは、調査及び調査結果の公表までで、処分を行
うか否かは発注機関の任命権者の裁量に委ねられています。

　　※　官製談合防止法：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

問　　　題　　・　　解　　　説

○

発注者綱紀保持セルフチェックシート（問題と解説）

4

5 ○

×

3

1 ×

2 ×
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問題
発注方法を随意契約から競争入札に切り替えることになり、混乱が生じるおそれがあった
ことから、事業者に対し、年間の発注計画に基づき、混乱しないように事業者同士で受注
を調整するよう指示した。

解説
事業者による入札談合を行わせる行為は、入札談合等関与行為の一つである「談合の
明示的な指示」に該当します。

問題

ある入札の落札業者Ａとの挨拶の中で、同社から「来年○月発注の△物件（の入札）も頑
張りますので、また是非お願いします」との発言があった。品質を確保するためには実績
のある業者に頼むのが良いと考え、「そうですね、こちらとしても御社の仕事は丁寧です
し、安心してお任せできますからね」と応じた。

解説

受注者を指名又は受注を希望する事業者を教示することは、入札談合等関与行為の一
つである「受注者に関する意向の表明」に該当します。設問のように、発注者側に△物件
を受注させる意図がある場合だけでなく、たとえそのような意図がなかったとしても、事業
者からは意向の表明を受けたと取られるおそれがあるので、適切な対応ではありませ
ん。
なお、信用確実な業者に発注し、品質を確保するという目的があったとしても、入札談合
等関与行為が正当化されるものではありません。

問題
組織内の正式な手続に則って、既にウェブサイトで公表している入札に関する情報につ
いて、事業者から問い合わせがあったため、当該ウェブサイトの掲載場所を教示した。

解説

入札談合等関与行為の一つである「発注に係る秘密情報の漏えい」における「情報」と
は、以下の二つの条件を満たすものです。
①特定の事業者又は事業者団体が知ることにより、入札談合等を行うことが容易となる
情報。
②秘密として管理されているものであること。
設問のような、組織内の正式な手続に則って既にウェブサイトで公表している情報は、一
般的に秘密として管理されているものではないと考えられるため、単にウェブサイトの掲
載場所を教示するのみであれば、入札談合等関与行為には該当しません。

問題

事業者から「今後発注が予定されている△物件については、地元の同業者と協力して順
番に受注する予定なんですが、県外のX社とＹ社がいるととても太刀打ちできず、我々地
元業者が受注できなくなるので、指名業者は地元のA社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社のみでお願いし
たい」と依頼を受けた。地元業者からの依頼であり、地元産業の発展は大切であること、
依頼に沿って指名業者を選定するだけで、落札業者の意向まで示すわけではないことか
ら、「分かりました、では地元の４社のみを指名します」と応じた。

解説

入札談合等関与行為の一つである「特定の談合の幇助」は、特定の入札談合に関し、①
事業者等からの依頼を受け又は自ら働きかけ、②職務に違反して、③入札談合等を容易
にする目的で行う行為をいいます。例えば、入札談合等を行いやすくするために事業者に
とって都合のよい事業者を入札参加者として指名したり、入札参加条件を恣意的に設定
したりする行為が該当します。設問の場合、地元業者同士での談合を円滑に行うための
地元業者からの働きかけに対して、発注機関職員が応じており、「特定の談合の幇助」に
該当すると考えられます。

問題
特定の事業者Ａから「今回の入札案件の予定価格はこれくらい（指３本立てて示す）でしょ
うか」と尋ねられた職員は、「そこまではいかないですよ」と応じた。

解説
事業者から示された積算金額に対し、予定価格が当該積算金額に比べて低額（又は高
額）であることを教示する行為は、入札談合等関与行為の一つである「発注に係る秘密情
報の漏えい」に該当します。

10 ×

8 ○

9 ×

×

6 ×

7
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【資料５】

平成３０年１１月２７日

ＮＯ．３

事例で学ぶコンプライアンス

平成３０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 個人情報の紛失

茨城県福祉相談センターの管理職の５０歳代職員が、同センター職員１４人分の個人情

報が記載された人事関係資料をJR常磐線の列車内で紛失しました。資料は職員の履歴書や

人事評価書で、住所、氏名、学歴、家族の氏名等の情報が記載されていました。

男性職員は、午後６時１７分、帰宅するため水戸駅発の普通電車に乗車。同４５分に羽

鳥駅で下車した後、資料を入れたバッグを座席の足元に置き忘れたことに気付きました。

同駅職員に遺失届を提出し、JR職員が車内を捜索しましたが見つかりませんでした。また、

拾得の届け出もないそうです。

男性職員は、翌日県庁で資料を基に同センター職員の勤務状況を説明する予定で、自宅

で資料を見ようと持ち帰ったということです。県保健福祉部の次長は「朝、センターに寄

って持ち出して県庁に来るべきで、不適切だった」と謝罪しました。

② セクハラ

高知県警で、宴会で女性にセクハラ行為をしたとして、２０代の男性巡査部長が停職６

ヶ月の懲戒処分を受けました。県警によると、飲食店で開かれた宴会で、２０～３０代の

女性３人に対し、セクハラ行為を行ったとのことです。巡査部長は「酒を飲んでおり、軽

い冗談のつもりだった」と話しているそうです。

③ 酒気帯び運転

つくば市で、同市幼児保育課の２４歳の男性職員が酒気帯び運転の疑いで警察に検挙さ

れ、停職５ヶ月の懲戒処分を受けました。職員は、職場の歓迎会に参加して酒を飲んだ後、

帰宅するために車を運転したもので、「車の中で仮眠を取ったため運転しても大丈夫だと思

った」などと話しているそうです。

＜新聞報道等より＞

これからの季節、忘年会や新年会など、お酒を飲む機会が多くなります。宴会

の席での言動や、宴会当日及び翌日の車の運転には、十分注意が必要です。
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◆啓発のポイント

（１）情報の持ち出し

国土交通省保有個人情報等管理規程第１１条（複製等の制限）では、職員が業務上の目

的で個人情報等を取り扱う場合であっても、保有個人情報等が記録されている媒体の外部

への持ち出しについて、保護担当者による当該行為を行うことができる場合の限定及び職

員は保護担当者の指示に従う旨が規定されています。

また、国土地理院情報セキュリティポリシー実施手順書 Ⅲ対策基準 第３部（情報の

取扱い）では、行政事務従事者は、行政事務の遂行以外の目的で、要保護情報を要管理対

策区域外に持ち出さないこと等が規定されています。

更に、国家公務員法第１００条第１項（秘密を守る義務）では、職員は、職務上知り得た

秘密を漏らしてはいけないこと（その職を退いた後といえども同様）が規定され、その内

容は、外交交渉に関する情報、入札情報、個人情報など外部に漏れると国や個人の利益を

著しく侵害する事項や、事前に内容を漏らすことが行政の遂行を阻害する事項などは、秘

密にしなければいけないというもので、これに違反した場合は、国家公務員法第１０９条

第１項（罰則）により刑事罰が科せられることがあります。

（２）懲戒処分の指針

①秘密漏えい

・故意の秘密漏えい：免職又は停職（自己の不正な利益を図る目的：免職）

・情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい：停職、減給又は戒告

②セクシュアル・ハラスメント

・強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為：免職又は停職

・意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し：停職又は減給（執拗な繰り返

しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患：免職又は停職）

・意に反することを認識の上での性的な言動：減給又は戒告

③飲酒運転

・酒酔い：免職又は停職（人身事故あり：免職）

・酒気帯び：免職、停職又は減給（人身事故あり：免職又は停職（措置義務違反あり：

免職））

・飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等：免職、停職、減給又は戒告

※飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定

◆参考法令（抜粋）

【国土交通省保有個人情報等管理規程】

（複製等の制限）

第１１条 職員が、業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、保護担当者は、

次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を

行うことができる場合を限定し、職員は、保護担当者の指示に従い行うものとする。

三 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

【国土地理院情報セキュリティポリシー実施手順書】

Ⅲ 対象基準 第3部 情報の取扱い Ⅲ.3.1 情報の取扱い Ⅲ.3.1.1 情報の取扱い

F.情報の運搬・送信 F-1.情報の持出し

（１） 行政事務従事者は、行政事務の遂行以外の目的で、要保護情報を要管理対策区域外

に持ち出さない。

（２） 行政事務従事者は、行政事務の遂行の目的で、要保護情報を要管理対策区域外に持

ち出す場合、持ち出す情報及び持出先を必要最小限にとどめる。

（３） 行政事務従事者は、持出先においても国土地理院内と同様に情報を取り扱う。
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【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

【懲戒処分の指針について（通知）】

第２ 標準例

１ 一般服務関係

（８）秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた

職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密

を漏らした職員は、免職とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、

職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又

は戒告とする。

（14）セクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の

職員を不快にさせる職場外における性的な言動）

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関

係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為を

した職員は、免職又は停職とする。

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内

容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動（以下「わいせ

つな言辞等の性的な言動」という。）を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場

合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の

心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、

減給又は戒告とする。

４ 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

（１）飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は

人に傷害を負わせた職員は、免職とする。

イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡さ

せ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職（事故後の救護を怠る等の措置義務違

反をした職員は、免職）とする。

ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員

又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした

職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又

は戒告とする。
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