
平成 29年度コンプライアンス推進取組の状況 

 

（経営管理部行政経営局人事課） 

１ 調査・検査の実施 

（１）通報制度の運営（経営管理部人事課） 

県組織内部の不正行為等の早期発見及び不祥事件の未然防止を図るため、通報等の制

度を運用 

＜平成 29 年度通報・相談件数＞ 

・倫理ヘルプライン（内部通報）   ９件（28 年度 ６件） 

・県職員不正行為 110 番（外部通報） 20 件（28 年度 12 件） 

・セクシュアルハラスメント相談   ４件（28 年度 ２件） 

・パワーハラスメント相談       10 件（28 年度 11 件） 

【通報・相談件数推移】 

区  分 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

倫理ヘルプライン ９ ５ ５ ６ ２ ３ 12 ７ ６ ９ 

県職員不正行為 110 番 23 19 11 19 14 ６ 11 ７ 12 20 

セクシュアルハラスメント １ １ ６ １ ３ ３ ２ ２ ２ ４ 

パワーハラスメント ３ ２ ３ ７ ５ ６ ８ ９ 11 10 

 

 

（２）内部監察（経営管理部人事課） 

・許認可事務及び手数料徴収事務の処理体制並びに時間外勤務、旅行命令及び特別休暇

の承認方法等を確認、法令違反となる事案は認められなかった。 

・29 箇所実施 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

31 箇所 29 箇所 22 箇所 23 箇所 29 箇所 

 

 

（３）会計事務指導検査及び物品事務指導検査（出納局） 

予算の執行、会計事務及び物品事務について、公正、正確を期するため、静岡県財務規

則及び静岡県財産規則に基づき、会計事務指導検査及び物品事務指導検査を、知事部局の

所属 125 か所において実施した。 

 会計事務指導検査 物品事務指導検査 

主なテーマ 

・支出負担行為伺の作成時期及び

調定の時期 

・組織的なチェック体制が整って

いるか 

・物品の保管・管理状況 

・物品取得の手続 

資料２ 



検査結果 ・125 箇所実施、文書指示 23 箇所 ・125 箇所実施、文書指示 15 箇所 

 

 

主な 

指示事項 

・検収及び支払時期の遅延 

・調定漏れ、調定額の算定誤り 

・物品検収調書の未作成 

・不用品決定・処分調書の未作成 

今後の対応 

・特に文書指示が頻発している所属

の職員や会計事務初心者及び技

術職員を対象とした研修の充実 

⇒コンプライアンスの徹底、内部

牽制機能の強化を図る。 

・物品事務の適正化について指導 

・改善が見られない所属への再検査

⇒所属職員全員による内部牽制機能 

が働く体制づくりを進める。 

 

２ 職員相談 

（１）全庁相談窓口 

各職場の状況に応じ、職員の円滑な業務遂行を支援するための相談窓口を設置、職員の疑

義等に対応した。（経営管理部・出納局） 

種別（所管課） 概 要（主な相談内容） 

職員倫理（人事課） 

・倫理規則関係・服務関係 22 件（前年 10 件） 

・利害関係者との飲食を伴う懇親会への参加について 

・海外からの客からの手土産（服飾品）の受領について 

条例・規則、 

訴訟・審査等 

（法務文書課） 

・顧問弁護士による法律相談  160件（前年 152件） 

・法務文書課職員による法律相談 532 件（前年 609 件） 

（不服申立て、補助金交付、契約締結に係る相談等） 

・国会提出法案データベース運用、「条例改正注意報」の発出、

「法令改廃情報システム」の導入等による、条例規則改正に

対する支援 

会計事務 

（会計指導課） 

・１日平均 20 件(会計指導課分) 

・収入、支出、契約関係等 

総務事務 

（集中化推進課） 

・１日平均 ９件程度 

・年末調整（432 件）、扶養手当（269 件）、旅費（204 件） 

（２）所属コンプライアンス担当者 

・原則として本庁は課長代理、出先機関は次長、総務課長等人事管理担当者を選任 

・本庁 169 人、出先 86 人 

（３）各種相談窓口 

・ハラスメント相談員 117 人 

・女性相談員     138 人（うち女性よろずサポーター125 人） 

 

 



３ 情報提供（総務監会議・総務班長会議） 

№ 月日 内容 

1 29.4.11 ・平成 29年度コンプライアンス推進計画及び交通事故防止対策 

2 29.4.21 ・交通安全意識の徹底（飲酒運転） 

3 29.5.12 ・飲酒運転撲滅（マグネットシート配布） 

4 29.5.23 
・コンプライアンス推進月間取組周知 

・飲酒運転撲滅（コンプライアンス通信） 

5 29.6.23 ・５分間夕礼の実施（コンプライアンス通信） 

6 29.7.21 
・職員向け相談窓口の紹介（マグネットシート配布） 

・夕礼及び交差点右折事例の紹介（コンプライアンス通信） 

7 29.9.5 ・綱紀の厳正保持（公務外非行による懲戒処分関係） 

8 29.10.13 ・交通事故状況、バック事故事例の紹介（コンプライアンス通信） 

9 29.10.25 

・平成 29年度コンプライアンス推進取組（下半期計画） 

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（危険予知訓練） 

・公用車損傷事例に係る注意喚起（コンプライアンス通信） 

10 29.11.13 
・コンプライアンス推進旬間の実施 

・シートベルト着用の徹底（コンプライアンス通信） 

11 29.12.6 

・綱紀の厳正保持及び交通安全意識の徹底（冬季における取組） 

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（飲酒運転の撲滅、シートベルト着用） 

・ハラスメント防止、飲酒運転撲滅、マグネットシート「あなたは、かけ

がえのない人」配布（コンプライアンス通信） 

12 30.1.15 ・交通安全意識の徹底（無免許運転） 

13 30.1.22 

・夕礼推進月間（コンプライアンス通信） 

・交通事故状況（交通事故増加傾向）（コンプライアンス通信） 

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（バック事故防止） 

14 30.2.9 
・年度末における定型的事務処理状況の確認 

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（危険予知訓練） 

15 30.2.19 ・不祥事防止（コンプライアンス通信） 

16 30.3.20 
・綱紀の厳正保持（経営管理部長通知、コンプライアンス通信） 

・交通事故防止、飲酒運転撲滅（コンプライアンス通信） 

 

 

 

 

 

 



４ 職員研修 

項目 対象者等 参加者数 

各階層別研修（自治研修所） （管理監督、中堅、新採、ＣＤＰ等） － 

所属コンプライアンス担当者研修 本庁課長代理、出先機関次長等 234 人 

ハラスメント相談研修 本庁課長、出先人事管理担当者 233 人 

技術職種職員研修 （各職種技術力向上研修に併催） 278 人 

国・民間企業等派遣職員研修 東京地区 26 人 

臨時・非常勤職員任用時研修 （任用時に各所属において実施） － 

会計事務研修・総務事務研修 （出納局において実施） － 

 

５ 職場における具体的取組 

（１）定型的事務処理の確認（年４回） 

第１回（４月） 出納閉鎖前の支出状況確認 

第２回（６月） 前年度の申請・報告等に係る処理状況確認（推進月間） 

第３回（11 月） 年度上半期における所掌事務処理状況の確認（推進旬間）  

第４回（２月） 年度末における所掌事務処理状況の確認  

 

（２）コンプライアンス推進月間（６月） 

・コンプライアンス検定  29 年度受検率 97.2％（28 年度受検率 96.1％） 

・各所属における意見交換会 

・所属長による総括、ひとり一改革運動（９月）への提案呼びかけ 

 

（３）コンプライアンス推進旬間（11 月 21 日～30 日） 

・定型的事務処理の確認（再掲） 

・各所属における意見交換会 

・管理職員による個別面談 

 

（４）職員意識向上対策「“きずな”で高めるコンプライアンス」 

ア 職場における取組 

・職員間コミュニケーション促進に向けた「５分間夕礼」の実施（７～８月） 

 ・新年度への円滑な事務引継ぎに向けた「夕礼推進月間」の設定（２月） 

イ 家庭と連携した取組 

・メッセージ入りマグネットシートの配布 

①「お酒を飲んだら、気をつけて」（５月） 

②「悩んだら、まず相談」（７月） 



③「あなたは、かけがえのない人」（12 月） 

※配布に際しては、職場内でも話し合いの題材としていただくよう依頼 

 

６ 職員交通安全対策 

（１）飲酒運転撲滅 

ア マグネットシートを活用した職場における話し合い（５月） 

イ 県庁内放送及び全庁掲示板による注意喚起（５～７月、計６回） 

ウ 県庁内駐輪場への注意喚起メッセージ「飲酒運転絶対禁止」の掲示 

エ コンプライアンス通信での注意喚起（５月、６月、12 月、３月）及びＳＤＯを活用

した交通安全研修（12 月）（再掲） 

 

（２）交通事故防止に向けた情報提供 

・コンプライアンス通信による周知（計５回） 

７月：交差点右折時におけるポイント、 

10 月：交通事故状況、バック事故事例の紹介（再掲） 

11 月：シートベルト着用の徹底 （再掲） 

１月：交通事故状況（交通事故増加傾向）（再掲） 

３月：交通事故防止（再掲） 

 

（３）職員参加型交通安全講習会の開催 

・平成 29～30 年度、全職員を対象に実施 

・三井住友海上火災保険㈱の協力のもと、交通事故事例の検証や危険予知トレーニング

（ドライブレコーダー映像を活用）等を実施 

 

（４）ＳＤＯを活用した交通安全研修（計５回） 

・各職員は自分の都合のいい時間にＳＤＯを通じて資料を閲覧 

  10 月：危険予知訓練、12 月：飲酒運転撲滅、シートベルトの着用 

  １月：バック事故防止、２月：危険予知訓練 

 

（５）公用車バックカメラ設置  

・本庁及び出先機関（各総合庁舎） 計 110 台 

 各出納室等の集中管理車両を対象 

 


