
平成 30年度コンプライアンス推進計画 

 

 

「初心回帰の年」としての位置づけ 

 

 

 

 

１ 調査・検査の実施 

（１）通報制度の運営 

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、経営管理

部人事課において通報制度を運営する。 

・「静岡県倫理ヘルプライン」（職員からの内部通報） 

・「県職員不正行為１１０番」（県民からの外部通報） 

・ハラスメント相談窓口（セクハラ・パワハラ等） 

（２）内部監察 

出先機関における適正な事務執行を確保するため、経営管理部人事課において内部

監察を実施する。（年間 20 箇所程度） 

＜調査事項＞ 

・許認可事務（収入証紙受払管理を含む）の状況 

・個人情報取扱いの状況 

・時間外勤務実績及び執務室戸締管理の状況 

・時間外勤務命令、旅行命令及び休暇承認に係る制度運用の状況 

・職員運転免許証所持状況 （30 拡充） 

・通勤届提出状況 （30 拡充） 

（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実施する。 

・本庁及び出先機関全所属を対象として、原則年１回検査を実施（知事部局所属約 130

箇所予定） 

 

２ 職員相談 

（１）職員倫理（経営管理部人事課） 

静岡県職員倫理条例及び規則の解釈その他法令遵守や、職員倫理に係る相談に対応

するための相談窓口を運営する。 

（２）条例・規則、訴訟・審査等（経営管理部法務文書課） 

法律改正の動向等の情報を収集し情報提供するとともに、職員からの相談への対応

等を通じ、業務上法令等に抵触する事態が生じることのないよう支援を行う。 

（３）会計事務（出納局会計課） 

予算の執行や会計事務に関する各種相談に対応するための相談窓口を運営するとと

もに、各出納室において出先機関からの相談に対応する。 

（４）総務事務（出納局集中化推進課） 

資料３－３ 

「初心回帰の年」 

平成 29 年度の懲戒処分事案において、盗撮や手当不正受給のほか、交通三悪（飲酒

運転、著しい速度超過、無免許運転）と呼ばれる非違行為が全て発生するなど、本県職

員のコンプライアンス意識について県民の疑念を招きかねない状況にある。 

こうしたことから、平成 30 年度を「初心回帰の年」と位置づけ、改めて職員一人ひ
とりに対して、不祥事根絶に向けたコンプライアンス意識の徹底を図る。 



給与、旅費、報酬等の総務事務に関する相談に対応するための相談窓口を運営する。 

（５）職場における推進担当者の設置 

各職場においてコンプライアンス推進に向けた取組を進めるため、各所属に推進担

当者を設置する。（本庁課長代理、出先機関人事管理担当者等） 

 

３ 情報提供 

（１）総務監会議における周知 

不祥事案の再発防止を徹底するため、経営管理部人事課が原則として月１回開催す

る総務監会議において、不祥事案の実例等について情報提供を行う。 

（２）各職員に対する啓発（コンプライアンス通信） 

経営管理部人事課が各職員に対し、不祥事案の実例及び防止に向けたポイントをま

とめた「コンプライアンス通信」を配布し、コンプライアンス意識の啓発を進める。 

（３）ＳＤＯデータベースによる情報共有 

職員から受けた相談への対応等について、ＳＤＯデータベースを活用し情報共有を図る。 

・倫理条例・規則Ｑ＆Ａ（経営管理部人事課） 

・総務事務手引、猫の手・孫の手トピックス、財務会計基本ブック、会計書類作成

のツボ（出納局） 

（４）県民への情報提供 

県公報や県のホームページを通じ、本県のコンプライアンス推進に係る状況につい

て県民に情報提供を行う。 

・通報制度の運営状況 

・職員の倫理の保持に関する状況 

 

４ 職員研修 

（１）研修所研修 

経営管理部人事課が自治研修所において行う職員研修において、コンプライアンス

に係る研修を実施する。 

・各階層別研修（新規採用職員～新任管理者） 

・キャリア開発研修（30 歳、40 歳） 

・管理監督者（現場力強化研修、職場力強化研修 等） 

（２）所属コンプライアンス担当者研修 

職場におけるコンプライアンスに関する取組を推進するため、各所属に配置するコ

ンプライアンス担当者を対象とした研修を実施する。 

・担当者の業務 

・コンプライアンス推進月間の取組における役割 

（３）ハラスメント相談研修 

職場におけるハラスメント事案に円滑に対応するため、本庁の課長及び出先機関の

人事管理担当者を対象として、ハラスメントの防止と対応力の向上を図るための研修

を実施する。（外部講師） 

（４）管理職員リスクマネジメント研修 

本庁の管理局長及び出先機関の所属長相当職を対象として、不祥事発生時における

初動対応等に関する研修を実施する。（外部講師） 

（５）技術・選考事務職種職員に対する研修 

各職種が行う業務研修等に併せて、経営管理部人事課がコンプライアンスに関する



研修を実施する。 

（６）国等派遣職員に対する研修等 

ア 国等への派遣職員（東京地区） 

国等へ派遣する職員について集合研修を実施し、コンプライアンスに関する情報

提供や注意喚起を行う。 

イ 公益法人等への派遣職員 

県立病院機構や公立大学法人等、派遣先団体に情報提供を行い、当該職員への注

意喚起を依頼する。 

（７）臨時・非常勤職員に対する研修 

ア 任用時研修 

臨時職員及び非常勤職員の任用時、各所属においてコンプライアンスに関する研

修を実施する。 

イ 初任者集合研修 （30 新規） 

    平成 30 年度に初めて臨時・非常勤職員に任用された者を対象として、綱紀、服務

や各種相談制度などコンプライアンスに関する集合研修を実施する。（総合庁舎単位

を予定） 

（８）その他 

ア 研修内容の充実 （30 拡充） 

研修所研修を始めとする各種研修において、具体的事例に基づき、事例の問題点

や留意点をまとめた「ケースメソッド」を用いて注意を喚起 

イ 職場における研修 

職員一人ひとりが、日々、法令に従った公平・公正な行動を実践できるよう、ま

た、各所属においてコンプライアンス推進担当者を中心に、コンプライアンス通信

やハンドブック、職場内のヒヤリ・ハット事例を活用した職場研修を実施する。 

併せて、情報の見える化・共有化を推進し、業務進捗管理の徹底を図るため、班

長を中心とする段取りミーティングの奨励を図っていく。 

ウ 業務別（担当者）研修 

法令等に則った事務が行われるよう各部局の判断により、業務別の研修を実施す

る（地域を分けて複数の出先機関で実施している事務については、統一的な取扱い

となるよう努める）。 

エ 会計事務に関する研修（出納局） 

不適正経理の再発防止を目的として、出納員や総務担当職員だけでなく事業担当

職員や技術職員等を対象とした、会計事務に関する各種研修を引き続き実施し、コ

ンプライアンスの徹底と内部牽制機能の強化を図る。 

オ 総務事務に関する研修（出納局） 

旅費計算システム新規ユーザーを対象とした操作研修や給与事務担当者を対象と

した給与・勤務時間制度改正等説明会を通して、総務事務の適正処理とコンプライ

アンス実践意識の徹底に努める。 

カ 職場リレー研修（出納局） 

出先機関の出納員等が職場内で職員を対象に、会計・物品事務の理解を促進させ

る職場リレー研修を引き続き実施し、事務の適正化を図る。 

 

 



 

５ 職場における具体的取組 

（１）各部局における取組 

各部局が年度当初に開催する所属長会議において、部局長から綱紀の厳正保持や各

部局の事情に応じた不祥事防止に向けた取組の徹底を指示する。 

 

（２）定型的事務処理の確認（各所属、年４回） 

・所掌事務の処理状況について、チェックリストによる各職員の自己確認及び処理簿

等との照合による確認を、リスクマネジメントミーティング（４月）、コンプライア

ンス推進月間（６月）、コンプライアンス推進旬間（11 月）、３月の年４回実施 

 

（３）コンプライアンス推進月間（６月） 

例年通り６月を「コンプライアンス推進月間」と定め、コンプライアンス推進に向

けた取組を全庁を挙げて実施する。 

ア 定型的事務処理の確認 （再掲） 

・前年度及び当年度の所掌事務の処理状況について、チェックリストによる各職員

の自己確認及び処理簿等との照合による確認を実施 

・点検の結果、疑義ある点については職場で情報を共有し、改善を図る。 

イ コンプライアンス検定 

・法令遵守に関する「コンプライアンス検定」の実施 

・ＳＤＯデータベースに提示する質問に対し職員が回答 

・結果や事例解説について、所属内で意見交換 

ウ 情報資産管理の一斉点検 

・「情報資産管理の一斉点検」（チェックリスト）による自己点検を実施 

エ 意見交換会 

・上記ア～ウの結果及び各所属が実情に応じ設定するテーマについて、各所属内で

全職員参加の上、意見交換会を開催 

・原則として本庁は班単位、出先機関は課を単位として、各所属コンプライアンス

担当者を中心に６月中に実施（業務の状況に応じ８月までの実施を可とする） 

＜所属テーマ例＞ 

「公務外不祥事」「公務上不祥事」「個人情報保護」「ハラスメント」「飲酒運転」 

「無免許運転」「情報資産管理」等 

オ 通勤届提出状況の確認 （30 新規） 

 ・意見交換会の場を利用するなどして、各職員から現在の通勤方法を申告してもら

い、通勤届の状況と実態が異なっていないか確認 

カ 「ひとり一改革運動」との連携 

・全職員に対し、不適正事務の根絶に向けたアイデアを募集 

・優秀事例を「リスクマネジメントミーティング」「コンプライアンス通信」等で周

知、各職場の取組に活用 

＜30 年度テーマ＞ 

・ヒヤリハットや失敗から学んでよりよい職場 

・風通しの良い職場づくり 

＜スケジュール＞ 

・６月 コンプライアンス推進月間の取組として、各職員からアイデアを募集 



・９月 ひとり一改革推進月間テーマとして、アイデアを提案 

（４）コンプライアンス推進旬間（11 月上旬） 

11 月上旬を「コンプライアンス推進旬間」と定め、コンプライアンス推進に向けた

取組を全庁を挙げて実施する。 

ア 定型的事務処理の確認 （再掲） 

・当年度の所掌事務の処理状況について、チェックリストによる各職員の自己確認

及び処理簿等との照合による確認を実施 

・点検の結果、疑義ある点については職場で情報を共有し、改善を図る。 

イ 意見交換会 

・上記アの結果及び事前に配布する資料に基づき、各所属内で全職員参加の上、意

見交換会を開催 

・原則として本庁は班単位、出先機関は課を単位として、各所属コンプライアンス

担当者を中心に実施 

ウ 管理職員による個別面談 

管理職員は一連の取組を通じ、公私を問わず不安や悩みを抱えている職員を把握

した際は、勤務意向ヒアリングの場等を活用するなど個別相談の機会を設ける。 

エ 通勤届提出状況の確認 （30 新規） 

 ・意見交換会や個別面談の場を利用するなどして、各職員から現在の通勤方法を申

告してもらい、通勤届の状況と実態が異なっていないか確認 

（５）職員意識向上対策 

ア 風通しの良い職場づくりに向けた夕礼の推進 

職場内コミュニケーションの促進や新年度への円滑な事務引継を目的として、「業

務の進捗状況」「時間外勤務や休暇取得」等について話し合い、「夕礼」を行う。 

・職場の負担を考慮、時間外勤務実績が比較的少ない７～８月及び新年度に向けて

多くの準備作業を控える２月を「夕礼推進月間」と定め、実施 

・各所属において、早出勤務者等の終業時間を踏まえ午後４時前後を目途として、

今日の出来事と明日の予定、年度末までに行うべき事務の進捗状況等について皆

で話し合い、所属長等管理監督者が総括 

イ 県職員として守るべき服務に関する基本ルールの徹底 （30 新規） 

コンプライアンス推進月間を始め年間を通じ、不祥事に係る情報提供を行い、自

己点検や各職場における意見交換を行うことにより、県職員として守るべき服務に

関する基本ルールの徹底を図る。 

 

 

 

   

 

 

 

 

・コンプライアンスリレー研修の実施 

・不祥事全般に係るコンプライアンス通信による定期的な情報提供及び推進月間取

組等を通じた服務に係る基本ルールの徹底 

・運転免許有効期限到来者に対する呼び掛け（ＳＤＯカレンダーへの入力、更新手

続呼び掛け） 

・通勤届提出状況の確認、変更事由が生じた者に対する速やかな届出の呼び掛け 



６ 職員交通安全対策 

（１）重点テーマに基づく取組 

＜30 年度重点テーマ＞ 

29 年度の発生状況を踏まえて、下記２点について、重点テーマに掲げ、防止に向け

た取組を進める。 

① 交通三悪の撲滅（29 年度交通三悪が全て発生） 

・コンプライアンス通信及び庁内放送による定期的な注意喚起 

・各所属において平素の通勤手段及び親睦会時等の交通手段を把握 

・原本確認による運転免許証所持状況調査の実施 （30 新規） 

 →年度当初に非常勤・臨時を含む全職員を対象として調査 

・運転免許の年度内期限到来者に対する注意喚起の徹底 （30 新規） 

→年度途中に有効期限を迎える職員に対する個別の注意喚起及び事後調査の徹底 

② 車両後退時における衝突事故の防止（28 年度 16 件→29 年度 24 件） 

・コンプライアンス通信による交通事故実例及び防止に向けたポイントの紹介 

・ＳＤＯを活用した交通安全研修による注意喚起 

・職員向け運転技能講習 （30 新規） 

    新規採用職員、運転に自信のない職員等を対象に、講義、実地体験及び評価

を行う。 

   →東部、中部（静岡）、西部（浜松）の各庁舎において実施予定 

・バックカメラ配備（平成 29 年度）による事故防止効果の検証 

・公用車へのバックセンサー整備 

（２）交通事故防止に関する情報提供（経営管理部人事課） 

各職場における交通事故防止に向けた取組に資するため、総務監会議等の場を通じ、

コンプライアンス通信等により事故防止啓発資料を随時提供する。 

（３）交通安全講習会の開催 

ア 職員参加型交通安全講習会 

三井住友海上火災保険株式会社の協力のもと、全職員を対象として、職員参加型

交通安全講習会を実施する。（全職員対象・平成 29～30 年度） 

・四半期ごと、危険予知訓練等資料を活用した講習を本庁各部局、出先機関単位

で実施 

イ 職員向け運転技能講習 （30 新規・再掲） 

ウ 各所属における講習会 

公用車運転機会の多い出先機関において、警察はじめ外部機関の協力のもと、所

属の実情に応じ講習会等を実施する。 

（４）ＳＤＯを活用した交通安全研修 

  ・ＳＤＯ上に交通安全に関する研修資料（危険予知トレーニング等）を掲示 

・各職員の都合のよい時間に閲覧 


