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平成 30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 30 年度通報・相談件数＞

・倫理ヘルプライン（内部通報） 10 件（29 年度 ９件）

・県職員不正行為 110 番（外部通報） 18 件（29 年度 20 件）

・セクシュアルハラスメント相談 ２件（29 年度 ４件）

・パワーハラスメント相談 13 件（29 年度 10 件）

・妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント相談 １件（29 年度 ０件）

【通報・相談件数推移】

（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。

・14 箇所実施

（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 128 か所において実施した。

区 分 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

倫理ヘルプライン ５ ５ ６ ２ ３ 12 ７ ６ ９ 10

県職員不正行為 110 番 19 11 19 14 ６ 11 ７ 12 20 18

セクシュアルハラスメント １ ６ １ ３ ３ ２ ２ ２ ４ ２

パワーハラスメント ２ ３ ７ ５ ６ ８ ９ 11 10 13

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント相談 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ０ １

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度

29 箇所 22 箇所 23 箇所 29 箇所 14 箇所

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

・物品の保管・管理状況

物品台帳に基づいて組織的な管理

資料２
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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）

（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 165 人、出先 87 人

・組織的なチェック体制が整って

いるか

体制が整備されているか

検査結果 ・128 箇所実施、文書指示 14 箇所 ・128 箇所実施、文書指示 10 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

・不用品決定・処分調書等の調書類

未作成

・取得伺作成遅延（事後決裁）

今後の対応

・会計事務点検票による指導徹底、

コンプライアンス週間での所属

チェックの実施、文書指示事例

を活用した研修の実施等

⇒組織的チェック体制の確立を図

る。

・物品事務指導検査において、文書

指示等の内容を所属全体で共有

し、再発防止に努めるよう指導。

・改善が見られない所属へは再検査

を行い、必要に応じて個別に研修

を実施する。⇒組織的管理体制の

確立を図る。

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 26 件（前年 22 件）

・委託先の従業員の自家用車への同乗について

・会議随行者への昼食の提供について

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 170件（前年 160件）

・法務文書課職員による法律相談 548 件（前年 532 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

（会計課）

・１日平均 20 件(会計課分)

・収入、支出、契約関係等

総務事務

（集中化推進課）

・１日平均 ８件程度

・年末調整（456 件）、扶養手当（245 件）、旅費（252 件）
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（３）各種相談窓口

・ハラスメント相談員 117 人

・女性相談員 140 人（うち女性よろずサポーター130 人）

３ 周知・啓発（総務監会議・総務班長会議）

４ 職員研修

№ 月日 内容

1 30.4.10

・平成 30 年度コンプライアンス推進計画及び交通事故防止対策

・初心回帰の年、運転免許証更新、通勤届の変更届出周知（コン

プライアンス通信）

2 30.5.24 ・コンプライアンス推進月間・リレー研修取組周知

3 30.6.21

・夕礼推進月間（コンプライアンス通信）

・綱紀の厳正保持及び交通安全意識の徹底（夏季における取組）

・飲酒運転撲滅、交差点事故事例の紹介（コンプライアンス通信）

4 30.7.2 ・通勤届の提出状況調査（２月調査）の結果

5 30.7.31 ・綱紀の厳正保持（公務外非行による懲戒処分関係）

6 30.8.9

・県費外会計等の管理状況調査結果

・交通安全意識の徹底、通勤途上の事故事例の紹介（コンプライ

アンス通信）

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（駐車場内の危険予知）

7 30.10.12 ・交通事故の状況、追突事故事例の紹介（コンプライアンス通信）

8 30.10.26

・平成 30 年度コンプライアンス推進取組（下半期計画）

・コンプライアンス推進旬間の実施

・交通安全意識の徹底（通知）

9 30.11.21
・綱紀の厳正保持及び交通安全意識の徹底（通知）

・ＬＧＢＴへの理解（コンプライアンス通信）

10 30.12.21 ・贈与等報告書の提出について(コンプライアンス通信)

11 31.1.18
・綱紀の厳正保持（パワーハラスメントによる懲戒処分関係）

・パワーハラスメントの防止（コンプライアンス通信）

12 31.1.23

・夕礼推進月間（コンプライアンス通信）

・交通事故状況、運転技能講習会の実施（コンプライアンス通信）

・ＳＤＯを活用した交通安全研修（駐車場内の危険予知）

13 31.1.31 ・パワーハラスメントの防止（知事メッセージ）

14 31.2.5
・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（交差点右折時の危険予知）

15 31.2.15 ・パワーハラスメントの防止（副知事訓示）

16 31.3.20 ・飲酒運転の撲滅、交通事故状況（コンプライアンス通信）

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 230 人

ハラスメント相談研修 本庁課長、出先人事管理担当者 232 人

技術職種職員研修 （各職種技術力向上研修に併催） 242 人
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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）

（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 30 年度受検率 96.4％（29 年度受検率 97.2％）

・各所属における意見交換会 参加人数 5,334 人

・コンプライアンスリレー研修の実施 参加人数 6,197 人、開催回数 945 回

・通勤届提出状況の確認

・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）

・定型的事務処理の確認（再掲）

・各所属における意見交換会 参加人数 5,136 人

・管理職員による個別面談

（４）職員意識向上対策

ア 夕礼の推進

・職場内コミュニケーションの促進を目的とした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 県職員として守るべき服務に関する基本ルールの徹底

・コンプライアンスリレー研修の実施（再掲）

・運転免許証更新の呼びかけ（運転免許証所持状況調査等）

国・民間企業等派遣職員研修 東京地区 41 人

臨時・非常勤職員初任者集合研修 臨時・非常勤職員初任者 189 人

公務災害防止研修会（パワーハラス

メント防止研修会）（地方公務員災

害補償基金静岡県支部と共催）

総務担当職員等 84 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） －

第１回（４月） 出納閉鎖前の支出状況及び所掌事務の処理状況の確認

第２回（６月） 所掌事務の処理状況の確認（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

＜各職場における取組の例＞

・決裁時の会計書類の押印スペースに「副担当」の欄を設け、副担当職員の意識付け

・行政財産の使用料金のチェックシートの様式を変更し、ダブルチェックを機能

・支払事務の遅延防止のため、支払一覧を作成し、管理する
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・通勤届提出状況の確認、変更届出の呼びかけ（コンプライアンス推進月間、コンプラ

イアンス通信）

６ 職員交通安全対策

（１）交通三悪の撲滅

ア 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

イ 夏の交通安全県民運動に合わせ、県庁内放送及び全庁掲示板による注意喚起（７月、

計８回）

ウ コンプライアンス通信での注意喚起（４月、６月）

エ 原本確認による運転免許証所持状況調査の実施

（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６回）（再掲）

４月：「交通三悪」の撲滅、「初心回帰の年」

６月：飲酒運転の撲滅、交差点での事故防止

８月：交通事故状況、通勤途上での事故防止

10 月：交通事故状況、追突事故の事故防止

１月：交通事故状況、運転技能講習会の実施報告

３月：飲酒運転の撲滅、交通事故状況

（３）運転技能講習の実施（９～11 月）

・出先機関に勤務する新規採用職員を対象とした運転技能講習（実技指導及び講評）

参加人数 125 人

（４）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 参加人数 4,123 人

・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

（５）ＳＤＯを活用した交通安全研修

・各職員が自分の都合のいい時間にＳＤＯを通じて資料を閲覧

８月：危険予知トレーニング（駐車場編）（再掲）

２月：危険予知トレーニング（交差点編）（再掲）

（６）交通事故報告の見直し（１月）

・職員による交通事故の原因を詳しく調べ今後の交通事故防止対策に役立てるため、交

通事故報告の様式を改正し、記載事項の追加


