
令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

総合政策課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

出張時の安全運転の声かけの徹底。
ゆとりを持った出発時間の徹底。

全員

目標達成
　余裕をもった行動と安全確認が達成の要因
と考える。
　引き続き、取り組む。

総務課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

①「出船駐車の徹底」「駐車時の同乗者
による車外での安全確認及び誘導」「毎
週木曜日（終礼）の交通スピーチ」を実
践する。
②目的地までの経路は運転前に十分
確認しておくとともに、時間に余裕をもっ
て出発する。
③出張時、上司は、出張者の健康状態
を目視で確認し、「気を付けて」と声掛け
をする。

全員

①～③の取組については、課の職員としては
徹底出来ており、事故、違反ともゼロにでき
た。しかしながら、職員の交通安全推進の主
管課として考えると、事故は昨年とほぼ同じ件
数となったことから、翌年度についても事故件
数が0となるよう一人ひとりの職員が意識して
いく取組を進める。

職員課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

①駐車時や発進時はギアを入れてすぐ
に車を動かすのではなく、一呼吸おいて
から運転操作を行う。
②「だろう運転」ではなく、「かもしれない
運転」意識を常に持って運転を行う。
③朝礼時や外出時に、日常的にも交通
安全に関する声掛けを徹底する。
④交通安全に対しての体験事例やヒヤ
リハット事案、安全対策の取組み等を毎
週水曜日の終礼時に職員が交代で発
表する。

全員

【達成度評価】
・交通違反者及び交通事故のゼロを達成。
・毎週水曜日の終礼時、交通安全に対しての
体験事例やヒヤリハット事案、安全対策の取
組み等を職員が交代で啓発し、交通安全への
意識の高揚を図ることができた。
・乗車前点検等の確認の徹底。
【次年度への課題】
・交通安全意識の徹底とともにリスク回避や
危険予知等の判断力の維持向上を図ってい
く。

未来創造課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼等の内部打合せの際はもとより、
日常的にも交通安全に関する声掛けを
徹底する。
・年間を通じて公私を問わず交通安全
に向けた声掛けを行い、交通安全に対
しての時事事例を、課内会議や朝礼時
に発表する。

全員

実施項目達成指標である「公用車交通事故
（加害）、交通違反件数をゼロにする目標を達
成することができた。
今後においても交通事故、交通違反をおこさ
ないよう、一人ひとりが心がける。

柏原支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼・終礼及び課内会議の時はもとよ
り、日常的にも交通安全に関する声掛
け（時間に余裕を持った運転及びかもし
れない運転を心がける等）及び公用車・
私用車を問わず出船駐車を徹底し交通
事故・交通違反をゼロにする。
・年間を通じて公私を問わず交通安全
に向けた声掛けによる意識付けを行
い、交通安全に対しての時事事例を日
直者が毎週水曜日の朝礼時に発表す
る。

全員

　毎週水曜日の交通安全スピーチでは、職員
個々の交通安全取組み目標や組織目標を意
識した内容で、職員間の交通安全意識の高
揚につながっており、交通事故・違反件数は
ゼロを達成できた。
引き続き次年度も個人の目標を設定し、毎月
の振り返りをすることに合わせて、毎週水曜
日の交通安全スピーチも継続し、交通事故・
交通違反をゼロにする。

計画策定時記入済
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

氷上支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週水曜日の朝礼の場において交通
安全スピーチ等を行い、交通事故抑制
に対する啓蒙・啓発を行う。
・支所においては窓口対応があるため、
毎週水曜日に定期的な公用車点検を
実施する。
・職員が公用車を運転する前には、他
の職員が「気を付けて！、安全運転
で！」と声かけを行い、交通事故防止に
努める。

全員

（評価）
・具体的な取組みの評価としては、公用車・私
用車とも無事故無違反が続いており、交通安
全への意識の高揚につながった。
（課題等）
・少人数の部署で窓口業務等により定期的な
公用車点検が確実にできなかったため、管理
職自らが率先垂範することで課員に対して法
令順守の意識を高めて行くこととした。

青垣支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・「出船駐車」、「駐車時の同乗者による
車外での安全確認及び誘導」の徹底、
「毎週木曜日の交通スピーチ」を効果的
に実施する。
・出船駐車及び安全確認及び誘導等に
関する技能確認の機会を設ける。
・公用車運転者の健康状態の確認及び
安全運転に関する声掛けを行う。
・金曜日の終礼時、私用車運転時の安
全運転、法令遵守の声掛けを行う。

全員

【達成度評価】
具体的取組の4点を実施した結果、交通事故・
違反件数はゼロ件であった。交通安全スピー
チ及び声掛けは法令遵守への意識啓発、後
進駐車の技能確認は事故防止への注意喚起
につながったと考える。
【次年度への課題】
交通法令遵守に対する意識を強く継続してい
く必要がある。そのため日常点検、重点点検
並びに車検、法定点検の適正な実施、公用車
乗車前の上司、同僚への声掛けを継続する。

春日支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週水曜日に交通安全に関したス
ピーチを行う。
・支所長から交通安全スピーチの後、関
連事項の補足を行う。
・水曜日以外の朝礼時又は終礼時に交
通安全に関する話を支所長から行う。
・公用車使用時、共用車貸出時、職員
の帰宅時には、「時間に余裕をもって、
気をつけるように」と支所長から声掛け
を行う。
・法令に即した適正な業務執行ができる
ように、法令を学ぶ機会として、法令研
修を職場内研修の年間計画に位置付
ける。

全員

　目標は達成。春日支所公用車及び共用車
においても無事故無違反を達成している。具
体的取組みに掲げた事項について、ほぼ実
施することができた。常に時間に余裕を持って
行動することを、朝礼等で伝えており、そのこ
とにより運転にも余裕ができていると感じてい
る。私用車での事故があったので、次年度は
私用車においても同様の取り組みを行い、安
定的に支所運営を行う。

山南支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

朝礼等において、交通安全に関する声
掛けを徹底するとともに、出船駐車の徹
底、同乗者による誘導、曜日を定めて
の交通に関する研修を行う。

全員
取組目標は達成された。
次年度においても、引き続き１年をとおして交
通法規を守る意識の高揚を図って行く。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

市島支所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週定例の交通安全スピーチの実施
・公用車の始業点検を徹底
・公用車運転前の声かけ
・運転者だけでなく、同乗者による安全
確認（後部等）

全員

具体的取り組み各項目の確実な実践により公
用車交通事故（加害）、交通違反件数ともゼロ
となった。
公用車の始業前点検を徹底したことによりラ
ンプ切れ等の早期修繕に取り組めた。
交通安全スピーチにおいては、始業前に来庁
者があるため、活発な意見交換の時間が確
保しづらかった。

人権啓発センター 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎日の朝礼時における安全運転徹底
の確認及び公用車運転前の交通安全
に関する声掛け。
・運転者だけでなく同乗者による安全確
認。

全員

　公用車交通事故（加害）、交通違反件数とも
にゼロであり、目標を達成した。
　次年度も引き続き、毎朝の点検と声掛けを
行い安全運転の徹底を図る。

市民活動課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

事故や交通違反の根絶は、日常的な交
通規範を意識することが大切であると
考える。
・朝礼時、終礼時のヒヤリハット事例の
報告を行う。
・時間に余裕をもって、１５分前到着を
心掛ける。
・課内研修を行い、自分事としてとらえ
るようグループワークを行う。

全員

［評価］
・課内会議において、交通安全研修を行い、ヒ
ヤリハット事例を図示するほか、朝礼時には、
スリップによる事故や車間距離マナーなど、気
がついてことを発表し共有した。
・会議等への出張は15分前到着を心掛け、
「気を付けて」と送り出している。
・年度当初に車検対象車両を確認し、ガルー
ンに予定を入力。
［課題］
・年に数回の研修だけではなく、常時お互いに
声掛けを行い、気を付けることが必要。
・公用車の定期整備点検を行い、確実に整備
点検報告確認を行う。

文化・スポーツ課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・課内・係内打ち合わせや朝礼時に、交
通安全に向けた啓発事例（ヒヤリ事例、
交通安全啓発など）を伝達する。
・会議等の出張時や出勤時など、“５分
早く出発する”ことで、ゆとりを持った運
転を心がける。
・駐車場での事故防止を図るため出船
駐車の徹底する。特に、駐車場内では
車の周辺を十分確認し出発・停車する
など、慎重な運転を心がける。
・「全ての座席でのシートベルトの着用」
を徹底する。
　※公用車・私用車を問わず、全ての自
動車運転時を対象とする。

全員

【達成度評価】
・駐車場内の交通事故が多いため、車を後進
させる前に周囲を十分確認する、車を動かす
前に“１呼吸置く”ことを心がけた。
・課内会議や朝礼時（不定期）に自分自身が
自動車運転時に“ヒヤリ”とした事例を発表し
て情報共有を図った。
・会議等の出張時や出勤時等は、通常時の
“５分前出発”を励行した。
【次年度への課題】
・研修実施による、事故のリスク回避や危険
予知等の判断力の向上。
・職員個人の公用車の管理意識の向上（点検
等）。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

施設管理課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

【施設管理課】
・朝礼で実施している｢朝のひとこと｣に
ついて、水曜日を｢交通安全｣を題材に
し意識の高揚を図る
・出張等の出発時に余裕を持った運転
ができるよう早めに出発するよう声をか
ける。あわせて安全運転を心がけるよう
｢気を付けて｣の声かけをする
【施設管理員】
・週に１回は、交通安全意識の高揚を図
る内容のメッセージを送信する
・月１回程度、各施設を訪問し声かけを
行う

全員

・朝礼や出かける前の安全運転に関する声か
けと
安全対策の実践を呼びかける研修等により、
意識の高揚を図った
・施設管理員には、施設の訪問にあわせて安
全運転を呼びかけることができた
・公用車、私用車とも交通事故及び交通違反
が０件であり、取り組みの成果といえる
・次年度も引き続き声掛けを行い安全運転の
徹底を図る

財政課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・公用車においては、出船駐車と２名以
上乗車の場合は、同乗者による後方確
認の徹底
・毎週水曜日の朝礼時の交通安全に関
するスピーチ
・横断歩道における歩行者優先のため
の一旦停止
・無事故・無違反運動「チャレンジ100」
への参加

全員

・公用車の出船駐車と同乗者による後方確認
は徹底できた。
・毎週水曜日朝礼時の交通安全に関するス
ピーチは習慣となっているが、同様の内容に
なる傾向がある。
・横断歩道における歩行者優先のための一旦
停止はできている。
チャレンジ100は私費の負担や参加の強制が
できないため実施できなかった。

税務課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼や内部打合せ等折に触れ、交通
安全に関する声掛けを行う。
・年４回の交通安全運動等ポスターを掲
示し啓発を行う。
・公私を問わず出船駐車を徹底する。
・後進の際に同乗者は車外で安全確認
及び誘導を行う。

全員

交通違反交通事故については、当室では発
生していない。引き続き、後方確認、横断歩道
での歩行者優先行動、一旦停止に気を配り、
撲滅を継続する。

資産活用課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週水曜の朝礼時に交通安全に関す
るスピーチの実施
・出船駐車と２名以上乗車の場合は、同
乗者による後方確認の徹底
・「一時停止」は「二時停止」の励行
・無事故・無違反運動「チャレンジ100」
への自発的な参加を促す

全員

・毎週水曜の朝礼時に交通安全スピーチを輪
番で行い、交通法規、実体験に基づく安全意
識の向上や事故防止の意識付けが図れた。
・公用車統括課として、事故、車両破損はあっ
てはならないと注意徹底と共用車両の貸し出
しにあたって、安全運転、後方確認の声掛け
を行うなど公用車の事故防止に努めた。

営繕課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

毎週火曜日の朝礼時に交通安全のス
ピーチを実施する。また、偶数月に公用
車の洗車を行い、公用車を大切にする
意識を向上させ、事故の防止に取り組
む。

全員
　指標となっていた公用車の交通事故及び違
反件数「０」を達成することができた。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

市民課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼時や日常的にも交通安全の声掛
けを徹底する。
・毎週水曜日の安全運転スピーチを徹
底する。
・出張前には、安全運転への声掛けを
する。
・出張時、10分程時間に余裕を持って出
発する。

全員

＜評価＞
・乗車前点検、月１回の重点点検を徹底した。
・毎週水曜日の朝礼時に交通安全についての
体験事例やヒヤリハット事案等を職員が交代
で啓発し、交通安全への意識の高揚を図るこ
とができた。
・無事故無違反達成した。
＜課題＞
・公用車事故が減らない状況の中、交通安全
意識の徹底とリスクを回避するために日常の
行動を改善すること。

くらしの安全課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・早め、早めの行動を意識し、時間に余
裕を持って目的地に到着するように心
がける。
・一時停止、左右確認の徹底を図る。停
止線の前では、３秒以上停止し、安全
の確保を行い、出会頭の事故を未然に
防ぐ。
・青信号に変わった時や出庫時には、
一呼吸置いてから行動することを心が
ける。
・公用車のかぎに手をかけたら、「○○
へ行ってきます。」と声を発し、聞き手
は、「気をつけて」と声を掛け合うなど、
課員相互を気遣う。
・無事故・無違反運動（チャレンジ１００）
に取り組む。
・助手席に乗車したものは、安全確保の
ために交通状況の確認を行い、運転者
の補佐を行う。
・複数での乗車の際には、後進時、必ず

全員

【達成度評価】
・無事故・無違反運動（チャレンジ100）に参加
し、目標達成することができた。
・出かける際は、「〇〇へ行ってきます」、「気
をつけて」と声掛けが定着してきた。

【次年度への課題】
・常に安全運転を心掛けるとともに、無事故・
無違反を継続して行えるよう、職場内での声
掛けを継続し、定着させる。

環境課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・課内において、警察官OBが在籍して
いるため、現役時代の知識を十分に発
揮してもらい、経験や事例を交えた研修
会を実施する。
・施設内においては、作業時に事故を
防止する対策を盛り込んだマニュアル
を作成する。
・班長会や課内会議においては、運転
中のヒヤリハット事例を発表してもらい、
職員に対して注意喚起を行う。

全員

【評価】
・業務の都合により、施設管理係（クリーンセ
ンター）と他係（本庁舎）と別に開催することに
なったが、今年度に発生した事故事例の原因
を紹介し、研修会の中で十分な意見交換がで
きた。
・クリーンセンターの作業時マニュアルを整備
して、このマニュアルに基づき、環境整備員に
対して研修会を開催して周知した。
【課題】
・春に立続けに事故が発生したため、年度当
初には改めて研修会を開催して、課内職員に
対して注意喚起を図りたい。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

社会福祉課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

（1）毎週水曜日の安全運転スピーチを
徹底する。【継続取組】
（2）出張者への安全運転の声かけを行
う。【継続取組】
（3）「違反タイプ」診断テストを行い、違
反行動タイプの自己分析と結果を課内
で共有し、同乗した際の注意点として把
握しておく。
（4）毎月、初旬頃（事前通告なし）に運
転免許証の所持確認を行う。
（5）朝礼時に出張予定者がある際は、
時間に余裕を持って出発するように課
長（又は係長）が伝達する。

全員

〔達成度評価〕
・交通事故及び交通違反件数ゼロ。
・違反者タイプ診断テストにより課員の違反行
動タイプを確認し、同乗時の注意点を共有で
きた。
・水曜日の交通安全スピーチが定着した。

〔次年度への課題〕
・交通安全の意識づけの一つとして、運転免
許証の点検が毎月、実施できなかったので定
着させる。
・事故及び違反防止の観点から出勤時を含
め、更に時間に余裕を持った行動開始を徹底
させる。

介護保険課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

１．体調等確認
　　職員が公用車を利用して外出する
場合、上司（係長もしくは課長）に出発
する旨を報告し、上司は目視により体
調確認を行なう。
２．助手席には何も置かない
　運転に集中するため、書類等は必ず
後部座席に置き、どうしても確認が必要
な場合は安全な場所に公用車を停車さ
せてから確認する。
３．その他
① 安全運転の徹底（同乗者がいる場合
は双方で意識する）
②時間に余裕も持つ
③ 車間距離を十分に保つ
④複数で乗車する場合、運転手にむや
みに話しかけない

全員

　左記の１．公用車の鍵を課長席前・介護認
定係に保管し、職員が外出する際には声かけ
目視により体調管理を行なった。
　左記の２及び３については、口頭・介護保険
課交通安全研修にて徹底した。

　本実施計画策定後、介護保険課職員が運
転する公用車による交通事故は発生しなかっ
たが、９月に、公用車の車検切れ走行が発覚
し、早急に再発防止対策を講じる事とした。
　次年度に向け、公用車による交通事故、交
通違反の件数を０件にするよう更に取組を徹
底する。

障がい福祉課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼等の内部打合せの際はもとより、
職員が外出するときに「一声」をかける
等、交通安全に関する声掛けを行う。
・２人で乗車するときは１人が後方確認
をし、当課から交通事故を発生させない
取組を行う。
・一旦停止の箇所等、確実に車輪を停
車させ、交通法規の遵守を徹底する。

全員

【評価】
・朝礼等の内部打合せ、職員の外出の際の声
掛けができていた。
・２人乗車の場合の１人が車外に降りて広報
確認することも概ねできていた。
・課内の職員の運転する車に同乗すると、ま
だまだ、交通法規の遵守までは行っていない
ことが伺える。

【課題】
・職員同士の声掛けをさらに広げて行く必要
がある。
・引き続き、交通法規が遵守できるように朝礼
等でしつこいくらいに確認し合う必要がある。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

自立支援課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

毎週水曜日の朝礼において交通安全
にかかるスピーチを実施する。
さらに常に安全運転を意識付けるた
め、毎日の朝礼の終わりには当番が
「今日も1日安全運転でお願いします」
の言葉をかける。
出かける際には事務所で「気をつけて」
等の声かけを行なう。
複数乗車時においては、車庫入れ時に
降車して後進誘導を行なう。

全員

取り組みとして掲げていた交通安全スピー
チ、毎日の朝礼の終わりの「今日も1日安全運
転でお願いします」の言葉かけ、出かける際
のの声かけ、後進誘導など実施できていた
が、本年度は1件の人身事故を発生させてし
まった。
今後とも、取り組みを継続させ、事故防止に努
める。

子育て支援課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

朝礼時での公用車安全運転の宣言、及
び終礼時に一日の安全運転の振り返り
の共有を行い、常に安全運転に対する
意識付けを行う。
※日常的に交通安全に関する意識を持
ち職員同士が声掛けを徹底する。

全員

【評価】
・実際に起きた「公用車の事故写真の検証」、
「交通安全知識テスト」、また「車検切れの車
を運転するとどうなるのか」法令等を学び、
「交通脳トレ」、「KYTトレーニング」などワーク
シート（話し合い）を活用し全員が同じ内容を
共有した研修を行うことができた。
・交通事故・違反ゼロを継続している。
・朝礼時、終礼時における安全運転の呼びか
けを実施し意識の啓発を行った。
【課題】
・「職員・一人ひとりが責任者」という意識を常
に持つこと、更に「余裕を持った運転を心がけ
る（時間、気持ち）」をテーマとし、継続して公
用車による事故、交通違反ゼロに向け取り組
む。

国保診療所 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

「無事故無違反チャレンジ100」に10名
が参加し、公用車私用車の運転の無事
故無違反を達成するため、時間・気持ち
に余裕を持った運転を心掛けます。

全員

【取組評価】
　「無事故無違反チャレンジ100」に参加してい
たが参加していた1名が77日目に公用車で自
損事故を起こしてしまった。幸いにして利用者
を迎えに行く前で同乗者はなく職員だけであり
ケガがなかった。定期的に交通安全について
研修を行っていたが事故が起きてしまった。

【課題】
　国保診療所では利用者の送迎も毎日あり、
職員全員が「事故は起こさない」との気持ちを
引き締め、来年度は「無事故無違反0」を目指
していく。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

健康課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

１．毎週水曜日の朝礼後、交通ヒヤリ
ハット事例を発表し、経験を共有し、注
意すべき箇所や事象を自分のこととし
て捉え、交通安全に活かす。
２．課内会議を毎月実施し、経営会議資
料の交通事故、交通違反の状況を課員
に伝達し、注意を促す。
３．交通安全研修に参加した職員から、
伝達研修を行い、研修内容を課員全員
に周知し、交通安全に活かす。

全員

【達成度評価】
・毎週水曜日の朝礼後の交通ヒヤリハット事
例の発表は職員１人１人の経験から行うこと
が出来た。共感する点も多く、注意意識の向
上につながったと感じる。
・課内会議では経営会議の資料をもとに情報
共有を行い、伝達研修を行った。
・安全運転管理者による講習会等で注意喚起
を実施した。
・朝礼後、公用車点検の完全実施
・公用車交通事故、違反の発生ゼロを達成、
【次年度への課題】
無事故無違反を継続するため、交通安全に対
する意識の向上、ヒヤリハット報告から繰り返
し危険予知を共有し、能力向上を図る。

地域医療課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

毎週水曜日の朝礼時に交通安全に対し
ての時事事例を発表。

全員

【評価】
・毎週水曜日の朝礼時に交通安全に関するこ
とを一人が発表。
・１年間を通じ、交通事故及び交通違反ともゼ
ロを達成することができた。
【次年度への課題】
・引き続き交通事故、交通違反ゼロを目指す。

看護専門学校 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・日常的に交通安全に関する声かけを
行う。
・公用車での出発前には、管理監督職
が「気を付けて」と声をかける。
・乗車したら、一呼吸おいて落ち着いて
発進する。
・出張経路は事前に十分確認し、時間
に余裕をもって出発する。

全員

日常的な声かけや教務会議での周知を行
い、事故・違反の報告はなかったので、交通
法規が守られているものと評価する。

注意していても一瞬の気の緩みでの事故もあ
り得るので、常に緊張感を持って運転する習
慣づけが不可欠。引き続き声かけや事前準
備の徹底が必要である。

農業振興課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・出船駐車の徹底
・駐車時における同乗者による車外で
の安全確認及び誘導の徹底
・毎週水曜日、朝礼時に安全運転を意
識したこと等のスピーチをする。
・時間的に余裕をもって出かけるように
する。

全員

【評価】
毎週水曜日の安全運転を意識したスピーチは
達成できたが、公用車での事故、違反は今年
度もあった。有機センターの物損事故につい
てはマニュアルを整備中であり次年度以降の
抑制に活かしたい。
【課題】
交通違反については、再度交通法規を遵守
し、運転時は心に余裕を持って運転を心がけ
るように意識する。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

農林整備課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

公私問わず日頃から安全運転を意識す
ることが重要であると考えたことから、
課として無事故・無違反運動「チャレン
ジ100」に毎回参加（挑戦）することとし、
期間達成後はチャレンジ成果などを
テーマとした課内交通安全研修を開催
する。
まずは第29回（令和2年10月1日～令和
3年1月8日）に10名をエントリーする。

全員

【評価】
令和3年1月8日をもってチャレンジ期間が終了
し、参加課員全員が無事故無違反を達成。連
帯感のある目標の設定及び達成に、課として
取組意識の共有が図れたものと感じた。終了
後の課内研修は3月定例係長会で内容を協
議し、年度末までに実施予定。
【課題】
次年度は第30回に別課員10名が挑戦する予
定としているが、エントリーし無事故無違反を
達成することを目的とするのではなく、この取
り組みへの参加を通じ、組織として意識を共
有する意義を課員全員が認識しなければなら
ない。

新産業創造課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・開庁日における公用車の日常点検を
徹底し、適正な整備状況を維持する。
・毎週水曜日の交通安全スピーチを実
践し、交通安全運転の意識醸成に努め
る。
・同乗者は、安全確認を行い運転手に
対し適切なサポートを行う。
・目的地までの経路は、運転前に十分
確認しておくとともに、時間に余裕をもっ
て出発する。
・出張時、上司は出張者の健康状態を
目視で確認し、安全運転を行う声掛け
を実践する。

全員

【評価】
・輪番制で日常点検を実施し、適正な管理に
努めた。
・交通安全スピーチは、コロナ対策の取り組み
の中で、毎週の実施はできなかった。
・出張はほぼ無かったが、気象条件の悪いと
きなど、職員同士で声掛けができていた。
【課題】
・引き続き、無事故無違反が継続できるよう取
り組みを進めるとともに、さらなる交通安全意
識の醸成を図るため、スピーチを通常時のよ
うに毎週実施する必要がある。

恐竜課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼や課内会議等日常的に交通安全
に関する声掛けをし、安全運転を徹底
する。

全員
朝礼や課内会議において随時安全運転に心
がけるように促し、無事故、無違反であった。
今後も継続して安全運転に努める。

観光課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼で、ヒヤリハット事例等を報告し、
注意喚起する。
・出張時は早めの出発を心掛け、移動
時間にゆとりを持つ。
・複数名が出張する際には、助手席の
者が、左右確認や後退時の誘導等、運
転者への補佐を徹底する。

全員

・朝礼での注意喚起、早めの出発、同乗者の
運転者補佐について実行できており、事故・
違反ゼロを達成できる見込みである。
・次年度も引き続き、事故・違反ゼロを目指し
たい。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

定住促進課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・交通事故・交通違反０を目標として、制
限速度、信号、一旦停止、シートベルト
の着用など、運転時のルール遵守と、
意識の向上に努める。また、同乗者は、
左右、後方の安全確認等のチェックを
行なう。
・乗り慣れない車の運転であることを理
解し、乗車前の再点検を行なう。

全員

現地作業終了後に公用車による物損事故を
起こし、無事故達成は出来なかった。
次年度こそ車の周囲には充分配慮し、無事故
を意識した安全運転を心がけます。

道路整備課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・100日間、無事故無違反で過ごす。
７月22日から10月31日まで　無事故・無
違反チャレンジ100と目標を設定し、道
路整備課課員全員対象とし、公私問わ
ず交通安全に努める。
・市が実施する交通安全研修は全員必
ず受講する。

全員

【評価】
・交通安全啓発として7月22日から10月31日ま
での期間を「無事故・無違反チャレンジ100」と
決め課内職員全体で取り組んだ。
　→結果　超過速度違反（15㎞）　1件となっ
た。
・公用車の安全運転のため、統括安全運転管
理者のチェック事項を課内に掲示し職員一人
一人が実践した。
・交通安全研修の実施
　　　1回目　7月31日（総務課主催）　1名参加
　　　2回目　10月29日（道路整備課主催）　全
員参加
【課題】
・課内安全運転のチャレンジ達成
・管内出張命令伺の適切な申請、決裁

河川整備課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・庁舎外での会議や相手と時間を約束
した現場立会いなどは、10分程度の余
裕を持った出発を心掛ける。

全員

個人での交通事故、交通違反検挙の報告は
なかった。
残念ながら、軽微なものではあるが公用車に
よる自損事故が１件発生した。
交通安全は常に意識しておく必要があり、引
き続き交通事故、交通違反０を目指し取り組
む。

都市住宅課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼時、退礼時や日常的にも交通安
全の声掛けを徹底する。
・毎週水曜日の安全運転スピーチを徹
底する。
・出張前には、安全運転への声掛けを
する。
・同乗車の安全確認を徹底する。
・出張時、時間に余裕を持って出発す
る。
・公用車日常点検、重点点検を確実に
行う。

全員

[評価]
・課内で公用車による一旦停止義務違反が
あったため、事例報告と共に交通法規の確認
を行った。
・庁内の事故、違反事例の検証をもとに、安全
運転意識を高めることができた。
・日常点検、重点点検を職員交代で行い、車
への関心を高め、車検、12か月点検も計画的
に実施できた。
[課題]
交通安全意識の維持向上のため、朝礼での
スピーチを継続する。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

経営管理課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週水曜日の朝礼において、交通安
全に関するスピーチを行い注意喚起す
る。
・随時、声掛けを行い、注意を促す。
・公用車、私用車を問わず、時間に余裕
を持って出掛けるよう取組む。

全員

【評価】
・スピーチによる「気づき」を含め注意喚起が
でき、情報共有も図れ違反は「0件」であった。
相乗効果として、余裕を持って出かける行動
が身についてきている。
【課題】
・マンネリ化しない工夫が必要である。

水道課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

①朝礼の際に当番による交通安全に関
する声掛けを徹底する。
②毎週水曜日の終礼の際に当番による
交通安全スピーチ（ヒヤリハットなど）を
徹底する。
③出張時は、出張者の健康状態を目視
で確認し、「気を付けて」の声掛けを徹
底する。

全員
（会計
年度
任用
職員
を除
く）

【評価】
水曜日だけでなく毎日の朝礼時にその日の重
点項目を声かけすることにより安全運転に対
する意識を高めることができ、公用車による事
故・違反はなかった。
【課題】
重点項目のネタもなくなりマンネリ化し意識が
薄れることが懸念され、継続は必要だが工夫
が必要である。

下水道課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・課内で行う朝礼時に、通勤や公務時で
の交通でのヒヤリハットや事例報告を行
い、交通安全の意識を醸成する。
・２人乗車の際、バックでの駐車する場
合、助手席の職員が下車して後方の安
全確認を行う。
・現場到着予定時間に10分以上余裕を
もって、出発するように声掛けを行う。

全員

［評価］
・水曜日の朝礼時に、当番が交通に関するヒ
ヤリハットや事例報告を行い、交通安全意識
を高める活動を行えた。
・２人乗車時は、バックや左右確認を運転者
以外の課員も心掛けて行えた。
・年間通じて、課員の交通事故発生０が達成
できた。
・チャレンジ100も２名達成した。
［課題］
・事例報告のマンネリ化。

消防総務課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・出船駐車を徹底する。
・出張前には、安全運転への声掛けを
する。
・同乗者の安全確認を徹底する。
・交通安全研修に積極的に参加する。

全員

機会あるごとに職員に対し注意喚起すること
ができた。公用車での事故及び違反はゼロを
継続できており、、次年度にあっても取り組み
を継続し、無事故を継続させる。

予防課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・行先及び乗車人員を管理・監督職に
報告する。
・だろう運転でなく、かもしれない運転を
行う。

全員

運転する前に課員と直接話をすことで、口調
や顔色等から体調面の把握ができたことや、
その時の天候等の状況に応じたアドバイスが
でき、交通事故防止が図れた。
次年度も継続する。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

警防課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

　公用車の使用時には「気を付けて」の
一言を掛け、安全への意識着けをする
ことと、交通安全啓発のスピーチにも参
加し事故防止に取り組んでいく。
また、自家用車の運転時においても朝
礼時等において、丹波市内や全国の交
通事故事例を話題にして、安全運転の
意識が薄れないようにしていく。

全員
公用車、私用車の運転時に事故等の発生は
なかった。
継続して実施していく。

消防署 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・呼称運転を励行する。
・駐車場では出船駐車を徹底する。
・時間に余裕を持ち出発する。
・2名いる場合は誘導員をおく。

全員

事故防止対策を周知徹底し、昨年２月から公
用車による交通事故及び交通違反は０件であ
る。次年度も引き続き、事故防止対策を徹底
し、事故をゼロにする。

会計課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

①毎週水曜日の朝礼時、交通安全・事
故に関する注意喚起を行う。（交通安全
スピーチ等）
②車での出張時、「気をつけて」等の声
掛けをする。
③出船駐車を心掛ける。
④複数での乗車時は、車外で公用車の
周りの状況、バック等の誘導を行う。

全員

①毎週水曜日の朝礼時の交通安全スピーチ
は、交通安全について様々な気づきが得られ
た。
②出張時には余裕を持って出発することを心
掛け、また周りが「気をつけて」の声掛けを行
うことで事故防止に努めた。

まだまだ、公用車事故が減らない状況であり、
次年度も引き続き取組みを継続する必要があ
る。

教育総務課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・所管公用車の始業前の点検を毎日行
う。
・出張の際は、10分～15分余裕をもって
出発する。
・駐車場では「出船駐車」を基本とし、複
数で乗車の場合は誘導等を行う。

全員

・所管公用車の始業前点検は毎日実施済。
・出張時の出発時間について、到着時間に余
裕をもって出発することは概ねできている。
・「出船駐車」は概ねできているが、複数乗車
の場合の誘導については、ほとんどできてい
ないことから、令和３年度は重点的に取り組
む。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

学事課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

【啓発と学習】
・交通安全に関する気づきを毎週水曜
日の朝礼でスピーチする
・交通安全研修等自己研鑽の機会を年
１回以上もつ
【行動・実践】
・公用車運行前点検の徹底
・車両運転中は運転に専念する
・公用車運転する際は、時間に余裕を
もった行動と出発報告、そして送り出し
の声掛け
・駐車場発進時の事故を発生させない
ため公用車私用車に関わらず車両は出
船に止める
・車両駐車の際は、２名以上が乗車す
る場合は、駐車時誘導、安全確認を徹
底する

全員

【評価】
・当初の間、水曜日の朝礼（当番）によるス
ピーチを行ったが、形式的なっていたので、天
候、他部署での事故報告、交通安全運動の
機会をとらえた伝達に変更
・山南庁舎及び教育委員会部局職員の研修
会を実施し概ね参加ができた。
・行動実践についてもルールにそった行動が
とれていた。
・駐車場内での自損事故を起こした当該職員
には、係長、課長によるメンタル研修会（駐
車・運転方法のビデオ視聴）を実施
【課題】
給食センターに勤務する職員の研修参加がし
やすい計画を持つことが必要。

学校教育課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・年間を通じて公私を問わず交通安全
に向けた声掛けを行い、交通安全に対
しての時事事例を朝礼時に報告する。
・無事故無違反を10月１日から実施
（100日間）
・「出船駐車の徹底」、「駐車時の同乗
者による車外での安全確認及び誘導」
の実践。

全員

【評価】
交通違反者・事故報告ゼロ達成。
乗車前点検・車検等の確認の徹底。
・学校からの事案報告を基にした啓発、課独
自の３ヶ月間の無事故無違反期間を設定し、
定期的にグループごとに意見交流することに
より交通安全への意識の高揚を図ることがで
きた。
【課題】
交通安全への意識・危険回避等の判断力等
の維持向上を図ること。

文化財課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・毎週水曜日朝礼時に交通安全に関す
るスピーチを行う。
・課内会議や朝礼・終礼時に具体的な
事例から注意喚起を行い、交通事故防
止を図る。
・交通安全に関する研修等に積極的に
参加する。

全員

毎週水曜日朝礼時に交通安全に関するス
ピーチを加え、公用車に限らず、朝の出勤時
にも時間に余裕を持って行動することの重要
性を課員の共通認識としている。
これらの取組みにより目標は達成できてい
る。
交通事故は、他人事ではなく、危険と隣り合
わせにあるものとの意識を常に持つために
も、次年度以降も毎週水曜日のスピーチは継
続することとする。

植野記念美術館 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・出船駐車の徹底。
・駐車時の同乗者による車外での安全
確認及び誘導を実行する。
・毎週水曜日の交通スピーチの実践。
・公用車の毎日の点検と月１回の重点
転換を確実に実行する。

全員

・公用車交通事故（加害）、交通違反件数ゼロ
は達成できた。
・出船駐車については、概ね実行できた。
・駐車時の同乗者による車外での安全確認及
び誘導は概ね実行できた。
・毎週水曜日の交通スピーチは概ね実行でき
た。
・公用車の毎日の点検と月１回の重点点検は
概ね実行できた。
・次年度への課題としては、具体的取組み項
目の完全実施を目指す。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

中央図書館 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・朝礼等の内部打合せの際はもとより、
日常的に交通安全に関する声掛けを徹
底する。
・無事故、無違反100日運動を実施す
る。

全員

交通安全に関する声掛けを日常的に実施した
が、無事故、無違反100日運動（9/1～12/9）
の期間中に、通勤途上における交通違反が
発生し、事故、違反件数ゼロを達成することが
できなかった。
次年度においては、取組が形骸化したものと
ならないよう、課員全員で安全確認呼称を取
入るなどの取組を行っていきます。

議事総務課 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

朝礼時・終礼時において、公私を問わ
ず交通安全に向けた声掛けを課長から
随時行い、意識高揚を図る。特に全国
展開の交通安全運動週間においては、
課内での「無事故無違反」の強調期間
に位置付ける。

全員

毎日の声掛けは、完全にはできなかったが、
交通安全運動期間には声掛けだけでなく、事
務所内のホワイトボード(行事予定表）に期間
中である旨を表示。また、ポスターをはるなど
して意識づけを図った。公私ともに年間の交
通事故はゼロであった。

監査委員事務局 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

・終（退）礼時、退庁時、出張出発時に
は、「交通安全で、××」の声かけを、お
互いに、必ず言う（伝える）。
・週１回以上、交通安全の話題で、会話
する。

全員

公用車は乗り慣れない車両であることや運転
は時間と心に余裕を持って安全運転すること
を、お互いにその都度声かけしたことで、交通
安全を強く意識して運転することができ、事
故・違反ゼロが達成できた。
次年度も、問題点と向き合い、声かけ内容も
工夫を加え、継続して取り組む。

農業委員会事務局 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

各種申請案件の現地確認等の際に、大
型ワゴン車で細い農道や路地に入り込
むことが多々あるが、道路状況や障害
物等に細心の注意を払うことで、絶対に
事故を起こさないようにする。

全員

今年度も大型ワゴン車で５００件以上の農地・
山林等の現地確認を行ったが、常時安全運
転を心掛けたことで無事故・無違反で終えら
れた。
現地確認では大勢の農業委員会委員が乗車
していることもあるので、今後もハンドルを握
る際には毎回気を引き締め安全運行に努め
る。

入札検査室 重点項目 法令遵守 1　法規範を守ります
（法規範の率先垂範）交
通法規を守り、交通事故
の防止に努めます。

公用車交通事故（加害）、
交通違反件数をゼロにす
る。

令和元年度の公用車交通事故（加害）、交通
違反件数は、25件であり、まだまだ根絶には
届かない。しかも、多くが後進時や駐車場や
敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細
な操作ミスが起因している。各部局の取組が
形骸化している恐れはないか、安全運転を
心がけるように声を掛けても、職員一人ひと
りに届いていないと考えられる事案が発生し
ているため。

１　複数名乗車時に後進するときは、１
名が降車し後方安全を確認
２　横断歩道での歩行者優先行動励行
３　一旦停止場所での停止徹底

全員

交通違反交通事故については、当室では発
生していない。引き続き、後方確認、横断歩道
での歩行者優先行動、一旦停止に気を配り、
撲滅を継続する。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

総合政策課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

事務処理要領に基づくチェック 全員
概ね共通ルールに基づき実施できたが、入札
検査室検査において一部、指示、指摘があり
チェック機能の向上、意識の改善が必要。

総務課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

①補助事業事務処理方針に基づく事務
執行調査（各課訪問調査）を実施する。
実施時期は、令和２年10月から令和３
年２月とする。
②調査結果は、コンプラ通信により、全
職員へ周知する。

全員

補助事業事務処理方針に基づく事務執行調
を実施し、課題を把握し、一定の事務改善を
行った。過去の補助金不正受給事案の発生
により、補助金検査事務を厳しくしていたが、
全ての補助を一律の取り扱いとするのではな
く、内容に応じた検査を行うこととした。引き続
き補助金交付事務の適正執行について、状
況を確認していく必要がある。

職員課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

①伺い書や書類の確認においては、形
式的なダブルチェックとならないよう常
に意識を持って確認を行う。
②課内での連絡、相談、報告を徹底し、
管理監督職が率先してコミュニケーショ
ンをとる。
③あいさつ運動の徹底を図り、言葉遣
い、態度による市民からの苦情を「ゼ
ロ」にする。
④市民からの苦情、ヒヤリハット事例、
事務錯誤事例などについて、課内で情
報共有する。

全員

【達成度評価】
・課内での情報共有や職員同士の連携向上
を図るとともに、業務の共通理解や指示内容
の徹底等により、事務ミスの軽減を図った。
・ミス等が発生した時は、原因や問題点の検
証、また、再発防止に向けた改善策を検討し
た。
・各課からの報告物に対して、事務処理の統
一化や簡素化を図り、各課庶務担当者や各
職員の事務処理の軽減を図った。
【次年度への課題】
・令和３年度に本格稼動する勤怠管理システ
ムによりさらなる事務処理の負担軽減を目指
し、時間外勤務の削減や職員の働き方改革
に繋げていく。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

未来創造課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・全員が事例の内容を認識し、課内で
情報共有する。
・公務員倫理に関する研修を行い、知
識を習得する。
・日ごろから、公務員としての行動につ
いて意識する。
・疑問がある場合には、法令、条例、要
綱等に基づき確認することや、上司に
報告、連絡、相談することが習慣となる
ように意識付けを行う。
・係内職員の業務進捗状況と今後の予
定を係内で情報共有し、点検する。
・課内会議で課全体の業務進捗状況を
確認し点検する。

全員

補助金の交付事務においては、常に事務処
理を再点検することを心がけ、申請内容及び
添付書類など丁寧に確認しつつ、疑問点があ
れば条例や要綱による確認を行うなど、適正
な事務処理の執行に努めた。
多様な補助メニューを有する中で、だれでも申
請内容等が審査できるようなマニュアルの整
備が課題である。

柏原支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

公金（現金）収納時の取
扱い手順マニュアルの徹
底による収納時の過少・
過大収納事案ゼロ。

令和元年度に柏原支所において、過少収納
事案を発生させており、他の支所においても
事案が発生していること、職員の異動もあっ
たことから公金（現金）収納時の取扱い手順
マニュアルの徹底により再発をさせないため

◎公金（現金）収納時の取扱い手順マ
ニュアルの徹底。
１　納付書を確認する。
２　収納金額を合計する。
３　お支払いいただく金額を伝える。
４　お預かり金額の確認。
５　お預かりした金額を職員同士ダブル
チェックする。
６　領収印を押す。
７　つり銭額も、職員同士ダブルチェック
する。
８　つり銭及び、領収書は、現金カートン
に入れてお返しする。
９　収入済通知書への記載処理。
10　預かり金と納入通知書等の分離保
管。
11　万一、過少過大収納事故が発生し
た場合は、会計管理者に速やかに報告
する。

全員

公金（現金）収納時の取扱い手順マニュアル
に沿った職員同士のダブルチェックを徹底す
ることで、過少・過大収納事案ゼロが達成でき
た。
次年度も取り扱い手順マニュアルを徹底し、
窓口が混雑するときは、特にマニュアルを意
識した収納事務を行う。

氷上支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

適正な事務処理手順の確
立、及び関係部署や職員
同士との連携を密に行
い、ヒューマンエラーを未
然に防ぐ。

氷上支所は最も身近な行政窓口であり、市
役所全体のイメージと捉えられる。そのた
め、市民との信頼関係を築きながら、それぞ
れの業務を円滑に進めなければならないた
め。

・事務錯誤原因の事前察知及び解消を
目的に、定期的に事務処理手順の確
認、マニュアルの見直しを行う。
・証明書、受給者証の発行時の内容確
認等、適宜適切に複数職員による
チェックを実施する。
・他部署等が実施する研修会には積極
的に参加し、自己意識を高める。
・各支所職員との意見交換の場を持ち、
相互の業務内容等の確認を行う。

全員

（評価）
・課内供覧の決裁文書に根拠法令等の記載
を徹底することで、関係業務が法令や職務規
定を遵守したものになっているかの再確認を
することができた。また、課員へ業務内容の共
有化も図ることができた。
（課題等）
・支所業務の役割分担を明確にすることと、担
当部署に対して効率化と簡素化に向けた見直
し協議を行う。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

青垣支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

適正な事務処理手順及び
効果的なチェック機能に
基づく事務処理を行うこと
により、ヒューマンエラー
による事務錯誤をゼロに
する。

市民から信頼される市役所、支所となるため
には市民満足度の高い行政サービスの提供
が求められる。そのためには、事務錯誤を起
こさない事務処理の流れ、起こさせない
チェック方法を確立することにより、適正且つ
公正公平な事務処理を行うことが必要である
ため。

・証明書、受給者証発行時の内容確
認、 公金収納時の金額及び釣り銭呼
上確認等、適宜適切に複数職員による
チェックを実施する。
・事務内容が不明な場合は、必ず原課
担当者に連絡及び確認を行う。
・事務錯誤原因の事前の察知及び解消
を目的に、定期的に事務処理手順の確
認、マニュアルの見直しを行う。
・事務処理過程において、事務錯誤の
ヒヤリハットが生じた場合は原因把握と
解決策の究明を行う。

全員

【達成度評価】
システム入力に起因する2件の事務錯誤が
あったが、具体的取組みを効果的に実施する
ことはできており、公正公平な事務処理につ
ながっている。
【次年度への課題】
ダブルチェックの徹底を心掛けたにも関わら
ず、チェックをすり抜けた事務錯誤を生じさせ
た。チェックすべき箇所及び手法等を検討し、
効果的なチェックに取り組む。また、チェックす
る側、される側も相手に頼らず、責任を持って
事務処理を行っていく。

春日支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・各種契約書等中に示される法令につ
いては、改正等の影響がないか再確認
を行う。
・公金収受においては、支所内のルー
ルを徹底し、受領金額、釣銭等の口頭
確認を申請者にも分かるように必ず行
う。
・証明、領収書等の受け渡し時には、来
庁者に対し証明内容、金額等の指さし
再確認を行う。
・窓口対応中に少しでも疑義がある場
合は、勝手な判断をせず、原課へ聞き
取り、確認を徹底する。

全員

　達成指標のとおり補助金事務の受付におい
て、添付書類の確認ができている。また、具体
的取組みとおりの事務執行ができている。徹
底してレジでの声かけ収納をすることにより事
故を防ぐことができている。原課への問い合
わせもスムーズにできており、適正な事務執
行ができている。次年度も一つ一つ丁寧に、
適正な事務処理を心がけていく。

山南支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・ヒヤリ・ハット事例等を研究し、他人事
とは思わず常に意識を持って取り組む。

全員

公務員倫理研修を行い、公務員としての理念
意識向上を図った。
次年度においても、緊張感を持って法令遵守
に取り組んでいく。

市島支所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

発送文書、証明等に公印
を使用する場合、丹波市
公印規則等に基づき、適
正に取り扱う。

令和元年度の決算審査に於いて、不適切な
公印管理や決裁事務等の事象が見受けられ
たとの指摘があったため。

・公印押印の際は、保管者又は取扱者
の承認印の徹底
・押印後に再度、承認した職員以外の
職員による決裁日等の確認
・支所で使用する公印種別を明確化す
る

全員
具体的取り組み各項目の実践により公印の
使用に際しては、適正に取り扱うことができ
た。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

人権啓発センター 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・交付申請書、実績報告書等の決裁起
票時に担当者が必ず見直し、チェックを
入れる。
・係長が決裁時に再チェックを入れる。
・課長が確認する。

全員

　補助金交付事務においては、適正に処理で
きている。
　次年度も引き続き、チェックを行い適正な補
助金交付事務を徹底する。

市民活動課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

補助金交付事務に関しては、事務処理
方針に基づいた処理を行うものとして、
方針の再確認を都度行うようにしてい
る。
・団体事務局担当職員と補助金交付事
務担当職員を分け、相互に確認できる
体制を整える。
・補助金交付団体の中間検査、ヒアリン
グを行い、適正な補助金施行ができて
いるか確認する。
・工事検査等、他部署による専門的な
検査を行う。

全員

［評価］
・団体事務局と補助金交付担当を分け、相互
に確認できた。
・中間ヒアリングを行い、申請漏れや適正執
行、コロナによる中止など進捗管理ができた。
・入札検査室による専門的検査を受けた。
［課題］
・一部の補助金で、交付決定通知の発送まで
に期間を要した事務があった。未決文書を係
員全員で確認できるよう、取り扱いについて対
策を行った。
・補助金による工事検査については、審査依
頼から検査までの業務フローが不明瞭である
ため、入札検査室及び総務課との協議を行
い、フローの見直しを行う必要がある。

文化・スポーツ課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・経営会議で報告されるヒヤリハット事
例を検証し、課内業務を見直す（年６件
以上）。
・補助金事務を行う際は、「事務処理方
針（共通ルール）」に基づき、適正に事
務処理（点検）する。
・収入・支出伝票決裁の際は、「会計事
務処理要領」に基づきチェックを行う。

全員

【達成度評価】
・毎月の課内会議で「ヒヤリハット事例」を丁寧
に情報共有するとともに、原因を検証した。
・補助金事務や会計事務処理については、事
務処理マニュアルにより適正に処理すると共
に、マニュアルで確認できない事項について
は直接担当課に確認して処理した。
【次年度への課題】
・身近な「ヒヤリ・ハット“直前”事例」の情報共
有、再発防止の徹底。
・スポーツ協会・文化団体等の補助団体・傘下
団体の指導・確認の徹底（予算・決算書の確
認等）。

18 / 43 



令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

施設管理課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

【施設管理課】
・庶務担当者資料に基づいた事務処理
になっているか決裁時に充分確認をす
る。なお、庶務担当者資料について、疑
義がある場合に担当課に確認するとと
もに関係法令等を合わせて確認する
【施設管理員】
・事務処理方法のマニュアル化を進め
る。

全員

・確実なチェックを心がけ、決裁時に誤りがあ
れば、同じ誤りを繰り返すことがないよう、携
わった職員みんなで確認をさせた
・事務処理方法のマニュアル化については、
進めることができなかったため、今後、整備に
努める

財政課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・要綱等の制定、改正に関する合議に
ついて、疑義が生じた場合、押印をせず
返戻し、追加説明資料を求める。

全員

・要綱等の制定、改正に関する合議のほか、
流用伝票等においても疑義が生じた場合は、
押印せず返戻、又は追加資料の要求をするよ
うにした。
・合議の際に、意見を付す場合は、記載者氏
名を書くようにした。
・次年度に向け、合議決裁での指摘・指示事
項の返戻方法の検討を始めた。

税務課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・経営会議で報告されたヒヤリ・ハット事
例を共有し、各係において事案を検証し
担当業務の点検を図る。
・各業務のマニュアルを意識した事務を
行うことを習慣化する。

全員

１年間暫定的に業務を行い、課題、できるこ
と・できないことの区別、検査実効性の高め方
について見えてきた。日常業務の過程に負担
無く入り、かつ効果的に実施できる方法を継
続的に改善を加えて実現させる。

資産活用課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助金事務処理要領に照らした補助
金事務の適正化を図るため、課内研修
の実施。
・全員がヒヤリ・ハット事例を読み、原因
と対策を検討し、検討結果を共有する。

全員

・補助金事務が少なかったが、事務処理方針
を適正に運用できるよう内部協議を行った。ま
た、申請、実績内容を複数で点検し、事務処
理の適正化に努めた。
・公用車車検業務において、事務処理上の誤
りがあり、登録データの改良や所管課との調
整など事務改善を行う必要がある。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

営繕課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

事業の目的を達成するために、経済性
や耐久性・安全性などの品質を確保で
きるよう支援依頼書に基づいた取り組
みを進める。
　また、技術支援報告書の結果をフィー
ドバックし、より効率的かつ効果的な支
援となるよう努める。

全員

　担当課の事業計画に沿った技術支援を実施
しながら、公共施設としての品質を確保するこ
とができた。
　今後はファシリティマネジメントを推進してい
くために資産活用課との連携を図り、事業の
必要性や優先順位を考慮しながら、改修・減
築・集約等の技術的助言を行い、公共施設の
統括管理に寄与することが必要となります。

市民課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・書類や資料について、常に適正な管
理を意識することで、自らの業務を点検
することにつなげる。
・日常的業務において、法令やマニュア
ルに基づき、各自よく確認を行い業務を
進める。
・伺書に根拠法令が記載されているか、
決裁ラインでチェックを行う。
・起案や伝票起票について、決裁ライン
でよくチェックを行う。

全員

＜評価＞
・担当業務において、前例踏襲することなく法
令やマニュアルに基づいて各自確認して業務
を行うことを徹底した。
・伺書に根拠法令が記載されているか、決裁
ラインでチェックを行い、適正な業務管理を
行った。
・ミス等が発生した時は、原因や問題点の検
証を行い、再発防止に向けた改善策を検討
し、課内で情報を共有し再発防止に取り組ん
だ。
＜課題＞
・日々の業務で法令やマニュアルに基づき、
各自確認を行い業務を進めているがミスはあ
る。少しでもミスが減るように知識の習得と確
認の徹底を継続して行うことが必要である。

くらしの安全課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・領収書や通帳などの確認の際、必ず
原本確認を行う。
・完了検査は、工事現場で完了報告書
により確認を行う。
・申請書類、完了報告書類は不備がな
いよう受付で必ず確認を行う。

全員

【達成度評価】
・補助金事務等において、申請者には丁寧な
説明を行い確認事務への理解を得るととも
に、領収書や通帳の原本確認を確実に行うな
ど、適正な事務処理を行うことができた。

【次年度への課題】
・通帳等の原本が必要なことへの理解が深
まってきたが、押印等が見直される中、通帳
等の原本確認に対する意見もあり、全庁的な
見直しが必要ではないか。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

環境課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・課内職員に対して、改めて担当する補
助金交付要綱、要領、規則等を熟読し
て、事務処理上の認識間違いがないか
確認する。
・担当者不在時でも、市民に支障を与え
ることがないよう、最低限の知識を共有
するようマニュアルを作成する。
・係内でミスを起こしやすい業務につい
ては、課内で情報共有を図り、業務錯
誤をしないように心掛ける。

全員

【評価】
・薪ストーブ、電気自動車等の購入補助の申
請時や交付時に確認すべきチェック項目の見
直しを行った。
・担当者不在時でも、市民に対して最低限の
説明を行えるようマニュアルを一部整備するこ
とができた。
【課題】
・補助金交付事務で遅延となる事例が発生し
たため、徹底して業務の進捗管理するよう、
課内共有できる一覧表を作成する。

社会福祉課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

（1）当課が所管する全ての補助事業の
交付要綱等がすぐに確認できるように
個人常用綴りを作成し、手元に常に所
持しておく。
（2）申請書類等の審査については、伝
票起票時と同様にチェックするペンの色
を変え、各者が責任を持って審査する
認識を持つ。
（3）チェック(a）は、流れで付けるのでは
なく、確実な確認を行うため、大きな
チェック又は文字に重なるチェックは行
わない。
（4）申請書類の審査時に疑義が生じた
際は、係員等（管理監督職を含む）に意
見や解釈を求め、そこで得た結果は疑
義事項として書面に残し、係員全員で
共有する仕組みを作る。（積上げた資料
は後の引継書類となる）
（5）四半期ごとに担当係長による補助
事業に要した書類の点検を行う。（書類
の綴じ方、検索の容易さ、決裁漏れ等）

全員

〔達成度評価〕
・審査者が明確となる色ペンチェックにより各
者に責任意識が生まれた。
・伝票の返戻枚数が減少した。（R1:12枚→
R2:3枚）

〔次年度への課題〕
・少人数課のため、誰もが窓口や電話照会に
対応できるように手続きマニュアルを作成して
おく必要がある。（各種要綱の手元所持を含
む）
・疑義照会に対する回答及び解釈を集約した
資料作成ができなかったため、次年度の審査
時までに整理しておくこととする。

介護保険課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

決裁については、係内職員が我が事と
して行なうこととし、主担当だけでなく副
担当の役割を重視し、業務内容を共有
して間違いの未然防止に努めると共に
業務遂行に係る職員の孤立化を防止す
る。
　具体的取り組み　　赤ペンチェック
　※担当者・副担当・係員・係長・副課
長・課長がそれぞれ確認した項目に色
が異なる筆記具でチェックすることで事
務誤り等を未然に防ぐ。

全員

介護保険課会計伝票処理誤り件数
Ｒ元年度・・46件　介護保険課14件
　　　　　　　　　　　地域包括支援課32件
　　　　　　　　　　　　（３月末現在）
Ｒ２年度・・・10件　（１月末現在）

組織再編や実績月に違いはあるが、取組の
徹底により大きく改善した。次年度以降も継続
実施することで事務誤りを未然に防ぐ。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

障がい福祉課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・係内の年間スケジュール表を作成し、
係内会議等において進捗状況を共有す
る。
・課長による進捗管理を行う。
・遅延している業務等の原因を把握し、
今後に向けた指示を行う。

全員

【評価】
・月一、課内用の進捗管理資料を作成し、進
捗確認ができる体制を作ることができた。
・補助金制度について、実態と合わないところ
がある分について、要綱改正などの見直しを
することがてきた。

【課題】
・遅延している業務があるために、遅延してい
る業務等の原因を把握し、年度内に完結でき
るように進める必要がある。

自立支援課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

補助事業の事務処理方針とそれぞれの
要綱に基づき、適正な処理が行なわれ
ているかを確認するため、担当者は伺
書に根拠法令を明記し決裁を行う。
チェックを行なう副担当者、係長、課長
はチェックが形骸化しないよう前例にと
らわれないことを常に念頭に置き、最新
の根拠法令を確認し適正処理を行な
う。チェックは色分けした鉛筆を用い
チェックを行なうことを継続していく。

全員

事業の事務処理の際の伺書に根拠法令を明
記し決裁を行うこと、色分けした鉛筆による複
数チェックは定着し、ミスも少なくなり効果が現
れてきている。（R元 13件⇒R2 4件）
今後とも、根拠を持った事務処理、チェックを
行なうことを継続しミスがないように努める。

子育て支援課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・チェック体制の強化と事務マニュアル
等の改善。
・ヒューマンエラーを起こさないように丁
寧な対応。
・複数人による内容チェックを行う。
・進捗管理を係内で共有し、内容の点
検と余裕のある事務の執行を心がけ
る。
・ヒヤリハット事例の課としての対策の
検討。

全員

【評価】
・仕事の内容を点検するという実施行動によ
る、具体的な取組みとして「チェック体制の強
化」、「ヒューマンエラーを起さないように丁寧
な対応」、「複数人による内容チェック」などを
あげていたが、まさにこのことについての業
務・事務錯誤事案を発生させてしまった。
・原因や問題点、再発防止に向けた改善策を
話し合った。
【課題】
・常に適正な事務執行を意識し、職員が一体
となって再発防止に向けた体制を構築してい
く。
・効率的な事務執行に向け、日々職場環境の
改善を意識した勤務体制を構築していく。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

国保診療所 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

事務的、医療・介護的にそれぞれ手順
はマニュアル化されており、適宜手順の
確認、必要により見直しを行い、職員同
士が共通理解できるようにします。

全員

【取組評価】
　外来、通所リハ、訪看、事務とそれぞれでマ
ニュアル化はできている。長年同じ担当者とな
り円滑に業務はできているが「慣れ」が生じて
いる部分もある。

【課題】
　他課への異動のない専門職であるが診療
所内で定期的な担当替えを行う必要がある。
異動のない専門的な会計年度任用職員が常
勤職員より多い職場であるため、誰が担当に
なってもわかり、共通理解できるようなマニュ
アルの更新をしていく必要がある。

健康課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

１．補助金事務を担当している職員だけ
ではなく、課員全員が健康課における
補助金事務を知る機会をつくり、事務の
現状を知る。
２．決算監査や定期監査での指摘事項
から、具体的に適切な処理を学ぶ。
３．規則や要綱に則り、正しく処理され
ているかを確認する。思い込み処理が
なされていないかを確認する。

全員

【達成度評価】
・決算監査、定期監査での指摘事項を課内会
議の場で伝達し、情報共有を図り、同じミスを
繰り返すことの無いよう注意喚起を図った。
・専門職が多く、異動の少ない現場であること
から思い込みや慣れで処理してしまう可能性
の高い職場であることを意識し、ダブルチェッ
クを継続して実施した。
【次年度への課題】
・専門職が多い課であり、補助金事務を経験
しているものが少ないことから、経験を共有す
ることに今後も務めていきたい。

地域医療課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

補助金についてチッェクリストを作成し、
確定の起案時に添付

全員

【評価】
・補助金確定時にチッェクリストを作成し適正
な事務処理に努めた。
【次年度への課題】
・継続して適正な事務処理にあたる。

看護専門学校 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・事務処理のルールに則って進められ
ているか、常に意識する。
・担当のみで進めず、副担当や上司と
相談し、適正に処理されているか確認し
ながら進める。
・複数の目でチェックを経て決定する。
・外部に発送・発信する際は、２人以上
で内容をチェックしていること。

全員

それぞれの事務処理ルールに沿って業務が
進められた。外部への発送・発信時には、複
数人チェックが行えている。

ルールに従って適正に業務を行うこと、常に
自分事として考える意識付けの取組みが継続
して必要。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

農業振興課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・ダブルチェックの徹底
・現場確認は必ず複数人で実施する。
・マニュアル作成が無いものはマニュア
ルを作成し、あるものについてはマニュ
アルどおりの事務が遂行されているか
確認する。

全員

【評価】
ダブルチェック等の事務処理については概ね
達成はできているが、一部様式、仕様書や
チェックシートの変更を要する箇所があった。
【課題】
次年度に向け、補助金交付要綱やそれ以外
で付随する法令を確認し、一部仕様書や
チェックシートの不備箇所を修正する。

農林整備課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

各係所管補助施策用に作成の「補助申
請時応対チェックリスト」の活用の徹底
及び、できる限り２名体制で応対を行
い、説明の漏れや書類預かり時等初期
段階でのミスを防止する体制を心がけ
る。

全員

【評価】
２名体制での応対について、どうしても担当以
外のものが同席を怠ってしまうことが多かった
ことや、チェックリストという形式ではなく事業
を説明する資料形式とした係もあり、本目標
における達成度は低い。
【課題】
２名体制で応対する目的が課員１人ひとりに
浸透していない。また、チェックリストの活用を
不要とする姿勢についても、再発防止に取り
組もうとする意識が低いのではないか。係長
会議及び朝礼時を活用し引き続き啓発してい
く。

新産業創造課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助金申請に係る事務処理において
は、規則、要綱を確認したうえで、チェッ
クシートなどを利用し、適正な事務処理
に努める。
・チェック体制として、複数職員による確
認を徹底し、誤処理の防止に努める。
・申請件数の多い補助金については、
システム化により、効率化を図るととも
に、二重申請や交付のチェック機能を設
け、ミスの防止に努める。
・各種補助金事務制度については、そ
の効果だけでなく、適正な事務処理など
も検証し、見直しを図る。

全員

【評価】
・共通ルールを順守し、事務処理ミスの削減
に向けたチェック体制などの行動がとれてい
た。
・補助金制度についても実態や効果を可能な
限りの検証を行い、見直しを図ることができ
た。
【課題】
・事務処理ミスをゼロにすることはできなかっ
たため、基本に立ち戻り引き続き取り組む必
要がある。
・制度見直しは、引き続き状況を見ながら取り
組む必要がある。

恐竜課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・課内会議で補助事業の事務処理方針
や各事務処理のルールに従った事務処
理を行っているかチェックを行う。

全員
課内会議でルールに従った事務処理につい
て協議・確認を行い、複数人でのチェック等適
正な事務処理を行った。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

観光課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助事業起案者、決裁者は、事務処
理方針（共通ルール）に合致するかどう
かを逐一確認しながら事務を進める。
・補助事業の担当者以外も、全員が「補
助事業の事務処理方針（共通ルール）」
を通読し、必要な場合はいつでも参照
できるようにしておく。

全員

・補助事業事務を共通ルールに基づき適正に
進めることができており、総務課による補助事
業事務処理方針執行調査でも、特段の問題
は指摘されなかった。
・次年度は、補助事業の直接の担当者以外の
意識も高めていきたい。

定住促進課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助金交付要綱等に準じた審査体制
の構築を図り、独自の判断でなく、共通
理解による適正事務に取り組む。
・事業完了に至るまでの申請スケジュー
ルを適正に判断すること。
・書類及び現地確認等は、複数の職員
で行なう。
・チェックシートの適正、有効な活用を図
る。

全員

複数の補助金事務を抱えている部署であり、
共通認識の上で現地確認、提出書類等の
チェックを行なってきた。
また、継続管理が必要な補助事業に関して
は、定期的なヒアリング等を実施する体制作
りを構築した。
次年度以降も職員の意識改革を意識しなが
ら、適正な事務処理に取り組みます。

道路整備課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・法定外公共物整備事業補助金マニュ
アルを作成し、補助対象者（自治会等）
に分かりやすい説明をする。
・説明、必要事項等適切に実施されるよ
うチェックシートを作成し、事務の適正
化を図る。

全員

【評価】
・補助金マニュアルと併せ、事業の事前説明
時と事業完了後のチェックシートを作成し、分
かりやすい説明と完了検査の適正化に努め
た。
・補助事業額の適正化を図るため技術担当職
員による査定設計を行い、また、完了検査も
管理職、技術担当職員と一緒に行った。

河川整備課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・経営会議で報告されたヒヤリハットの
報告内容を熟知し、情報を共有し、同様
の事例を起こさない。

全員

ヒヤリハット事例について、経営会議資料等
の回覧にて情報共有することにより、事故の
発生を抑制することができている。
また、設計書の起案や、会計伝票の起票にあ
たっては、複数の職員によって確認するという
ことが意識づけられてきた。

25 / 43 



令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

都市住宅課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・毎月の経営会議で報告されるヒヤリ
ハット事例について、課内会議の中で
検証し、情報共有することで事件・事故
の発生を抑制する。
・書類や資料について、常に適正な管
理を意識することで、自らの業務を点検
することにつなげる。
・伺書の基本的な記載事項が記載され
ているか、決裁ラインでチェックを行う。
・伝票起票に関して、会計事務処理要
領を参照するとともに、複数職員で内容
をチェックする。
・適時適切に伝票起票できるよう、事務
事業の進捗を確認しながら業務を進め
る。

全員

[評価]
・課内での情報共有や職員同士の連携向上
を図るとともに、業務の共通理解や指示内容
の徹底等により、事務ミスの軽減を図った。
・ミス等の発生が予想される場面では、原因
や問題点の検証、また、過去の事務処理の問
題点を点検し、改善策を講じた。
・各職員の事務処理の軽減化が図れないか
点検した。
[課題]
さらに事務処理の負担軽減を目指し、時間外
勤務の削減や職員の働き方改革につなげ、
事務の正確性を確保していく必要がある。

経営管理課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・公営企業法、会計規程等による会計
処理（簿記）及び法令に基づいた事務
処理を係員で確認しながら、適正な事
務処理に取組む。
・報告期限のあるものは、締め切りの３
日前には決裁を終えるようにし、直ぐに
できる事務処理は、直ぐに取り掛かるな
ど、余裕を持って事務処理に取組む。

全員

【評価】
・事務処理の再点検のため、疑問があるごと
に条例や規程等を参照し、話し合いにより理
解を深め、それぞれ業務の理解や適正な事
務処理が行えた。また、報告ものも意識付け
ができ、余裕を持って取組めた。
【課題】
・更なるレベルアップと共通理解が必要であ
る。

水道課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

設計書クロスチェックシートにより二重
三重のチェックを行いミスの無い設計書
作成及び起工を行う。課内会議や係内
会議においても積算の考え方等につい
ては常に話し合いを行うなど統一した考
え方を共有する。また歩掛改訂などの
制度改正においても積極的に情報収集
を行い、設計書作成に反映させる。

全員
（会計
年度
任用
職員
を除
く）

【評価】
課内会議・係内会議を通じた考え方の統一
や、チェック体制の強化により大きな積算ミス
などは発生しなかった。
【課題】
今後も継続して積極的に情報収集を行い、積
算関連について考え方を共有し更なるレベル
アップに努める必要がある。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

下水道課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・事前の窓口相談時に、対象事業の判
断を行い、適正な事務の流れを丁寧に
説明する。
・補助申請事務の相談の際には、補助
要綱上の必要書類や事業の正当性な
どを主眼において確認を行い、担当者
との情報共有を行う。

全員

［評価］
・補助金申請に関する事務の際、担当者とと
もに適正な事務を係員で共有した。
・事務処理を係長以上会議で共有し、係員へ
の周知を図った。
［課題］
・今年度、店舗での資材購入時にマイバックを
持たず、レジ袋を使用したため、再度周知徹
底を図る。

消防総務課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・発生しやすいミス、起こりやすいミスを
想定し、リストアップして置く。
・注意点を情報共有し、決裁等で相互に
確認する。

全員
規則、要綱に沿って処理されているかチェック
し、ミスを最小限にすることができた。
取り組みを継続し、ミスをなくす。

予防課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・事前協議内容を作成する。
・チェックリスト表を作成し複数名で確認
する。

全員

業者事前打合せや現地確認調査等におい
て、協議書・チエック表及び図面等を作成し課
内全員で回覧し内容確認及び情報共有を行う
体制が確立できたことにより、チエック機能等
がしっかりと働き、適切な業務ができた。
次年度も継続する。

警防課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

「財務規則」及び「会計事務処理要領」
等の定めに基づき処理を実践しており、
入札や会計処理に疑義が生じる場合は
担当課へ相談を持ちかけ独自判断で処
理しないことを行っていく。
また、業者との折衝等は複数人で行
い、癒着が発生しないように一定の距
離を保つことを行っていく。

全員

規則等に則り、また、市の担当部局と調整・協
議を行い事務の執行ができている。また、業
者の対応も複数人で実施している。
継続して実施していく。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

消防署 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

補助金等に関する業務はないが、不正
事務に対する対応を下記のとおり実施
する。
・業務執行の公正を期するため、常に
公私の別を明らかにします。
・不正な事務が「しない」「できない」シス
テムづくりに取り組みます。
・不正な事務処理を知った時は、見て見
ぬふりをせず、自ら更生させるための行
動を起こします。
・業者への不当な要求は「しない」「応じ
ない」という基本姿勢を示し、毅然とした
態度で接します。

全員

事務処理についてわからないところは相談
し、お互いに確認しながら実施することで、不
適正な事務処理の防止を図った。
　次年度も報告、相談、連絡を徹底し事務処
理にミスが無いように努める。

会計課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

①法令を遵守し、目的に沿った支出に
なっているかの視点にたって伝票審査
を行う。
②補助事業の事務処理方針（共通ルー
ル）に基づいた検査が行われているか、
起票伝票に必要な書類が添付されてい
るか確認する。

全員

①法令に則った事務がなされているかの視点
で収入、支出伝票の審査を実施した。
②補助事業の事務処理が方針に則り実施等
が出来ているかを重点に審査を実施した。

次年度は、押印等のルール化の変更等が俎
上に上がってきているので、それらを踏まえ遺
漏が無いように事務処理内容を点検し取組む
必要がある。

教育総務課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助金事務に限らず、法令、条例、規
則、要綱等に定められた事務について
は根拠条文等を明示する。
・係長、課長は決裁時に、根拠条文等を
確認し決裁する。

全員

・すべての事務とはいえないが、必要に応じて
根拠条文の明示、決裁時の根拠条文等の確
認はできている。
・令和３年度についても、引き続き取組を強化
し、全職員が法令順守の意識を高めていく。
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令和２年度コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証（部署別）

評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

学事課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・丹波市例規集に掲載する規定が事務
マニュアルそのものであることから、事
務を進めるにあたり、法令をはじめ根拠
となる例規の確認をする。
・公文書は情報公開の対象となることを
理解し、伺い書の作成にあっては、総務
課の起案書例示を参考に、決裁が適切
にとられるよう根拠となる規定とともに
明瞭簡潔に記載し、上長がそれぞれの
段階でチェックする。
・係ごとの事業進捗管理表を見える化
し、定例で行う課内会議の中で相談の
機会をもち、ペンディング事業とならな
いように留意する。
・行政行為の公定力に鑑み、内容に違
法、瑕疵がないように文書等発出する
際には必ず複数人で確認を行う。

全員

【評価】
・業務における根拠確認と起案文書について
は、総務課起案文書例示にそって作成されて
いる。
・業務内容の見える化についても、係長を中
心に整理を行い、複数の点検によりペンディ
ングとならないように係・課単位で留意をして
いる。
・補助金に限らず行政行為を示す文書は発送
時に複数で確認を行っている。
【課題】
・公文書の範囲、保存文書、保存データの取
り扱いについて認識の差がないように総務課
作成の公文書研修マニュアルや情報開示逐
条マニュアルの精読を進める。
・学事課内文書においても文書管理・整理を
徹底していく。

学校教育課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・課長・副課長・係長によるミーテングを
週３回実施し、今後の予定、各係業務
や各職員の担当業務の進捗状況の把
握・改善に努める。
・書類作成担当が誤りのない事務処理
をするよう、絶えず前任者と連携するよ
うに努めるとともに、ダブルチェック体制
を強化する。
・注意すべき事やミスを起こしやすい箇
所をリストアップし、確認しながら業務を
進める。

全員

【評価】
情報共有・課内連携の向上。
・ミーテンィグによる情報共有、指示内容の徹
底等により報連相体制の整備を図った。
ミス等が発生した時は、再発防止に向けた改
善策を検討した。
【課題】
課員・分掌担当変更があっても持続可能な進
捗管理体制の維持
・業務内容の精選並びに効率化・簡素化を推
進する。
・ダブルチェック体制の継続と進捗管理の見え
る化を図る。

文化財課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・毎週水曜日朝礼時に交通安全に関す
るスピーチを行う。
・課内会議や朝礼・終礼時に具体的な
事例から注意喚起を行い、交通事故防
止を図る。
・交通安全に関する研修等に積極的に
参加する。

全員

マニュアルを作成したことにより、申請者等に
対し必要事項を遺漏なく周知できている。
次年度以降もマニュアルに基づく管理を継続
する。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

植野記念美術館 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・ヒヤリ・ハットの事例について、事務局
会議の中で検証し、情報共有することで
事件・事故の発生を抑制する。
・伝票起票に関して、会計事務処理要
領を参照するとともに、複数職員で内容
をチェックする。

全員

・ヒヤリ・ハットの事例については、毎週水曜
日の交通スピーチの中で検証し、情報共有す
ることで事件・事故の発生を抑制できた。
・伝票起票に関して、会計事務処理要領を参
照するとともに、複数職員で内容をチェックす
ることにより、返礼伝票は無かった。
・今後も条例、規則、要綱等を十分に確認しな
がら、適正な事務処理を実行する。

中央図書館 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・書類や資料について、常に適正な管
理を意識することで、自らの業務を点検
することにつなげる。
・伝票起票に関して、必ず会計事務処
理要領を参照するとともに、複数職員で
内容をチェックする。

全員

・書類や資料について、常に適正な管理を意
識することで、自らの業務の点検を行った。
・伝票起票に関して、必ず会計事務処理要領
を参照するとともに、複数職員で内容チェック
を行ったがイエロ－カードで指摘されるミスが
発生した。
次年度においては、起案者自身での再確認
作業を徹底し、間違った内容を全職員で共有
しミス、ゼロに取り組みます。また、前例踏襲
とせず各事業の実施前、事務処理実施前に
事務処理のルールを点検し手順の確認を行
い事務処理を進めます。

議事総務課 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

事務局内での決裁文書の確認はもとよ
り、執行部から提出される議案書の点
検について、職員それぞれがチェックす
る。議案書点検に係る法制上の視点を
持つため、能力向上に向けた課内研修
を行う。

全員

事務局内の文書チェックは確実に行うことが
できていた。起案に至るまでに職員間での意
見交換・情報共有・考え方の統一を積極的に
図ることで手戻りはゼロであった。法制能力向
上については定例会ごとに課長から指導を
行った。

監査委員事務局 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

・補助金交付事務に限定することなく
（その事務が無いため）、各種の事務処
理点検のため、順次、事務処理フロー
チャートを作成し、活用していく。

全員

４年に一度の委員改選時にあわせ、事務処理
フローチャートの作成やテェックリストの見直し
を行い、活用し、業務を適正に遂行することに
役立てることができた。
次年度も、継続して、作成・見直しを進めてい
く。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

農業委員会事務局 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

年間500件を超える各種申請案件を処
理しているが、申請書の内容点検は課
員全員で行うとともに、現地の状況も十
分確認することで、判断誤りを絶対に起
こさないようにする。

全員

各種申請、届出の申請書は課内全員で確認
するとともに、不明点は随時、県農業会議等と
調整しながら事務処理を進めた。
また、各地域委員会の委員とともに全ケ所の
現地確認を綿密に行ったことで、判断誤りを
起こすことは無かった。

入札検査室 重点項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）事
務処理のルールに従って
業務が行われているかを
チェックします。

補助金交付事務を補助事
業の事務処理方針（共通
ルール）に基づき、適正に
処理（点検）する。

補助金不正受給問題を、補助金を不正に受
給した者だけの問題とせず、規則、要綱に示
された書類を十分に確認しなかったことが、
不正を犯す機会を与えてしまった事実を重く
受け止める必要がある。
制度として不正を起こせない、起こさせない
ものとなるよう、令和元年９月に補助事業の
事務処理方針（共通ルール）を策定し、再発
防止に取り組んでいるが、この事務処理方
針に基づき、適正な処理が行われているか
点検する必要があるため。

補助金不正問題を受け、当室で申請か
ら検査作業まで担当課業務を補助して
いくことが決まった初年度である。担当
者が「過程が複雑化し、合議をしなけれ
ばならない」という意識にならないよう役
割の分担、スムーズに流れるように総
務課、担当課と制度を構築する。

全員

１年間暫定的に業務を行い、課題、できるこ
と・できないことの区別、検査実効性の高め方
について見えてきた。日常業務の過程に負担
無く入り、かつ効果的に実施できる方法を継
続的に改善を加えて実現させる。

職員課 各課選択項目 内部統制 2　倫理規範を守ります
（公務員意識の保持）常
に公務員であることを忘
れずに行動します。

市民全体の奉仕者とし
て、課員全員が決めたこ
と・決められたことを守り、
常に公正、公平に職務を
遂行する。

職員が実践すべき行動は、「当たり前」のこと
ばかりであり、 今一度、自らの行動を見つめ
直し、行動することが重要ある。
コンプライアンスの取組みについては、「これ
で終わり」ということはなく、実践し、検証し、
改善すべきことはすぐに改善し、小さな成功
体験を積み重ねることが大切なため。

①朝礼または終礼時の月・水・金曜日
に職員憲章を唱和する。
②個人情報を含む書類の整理整頓を
徹底する。
③朝礼時や終礼時にその日の業務内
容を報告し、職務の進捗状況の共有を
図る。
④管理職（課長・副課長）は、個々の職
員のその日の顔色や服装、雰囲気等に
常に注視し、不調のサインに気付く管理
監督職の能力向上に努める。

全員

【達成度評価】
・個人情報の取り扱いが特に多い当課におい
て、文書管理の徹底を図るとともに、施錠付
ロッカーを３台増設し、書類の整理整頓と適切
な管理を行った。
・課内で何でも話ができる、相談できる体制を
目指し、管理監督職を中心に職員相互のコ
ミュニケーションの徹底を図った。
【次年度への課題】
・市民からの苦情が多い当課において、当た
り前のことをしっかり行うコンプライアンス意識
の徹底と働きやすい職場環境の構築を継続
する。

人権啓発センター 各課選択項目 法令遵守 2　倫理規範を守ります
（公務員意識の保持）常
に公務員であることを忘
れずに行動します。

課内職員の市民対応や
業務中の行動、業務以外
での言動や行動に対す
る、市民からの通報、苦
情等をゼロにします。

公私において、常に公務員であることを意識
し、自分の言動に責任を持って行動し、職
場・地域において市民から信頼される職員で
ある必要があるため。

・窓口、電話、現場等の対応は、常に市
民目線で行う。
・出張時においても、常に市民から見ら
れていることを意識し行動する。
・執務時間外においても、公務員である
ことの自覚を持って行動する。
・人権に配慮した行動をとり、人権文化
の定着を促すよう言動と行動をする。

全員

　市民からの苦情はゼロであり、目標を達成し
た。
　次年度も引き続き、公務員として、自覚を
持った行動を徹底するとともに、人権文化の
定着を促すよう努める。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

税務課 各課選択項目 法令遵守 2　倫理規範を守ります
（公務員意識の保持）常
に公務員であることを忘
れずに行動します。

「職員倫理に関するセル
フチェックシート」の全項
目100％を達成させる。

月曜日の職員憲章の唱和等により、公務員
であることの意識はできていると思われる
が、今後一切職員の不祥事を発生させない
風土を創造するため、先ずは個人毎の年に
一度の点検が必要である。
昨年度は管理監督者が97.4％、それ以外が
95.0％であったことから今年度も取り組む。

・職場内研修において服務規律及び職
員倫理について認識を深める。
・昨年度達成しなかったセルフチェック
項目については、課長係長会議にて検
証し、係毎に取り組む。

全員
現状にそぐわないもの、上位法令の改正によ
り必要な見直しは適宜行ってもらえた。引き続
き、加除訂正、改廃、制定をおこなっていく。

資産活用課 各課選択項目 内部統制
3　仕事の目的を共有し
ます

（組織細部への意識浸
透）考え方や思いを互い
に理解しあうため、年代や
役職にとらわれず、色々
な機会を積極的に活用
し、直接話し合います。

・毎朝のコンプライアンス
基本方針等についてス
ピーチの実施
・毎月の課内会議による
事務事業の進捗管理の
実施
・事務事業の課題や議会
対応等について部及び課
内ミーティングにより情報
共有を行う。

・新設の部署であるため、組織の業務目標
や課題を共有する必要がある。
・事務事業の進捗状況の確認や対策方針を
合議のうえ、速やかに決定する必要がある。

・コンプライアンス基本方針の基本目標
について、毎朝礼時に自己の取り組み
や考えを発表し、職員意識の共有や職
員としての資質向上を図る。
・毎月、課内会議を行い、経営会議等の
伝達や事務事業の目標設定、進捗状
況、遅延対応を共有し、対応策を検討
する。
・議会対応、監査対応など時間的に余
裕をもった協議、対策にあたる。

全員

・課員の職員憲章の実践取組や姿勢、考え方
を毎朝スピーチを行い、課員で共有した。課
員のコミュニケーションの向上にも役立った。
・毎月、課内会議を行い、事務上の課題やス
ケジュールの共有、進捗管理を行い、大きな
事務遅延や処理ミスがないように努めた。
・他部署からの調査、報告業務の処理期限が
遅れるないよう努力した。

子育て支援課 各課選択項目 内部統制
3　仕事の目的を共有し
ます

（組織細部への意識浸
透）考え方や思いを互い
に理解しあうため、年代や
役職にとらわれず、色々
な機会を積極的に活用
し、直接話し合います。

職員から職員に対する不
満を聞かない。意思疎通
ができた開かれた組織・
職場であること。

事務事業を進めるうえで、課員全員が同じ目
標を持って事務に取組むことが重要である。
事務を抱え込まずお互いの考え方や方針を
話し合い、課内で課題を共有し協力体制を構
築していくため。

・部・課・係内会議を行い、透明感をもっ
た情報の共有化を図る。
・各職員が業務の進捗管理を意識し事
務を進める。
・課員全員が常に情報を共有し、共通し
た認識で事務を行う。
・報告・連絡・相談を徹底する。

全員

【評価】
・課内会議等を実施することで、仕事の目的を
共有し、職員の行動、日々の事務状況などの
管理、把握を行い課の統率が図れるように計
画したが、日々の事務に追われ、係長会議自
体も十分に実施することが出来なかった。
・4月から長期休暇の職員があるなか、事務の
支援体制を部として課をまたいで対応してい
ただき、組織として協力体制が取れたことは、
今後の動きとして貴重な実績となった。
【課題】
・事務事業の進捗管理を意識し、スケジュー
ル感を持って業務改善なども含め協力体制を
構築していく。
・情報や課題を共有し、共通認識で事務を行
う。

営繕課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（業務の進捗管理）進捗
管理を行い、仕事を共有
し、目的が達成できるよう
に助け合います。

毎月の課内会議で「情報
や仕事の共有」と「事業の
進捗状況や課題の確認」
をするとともに、各種事務
処理マニュアルに沿って
迅速かつ適正に業務支援
ができる協力体制をつく
る。

　令和２年３月の定期監査報告に「信頼回
復」の必要性と「組織の内部統制機能が不
十分である」との指摘があった。これを踏ま
え、業務を適正に進めることで「市民からの
信頼」を回復することが必要であるため。

分かり易い資料の作成や丁寧な説明を
心掛けるよう取り組み、事前に事務処
理上のリスクを把握し、対策を講じるこ
とで不正や不適切な事務を防止し、事
務の適正な執行を確保していく。

全員

　市民目線を意識した職務を心掛け、情報の
共有により職場環境の向上を図ることができ
た。
　また、チェックリストの活用により事務処理上
のリスク管理に努め、適正な支援業務を進め
ることができた。

定住促進課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（リスクの対応）課題を一
人で抱え込まず、報告、
連絡、相談を行います。

会議録、打合せ記録簿、
苦情処理簿の整備を図る

昨年は記録等の整備が実施できていた。即
時の報告等の実施も含め、今年度も継続し
て指標設定を行なう。

・終礼時における業務等の報告、連絡、
相談の実施
・会議録、打合せ記録簿、苦情処理簿
の整備をすすめて、記録内容等の共有
を図る。

全員
担当不在時も迅速な対応が出来るよう、的確
な書類整理に取り組んでいる。また報連相の
徹底を図り、情報の共有に努めた。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

河川整備課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（業務の進捗管理）進捗
管理を行い、仕事を共有
し、目的が達成できるよう
に助け合います。

進捗状況に関する打合せ
を定期的に行い、事業が
遅れないようチェックす
る。

昨年度においては、多くの事業を未契約にて
繰越してしまったことから、これを反省し、繰
越事業を最小限に食い止めるため。

・担当する業務の目的について検証す
る。
・工事の年間予定を一覧にし、進捗状
況を課内全員で共有する。
・業務が遅れている場合の対応等につ
いては、担当者一人に押し付けず、目
標達成に向けて係全員で助け合い、達
成させる。

全員
進捗に対して定期的な確認や、随時の打ち合
わせにより、繰越事業を必要最低限に抑える
ことが出来た。

会計課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（マニュアルの作成）事務
処理マニュアルを作成し、
業務を共有するとともに、
問題が発生した時は、マ
ニュアルに沿って迅速か
つ適正に対応します。

課、係内の職員が業務を
共有、協働が果たせるよ
うに事務処理マニュアル
を作成、見直しを図る必
要がある。

少人数の職員構成であり、課、係内の職員
が業務内容を共有し、時には協働出来るよう
にするには、誰もが事務マニュアルを見れば
業務がわかるようにマニュアルを作成した
り、また今あるマニュアルはよりわかりやすく
見直しを行う必要があるため。
また、そのマニュアルを活かすためには、常
日頃から職員同士のコミュニケーションを図
り業務内容、進捗状況を共有しておく必要が
ある。

①源泉徴収事務マニュアルの見直し。
②決算書作成事務マニュアルの見直
し。
③債権者登録事務マニュアルの見直
し。
④財務会計（年度末、年末等）処理マ
ニュアルの見直し。
⑤支払い事務のマニュアル作成。
⑥伝票審査の注意点作成。
⑦会計事務処理要領の見直し。
　その他、会計事務に必要なマニュアル
を作成する。マニュアルを基に、事務の
研修、共有を行う。

全員

①それぞれの担当業務のマニュアルを作成
や見直しを行い、仕事の見える化に取り組め
た。
②休暇が取りやすい組織とするため、また、
いざという時に備え課内や係内で自分以外の
業務も覚えることを実施した。
③事務研修終了後は、研修報告及び資料を
回覧し共有を図った。

次年度においても、コロナ禍等で何があっても
おかしくない状況であり危機管理面からも仕
事の共有化（見える化）に取組む必要がある。

教育総務課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（リスクの対応）課題を一
人で抱え込まず、報告、
連絡、相談を行います。

部下からの報告・連絡・相
談だけでなく、上司からも
必要に応じた報告・連絡・
相談（指示等を含む）を常
態化させる。

業務遂行の中で「聞いていなかった」「伝えて
いなかった」により、時機を逸する場合があ
ることから、双方向の「報告・連絡・相談」の
常態化を指標に設定する。

・朝礼や終礼はもちろんのこと、課内会
議や個別での報告・連絡・相談ができる
雰囲気づくりに努める。
・上司は部下に出した指示事項の進捗
を繰り返し確認する。
・部下は出された指示事項に対し、随時
状況報告を行う。

全員

・概ね取り組めており、「報・連・相」不足による
事務事業の遅滞等はなかったが、「繰り返し
確認」という部分は、十分に徹底できていな
かった。
・業務や日頃の会話等を通じて、さらにコミュ
ニケーションを深め、風通しのよい職場を目指
す。

学事課 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（リスクの対応）課題を一
人で抱え込まず、報告、
連絡、相談を行います。

部下からの報告・連絡・相
談に対して、上司が怒ら
ず、否定せず、困りごとが
があれば助け、指示がで
きる職場は高い与信度が
あるといわれています（ほ
う・れん・そうのお・ひ・た・
し）。こうした関係の常態
化を目指し、ペンディング
案件を0にする。

一人当たりの仕事の業務量が多く、事務改
善や事業の棚卸の前に仕事を分割できずに
課題を抱え込む可能性もあることから、互恵
関係の基本である「報告」・「連絡」・「相談」の
常態化を目指す。

・職員同士のコミュニケーションは朝の
挨拶から。
・管理・監督職は、部下が遠慮せず報
告・相談等をもちかけられる時間を設け
るなど相談しやすい環境づくりに努める
（例：午前10時から正午迄等）
・相談する側は、事実の確認等状況説
明をしっかり整理して臨む。
・きれいな資料づくりに心掛ける（他人と
合意形成をとる本来の意義、目的のほ
かに自分の考えをまとめる、整理する
効果）
・相談を受ける側が、一緒に悩んでいて
は相談に来なくなるので答えがだせるよ
うに自己研鑽（スキルアップ）に努める。
・時間ギリギリまで事業や資料のブラッ
シュアップに努める

全員

【評価】
・報連相についても事実の確認ができるポイ
ントの押さえ方、後に作成する文書の質が大
きくものをいう。職員の実力差があるので、そ
の差を埋めていきたい。
【課題】
・遅延なく報連相はできるも、そこで思考が止
まっている。走りながら考えることができる職
員の育成が重要。与信度の高い監督職がい
るのでそうした職員の指導により人材育成に
努めたい。

入札検査室 各課選択項目 内部統制
4　仕事の見える化に取
り組みます

（リスクの把握及び分析）
前例や慣例にとらわれる
ことなく、業務内容を十分
理解したうえで、積極的に
業務を見直します。

数の多寡を評価するもの
ではないが、要綱規則等
を必要に応じて改正す
る。

制度の改正、契約形態の複雑化により、是
非を判断する際に、規則要綱に定めがない
ものや、各ハンドブックを手繰る必要が多く
なっているため。

明確な定めがないため、繰り返し判断
に時間を要する案件に対し、すぐに対
応できるように関係する約款や条例、規
則、要綱等を見直す。

全員
現状にそぐわないもの、上位法令の改正によ
り必要な見直しは適宜行ってもらえた。引き続
き、加除訂正、改廃、制定をおこなっていく。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

財政課 各課選択項目 内部統制
5　仕事の内容を点検し
ます

（日常的業務の点検）日
頃から自らの業務につい
て点検を行い、ミスを未然
に防ぎます。

予算書、予算ガイド、決算
附属説明資料等の財政
課作成資料について、誤
字等の誤りをゼロとする。

議会資料や公表資料の作成に当たって、複
数回、差し替え、正誤表による修正を行って
いる。他律的な要因もあるものの、作成者と
しての点検、確認体制の確立が必要である
ため

・根拠資料について、2名以上による点
検
・確認チェック表の作成
・作成資料について、2名体制による音
読確認

全員

・決算附属資料、特別会計予算書を訂正し
た。
・２名以上による点検体制により、誤字・脱字
の訂正は、ほぼなくなったが、文章と表、表と
グラフ、会計間繰入繰出関係などの突合関係
の確認・点検方法が今後の課題である。

春日支所 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（仲間への配慮）すべての
職員を働く仲間として互い
を認め合い、思いやりを
持って対応します。

定期的な課内研修を笑顔
で受けれるようにするた
め、支所長から職員への
声掛けを常に心がける。
課内会議、参加率８０％
以上。

勤務時間外研修になるため、１年間のスケ
ジュールを示しているものの、各職員の事情
による欠席がある。職員の事情に配慮した研
修の設定と、明るい雰囲気による気軽に研
修に参加できる状況を作ることが職員育成
に必要なため。

・支所長が不機嫌にならない。気になる
ことは気軽に部下職員に相談し、一方
的な決定をしない。
・支所長は毎日必ず、1/3以上の職員と
会話を楽しむ。
・年間７回の課内研修を実施する。研修
では、一人必ず一言は自分の意見を話
す機会を与える。
・毎週の水曜日の交通安全スピーチ実
施時に、最近感じたことなど、自由課題
で話せる機会も作る。その場合は、別
日に代替えとして支所長から交通安全
に係る話をするようにする。

全員

達成指標を超えて、支所内研修は出席率
84.5％で実施できている。支所内の雰囲気も
よく、互いに協力しながら運営ができている。
具体的取組みについて計画どおり実施ができ
ている。次年度についても、職員間の和を大
切にして風通しがよく、善い事も悪いことも報
告、連絡、相談のできる職場づくりを心がけ、
何事においても早期に対応できる状態で執務
を行う。

施設管理課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（仲間への配慮）すべての
職員を働く仲間として互い
を認め合い、思いやりを
持って対応します。

各施設における事務処理
方法の相違点をなくす。

昨年度までは、各支所で施設の管理を行っ
ていたことから各施設間での連携や協力が
できていなかったが、本年度から同部署での
管理となっており、各施設の事務の一元化を
進めていくために仲間意識を醸成し、互いに
協力しあう体制をつくる必要がある。

各施設の事務処理の相違点を見つけ
出し、同じ方法となるよう調整する取り
組みを実施する。

全員

・事務処理方法の統一の初期段階として、様
式の統一から着手することができた。この取
組を足がかりに今後、事務処理方法の統一に
取り組む

市民課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（仲間への配慮）すべての
職員を働く仲間として互い
を認め合い、思いやりを
持って対応します。

ハラスメント事例を課内か
ら出さない。

年齢が若い職員や経験年数の浅い職員が
多く、その上に業務が煩雑であり、また窓口
業務においても多くの市民とそれぞれのニー
ズに対応していかなければならないため、職
員同士のコミュニケーションを通じて、チーム
ワークを持って仕事に取り組む必要があるた
め。

・課長・係長が課員と個別に面談する場
をできるだけ多く設ける。
・ミーティングやコミュニケーションを通じ
て、疑問や悩みを共有し、個人では抱え
込まないような環境をつくる。
・職員一人ひとりの人権を尊重し、お互
いの力を高め合う。
・業務の進捗状況や日常の行動などの
状況報告を行い、係内、課員の業務内
容を相互に認識し、チームワークを持っ
て仕事に取り組む。

全員

＜評価＞
・各係内会議を月１回行い、情報を共有し問
題や課題について係全体で考えるようにし
た。
・課長・係長が課員と個別に面談をする機会
を多くとり、問題を回避するように取り組んだ。
・業務の進捗状況や日常の行動などの状況
報告を行い、係内、課内の業務内容を相互に
認識し、チームワークを大切にして仕事にあ
たった。
＜課題＞
・職員一人ひとりの人権を尊重し、お互いの力
を高め合い、組織力を上げることが必要であ
る。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

介護保険課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（職場環境の整備）職員
同士が何でも話ができる
職場環境をつくります。

職員同士が業務のほか
様々なことについて話が
できる場をつくる。

職員のメンタルヘルスを良好に保つことが、
係内・課内の業務遂行に大きく影響すること
から、公私共に相談できる環境と業務遂行に
係る職員の孤立化を防ぐ風通しの職場環境
を整える。

介護保険課では、会計年度職員を含め
３０名と市役所内でも特に人員の多い
部署であり、課内特に係内以外の職員
間のコミュニケーションが希薄化するこ
とを懸念するため具体的な取組として
①朝礼や終礼のほか係内ミーティング
を積
　極的に実施する。
②日頃のコミュニケーションを良好に保
つた
　めに、監督職以上は積極的に職員
（係内
　を超えて）に声をかける。
③管理職は決裁の返却時等に声かけ
を行
　い、積極的に職員とのコミュニケーショ
ン
　をはかる。

全員

健康福祉部ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ集団分析をもとに評価
する。（Ｒ元・・・福祉部７９名、Ｒ２・・・健康福
祉部232名）
●仕事のｽﾄﾚｽ （点数が低いほどｽﾄﾚｽが高
い）
①仕事量ｺﾝﾄﾛｰﾙ　Ｒ元　102点
　　　　　　　　　　　 　Ｒ２ 　100点　悪化
②職場の支援 　　　Ｒ元　 89点
　　　　　　　　　　　　 Ｒ２　　94点　改善
●総合ﾘｽｸ (点数が高くなればほどｽﾄﾚｽも高
い）
　 　Ｒ元 　89点
　　 Ｒ２    94点  悪化　　【全国平均１００点】
　今年度は、組織再編や事務所移転等ｲﾚｷﾞｭ
ﾗｰな業務もあった。ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの集団分析は
ほぼ横ばいではあるが悪化傾向にある、次年
度以降も取組を継続しながら、職員のﾒﾝﾀﾙﾍ
ﾙｽ向上に努める。

自立支援課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（職場環境の整備）職員
同士が何でも話ができる
職場環境をつくります。

朝礼（全体）、終礼（係
毎）、月例課長係長会議、
係内会議の実施。

人員配置が充足していないなか、職員それ
ぞれが業務をこなすことだけで精一杯になっ
ており、ともすれば、一人で抱え込んでしまい
組織が機能しなくなり、業務の停滞や事務処
理ミス、職員が倒れてしまうなどのおそれが
あるため。

朝礼（全体）、終礼（係毎）、月例課長係
長会議、係内会議の実施、
報・連・相の徹底等による課内の情報
共有をはかる。

全員

朝礼（全体）、終礼（係毎）、月例課長係長会
議、係内会議の実施により報・連・相の徹底
等による課内の情報共有をはかることが出来
ていが、一部報告が遅れたり事後となったも
のがあった。今後とも必要な報告が遅れない
よう努める。

消防総務課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（ハラスメントの対応）ハラ
スメントに該当するかどう
かは、相手の判断が重要
となることを認識し、行動
します。

ハラスメントのない働きや
すい職場環境を作る。

・令和元年度には消防本部内でパワーハラ
スメント事案が発生しており、、研修を実施し
ているが、継続して取り組む必要がある。
・令和２年６月１日より労働施策総合推進法
が改正され、パワーハラスメント対策が義務
化させたことにより、研修を実施する必要が
ある。

・ハラスメント研修を実施する。
・コミュニケーションを良好に保ち、気軽
に相談できる環境を作る。

全員
ハラスメント研修を実施することができた。
コミュニケーションを良好に保ち、風通しの良
い働きやすい職場を継続させる。

消防署 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（仲間への配慮）すべての
職員を働く仲間として互い
を認め合い、思いやりを
持って対応します。

一人ひとりが人権を尊重
し、お互いの立場を認め
合うことができる「人間力」
を高める。

・消防署では職員の階級があり、命令系統が
明確でなければならない組織で、時には厳し
い言葉を発しなければならない場面がある。
その中で、職員が働く仲間として互いを認め
合い、思いやりを持って接していればハラス
メントと判断することはしないと考えるため。

・職員同士が何でも話ができる職場環
境をつくる。
・職員が互いを認め合い、思いやりを
持って行動する。
・ハラスメントに該当するかどうかは、相
手の感じ方が重要となることを認識す
る。
・職務や研修を通じてハラスメントにつ
いて理解を深める。

全員

ハラスメント研修を通して、ハラスメントに関す
る認識が職員の意識の中に浸透してきてお
り、言葉使いや職員同士の接し方にも変化が
見られ、職場環境が良好に保たれている。
　次年度も研修を通して意識を高め、何でも話
ができる職場環境を作る。

議事総務課 各課選択項目 明朗快活
6　風通しを良くし、人間
力を高めます

（職場環境の整備）職員
同士が何でも話ができる
職場環境をつくります。

文書管理の完全実施

不正事務・不適切事務また事務ミスの原因
は、基本をおろそかにした結果である点に着
目し、職場環境の改善に努める。また、職場
の環境改善は可視化されたものであり、職員
にも達成感が持てる。（成功体験）

毎月末日を「文書管理の日」と定め、共
用文書はもちろん、職員個人の机や
ロッカー等の整理整頓を行う。
未登録文書ゼロ、未廃棄文書ゼロを徹
底する。

全員

毎月１度は、事務所内及び自分自身のデスク
の文書を整理した。また、書庫については、職
員提案により、事業ごとに保存されていた状
態から年度・保存年限ごとに整理し直し、適正
な文書管理となった。未登録文書・未廃棄文
書はゼロとなった。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

地域医療課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務バランスの確立）適
正な業務配分となるよう
に、管理監督職を中心に
業務バランスのとれた職
場をつくります。

時間外勤務の平準化
令和２年４月の機構改革により１係増え２係
となった。係間で業務量が平準化はかれるよ
うにするため。

・月１回の課内会議時（全員）に係毎に
スケジュール及び進捗状況を報告、課
員全員が共通認識するとともに、必要
に応じて係間を越えての協力体制によ
り業務を推進する。
・時間外勤務の時間をグラフ化し管理す
る。
・必要に応じて、事務分掌の見直しを行
う。

全員

【評価】
・時間外勤務数をグラフ化し管理するととも
に、繁忙期は課内会議等で事務分掌を随時
調整し、係間で業務量が偏らないように務め
た。
・子ども支援課への協力や、コロナワクチン接
種業務のため係長の健康課への移動など、
部としても課を超えた協力体制により業務を
推進した。
【次年度への課題】
・引き続き、時間外勤務の平準化を図る。

看護専門学校 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（組織目標の共有）職場
内でやるべきことを共有
し、一体となって目標を達
成します。

看護師国家試験合格率
100％

学生全員が看護師国家試験に合格すること
が組織目標である。
職員が各自の担当において研鑽を積み専門
性を発揮して、目標達成に向け一丸となって
取り組む必要がある。

・カリキュラム会議で国家試験対策を検
討する。
・教務会議で報告し、共通理解のもと、
それぞれの担当で国家試験対策を実施
する。

全員

新型コロナウイルス感染症対策のため制約が
多かったが、その中で最大限の国家試験対策
ができた。（合格発表は3月26日）

教員の自己研鑽・学生の学習状況に応じた強
化対策等、タイムリーな対応と最新情報の収
集が不可欠。

農業振興課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務バランスの確立）適
正な業務配分となるよう
に、管理監督職を中心に
業務バランスのとれた職
場をつくります。

前年度の一人当たりの時
間外勤務を下回る。

恒常的に時間外勤務が多い部署であるの
で、業務により偏った時間外をすることで、身
体的・精神的な支障をきたす恐れがあるた
め。

・課内、係内会議を定期的に実施し、情
報の共有を図る。
・業務量を把握しながら、支援ができる
体制つくりを構築する。

全員

【評価】
課内会議は７月以外は毎月実施できており、
事業の進捗状況等の確認や、コロナ対策の
事務も業務量を勘案し、両係での対応を実施
した。
【課題】
しかしながら、ただでさえ業務量が多い部署に
おいて、コロナ対策の事務や、突発的な事象
で発生するなどし遅滞する事務事業があっ
た。なかなか個々で対応する業務が多いのが
現実ではあるが、複数人が他の担当業務を
対応できるような体制作りを目指し、令和３年
度は事務事業の改善も検討したい。

農林整備課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務の共有）業務内容を
常にオープンにし、職員
同士で助け合い、チーム
ワークを持った職場をつく
ります。

それぞれの係で所管する
各業務の目的や内容等を
今一度課員全員で捉え、
担当者（係）不在時等にお
いて対峙する来訪者を不
快にすることのない体制
づくりを目指す。

古くは各係それぞれの業務が独立した課で
実施していたからか、関わり合う（相互サ
ポート）ことは難しいかもしれないが、来訪さ
れる市民等にとっては関係のない話。実際、
課員の中にも「それは○○係の仕事だから
自分の係には関係ない」といったような姿勢
が時折見られるため本項目を設定した。

有事には、係長が率先して他係のサ
ポートに取り組み、各係員は係長の行
動に倣いながら他係との関わりを持つ
意識を醸成していく。

行動事例は例月の係長会で報告し合
い、応対内容等を共有した後、各係会
において課員全員へフィードバックす
る。

全員

【評価】
地元要望に伴う現地確認（立会）において、異
なる係員がペアで対応する事例が増えてきて
おり、少しずつではあるが意識の広がりを感じ
る。係間が相互に協力し市民対応することの
意味を課員全員がしっかり理解できているか
どうかの確認は不十分である。
【課題】
業務内容が特殊な地籍調査係が連携しにく
い。『手伝えない＝手伝わない』の関係になら
ないようにしなければならない。来年度、取組
意義の再確認に加え、溶解文書整理や事務
所周辺スペースの片付けなどの課内共同作
業を計画的に取り入れ、課内の連携意識の醸
成が図れないか係長会で協議してみる。

恐竜課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務の共有）業務内容を
常にオープンにし、職員
同士で助け合い、チーム
ワークを持った職場をつく
ります。

毎月課内会議を開催し、
業務の執行状況等業務
の共有を図る。

課内職員数が少ない中で業務を行うため、
お互い業務を共有してチームワークにより一
丸となり行う必要がある。また職員同士で業
務を共有することにより職員が休みやすい職
場環境をつくる。

・毎月の課内会議で業務の執行状況や
共有する業務の確認を行い必要に応じ
業務の応援等を行う。

全員

業務の進行状況を随時確認し、情報を共有し
て業務にあたった。また、コロナの発生に伴
い、来館者等の感染対策について、課内会議
等で協議し全職員に共有を図り対応した。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

都市住宅課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務バランスの確立）適
正な業務配分となるよう
に、管理監督職を中心に
業務バランスのとれた職
場をつくります。

複数職員での業務遂行体
制を基本とし、一人あたり
業務量の平準化をめざ
す。

業務内容により、それぞれの業務量のバラ
ンスをとることが困難なため、時間外勤務の
多い職員が発生しているため。

・朝礼、終礼時に業務予定等を確認す
る。
・各業務の執行状況の定期的な把握や
情報の共有などにより、支援体制を執
り、業務量の平準化を図る。
・業務における進捗を、係内において共
有する。
・チームで課題を解決できるよう積極的
に他の職員の補助を行う。
・事務分掌の定期的な見直しを行う。

全員

[評価]
・各職員が過重な業務内容、業務量になるこ
とがあり、体調面への十分な配慮が足りな
かった。
[課題]
・各職員の経験・能力・性格に頼る部分がある
ため、支援体制の構築と業務量の平準化をい
かに図るかが課題である。

警防課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務の進捗管理）業務
の進捗状況や日常の行
動などの状況報告を徹底
します。

業務完了後の請求から支
払いまで、全業務で期限
厳守とする。

・消防署内で計画実行された各種業務を起
工、予算執行等を行う業務をする上で、署員
との業務実施及び完了報告等を密に連絡を
取り合いながら、さらに業務執行の確認を
し、遺漏が起きないようすることが重要であ
るため。

署員からの報告でだけでなく、積極的に
報告を求めに行くことと、予算執行状況
を常に確認し、業務遂行の時期等を照
らして遅れが生じないようしていく。

全員
署員との連絡・調整を適時実施している。ま
た、事務の遅れも生じていない。
継続して実施していく。

文化財課 各課選択項目 明朗快活
7　職員の力を結集し、
組織力を高めます

（業務の進捗管理）業務
の進捗状況や日常の行
動などの状況報告を徹底
します。

毎月１回以上課内会議を
開催し、各担当業務の進
捗状況を確認し、進捗管
理を行う。

氷上回廊水分れフィールドミュージアムのリ
ニューアルオープンをはじめ、青垣いきもの
ふれあいの里、柏原の大ケヤキの治療等の
新規事業等の事務を適正に処理していくた
め。

・朝礼、終礼時に業務予定等を確認す
る。
・年度当初に年間スケジュールを作成
し、毎月の課内会議等で随時修正と
チェックを課全体で確認しながら進捗を
管理する。
・進捗状況等を確認する個別協議を行
うとともに、必要に応じて、課員相互の
応援体制を構築する。

全員

朝礼・終礼及び毎月の課内会議で進捗状況
を確認し、進捗管理している。
この取組みにより、進捗が遅れ気味な事務事
業への対処も可能になった。
翌年度以降もこの取組みを継続することで、
課員相互に進捗を確認する体制を整えたい。

市民活動課 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（相互成長）研修で得られ
た情報を共有し、互いに
高め合います。

積極的な自己研鑽と課内
研修の取組（課内研修年
間10回）

あらゆる事務事業は、自治会や自治協議会
等市民との対話によるコミュニケーションを
大切にしながら進めていく必要があり、ロジカ
ルスピーキング能力を高めることは有用であ
る。こうしたことから、自らの意識向上のため
の自己研鑽・研修を積極的に行うとともに、
課内研修を通して内容の検討や想定される
質疑などを主体的に仕立てる能力を身につ
けることにより、わかりやすい説明と信頼感
を与えるために実施する。

年度初の課内会議において、各テーマ
の研修担当を決め取り組む。
研修内容は可能な限りグループワーク
による研修とし、自分事としてとらえる意
義ある研修とする。
５月…オンライン会議研修
６月…人権学習（任意）
７月…ハラスメント研修
８月…メンタルヘルス研修
９月…人権学習（必須）
10月…交通安全研修
11月…事務事業研修
12月…公務員倫理研修
２月…参画と協働研修
３月…男女共同参画研修

全員

［評価］
自らがテーマに沿った研修内容を研究し、ファ
シリテーターとして研修を行うことにより、研修
の目的や内容、スムーズな進行、わかりやす
い説明について考える機会とし、業務に活か
すことができた。研修はグループワークを中心
に行うことにより、自分事として考える内容と
なった。
　４月…部方針、課方針研修
　５月…オンライン会議研修
　６月…人権学習（任意）
　７月…ハラスメント研修
　８月…メンタルヘルス研修
　９月…コンプライアンス研修
　10月…交通安全研修
　11月…政策形成研修
　12月…人権学習（必須）
　２月…男女共同参画研修
　３月…参画と協働研修（予定）
［課題］
・課内会議と合わせているため、研修時間が
30分程度しか取れない。
・研修内容や進め方の講評を行う時間がなく、
事後指導が行えていないため、日を替えて行
う時間を設ける。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

環境課 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（研修参加意欲）組織目
標、問題意識と自己成長
意欲を持って研修に参加
します。

年度末に、担当者が担当
業務に対して、満足感や
達成感を得ることで、更な
るスキルアップを図る。

常日頃の業務を熟すことが最優先され、自
己研鑽を図る機会が少ないと感じたため。

・担当業務外の研修にも積極的に参加
できるよう課内の協力体制を図る。
・特に、発注・契約事務については、公
務員として避けて通れない業務である
ため、最低１年に１回は参加するよう周
知を行う。
・他市の先進事例も参考にして、効果的
かつ効率的な業務を実践するために
も、担当者会議に積極的に参加する。

全員

【評価】
・研修会の開催が少なく、参加できていない状
況であるが、ZOOｍ形式の研修会については
積極的に受講できている。
【課題】
・受講する職員に偏りがあるため、担当事務
の業務配分も考慮して、参加しやすい職場環
境を図る。

国保診療所 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（自己成長）担当業務に
関する十分な知識や技術
を身につけます。

年間を通じ、各自が担当
業務に関する十分な知識
や技術を習得した報告・
感想等を提出し、職員間
で情報を共有します。

国保診療所は職種が多岐にあり、それぞれ
に専門性があります。その専門分野につい
て各自、又は部署において、より知識や技術
を向上させるため

それぞれの職員が、新たな専門知識や
技術を取得するため研修会への参加、
専門書による自己研修等を１回以上実
施し、その感想や報告書等を作成し提
出、職員間で情報を共有します。

全員

【取組評価】
　外来、通所リハ、訪看、事務でそれぞれの知
識や技術の取得を行い、意見交換、情報の共
有化ができていたが報告書等作成まではでき
なかった。今年度は新型コロナウイルス感染
症予防対策として、講師を招き「手指消毒」に
ついて再確認の学習会が開催できた。

【課題】
　今年度はコロナ禍で研修会への参加が出来
なかったが、オンラインでの研修会等への参
加や知識や技術の習得をしていく。

経営管理課 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（専門性の保持）組織の
専門性を保ち、職員同士
助け合います。

・公営企業の会計処理
（簿記）を理解する。
・広報など市民に分かり
やすい表現やレイアウト
で、情報提供する。
・通常の事務処理を間違
いなく適切に処理する。

会計処理は専門性が高く、理解して取組まな
いと決算に影響をおよぼす。
また、広報などを通して市民への情報提供
は、事業への理解度に影響があるため。

・有意義な研修会等に積極的に参加
し、自己研鑽を図り、課員に知識の伝達
を行い情報共有する。

全員

【評価】
・コロナ禍で、Web研修となったことで、係員全
員が研修を受講することができ、能力の向上
につながった。また、自己研鑽のため、課内研
修を開催し、発表の場とした。
【課題】
・職員同士の能力向上となる研修の仕方など
工夫が必要である。

水道課 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（自己成長）担当業務に
関する十分な知識や技術
を身につけます。

事業を遂行していく上で
絡んでくる様々な法令、要
綱、規準等を学習（復習）
し業務に活かす。また公
務員倫理観を高く持つ。

昨年水道部で官製談合行為による不祥事が
発生した。過去にも水道部では不祥事があり
その都度、再発防止に取り組んできてはいる
が職員の入れ替わり、意識が薄れてきてい
るということから、公務員倫理も含めコンプラ
イアンス強化が必要である。

日本水道協会・日本経営協会・大阪市
水道局などの外部団体が主催する研修
会に積極的に参加する。また課（部）独
自でも職員研修を行い、事業執行に必
要な知識や技術の習得を行い能力開
発に取り組み、コンプライアンス強化を
図る。

全員

【評価】
外部研修はコロナの影響で中止・延期になる
研修も多く十分な受講ができなかったが、部
独自で８回（講義５回、書面3回）の研修が実
施できた。
【課題】
職員講師による部内研修は、参加もしやすく
効果があると思うが、継続性と研修内容（レベ
ル設定）が課題である。

中央図書館 各課選択項目 能力向上
8　職務に必要な能力を
身につけます

（専門性の保持）組織の
専門性を保ち、職員同士
助け合います。

年間２日以上、勤務館以
外の館で図書館運営研修
を行う。

職員同士が情報共有を図るために、自館以
外の館の運営方法を把握する必要がある。
全図書館に共通する業務改善を行い、全体
の業務効率化を図る。
全職員が、いずれかの館を応援できる体制
を確立する。

本年度中に、指定された館で２日間以
上、図書館運営に係る業務研修に参加
する。

全員

全職員が指定された館で２日間以上の運営
研修を行い、他館での応援勤務体制が構築
できる状態となった。
次年度においては、さらに応援体制が強化で
きるよう、他館での業務研修を継続していきま
す。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

未来創造課 各課選択項目 能力向上
9　情熱を持って仕事に
取り組みます

（自己成長意欲）困難な課
題へのチャレンジを成長
の機会ととらえ、積極的に
行います。

新たな課題を確実にとら
え、自分のものにしてその
解決に努め、業務を成し
遂げる。

課の性格上、新たな難しい課題への取組み
が多く、企画立案段階での事務量把握が難
しいものもあるが、困難が立ちはだかっても
それを解決しながら、成果をあげることが必
要である。

・新たな課題が発生した場合は課内会
議等において課題を共有し、その対処
にあたっては適切な事務量の配分に務
め、その解決を図る。
・難しい課題でも自らの仕事、自己のス
キルアップの機会と捉えて、課内で進捗
状況を共有しながら、協力体制を築く中
で最後までやりきる。

全員

毎月1回の課内会議の開催。さらには、課内
で共有認識が必要な事項、さらには、業務の
進捗管理など、都度必要な時期に、課内協議
を行うことで、係を超えた協力体制を築くこと
ができた。

文化・スポーツ課 各課選択項目 能力向上
9　情熱を持って仕事に
取り組みます

（ポジティブ思考）前向き
な気持ちを持って、自分と
周囲のやる気を高めま
す。

新型コロナウイルス感染
防止策を徹底し、事業（イ
ベント）を実施する。

新型コロナウイルス感染防止のため、今年
度前半の事業の多くは中止か内容を変更し
ての開催となった。先の見えない状況の中、
前向きな気持ちを持って業務を行うために達
成指標を設定した。

・ホール事業やスポーツ事業で開催可
能なイベントは、感染防止策を徹底し実
施する。
　（コロナウイルス感染状況に影響され
るが）ホール５事業以上、スポーツ２事
業以上実施。
・事業実施の際は、感染防止策を徹底
する。
　□「三密（密閉・密集・密接）」の回避
　□ソーシャルディスタンスの確保（最
低１ｍ以上）
　□マスク着用　　　□手指消毒の徹底
　□体温測定・健康チェック
　□参加者名簿の作成　など

全員

【達成度評価】
・感染防止対策（検温、手指消毒、マスク着
用、名簿の作成、ソーシャルディスタンスの確
保、換気等）を徹底しホール事業を実施した。
・イベント開催状況（R2.4～R3.2）、ホール６事
業、スポーツ１事業を実施した。〔R3.3月の開
催事業予定、ホール５事業、スポーツ１事
業〕。
【次年度への課題】
・“withコロナ”、新型コロナウイルス感染防止
対策を徹底すると共に、参加者の安全・安心
を確保してイベントを実施する。
・新型コロナウイルス再流行の際の対応。

新産業創造課 各課選択項目 能力向上
9　情熱を持って仕事に
取り組みます

（ポジティブ思考）前向き
な気持ちを持って、自分と
周囲のやる気を高めま
す。

新型コロナウイルス感染
症対策に対する中小企業
者等に対する支援策の立
案、実施や適正な執行に
ついて、組織全体として前
向きに取り組むこと

新型コロナウイルス感染症の拡大による影
響により、中小企業者等の経営状況が悪化
する中、商工業を振興する部署として、この
危機に対して職員個々の力を結集して取り
組む必要があるため。

・中小企業者等を支援するため、当事
者や関係機関からの情報収集を効果的
に行い、的確に課題を把握し、適期に
支援策の立案や実施に努める。
・実施中の施策において、問題がある
場合、公平、適正な事業となるよう可能
な限り見直しを行うなど柔軟な対応に努
める。
・施策の主担当以外も、周囲の状況に
目を配り、業務がスムーズに進行する
よう職員同士助け合いながら、組織の
目標達成に向けた行動に心掛ける。

全員

【評価】
・コロナ対策として、職員個々はもとより、チー
ムとして協力しながら施策の立案から実施に
至るまで前向きに取り組むことができた。
【課題】
・まだまだ先が見えない状況が続いており、新
たな施策の展開が求めらているため、職員
個々、組織としてモチベーションの維持やスキ
ルアップを目指す必要がある。

監査委員事務局 各課選択項目 能力向上
9　情熱を持って仕事に
取り組みます

（挑戦意欲）出来ない理由
を探すのではなく、自分が
積み上げてきた努力を信
じ対応策を探ります。

出来るか出来ないかで考
えるケースより、やるかや
らないかで考えるケース
が多くなった。

出来るか出来ないかで悩むことが多く、出来
る理由よりも出来ない理由を先に考えてしま
う傾向があり、そのためか、後悔も多い。出
来るか出来ないかは、やってみないと判断出
来ないので、小さな出来たを積み重ね、やが
て大きな出来たにしていくため。

・「やってみなはれ、やらなわからしまへ
んで。」を念頭に、やる（変える）。
・今出来ること、に目を向けて、やる（変
える）。
・発想（視点）を、変えて、やる。（「×」。
見方、角度を少し変えれば、「＋」にな
る。）

全員

住民福祉向上のため、自分が自分たちがや
るべきことを、しっかり考え、判断し、行動す
る、業務遂行するうえで、自信を持ってやる
（変える）、やらし（変え）てみることに、心がけ
るよう努めることができたと思うが、まだまだ、
発想（視点）を変えることでの伸びしろはある。
次年度も、継続して、大変と言わず、発想（視
点）を大きく変えることに努力し、取り組む。

総合政策課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

市民に対して気持ちのよいあいさつ、応対を
することで市民満足度を高める。

電話での「ありがとうございます」の徹
底。
あいさつの励行と課内での丁寧な言葉
遣い。

全員
常に丁寧な対応に心がけており、あいさつ、
電話応対での苦情はなかった。引き続き、市
民満足度を高める対応を行う。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

総務課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（傾聴姿勢）市民からの相
談、問い合わせについて
は、親切丁寧に応対しま
す。

市民からの苦情をゼロと
する。
窓口、電話対応では、相
手方が求めることプラス
αで対応する。

不適切な事務執行による決算の不認定、水
道部職員による不祥事などにより失墜した市
に対する市民の信頼を取り戻すには、大きな
ことを実行するのではなく、職員一人ひとり
の日々の親切丁寧な応対（対応）を積み重ね
て、少しずつ信頼を取り戻していくことが必要
であるため。

次の３項目を毎週月曜日の朝礼で唱和
し、実践する。
①市民の顔を見て、率先して挨拶を行
い、困っている市民には、市役所に来ら
れた目的等を聞き取り、該当部署へ案
内します。また、合理的配慮の気持ちも
常に忘れません。
②電話では、「お電話ありがとうござい
ます」はもちろんのこと、２コールは「お
待たせしました」、３コール以上は「大変
お待たせしました」という言葉を添えま
す。
③相手方の意図を汲み取ったうえで対
応を行い、相手が来庁された期待を下
回らないようなプラスαの対応を行い、
苦情をゼロにし、信頼回復につなげて
いきます。
　※苦情を受けた場合は、総務課苦情
シートに内容と改善策を記入し、情報共
有を図る。

全員

来客には、挨拶をすることともに、その方の意
図をくみ取り丁寧に対応できた。総務課の職
員の対応については苦情はなかった。
引き続き丁寧な対応を心がけ、市民からの信
頼を得ていく必要がある。

柏原支所 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

言葉遣い、態度、行動に
よる市民からの苦情をゼ
ロにする。

窓口の業務は、日々、職員一人ひとりが丁
寧に市民と接することにより、市民からの信
頼を得ることができ、それが業務を円滑に進
めることにも直結するため、注意すべきこと
を十分認識して業務を進めなければならない
ため。

・窓口に来庁されるすべてのお客様へ、
『おはようございます。』、『こんにち
は。』、『ありがとうございました。』等の
あいさつを必ず行うため、朝礼で大きな
声を出してあいさつの練習をする。
・窓口業務に当たる前に、服装（公務員
にふさわしい服装）、身だしなみのチェッ
クを行う。

全員

朝礼で大きな声を出して、あいさつの練習を
すること、また、窓口業務は、市民に最も近く、
良くも悪くも丹波市のイメージに直結すること
を職員間で意識共有し「気持ちの良いあいさ
つ」を心がけたが、窓口サービスアンケートで
は、「悪い」の回答は無いものの「良い」の割
合が前年より下がっていることから、次年度に
向けて、職員一丸となって徹底した意識改革
による取り組みが必要。

氷上支所 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底、服
装等の見だしなみ、言葉
づかい、態度・行動による
市民から苦情を「ゼロ」に
する。

氷上支所は最も身近な行政窓口であり、市
役所全体のイメージと捉えられる。そのた
め、市民との信頼関係を築きながら、それぞ
れの業務を円滑に進めなければならないた
め。

・朝礼時に周囲の職員と見だしなみの
チェックを行う。
・来庁される市民の方へ「おはようござ
います。」「こんにちは。」「お疲れ様でし
た。」等適宜適切な声掛けを行う。
・常に市民に見られていることを意識し
て行動するとともに、親近感を持って来
庁しやすい雰囲気づくりに努める。

全員

（評価）
・事務事業評価指標である支所窓口アンケー
ト結果の「良い」と答えた割合は77％で、今年
度も高い水準を維持しており、取り組みの成
果が出ている。
（課題等）
・コロナ感染防止の遮蔽板が市民との距離を
遠くしていると感じられるので、さらに意識した
あいさつ・声かけが必要である。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

青垣支所 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

市民からの接遇に関する
苦情件数をゼロにする。

支所は市民に最も身近な行政窓口であり、
支所のイメージが市役所全体のイメージとな
る場合も考えられる。そのため、市民の健康
福祉業務等の窓口として、適正な事務処理
をするとともに、市民から親しまれる組織とす
るため。

・来所される市民の方へ「おはようござ
います。」、「こんにちは。」、「お疲れ様
でした。」等の挨拶をしっかりと行い、ま
た、「お預かりします。」、「確認いたしま
す。」等適宜適切な声掛けを行う。
・市民の方をお待たせする時間が長くな
る場合は、はっきりと時間の目安を伝え
ることを心掛ける。
・朝礼時に周囲の職員と身だしなみの
チェックを行う。
・常に市民の方に見られていることを職
員全員が意識し、私的な会話は慎む。
・節度ある態度、行動により、親近感が
あり、来所しやすい雰囲気づくりに努め
る。

全員

【達成度評価】
具体的取組みをしっかりと行うことができ、市
民からの苦情件数はゼロ件であった。また、
あいさつや声掛けをはっきり行うことにより、
親近感と安心感のある窓口対応をすることが
できている。
【次年度への課題】
令和2年度は支所機能集約の初年度であった
が、今後も集約は継続していくものと考える。
職員は集約後の事務対応により煩雑であった
が、苦情等を受けることもなかったため、今年
度同様に親切丁寧な市民応対を継続してい
く。

山南支所 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

これまでの職員の不祥事等によって失った
市民からの信頼を回復するための取組とし
て、あいさつ運動の徹底を図る。

来庁される市民の方に、「おはようござ
います。」「こんにちは。」「ありがとうござ
いました。」などの挨拶を徹底する。

全員

来庁者に対する窓口対応において、苦情は寄
せられなかった。
次年度においても、あいさつ運動の徹底を図
り市民からの苦情ゼロに取り組んで行く。

市島支所 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、服装等の身だしなみ、
分かりやすい言葉遣い、
態度による市民からの苦
情を「ゼロ」にする。

令和２年７月の決算審査に於いて、代表監
査委員から支所職員のみだしなみ、マナー
についての言及があり、部外者から見て無
作法とならないよう徹底するよう職員への伝
達の要請があったため。

・朝礼時に職員同士で身だしなみの
チェックを行う。（名札の着用等。）
・来庁される市民の方へ、『おはようござ
います。』、『こんにちは。』、『お疲れさま
でした。』、『ありがとうございました。』等
の挨拶を徹底する。
・常に市民の方に見られていることを職
員全員が意識し、行動する。

全員

具体的取り組みを実践していたが、職員の電
話での言葉遣い、態度に対して市民からの苦
情が１件発生したため、どのような相手であっ
ても、冷静かつ相手の立場に寄り添う対応を
心掛けて対応する。
総合的には、窓口アンケートの結果として、市
民満足度が前年度より３％向上する結果と
なったため、引き続き挨拶や丁寧な接客に努
める。

くらしの安全課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（傾聴姿勢）市民からの相
談、問い合わせについて
は、親切丁寧に応対しま
す。

電話をかけてこられた方
の印象が向上するもので
あり、目に見える具体的
成果はない。

電話をかけた際に、ワンコールで対応される
場合と数回コールした後に対応されるのとで
は、電話をかけた側の第1印象に大きな差が
出る。現在、全庁的に取り組んでいる「お電
話ありがとうございます」プロジェクトととも
に、心地よい市民サービスを目指す。

内線・外線を問わず、くらしの安全課に
かかってくる電話に「ワンコール」で対応
する。
確実に実施するためには、不在（離席）
時は課員に声をかけるなど、日ごろから
のコミュニケーションを図ることも重要と
なり、職場内の連携を向上することも必
要であり、その点についても併せて意識
して取り組む。
課員がこのワンコールに取り組むことに
より、市民の声・目を意識し、市民サー
ビスの向上を図る。

全員

【達成度評価】
・「ワンコール」を意識することで、窓口業務で
もお待たせすることのない迅速な対応を行うこ
とができた。

【次年度への課題】
・迅速な対応に加え、気配りや心ある対応に
より、市民対応における満足度の向上を目指
す。

障がい福祉課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

当課は、市民（障がい者）の皆様と接客する
機会が非常に多く、市民目線で物事を考えら
れるように意識付けをしたいため。

・来庁される市民の方へ、「おはようござ
います」「こんにちは」「ごくろうさまでし
た」「ありがとうございました」等の挨拶
を必ず行う。
・ろう者の方への対応は、手話やボード
（筆記）により挨拶や対応等を行う。
・朝礼時に向かいの職員との身だしな
みのチェックを行う。
・常に市民の方に見られていることを職
員全員が意識し、私的な会話は慎む。

全員

【評価】
・あいさつについては概ねできていた。
・障がいのある方と接する機会が非常に多い
ため、市民目線で物事が考えられるような対
応ができていた。

【課題】
・トラブルの可能性のある事案については、係
長を中心に複数人で考える等、未然に防止す
ることができる体制が必要である。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

健康課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（傾聴姿勢）市民からの相
談、問い合わせについて
は、親切丁寧に応対しま
す。

対面または電話における
相談、問い合わせについ
て、出来るだけわかりや
すい言葉で説明を行い、
最後に必ず、ご理解いた
だけたかどうかを確認す
る。

令和２年度は健診体制が大きく変更になり、
戸惑われている市民が多くおられる状況であ
る。変更初年度である今年度に、しっかりと
わかりやすく丁寧に説明することにより、一
人でも多くの市民に健診を受診いただき、新
たな健診体制を市民に定着させる必要があ
るため。
新型コロナウイルス感染症に関する不安の
軽減に努めるため。

１．健診制度改正に伴い、市民からの
問い合わせに対応するため、想定され
るものをＱ＆Ａとして作成し、課員に配
布し、共通理解する。
２．課内会議や朝礼の場で、よくある質
問や新たな質問等について、説明し担
当者を中心として、間違いのない説明を
行うように共通理解する。
３．込み入った相談については、相手の
連絡先や連絡可能な時間を聞き、担当
者より折り返し連絡を入れることを説明
し、理解を得る。
４．新型コロナウイルス感染症における
感染者の個人情報に関する問い合わ
せに関しては、法律上の規定に従って
いることを説明し、要望に応えられない
が、問い合わせ者の不安軽減につなが
るように受け止める。

全員

【達成度評価】
・市民からの問い合わせや相談に関しては、
どんな内容であったとしても、わかりやすく丁
寧な対応を心がけ実践できた。
・担当業務以外のことでも対応できるようQ&A
を作成した。
・今年度は新型コロナウイルス感染症にかか
る問い合わせが多く、中には人権侵害にあた
る不当要求も多くあり、対応に苦慮した。人権
意識をしっかり持ち対応するように指示した。
【次年度への課題】
・次年度はワクチン接種にかかる問い合わせ
が増加することも予想されるため、人権に配
慮しつつ、親切丁寧な対応を課員全員は実施
できるよう準備を行えるよう能力の向上を図
る。

観光課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

観光課には市外からの観光に対するお問い
合わせが多く、また、庁舎一階出入口付近に
あるため、庁舎に来られた市民の方から担
当窓口等をたずねられる機会も多いことか
ら、常に接遇に気を配る必要がある。

・来庁される市民の方へ、『おはようござ
います。』、『こんにちは。』、『ありがとう
ございました。』等の挨拶を行う。
・お問い合わせには、丁寧な言葉づか
いで対応し、わかりやすい説明となるよ
う気を配る。
・観光課の所管以外の問い合わせ等に
も、担当窓口を案内するなど、適切に対
応する。

全員

・来庁者への挨拶、丁寧な言葉づかい、庁舎
案内等について適正に実施でき、言葉遣いや
態度による市民からの苦情ゼロを達成できる
見込みである。
・庁舎1階出入口に面しており、来庁者から問
い合わせ等を受ける機会が多いので、次年度
も引き続き接遇に気を配りたい。

道路整備課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

言葉遣い、態度による市
民からの苦情を０にする。

一人ひとりが「丹波市職員の手引き（人材育
成編）」に基づき、当たり前の事を当たり前以
上におこなう意識をもって取り組み、何事に
も市民の立場で考え丁寧な対応をおこない、
更なる行政サービスの向上に努める。

・「丹波市職員の手引き（人材育成編）」
を熟読し、接遇や服務規律、倫理を再
認識し、実践すること。
・挨拶の励行、身だしなみのチェック
・作業服での出勤の禁止や職務中は市
指定の作業服を着用すること。

全員

【評価】
・接遇研修の実施
　　　　11月27日（道路整備課主催）全員参加
・朝礼時の道路整備課方針、課員憲章唱和に
よる職員意識の徹底を図った。
・市指定作業着の着用徹底により職員意識の
認識に努めた。
【課題】
・職員全員が主体的に取組む姿勢や、当たり
前の事を継続する意識が大切である。
・市民目線に立った行政サービスの更なる向
上が求めれれている。

下水道課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

組織改編で上下水道部となり、お客様セン
ターを含めて春日庁舎３階に事務所が移転
することになった。その３階において、下水道
課は、エレベーター、階段側に位置し、その
窓口的に来客が多いため。

・来庁される市民の方へ、挨拶の徹底を
する。
・電話に出る際には、「お電話、ありがと
うございます。」の第１声を徹底する。
・来庁される市民の方へ、要件をしっか
り丁寧に伺った上で、目的の場所へ案
内を行う。

全員

［評価］
・３階フロアの入り口のため、来庁者の要件を
伺った上で、目的の場所に案内が行えた。
［課題］
・来客に気づかず、挨拶が出来ていないこと
があり、再度徹底していきたい。

予防課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（市民の応対）市民に分
かりやすい説明ができる
ように心がけます。

根拠に基づいた説明を行
う。

市民の意見をしっかりと理解したうえで、順
序立ててはっきりと伝える。

・相手の意見をしっかり聞く。
・具体的に伝える。
・説明責任が果たせたか確認する。

全員

予防課業務は業者対応等が多いため、複数
名での対応を行い説明責任が果たせたか係
員間で検証することで、常に認識を持つことが
でき、効果があった。
次年度も継続する。
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評価検証

実施部署 項目区分 職員憲章 実践行動 実施項目 実施項目達成指標
実施項目達成指標

を設定した理由
※重点項目以外は各課選択項目

具体的取組み 対象 取組達成度評価と次年度への課題

計画策定時記入済

学校教育課 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
市民からの苦情を「ゼロ」
にする。

・市民、保護者からは市もしくは学校への不
安や不満の声が多い。その声に職員一人ひ
とりが丁寧に対応することが、学校への理解
や信頼につながっていく。今後も市民からの
声に丁寧な対応に努める必要があるため。

・来庁される市民の方へ、『おはようござ
います。』『こんにちは。』『ごくろうさまで
した。』『ありがとうございました。』等の
挨拶を徹底するとともに、近くの職員が
すぐに駆け寄る等、相手に寄り添った接
遇に徹する。
・市民からの声は、情報共有シートにそ
の後の対応を含め記載し、課内共有を
図るとともに複雑な事案においては早
急に協議を行う。
・電話に出た時の第一声「お電話ありが
とうございます」を徹底する。

全員

【評価】
言葉遣い等による学校、市民からの苦情ゼロ
・来庁者、外部電話対応時の挨拶、接遇に努
めることができた。
・部内共有が必要な保護者等からの意見につ
いても情報共有を図り、連携し対応策を協議
できた。
【課題】
・迅速な部内共有体制の維持を図ること。
・日々の業務のため、今後も定期的な講話や
研修等によりその目的や意識の高揚を図って
いく。

植野記念美術館 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（接遇の基本）接客マナー
を身につけ、身だしなみ、
言葉遣い、聴き方など不
快感を与えないようにしま
す。

あいさつ運動の徹底を図
り、言葉遣い、態度による
来館者からの苦情を「ゼ
ロ」にする。

来館者への丁寧で気持ちの良い応対によ
り、美術館へのリピーターを増やし、市民に
優れた芸術文化に触れる機会を提供するこ
とにより、こころ豊かで生きがいのある生活
を送ること、また、感性豊かな子供を育てるこ
とをめざすため。

・笑顔で自らあいさつする。
・来館される方に「おはようございます」
「こんにちは」「いらっしゃいませ」「あり
がとうございました」等のあいさつを徹
底する。
・電話に出た時の第一声「お電話ありが
とうございます」を徹底する。
・来館者からの相談、問い合わせにつ
いては、親切丁寧に応対する。
・来館者の立場に立って、相手に分かり
やすい説明ができるように心がける。

全員

・笑顔で自らあいさつすることができた。
・来館される方にあいさつを徹底することがで
きた。
・電話に出た時の第一声「お電話ありがとうご
ざいます」を全員が実践することが出来た。
・来館者からの相談、問合せについては、親
切丁寧に応対することができた。
・来館者の立場に立って、相手に分かりやす
い説明ができた。
・今後も、丁寧で気持ちの良いあいさつによ
り、美術館へのリピーターを増やしていきた
い。

農業委員会事務局 各課選択項目 地域意識
10　市民目線を大切に、
市民感覚で考えます

（市民の応対）市民に分
かりやすい説明ができる
ように心がけます。

説明内容が分からない、
といった苦情や不満が絶
対に聞かれないようにす
る。

窓口等では農地に関する多種多様な相談を
受けるが、相談内容を十分理解し、最適な解
決手段を模索し円滑な事務手続きを進める
ため。

複雑な相談内容の場合は、出来る限り
複数の職員で対応する。
相談内容は、図面作成も含めできるだ
け記録を残すとともに、後に情報確認で
きるよう連絡先は必ず聞き取る。
新たな相談の場合、対応者以外の職員
が当該農地の情報収集のための農振
図面や農地台帳の作成などを応援する
ことで、相談に集中できるようにする。

全員

複雑な内容の相談があった際には、複数職員
で対応にあたった。
また各種相談を受けた際には、当該地の図面
と記録を残すよう心掛けた結果、対応を放置
することとは無かった。
係争に関する案件も散見されるので、今後も
出来る限り複数職員での対応を心掛けなが
ら、課内での情報共有までのスピードを上げ
ていきたい。

社会福祉課 各課選択項目 地域意識
11　丹波市に愛着を持
ち、丹波市で活躍する
人材になります

（業務の視点）「何が市民
のためになるのか」「今
やっていることは本当に
市民のためになっている
のか」という視点を大切に
します。

次年度に向け、今年度中
に見直し又は他事業への
転換等を行う事務事業の
制度設計を適切な視点で
もって実施する。

合併以前（又は合併以降）から引き継がれて
きた一般高齢者等の福祉施策が超高齢社
会の進展により、過渡期を迎えている。限ら
れた財源の中、行政改革だけを視点とせず、
市民目線に立って理解が得られる各種制度
の見直し等を行う必要があるため。（スクラッ
プ&ビルド）

（1）福祉団体等バス借上補助金【廃止
を含む見直し】
（2）福祉人材確保対策（３つの補助事
業）【補助事業の拡充と整理】
（3）市社会福祉協議会補助金【補助体
系の整理と転換】
（4）敬老事業補助金【他事業へ転換】
（5）長寿祝金支給事業【見直し】
（6）指導監査実施方針【策定】
※見直し等にかかる関係機関との協
議・調整、進むべき方向性の決定及び
今後のスケジュールの作成

全員

〔達成度評価〕
・各補助事業等の一斉点検を実施し、今後の
方針決定を行うための事前作業として、各担
当者の現状認識（分析・評価）と改善イメージ
の醸成を図ることができた。

〔次年度への課題〕
・一斉点検によって得た自己評価・検証結果
をもとに作成した方針及び今後のスケジュー
ルの部内検証と内外関係者等への調整を行
う。
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