
  

 

 

不祥事再発防止のための行動指針 

（改訂版） 

～市民から信頼される職員を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

日田市不祥事再発防止委員会 

 

 



  

目  次 

 

 

 １．はじめに ……………………………………………………………  １ 

 

 ２．改定にあたって ……………………………………………………  ２ 

 

 ３．行動指針の使い方 …………………………………………………  ３ 

 

 ４．不祥事の防止に向けた基本的な意識と取組 ……………………  ４ 

  （１）不祥事の起こりやすい職場風土 ……………………………  ４ 

  （２）不祥事の防止に向けた２つの基本的な意識 ………………  ５ 

  （３）不祥事の防止に向けた５つの基本的な取組 ………………  ７ 

  （４）市民の信頼回復に向けた日田市職員の心得 ……………… １１ 

 

 ５．これまでの不祥事 ………………………………………………… １３ 

 

 ６．各部等におけるリスクの洗い出し ……………………………… １５ 

 

 ７．部会（業務分野）ごとのリスクと対策のとりまとめ ………… １６ 

 

  （１）契約事務  

    ①入札等の発注業務 …………………………………………… １６ 

    ②随意契約による工事、委託等の業務発注 ………………… １７ 

    ③契約締結に係る業務 ………………………………………… １７ 

    ④竣工、事業成果の検査・検証業務 ………………………… １８ 

    ⑤物品購入に係る事務 ………………………………………… １８ 

  

  （２）公金管理 

    ①収納事務 ……………………………………………………… １９ 

  ②補助金等の支給事務 ………………………………………… ２０ 

  ③支払事務 ……………………………………………………… ２０ 

    ④現金取扱事務 ………………………………………………… ２１ 

    ⑤関連団体等の会計事務 ……………………………………… ２２ 

 

  （３）倫理・服務 

    ①許認可等の決定事務 ………………………………………… ２３ 

  ②非公開情報の取扱い ………………………………………… ２４ 

  ③車の運転 ……………………………………………………… ２５ 



  

    ④業務関係者等との関わり …………………………………… ２５ 

    ⑤ＩＣＴを利用した情報交換、発信 ………………………… ２６ 

    ⑥一般服務 ……………………………………………………… ２７ 

 

  （４）一般事務 

    ①接遇  ………………………………………………………… ２８ 

 ②公用車の点検、整備 ………………………………………… ３０ 

 ③人事異動に伴う事務引継 …………………………………… ３１ 

    ④事務分掌における正副担当の連携 ………………………… ３１ 

    ⑤担当者不在のときの対応 …………………………………… ３２ 

    ⑥公文書の管理 ………………………………………………… ３３ 

    ⑦施設の維持、管理 …………………………………………… ３４ 

    ⑧予算作成(当初予算、決算見込時)における積算事務 …… ３４ 

    ⑨関係法規に基づいた事務処理 ……………………………… ３５ 

    ⑩その他 ………………………………………………………… ３６ 

 

８．継続的な推進体制 ………………………………………………… ３７ 

 

９．参考資料 

  （１）関係規定について 

    ①日田市不祥事再発防止委員会設置規程 …………………… ３８ 

    ②委員並びに部会員名簿 ……………………………………… ４１ 

    ③地方公務員法抜粋（懲戒、服務）…………………………… ４４ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１  

１．はじめに 

 

本年４月、市職員による公金横領という前代未聞の不祥事が発生しました。 

私たち職員に対する市民の信頼は大きく失墜したと言わなければなりません。 

また、職員にとっても大きな衝撃と無念の思いを抱かせる事件でしたが、今回の事

件は、昨年来頻発した一連の不祥事と無関係ではありません。 

不祥事のたびに、公務員倫理の喚起やリスク管理の徹底を指示したにも関わらず、

なぜ同じ過ちが繰り返されてしまったのか、なぜ歯止めとならなかったのか、ここに

私たち職員の意識や組織としての大きな課題があるのではないでしょうか。 

法令遵守意識の欠如による公文書の改ざん、責任感の薄れや不注意が引き起こした

事務処理ミス、人権意識を問われる不適正な行動など、引き起こした当事者だけの問

題でなく、職員一人ひとりが我が事として、謙虚に、そして真摯に受け止めることを

してきたのか、全職員が今一度振り返ることが必要です。 

そこで、二度とこのような不祥事を引き起こさないために「日田市不祥事再発防止

委員会」を立ち上げ、職員の意識や組織としての課題をしっかりと検証し、再発防止

に向けた行動指針を策定することとしました。 

策定に当たっては、各係単位で予測されるリスクの洗い出しを行うことにより、ま

ず全職員がリスクを身近なこととして意識することから始め、洗い出されたリスクと

その対策を「契約事務」「公金管理」「倫理服務」「一般事務」の４つの観点から関連

する部門の課長、係長を中心に特徴的な項目ごとに整理し、まとめる作業を経て、こ

の行動指針ができあがりました。 

職員は業務や行動に当たり、市民に信頼される職員であるためには何を意識し、ど

のように行動すべきか、常日頃からこの行動指針を確認し自己を見つめ直すための指

標として活用してください。 

一度失った市民からの信頼は一朝一夕に回復することはできません。また、特効薬

もありません。ある意味、この行動指針に示された対策もごく当たり前のことかも知

れません。しかし、時間はかかっても当たり前のことを正確に、一つひとつ積み重ね

ていくことしか信頼回復の道はありません。 

不祥事の再発防止に向けて、職員が相互に信頼し高め合える職場風土を、今から全

職員挙げて作っていきましょう。 

 

 

平成２６年７月１７日       
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２．改定にあたって 

 

平成 26 年 4 月に発生した市職員による公金横領という前代未聞の不祥事を受け、

二度と不祥事を引き起こさないとの決意を込めて平成 26 年 5 月に「日田市不祥事再

発防止委員会」を立ち上げ、職員の意識や組織としての課題をしっかりと検証し、再

発防止に向けた行動指針を策定しました。 

行動指針策定以降、各課において不祥事防止に関する研修を実施するとともに、公

務員倫理の喚起やリスク管理の徹底を指示するなど、市全体の取組として再発防止に

向けて取り組んできました。しかし、誠に残念ながら平成 29年 11月にまたしても準

公金横領という極めて悪質な不祥事が発覚しました。 

再発防止に取り組んでいる最中にも関わらず、このような同じ過ちが繰り返されて

しまったことは、痛恨の極みであります。このことは、私たち職員の職務に対する認

識の甘さ、組織としての弛みがあったと言わざるを得ません。また、職員一人ひとり

が不祥事を我がこととして捉え、無関心にならず職員同士が高め合う組織となり得て

いなかったことの証左でもあります。 

そこで日田市不祥事再発防止委員会では、職員の意識や組織としての課題を再度

しっかりと検証し、今後二度と不祥事を引き起こすことのないよう、改めて不祥事再

発防止に向けた行動指針の見直しを行うこととしました。 

職員には、常日頃からこの行動指針を確認し自己を見つめ直すための指標として活

用することにより、「市民に信頼される職員」「市民の立場になって考える職員」であ

るために、何を意識し、どのように行動すべきか、再度真剣に考えることから始めて

もらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月３０日     

日田市不祥事再発防止委員会 

委員長  大 塚 勇 二 
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３．行動指針の使い方 

 行動指針は「市民から信頼される職員」を実現するために、「５つの基本的な意識

と取組」及び「市民の信頼回復に向けた日田市職員の心得」を掲げ、職員がとるべき

行動をまとめたものとなっていますので、この指針を参考に、次のことを実践するこ

とが求められます。 

 

 

理解する 

この指針には，職員がとるべき行動やこれまでの不

祥事例等が記載されていますので、まずは指針をよく

読み、行動規範について理解します。 

 

 

実践する 
 身の回りことや担当業務について、しっかり実践し

ます。 

 

 

点検・改善する 

 「日田市職員の心得は守られているか」「誤りはない

か」を職員個人のみならず、組織で点検し、より適正

な業務の遂行、さらにはより良い市民サービスを目指

します 

 

 

「 市 民 か ら 信 頼 さ れ る 職 員 」 の 実 現 
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４．不祥事の防止に向けた基本的な意識と取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 不祥事の起こりやすい職場風土 

○ 問題意識の希薄さ・欠如 

 

 

 

 

○ お互いにアドバイスしない・忠告しない → 誰かがするだろう 

○ 組織内のコミュニケーション・連携不足 

➢上下の連携・部局を超えた横の連携不足 

○ 利害関係者との癒着・馴れ合い 

○ 前例踏襲の体質（前任者と同じ、先輩から教えられたまま） 

○ 担当者に任せきりの業務管理体制とチェック機能の不備 

➢事務分掌や人事配置の固定化 

○ 隠ぺい体質（職員個人においても、組織においても） 

➢都合の悪い情報を隠したり、報告を先延ばしにする 

○ 時代の変化、住民意識の変化に対する認識不足 

➢職務に対する意欲や研究心、責任感の欠如・減退 

○ 職員個々の意識の低さ（組織の一員として自らを律する意識） 

○ 仕事、職場、自分に対する慣れ・ダレ・甘え・乱れ・疲れ 

    ➢危機感・緊張感・連帯感の不足 

○ 他の自治体（他の職場）の不祥事に無関心 

（吉田 寛 氏「リスクマネジメント研修資料」より） 

➢自分だけは大丈夫、自分には関係ないという過信 

➢これくらいはいいだろうという甘えの意識、危機感のなさ 

➢不祥事は個人の問題で組織は関係ないというチーム意識のなさ 

➢不祥事防止は組織がすることという他人任せの考え 

 

不祥事等の発生を防止するためには、どのような職場風土において不祥

事が起こりやすいのかを職員全員があらかじめ認識し、その認識に立って

対策を講じることが効果的です。 

そこで、これまでの事案等から不祥事の温床として考えられる職場風土

を以下のとおり分析し、そこから私たち職員が不祥事の防止に向けて基本

的に意識し、取り組むべき事項を明確化しました。 
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（２）不祥事の防止に向けた２つの基本的な意識 

 

 

 

 

 

① 偏見、思い込み（バイアス）にとらわれていないかを意識する 

○ 多数派同調バイアス（集団同調バイアス） 

  ➢人は判断に迷った時、異常な事態に遭遇した時 

   ・とりあえず他の人と同じ行動をとろうとする 

・周囲と同じ行動をとることで安全と考えようとする 

 「前任者と同じやり方をしておけばいい」 

 「とりあえずみんなと同じようにやっておこう」 

 

○ 正常性バイアス（正常化の偏見） 

    ➢心を落ち着かせるために自分の判断を正当化しようとする 

➢異常なことは起きていない 自分は大丈夫だと思う心理 

➢危険を無視・過小評価して、心の不安定を解消しようとする 

 「他にもやっている人はいるから問題ないはずだ」 

 「何か変だけど多分大丈夫だろう」    

 「これくらいはいいだろう」 

 

○ ベテランバイアス 

➢経験豊富だと 情報の判断に過去の経験が大きく影響 

➢経験を超えた事態が起きても 経験則のみで判断しようとする 

➢自分の経験による知識を過信してしまう 

 「永年やってきて このやり方で問題はなかった」 

 「思い込み・決め込みで判断処理する」 

 

○ 傍観者効果 

➢事故現場で救急車は誰かが呼ぶだろうという思い込み 

➢集団による責任の分散＝誰かがするだろう 

 「問題はあるけれど、自分がしなくても誰かが指摘・改善するだろう」 

不祥事の発生を防止するに当たって私たち職員が特に意識しなければ

ならない点を以下の２点とします。 



 

６  

 ② 倫理確立の３本柱と不祥事のメカニズムを意識する 

○ 倫理の確立は ３本の柱（知識・意識・行動）で支えられています。 

 

 

  ◇知識と意識を勘違いしていないか？ 

 

＊「知識」は情報。常に正しい知識・新しい知識の確保に努めなければなら

ない。 

    何をしなければならないか？何をしてはいけないか？ 

何をしたらいいか？何をしないほうがいいか？ 

 

＊「意識」は、正しい知識を常に心に留めて、行動基準として活かしている

か？ 

正しい意識は正しい知識があってのこと。 

 

＊「知識」を「意識」し続けるためには日常の繰り返しが欠かせない。 

知識と意識の継続には、職場でのコミュニケーションやミーティン

グが大きな役割を果たす。 

 

＊行動は、正しい知識と正しい意識の上に立つ。 

知識不足や間違った知識は、間違った行動を生じる。 

意識が欠けたときや薄れたときに、正しい行動の制御を失う。 

正しい知識と正しい意識があっても 

     見える形の「行動」で示さなければ市民の理解・信頼は得られな

い。 
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◇知識・意識・行動から見た不祥事のメカニズム 

      知識・意識・行動の面から不祥事の発生を見てみると、それぞれの面に

おける以下のような逸脱した考え方が、その要因になっていることが分か

ります。行動に当たっては以下の点に留意しなければなりません。 

 

 

（吉田 寛氏 「リスクマネジメント研修資料」より） 

 

（３）不祥事の防止に向けた５つの基本的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 職員間のコミュニケーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員間のコミュニケーションを積極的に図ることで、職員同士の意

志疎通や共通認識が高まり、業務に関する課題やミスの早期発見、未

然防止が可能となります。 

また、良好なコミュニケーションは職員相互の良好な人間関係を築

くこととなり、業務効率や市民サービスの向上にもつながります。 

 各職場において、リスクの洗い出し作業を行い、3,000 件を超える

リスク項目とその対策があげられました。この全項目を部会において

分析、整理し本市において共通して取り組むべき基本的な事項を以下

のとおりとしました。 

各項目は相互に関連があり取組事項として重なる部分もあります

が、この基本事項に全庁あげて取り組むことで不祥事や事務処理ミス

の発生を防止していくこととします。 
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○職場ミーティングの開催 

  職場内でのミーティングを定期的に行い、ミーティングの場を単なる連絡や

伝達の場から、業務に関する課題の確認や業務改善の場としてその機能を充

実強化し、その活用に努めます。 

○職員間の声かけ、あいさつ 

職員同士の声かけやあいさつにより、平素から良好な人間関係の構築に努め

ます。 

○報告・連絡・相談 

日頃からの報告・連絡・相談を密にし、職員同士で情報を共有することによ

り、リスクへの的確な対応に努めます。また、管理職は気兼ねなく報告・連

絡・相談できる雰囲気づくりに努めます。 

ほうれんそう（報告・連絡・相談）のおひたし（怒らない・否定しない・助

ける・指示する）の徹底 

 ○コンプライアンス・ミーティングの開催 

職場内で定期的に「行動指針の内容」「担当業務に関する法令」「事務処理ミ

ス」「ハラスメント」「ＳＮＳ」等に関するコンプライアンス・ミーティング

を 2か月に 1回開催し、「法令や社会規範」「ルールやマナー」の尊守に関す

る意識の醸成に努めます。 

 

 ② 接遇マナーのレベルアップ 

 

 

 

 

 

 

○窓口や電話での言葉づかいや態度 

市民の立場に立って、親切かつていねいな応対に努めます。 

職員間で互いの接遇マナーについて指摘し合える雰囲気をつくります。 

○仕事にふさわしい清潔な服装や身だしなみ 

   市民サービスのプロとして、相手に不快感を与えない業務にふさわしい身だ

しなみを心がけます。 

○あいさつ 

お互いの心を開くには、まず「あいさつ」です。来客への積極的な「あいさ

つや会釈」が職員への信頼感を高め、良好な人間関係を築く最初の一歩とな

ります。 

 

市職員として市民サービスを提供するにあたっては、正確かつス

ピーディーな対応が求められますが、同時に適切な市民対応など、接

遇マナーが疎かになると相手からの理解を得られません。今後、接遇

マナーのレベルアップを図り、適切な市民対応を心がけます。 
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③ 業務スケジュールの管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務スケジュールの意識徹底 

業務の執行に当たっては、時間感覚をもって必ずこれをスケジュール化し、

執行漏れや遅延のないよう各職場で具体的な取組を行います。 

○スケジュール管理システム（グループウェア）の活用 

職員はグループウェアのスケジュール管理システムを活用し、必ず業務スケ

ジュールを入力し、当該職員はもとより複数の職員による業務の進捗管理を

行います。 

 

④ 基本的業務の正確な処理 

 

 

 

 

 

 

 

○業務に関する基本的知識の習得と正確な業務執行能力の育成 

公文書作成や法制執務、財務会計や契約事務など職員として基本となる知識 

や執行能力については、日田市人材育成基本方針及び日田市職員研修基本計

画に基き、職場での業務や研修等あらゆる機会を捉えて習得、育成に努めま

す。 

 

仕事のミスやトラブルは、無理なスケジュールや計画性のない業務

執行に多くの原因があります。また、職員個人に任せきりで他の職員

のチェックがないなど周囲の無関心も大きな要因として考えられま

す。このため、職員全体で、これまで以上にスケジュール管理を意識

した業務執行を行います。 

市民サービスの提供にあたっては、正確な業務執行が最優先されな

ければなりません。そのことが事務処理ミスや不正な業務執行の防止

につながるため、市職員として基本的に身につけていなければならな

い業務上の知識やスキルについては、確実に習得し、実行できる能力

の育成に努めます。 
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⑤ ５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾け）活動の実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

○５Ｓ活動の取組 

  良好な職場環境や事務事業を維持改善するため、以下の５つの取組を行いま

す。 

「整理(Seiri)」 

必要なものと不要な物を区別し、不要な物を処分すること。 

→事務事業においては、行政が行う必要のあるものと不要なものに

分け、不要な事業については整理します。 

 

「整頓（Seiton）」 

必要な物を誰でも、すぐに取り出せる状態にしておくこと。 

→担当者以外でもムダなく素早い対応ができるようにします。 

 

「清掃（Seisou）」 

職場を清掃して常にきれいな状態を維持すること。 

→市民には透明で分かりやすい事務執行を行います。 

 

「清潔（Seiketsu）」 

整理、整頓、清掃の３Ｓを続けることで、清潔で働きやすい職場を維持

すること。 

→事業やサービスの質を維持し、常に改革意識をもちます。 

 

「躾け（Shitsuke）」 

決められたルールや手順を正しく実行できるよう習慣づけること。 

→ＰＤＣＡサイクルによる事務事業を習慣づけます。 

 

 

 

５つのＳとは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾け」の５つの頭文

字をとったもので、職場環境の維持、改善につなげるスローガンです。 

職場環境や業務内容を身近な目に見える形で整えることが、職場全

体の不具合や自らの業務に取り組む姿勢を見直すことにつながるた

め、各職場において具体的な取組を行います。 
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（４）市民の信頼回復に向けた「日田市職員の心得」 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 日田市職員の心得 

 

■ 私たちは、市民の目線で考え、行動します。 

  
 

■ 私たちは、市民の信頼を大切にします。 

  

 

■ 私たちは、報告・連絡・相談（ホウレンソウ）を徹底します。 

  
 

 

（風通しの良い職場） 

職務を効率的・効果的に進めるため、連携・協力する組織を構築することが必要

です。そのため、職員は、互いの立場に立って、積極的にコミュニケーションを図

り、自由・闊達に議論できる組織作りに取り組みます。また、職務上発生した問題

は、一人で抱え込まずに、上司や同僚に報告・相談して、迅速に組織で解決にあた

ります。 

（コンプライアンス） 

市役所は、市民に納めていただく「税」を原資として、行政サービスを提供して

います。 

市役所のオーナーであり、ユーザーである市民の信頼なくしては、円滑な行政運

営はあり得ません。そのため、職員は、職務に関する公正・公平はもとより、職員

としての在り方そのものに対し、市民の理解を得られることが、市役所の仕事の最

も重要な基盤であることを自覚しなければなりません。 

 

※ コンプライアンスは、法令遵守だけでなく、広く公務員倫理に基づく行動を 

求めることを意味します。 

（市民中心・現場主義） 

市役所の仕事は、市民のために行うものであり、職員には「市民目線」を忘れず

に考え、行動することが大切です。そのため、職員は地域社会の現場で何が起きて

いるのか、市民がどのような課題を抱えているのかを意識しながら行動しなければ

なりません。 

 たび重なる不祥事の発生を受け、市民の信頼回復に向けた職員の具体

的な取組みとして「日田市職員の心得」を策定するとともに、職員が常

に意識づけできるような活用を図ります。 



 

１２  

■ 私たちは、仕事の改革・改善に取り組みます。 

  

 

■ 私たちは、広い視野と高い専門性を培います。 

 

 

 

 ② 活用方法 

  ○ 職員による復唱 

    ・新年の式典、仕事納め、辞令交付式の宣誓 

    ・部課長会、庁内連絡会 

・各課のコンプライアンス・ミーティング 

・定期的な職場ミーティング 

 

  ○ 職場内の見やすい場所に掲示する 

 

  ○ コンプライアンスカード（小さく印刷したもの）を全職員が名札の 

裏等に入れ持ち歩く 

 

  ○ 端末のディスクトップ画面に壁紙として表示する 

  

（意識改革） 

職員は、高度化・多様化する市民ニーズに的確に対応するため、常にアンテナを

高くし、社会・経済情勢や地域の状況を把握しながら、広い視野で考えるとともに、

自らの専門性を意識し、高めるように努めます。 

（仕事改革） 

職員は、市民生活を取り巻く環境や市民ニーズの変化に的確に対応できるように、

新たな課題の発見に努め、柔軟な発想で事務・事業の改革・改善に取り組みます。 
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５．これまでの不祥事（風化させないために） 

 

 ～これまでに発生した不祥事の概要・原因分析・改善策～ 

 

本市では、これまでに職員による公金の横領や、準公金の横領といった市民の信用

を失墜する不祥事が相次いで発生しました。 

これらの不祥事を忘れず風化させないため、また、今後、不祥事等の発生を防止す

るためには、不祥事やミスの真の原因がどこにあるのか徹底して究明する必要があり

ます。これは不祥事を引き起こした職員個人を追及することではなく、そのような事

態に至った組織としての課題を、これら不祥事から学び将来に活かそうと考えるため

です。 

このため、これらの不祥事について、その原因の分析と検証を行い、再発防止に向

けた改善策をまとめました。 

 

 

 

 

職員による公金横領 
 

○発生の時期 平成２６年１月～４月 

 

○事案の概要 

 平成２６年１月６日より同年４月８日の間に、税務課納税係窓口にて、主任Ａが、

窓口で預かった市税等を収納袋に納めずに洋服のポケットに入れ着服、市税等

3,081,600円 (59名分) を横領、借金返済と生活費に充てており、その事実が、４月

１１日に発覚し、同月１５日に懲戒免職処分となった。 

 

○事案発生の原因 

①窓口で収納された市税等は、対応した職員自身が現金を個々の収納袋にて  

 管理していた。 

②その日の現金の集計も個人で行っていた。 

③滞納管理システムで毎日の収納合計を打ち出して照合していなかった。 

④生活苦と欲求不満のはけ口として、ギャンブルに興じていた不安定な精神 

 状態に上司、同僚が気付かなかった。 

 

○改善策及び現状 

 ①レジスターと自動釣銭機を導入し、納税された金銭は機械内に収納し終業   

  まで施錠する。 

 ②滞納管理システムの改修を行い、一日毎の預かった金額の合計を出力する。 
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 ③滞納管理システムから出力されたデータと、レジの集計データ及び現金を 

  ２名で照合する。 

 ④鞄・財布等は、ロッカーに保管し施錠する。 

 ⑤お金のことで悩まないよう個人がファイナンス力をつける。 

 

 

 

職員による準公金横領 
 

○発生の時期 平成２９年１１月（平成２６年～平成２７年） 

 

○事案の概要 

 外部団体（小鹿田焼技術保存会）の経理を担当していた職員が、平成２６年（平成

26年 12月 4日から開催）・平成２７年（平成 27年 11 月 13日から開催）に小鹿田焼

技術保存会が実施した重要無形文化財伝承事業（後継者作品展）において、解説者へ

支払うべき謝金の一部（平成２６年度は７０万円、平成２７年度は８万円）を着服し

生活費等に充てていたもので、その事実を平成２９年１１月２２日に認め、同月２９

日に懲戒免職処分となった。 

 

○事案発生の原因 

①担当職員は平成２５年４月１日から文化財保護課文化財管理係に配属となり無

形文化財に関する業務を平成２９年９月末まで４年半担当してきた。 

②解説者へ支払う謝金は、本来口座振り込みをすべきであったが、解説者に現金で

渡すため事務室内の机の中に保管していた。その後、謝金を渡すことを失念して

しまい机の中に保管したままとなった。 

③生活費や、家族の入院費等の支払等でお金が必要となったことから、保管してい

た謝金を私的な支出に流用した。 

④上司や外郭団体は、会計書類に押印された領収書等があることから、私的な流用

には気付かなかった。 

 

○改善策及び現状 

 ①文化財保護課内で、会計事務も含めた全ての事務処理が完結しないように、保存

会会長、保存会副会長、保存会会計担当、文化財保護課職員、他の保存会会員の

役割分担を明確にし、相互に確認できるチェック体制にする。 

 ②通帳・印鑑管理・現金払いの仕方を見直し、それぞれ複数で管理、処理するよう

に改善する。 

③月 1 回の定例会を開催し、事業実施報告（進捗状況確認）、会計報告（予算執行

状況確認）を行い、事業実施者と事業管理者で情報を共有する体制をつくる。 
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６．各部等におけるリスクの洗い出し  

 

 組織的なリスクマネジメントの徹底と不祥事の再発防止に向けた具体的な取り組

みとするため、平成 26 年全部署において、不祥事の大きな要因となりうる業務分野

ごとに、考えられるリスクの洗い出し作業を行いました。 

 洗い出しに当たっては、係単位でミーティングを実施し、考えられるリスク及びそ

の対策に関する係員の意見を集約し、リスク一覧表にまとめました。 

 各部より、提出された業務分野ごとのリスクとその対策の件数は次のとおりです。 

 

 

（1）一般事務 （2）契約事務 （3）公金管理 （4）倫理服務 （5）その他　

リスク数 227 80 57 110 59 533

対策数 420 130 96 169 108 923

リスク数 200 83 122 100 32 537

対策数 317 120 161 156 48 802

リスク数 134 45 37 49 33 298

対策数 205 68 67 84 46 470

リスク数 226 72 88 111 75 572

対策数 387 109 121 187 117 921

リスク数 181 91 70 156 54 552

対策数 333 132 94 240 79 878

リスク数 54 40 31 34 6 165

対策数 78 60 39 50 6 233

リスク数 168 81 48 84 61 442

対策数 273 118 77 110 98 676

リスク数 5 0 5 0 0 10

対策数 7 0 7 0 0 14

リスク数 144 58 51 84 22 359

対策数 213 70 79 111 25 498

リスク数 7 1 2 3 0 13

対策数 12 2 7 3 0 24

リスク数 5 1 1 2 1 10

対策数 5 1 1 2 1 10

リスク数 3 2 2 3 5 15

対策数 3 2 2 5 6 18

リスク数 12 2 6 6 1 27

対策数 12 3 6 14 1 36

リスク数 36 13 7 13 11 80

対策数 33 12 7 13 7 72

リスク数 5 2 3 8 0 18

対策数 10 4 6 13 0 33

リスク数 1,407 571 530 763 360 3,631

対策数 2,308 831 770 1,157 542 5,608

農業委員会事務局

水道課

日田玖珠広域消防組合

合計

教育庁

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

商工観光部

農林振興部

土木建築部

会計課

総務部

企画振興部

市民環境部

福祉保健部

部　　　局
　業　　　務　　　分　　　野

合計
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７．部会（業務分野）ごとのリスクと対策のとりまとめ  

 

 

 不祥事の大きな要因となりうる業務分野ごとに構成された四つの部会では、各部か

ら提出された「不祥事の再発防止に向けたリスクとその対策」をもとに、市全体とし

て、不祥事防止に有効なリスクとその対策の取りまとめを行いました。 

 今後は、各課で洗い出したリスクと対策については、各課において取り組むことと

し、部会で取りまとめた以下のリスクと対策は、市全体で取り組むこととします。 

 

 ※予算を伴うもの、マニュアル等整備の必要なものなど、時間を要する対策については、  

  網掛けをしています。 

※平成 29年度に見直しを行った項目については、下線を引いています。 

 

 

 

（１）契約事務 

 

①入札等の発注業務 

リスクの種類と内容 対  策 

入札条件の適

切な設定 

事務手続きの誤りなどから、事

務の遅延や公平な契約、入札

が執行できない  

・チェックシートを活用し、登録業者の資格確認、業者

選考の理由、条件等の確認を行う 

・指名通知書等を発送する際は、チェックシートを用い

て他の職員が再確認を行う 

予定価格の適

切な設定 

設計・積算誤りによる入札の不

調や、発注後に大きな設計変

更などが生じる 

・設計図書（設計書・図面・仕様書等）の内容について

は、設計条件を詳細に確認し、積算基準に準じ、適正

な価格算定を行う 

・見積りを依頼する場合は、原則、複数の業者を選考す

るように努め、公文書により通知を行う 

・見積価格は、類似施設や類似品等と比較し、適正な

価格であるかチェックを行う 

・見積内容の精査については、専門部署または複数で

確認する 

・最低制限価格は、算出根拠を明確にしておく 

発注業務の迅

速（適切）な遂

行 

入札の発注時期が遅れ、その

後の事務に支障が生じる 

・スケジュール管理を徹底し、進捗状況を複数の職員で

確認する 

・担当者が業務多忙な場合は、他の職員が協力する体

制を確立し、入札発注の遅延や失念を防止する 
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②随意契約による工事、委託等の業務発注 

リスクの種類と内容 対  策 

随意契約の理

由 

適切な理由なく特定の業者と

随意契約を行う 

・随意契約の理由として、その内容が地方自治法施行

令第 167条の 2第 1項各号及び日田市契約規則第 41

条の規定に該当するか確認する 

・随意契約での発注が適正であるか、上司が確認する 

・発注に当たっては、チェックシートを活用し、登録業者

の資格確認、業者選考の理由、条件等について複数の

職員による確認を行う 

・１社のみの随意契約の場合、その根拠となる理由を必

ず明確にする 

適正な金額で

の発注 

経費等の積算が妥当であるか

判断できず、契約金額が過大

となる 

・設計図書（設計書・図面・仕様書等）の内容について

は、設計条件を詳細に精査し、積算基準に準じ、適正

な価格算定を行う 

・見積りを依頼する場合は、原則、複数の業者を選考す

るように努め、公文書により通知を行う 

・見積価格は、類似施設や類似品等と比較し、適正な

価格であるか確認を行う 

進捗状況の管

理 

事務の遅延・失念により、支払

いの遅延や未払いが発生する 

・スケジュール管理を徹底し、進捗状況を複数の職員で

確認する 

・担当者が業務多忙な場合は、他の職員が協力する体

制を確立し、支払いの遅延や未払いを防止する 

 

③契約締結に係る業務 

リスクの種類と内容 対  策 

契約書に記載

すべき内容の確

認 

契約内容の確認不足や、契約

行為の理解不足により、契約

書類や契約内容に誤りが生じ

る 

・契約内容を十分把握し、複数の職員で書類確認を行

う 

・契約研修等に積極的に参加し、個人としてのスキル

アップを図る 

契約事務の迅

速（適切）な遂

行 

契約が必要な工事や業務を失

念したり、契約準備の遅れによ

り、業務に支障が生じる 

・スケジュール管理を徹底し、進捗状況を複数の職員で

確認する 

・担当者が業務多忙な場合は、他の職員が協力する体

制を確立し、契約の遅延や失念を防止する 

契約内容の履

行状況の把握と

管理 

履行状況の把握不足により、

契約内容の変更に必要な予

算措置や工期等の調整、及び

契約変更などの事務処理が遅

延する 

・契約内容や進捗状況を十分把握し、必要に応じ相手

方と協議を行い、その結果を書面化する 

・協議及び変更後の契約内容の確認については、複数

の職員で行う 
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④竣工、事業成果の検査・検証業務 

リスクの種類と内容 対  策 

検査・検証の不

備 

適正な検査・検証が行われな

かったことにより、事故・不具合

等が生じる 

・検査・検証は、担当者のほか業務内容に精通した者に

より行う 

・実施に当たっては事前に現場、成果報告書を確認し

て行う 

検査・検証のた

めの知識不足 

検査・検証に必要な専門的知

識を有する者が不在なため、

適正かつ十分な検査が行われ

ないまま物件成果を引受け、

事故・不具合等が生じる 

・研修等を通じ、検査・検証に必要な知識やスキルを

持った職員の育成を行う 

・検査・検証マニュアルを作成する等、検査体制を確立

する 

 

⑤物品購入に係る事務 

リスクの種類と内容 対  策 

発注業者の偏り 小額の物品購入は担当課で

業者を決定するため、特定の

業者に偏った発注を行う 

・発注時の業者決定については、担当者一人で決定せ

ず、他の職員や上司と協議する 

・係総括決裁となる物品購入においても、課長協議を行

う 

物品購入手続

き 

本来は、契約検査室に依頼し

て行うべき物品購入につい

て、適正な手続きが行われな

い 

・契約検査室に依頼して行うべき物品購入については、

年度当初にスケジュール管理表を作成し、物品に不足

が生じたり、無理な発注を行わないよう、適切な物品購

入を実施する 

事務遅延・失念

（ 支払いの遅

延・未払い） 

物品購入において、見積書、

納品書、請求書等の不適切な

管理や担当者の失念などによ

り、業者への支払いが遅延し

たり、未払いとなる 

・物品購入においては、一連の事務処理を記載した

チェックシートを作成し、担当者及び担当係総括による

チェック体制を確立し、それぞれの事務処理段階での

確認を行う 
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（２）公金管理 

 

①収納事務 

リスクの種類と内容 対  策 

納付額の誤り 納付書作成時に計算を誤り、

額を間違える 

・正副担当等によりダブルチェックする 

・自分自身でチェックする場合は時間を置いて行う 

窓口納付時に納付額やお釣

を間違える 

・納付額やお釣りは金額を読み上げるとともに、トレーを

使用して受け渡しを行い、納付者と双方で確認する 

・窓口が混雑したときは納付担当者以外の職員で納付

者に待ち時間を伝えるなど応援態勢をとり、納付担当者

が慌てず正確な処理ができるよう努める 

・収納窓口にレジスターと自動釣銭機を導入する 

・各課の収納窓口をまとめて総合窓口を創設するなど、

納付者が一箇所で納付できるようなシステム作りを検討

する 

口座振替データ作成時に、日

付や納付額を間違える 

・口座振替(引き落とし)データ作成の委託業務において

は、口座データの日付や納付額を委託業者とともに確

認する 

収納の誤り・収

納の遅延 

同姓同名の場合に間違えて収

納する 

・住所、氏名、年齢(生年月日)で本人確認を行う 

担当者不在で収納に時間を要

する 

・担当者以外でも迅速な対応が出できるようマニュアル

を整備し、内容を習得しておく 

・担当を人事異動に限らず定期的に代えて互いの業務

ができるようにする 

督促状の送付、

二重払い 

誤って督促状を発送する ・チェックリストを作り発送直前まで確認作業を行う 

口座振替を開始したときや納

付書の再発行をしたときなどに

二重納付になる 

･口座振替を開始した際には、口座振替開始通知に開

始時期を明記し誤納付を防ぐ 

･納付書の再発行を行う際には必ず収納状況を財務画

面で確認するとともに、納付者本人にも納付状況を確

認する 
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②補助金等の支給事務 

リスクの種類と内容 対  策 

支給遅延、支給

漏れ 

申請者の書類の不備等により

支給遅延や支給漏れが起こる 

・書類を受理する際は、チェックリストを用いて内容を確

認し、不備があればその場で助言を行い、期限までの

修正を依頼する 

 職員のスケジュール確認不足

等の不適正事務により支給遅

延や支給漏れが起こる 

・業務スケジュールとチェックリストを個人または業務ごと

に作成し、正副担当及び上司によるスケジュール管理

を行う 

・定期的な係のミーティングにより業務の進行管理を行

うとともに情報の共有化を図る 

支給額・交付手

続の誤り 

計算ミスや確認漏れにより支 

給額を誤る 

・正副担当者によりダブルチェックする 

 業務や法令に関する知識不足

や経験不足により交付手続や

支給額を誤る 

・書類を回覧する際に係員それぞれが確認を行う 

・係員の定期的な担当替えにより知識や業務内容の共

有化を図りチェック体制を強化する 

・年間を通じて実務研修への積極的な参加を促し職員

のスキルアップを図る 

 

③支払事務 

リスクの種類と内容 対  策 

支払遅延、支払

漏れ 

事務遅延や失念により支払遅

延や支払漏れが生じる 

・個人または業務ごとのスケジュール表や契約等一覧

表、予算執行状況表等を使用し、正副担当及び上司に

よる確認を行う 

・スケジュール表等は、全係員が確認できる状態にして

おく 

請求書の収受や支払証票の

処理誤りにより、支払遅延や支

払漏れが生じる 

・請求書が届いたら、全係員が確認できる場所に置き、

早急に支払処理を行う 

・予算執行状況表により正副担当等で相互に支払いの

進捗状況を確認する 

支払事務の誤り 購入（契約）の必要性や内容

について疑義が生じる 

・予算を執行する際に上司や正副担当等で確認を行う 

 実績報告や完了報告書類の

不足・不備や完了確認が不十

分なまま支払いを行う 

・契約等一覧表やチェックリストにより、提出書類の確認

や業務の進行状況の管理を行う 

・契約書や提出書類、支出命令書を正副担当等で相互

に確認し、支払額の誤りや完了確認前の支払いを防ぐ 

 契約や支払の際に数量や単

価を誤り、契約金額や支払額

を誤る 

・契約等一覧表や予算執行状況表により確認を行う 

・契約書類や納品書・請求書を正副担当等で相互に確

認する 
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支払事務の誤り 支払先を誤る ・契約書類等と支出命令書を正副担当等により相互に

確認する 

マイナンバーの

漏えい 

マイナンバーの漏えいが生じ

る 

・会計課に提出する個人番号届出書(所得税に係る源

泉徴収票及び支払調書の作成に必要なマイナンバー

カードや通知カードを複写した個人番号が記載された

書類)を複写しない。また、個人番号届出書作成時に発

生した個人番号が記載された不要な書類は、シュレッダ

等で確実に破棄する。 

・個人番号が記載された個人番号届出書は、施錠でき

るキャビネット等に保管する 

 

④現金取扱事務 

リスクの種類と内容 対  策 

収納現金の紛

失等 

各収納窓口で現金の紛失・盗

難・横領が発生する 

・収納窓口では複数の職員で対応し、金庫に入れるま

で現金から目を離さない 

・業務終了後、納付書と現金の照合を複数の職員で行

い、上司に報告した後、速やかに会計課金庫等に収納

する 

・収納現金は、日田市会計規則第 33 条に基づき、当

日、遅くとも翌営業日には金融機関へ入金する。また、

振興局等においても、これに準じた取り扱いに努める 

・収納窓口にレジスターと自動釣銭機を導入する 

・現金収納件数を減らすため口座振替納付を推進する 

支払現金の紛

失等 

資金前渡払及び現金払現金

の紛失・盗難・横領が発生する 

・現金は金庫で管理し、受領者へ速やかに支払いを行

う 

・受領希望日を支払日又は前日に設定し、現金保管期

間を短くする 

・資金前渡払及び現金払を、可能な限り口座払に移行

する 

精算事務の失

念 

精算遅延及び精算漏れによる

戻入漏れが発生する 

・資金前渡出納簿への確実な記載と、複数の職員によ

る確認を行う 

・支払担当者は、受領者の業務・出張等スケジュールの

把握を確実に行う 

金券等の紛失

等 

金券等の紛失・盗難・不正使

用が発生する 

・金券等を使用する場合は、上司の許可を得た上で金

券等出納簿に確実に記載する 

・金券等は金庫で保管し、金券等出納簿と残数の確認

を複数の職員で定期的に行う 
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⑤関連団体等の会計事務 

リスクの種類と内容 対  策 

現金の紛失、盗

難、横領 

通帳や現金の管理において紛

失、盗難、横領等が発生する 

・経理事務は、原則として関連団体等が行う 

・事務担当者を定期的に交代させる 

・担当課は、管理職により半年に 1度監査を行う 

・経理事務を行う場合は、現金の収受及び受渡は 2 人

体制で行い、口座振込を推進するとともに、現金収受の

場合は必ず領収書を発行する 

・現金は出納簿に記入後、速やかに通帳へ入金する。

止むを得ず時間外に保管する場合は、会計課及び各

振興局・センターの金庫にて保管し、翌日（翌日が土・

日又は祝日の場合はその翌日）、通帳へ入金する 

･催事等で執務室以外で金庫を管理する場合は、必ず

1名以上は金庫のそばに待機し管理する 

事務の誤り 領収・請求書の紛失等による

事務の遅延や、不正経理によ

る流用や不明金が発生する 

・出納事務に当たっては支出命令書及び収入伺の回覧

決裁（通帳残高も記入）にて行い、担当係総括は毎週

出納簿と通帳との突合を行う 

・未処理の請求書は未処理箱を設け管理し、支払は決

裁後速やかに行う 

・毎年、各団体等の長の決裁を受け、監事による監査を

受ける 

通帳・印鑑の管

理 

通帳や印鑑を紛失する ・外部団体の会員等の印鑑は、原則として預からないよ

うにする 

・印鑑を預かる場合は、印鑑と通帳は施錠できる別の場

所に保管し、印鑑は係総括以上（担当以外）が管理す

る 

・原則として執務室以外への印鑑の持ち出しは行わな

い。やむを得ず持ち出す場合には、会長（事務局長）の

許可を得る 
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（３）倫理・服務 

 

①許認可等の決定事務 

リスクの種類と内容 対  策 

許認可事務の

誤り 

誤った許認可や説明をする ・許認可基準とのチェック表を作成し、チェックを行い、

決定に際してはチェック表を添付した上で決裁を受ける  

・外部からの問い合わせ等で不確定な事項については

自分の判断で即答せず、同僚に意見を求め、また、関

係書類を確認した後、折り返し回答をする 

・特殊な事例については、同僚や上司と協議を行った

上で決定するとともに、Ｑ＆Ａとして処理簿に残す 

不当な圧力により、適正ではな

い判断をする 

・その場ですぐ結論を出さず、調査など行い、同僚や上

司と協議を行った上で決定するとともに、Ｑ＆Ａとして処

理簿に残す 

申請書の紛失・

未処理・遅延 

提出された申請書類が紛失、

或いは未処理となる 

・申請書が提出されたら速やかに収受、供覧及び処理

を行い、適切な場所に保管する 

・紛失防止のため未収受・未供覧の文書に関しては、個

人の机、ファイル等に保管せず、課及び係単位での未

収受文書箱等に一時保管し、収受・供覧及び処理漏れ

がないか確認する 

提出された申請書類に関する

決定事務が遅延する 

・申請から許認可までの手続きの期間を徹底させ、受付

後、事務処理の優先順位を付け、処理までに時間があ

る場合は透明なファイルシートなどで管理し、毎日、未

処理分の業務を確認する 

・振興局や振興センターで受け付けした申請書類につ

いては、受付印を押した後、担当課へ送付する。決定ま

でに時間がない場合は、事前に電話やＦＡＸで連絡を

する 

許認可書等の

誤送付 

許認可書等を誤送付する ・書類を送付する際は、必ず２名以上で文書の宛先と封

筒の宛先をチェックし発送する 

・窓開き封筒が利用できるものは、窓開き封筒で発送す

る 

許認可に対する

市民からの苦情 

許認可に対し、市民から苦情

がでる 

・決定に際しては、必要に応じて当事者に連絡（説明）

をする。説明をする場合は、必ず２名以上で対応する 

・許認可に際しては基準を明確化する。周辺住民等に

影響が及ぶ場合は、２名以上で住民の意見を聞き、十

分な住民説明を行う 
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減免制度の周

知不足 

減免制度についての周知が不

足し、申請書が提出されない 

・事前に広報やテレビを活用した周知を図り、広く伝達

をする 

・前年度に減免を受けていた方については事前に案内

を送付する 

減免決定の誤り 誤った決定をしてしまう ・決定を行う場合は、根拠となる法令や規則等を添付

し、上司の決裁を受ける。判断の難しい場合について

は、同僚や上司と相談し決裁を受け、Ｑ＆Ａとして処理

簿に残す 

・額を決定する際は、根拠となる法令や規則等を確認

し、正副担当者で確認後に上司の決裁を受ける 

 

②非公開情報の取扱い 

リスクの種類と内容 対  策 

個人情報の流

出 

不注意により個人情報が流出

する 

・個人情報や特定個人情報は外部へ持ち出さない。 

・会話や電話の際に個人情報や特定個人情報に該当

しないか常に意識する 

・外部へ送信の際は送り先を再確認する 

・機密性の高い情報は施錠できるキャビネットで管理す

る 

・不要となった個人情報は直ちに適正な廃棄をする 

・個人番号利用事務等を取扱う事務室は、外部から入

室できないよう案内を掲示するとともに、勤務時間外は

シャッターや施錠する 

・特定個人情報の記載された書類は鍵付きの部屋又は

鍵付きのキャビネットに保管する 

・特定個人情報等保護マネジメントマニュアルを尊守す

る 

・特定個人情報等保護マネジメントマニュアルに基づい

た研修を実施する 

・職員用端末に保存している個人情報を含むファイルに

パスワードを設定する 

非公開情報の

取扱い 

非公開情報を誤って公開する ・情報公開請求のあった公文書を公開する際は個人情

報や特定個人情報の有無を確認する 

書類・ＰＣ画面

の放置による

情報の漏洩 

放置した個人情報が漏洩する ・離席時はＰＣ画面の内容を閉じ、閲覧できない状態に

する 

・窓口業務を行う職員用端末の画面にのぞき見防止

フィルムを貼る 

・個人情報や特定個人情報を机上に放置しない（メモを

含む） 
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③車の運転 

リスクの種類と内容 対  策 

交通違反・事

故 

道路交通法違反をする ・交通法規の遵守、安全運転を徹底する 

・時間に余裕を持った行動に心掛ける 

・職員間で安全運転の励行、運転免許証携帯の声掛け

を行う 

・年度当初に職員の運転免許証の有効期限を確認する 

交通事故が発生する ・交通ルールを遵守し、交通事故を起こさないよう安全

運転に努める 

・同乗者から運転者へ、危険予測の声かけを行う 

・駐車や転回するときは、同乗者が積極的に誘導する 

・事故対応マニュアルを再確認し、マニュアルを公用車

に配備しておく 

・事故発生時は、マニュアルに従って行動する 

運転技術の欠

如 

確認・注意不足により事故が発

生する 

・自分の運転技術を過信しない 

・車幅や内輪差を意識する。また、駐車などで、対物へ

の接触のおそれがあるときは、直ちにやり直す 

経験不足により事故が発生する ・安全運転講習会や安全運転シミュレーション研修会を

実施する 

・同乗者が必ず誘導する 

運転マナーの

欠如 

市民からのクレームが発生する ・市職員としての自覚を持ち、市民の模範となる運転を

心掛ける 

モラルに反する(駐車、譲り合い

等） 

・思いやりのある運転に心掛ける 

・身障者用駐車スペースには駐車しない。また、私有地

には許可なく駐車しない 

車内に重要書類を放置する ・降車時には車内確認を徹底する 

 

④業務関係者等との関わり 

リスクの種類と内容 対  策 

利害関係者と

の癒着の疑い 

利害関係者と飲食を行う ・職務上の利害関係にある者との飲食等の懇親は行わ

ない 

・職務上、必要な場合は所属長を通して市長に届出（関

係業者等対応届）を行い、会食では応分の対価を支払

う 

 利害関係者から金品等を受けと

る 

・地公法第33条及び日田市職員倫理条例を遵守し、金

品等を受けとらない 

・貸し借りを作ったり、便宜を図ったりしない 
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利害関係者と

の癒着の疑い 

懇親会等での不用意な発言に

より誤解を受ける 

・懇親会等での情報提供は行わない 

行政情報を漏

洩する 

重要な情報を第三者に漏らす ・公私の区別をつけ、情報管理意識を徹底する 

 

⑤ＩＣＴを利用した情報交換、発信 

リスクの種類と内容 対  策 

メール・ＦＡＸ

の誤送信 

重要な個人情報を含むファイル

をメール等で誤送信する 

・メール送信ボタンを押す前に、再度、送信先、添付

ファイルの内容をチェックする 

・メールで一斉送信をする場合は、BCC にメールアドレ

スを入力する 

・日田市情報セキュリティポリシーを遵守する 

・年１回は日田市情報セキュリティポリシーに関する研修

を実施する 

短縮ダイヤル番号を押し間違え

るなど、送信先を誤る 

・短縮ダイヤル番号ボタンは毎回確認して送信する 

担当する職員に送信すべきファ

イルを職員全員に送信する 

・メール送信ボタンを押す前に、再度宛先をチェックす

る 

 

重要な情報の

見落とし 

メール、FAX 等の確認を行わ

ず、重要な情報を見落とす 

・メール、FAX 等の確認は当番を決め、定時［例（午前

8:30、午後 1:00、午後 4:30）］に行う 

ホームページ

等 の 更 新 漏

れ・情報誤り 

ホームページ等の更新洩れに

より、閲覧者に不利益が発生し

たり、誤った情報を提供する 

・定期的に確認作業を行う担当者を決めるなど、体制を

確立する 

・制度改正が多い新年度開始前の 3 月には、情報更新

の必要性の有無を確認する 

ウイルスによる

情報漏えい 

ウイルスが侵入し、システムがウ

イルスに感染する 

・日田市情報セキュリティポリシーを遵守する 

・年１回は日田市情報セキュリティポリシーに関する研修

を実施する 

SNS 等への不

適切・個人的

な書き込み 

業務上知り得た情報を Twitter

などのソーシャルメディアに書き

込む 

・公務に関する機密情報の書き込みは、厳禁とした意識

の定着を図ると共に、日田市情報セキュリティポリシー

の遵守を組織として徹底する 

インターネットの不正閲覧、通

販、ゲームなどを利用する 

・係内ミーティングの際に、不適切な利用禁止を指導す

る 

・不正閲覧を確認したら注意する 
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⑥一般服務 

リスクの種類と内容 対  策 

服務規程等違

反 

服務規程に関する総括的な 

対策 

・常に服務規程を念頭に置き、業務を行う 

・上司や同僚など気付いた人がその都度注意し、その

内容を課内全員が共有する 

・事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡調整

を図るとともに、上司への報告・連絡・相談を行う」 

・服務規程、倫理規定に関する研修を実施し意識付け

を行う 

パワハラ・セクハラが起こる ・定期的な職場内ミーティングを行い、コミュニケーショ

ンを図る 

・パワハラ・セクハラに関する研修を実施する 

物品・資料等を破損・紛失する ・鍵による管理を徹底する 

・物品・用品などを持ち出す際は、貸付簿・使用簿等を

準備し、使用者に目的・返却予定・残数等記入させ、担

当者がチェックする 

・私物を扱う意識で取り扱う 

公平性を欠く取り扱いをする ・業務の重要性、役割を再度、認識する 

・ミーティングや研修により知識の研鑽を図る 

市職員としての自覚が不足する ・ミーティング時に市職員としての心構えを確認し自覚

を促す 

公用物品等を個人利用する ・私用では使わない 

・公用物品等の個人利用を確認したら注意する 

営利企業等の従事許可を受け

ずに、営利企業等に従事する 

・詳細な事例（特に不動産、農業）を調査し、内規を制

定、制度を周知する。また、営利企業等の従事許可を

受けずに問題となった実例等を周知する 

勤務時間中、業務と関係ない私

的な業務を行う 

・業務と関係ない書類を職場に持ち込まないなど、公私

の区別を徹底する 

他市等で発生した不祥事の情

報共有を行う 

・他市等で発生した不祥事の新聞記事等を回覧したり、

ミーティングで題材とし情報共有する 

モラル・マナー

の欠如 

モラル・マナーに関する総括的 

な対策 

・「接遇の手引き」等で自己研鑽し、よりよい接遇に努め

る 

・上司や同僚など気付いた人がその都度注意し、その

内容を課内全員が共有する 

・モラル・マナーに関する研修を実施し意識付けを行う 

 挨拶ができないため、市民に不

快感を与える 

・庁内では、誰にでも率先して挨拶する 

・上司が率先して手本を見せ、指導する 

 階段等に泥が落ちていて、市民

に不快感を与える 

・泥等は指定場所で落とす 
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モラル・マナー

の欠如 

喫煙所に空缶等が放置され、

市民に不快感を与える 

・持ち込んだ本人が持ち帰る 

・輪番で掃除当番を決める 

 職員が来庁者用駐車場に駐車

し、駐車場が不足する 

・来庁者用駐車場への職員の駐車は禁止とする 

 服装の乱れにより、市民に不快

感を与える 

・服装や身だしなみについての周知文書を原則とする 

 

 

（４）一般事務 

 

①接遇 

リスクの種類と内容 対  策 

電話応対 担当者不在時、受け付けた用

件の伝言を忘れる 

・伝言メモの徹底と合わせて口頭による報告を行う 

たらい回しや取次ぎが悪く、お

客様を待たせてしまう 

・相手の話を十分に聴き、内容を復唱し迅速に取次ぐ 

・取次ぐ場合は、相手の名前と用件を必ず聴き、お客様

に再度説明を求めることのないよう、要点を伝える 

・取次ぐ際の電話の保留は、必ず保留ボタンを押す 

・担当や内容が不明確な用件や処理時間を要するもの

は、氏名、連絡先、内容、受け時間等のメモを取り、折り

返しの電話で対応する 

担当が不在のため、間違った

情報を提供する 

・あいまいな対応はせず、相手の連絡先を確認し、担当

者から折り返しの電話で対応する 

・電話を受けた者が、担当者に折り返しの電話をかけた

か確認する 

電話に出るのが遅い ・受話器は、電話のベル３回以内で取る 

・受話器を取るのが遅くなった場合は、「お待たせいた

しました」の一言を添える 

・会議等電話応答できる者が少なくなる場合は、他の課

員に行先を伝え、電話対応の援助を頼む 

・係員が窓口対応等で受話器が取れないときは、他の

係員が速やかに受話器を取る 



 

２９  

窓口応対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様を待たせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お客様がどのような用件で来庁したのかを簡潔に聴き

取り、待ち時間をお知らせする。更に時間がかかりそう

な場合は、状況と予定処理時間を伝える 

・お客様が他課にも用件があるようであれば、先に案内

するなど、待ち時間のストレスを軽減させる対応を心が

ける 

・窓口のお客様に常に気を配る 

・担当業務以外の職員でもスムーズに対応できるようマ

ニュアルを作成する 

・相手の要求を聴いた上で、できることとできないことを

分かり易い言葉で説明する 

・迅速な窓口応対ができるよう、常にコピー・プリンター

等の点検を行う 

お客様の要求に対応できない ・提案可能な内容であれば、どのような手続きを取れば

よいか説明する 

・お客様の話を傾聴し、重要なことはメモをとり、内容を

要約、確認する 

・他課にまたがる業務は事前に打ち合わせを十分に行

う 

・他課にまたがる案件は、状況に応じて担当者を窓口

に呼んで一緒に対応する 

お客様との間で言った、言わ

ないの行き違いが起こる 

 

・お客様の対応は、なるべく複数で対応し、対応してい

る職員の状況に関心を持ち、課内で知識のある職員が

助言等できるよう心がける 

苦情相談等の対応が遅れる ・苦情対応フロー図を作成し対応する 

・対応受付簿を作成し、内容をまとめ、早急に上司に報

告、相談等行う 

・現地確認では、即時回答は控え、上司と協議を行った

上で回答する 

本人確認を行わないまま誤っ

て証明書等を発行する 

・公的機関が交付した身分証明等、各業務の指定され

た方法で本人確認を必ず行う 
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電話・窓口応

対共通 

職員の応対に苦情がある ・電話に出る際は、必ず所属と氏名を名乗る 

・ミーティングや課内研修等で、電話・窓口応対研修を

取り入れ、職員の基本的な応対のスキル向上を図る 

・いただいた苦情のやり取りをペーパー化することで苦

情の原因を突き止め、対応策を課・係内で話し合い、改

善を図る 

・手本となる職員の電話・窓口応対を学ぶとともに指導

を受ける 

・内部講師による、デモ対応を含む定期的な接遇研修

を実施し、マナーを心得た職員を育成する 

 

②公用車の点検、整備 

リスクの種類と内容 対  策 

定期点検の実

施 

車検や法定点検等の点検日を

失念し、車検切れ等のまま運

転する 

・車両管理責任者による車検、点検日程のスケジュー

ル管理を行い、車両を管理する係への声掛けを行うよう

にする 

・車両管理責任者は車検・点検の実施を確認する 

・車両の目立つところやキーボックスに次回の点検・車

検年月を記入したシール等の表示を行うなどの未然防

止策を行う 

・車検は、満了日の 1ヶ月前になったら早めに受検する 

運行前・後点検

の実施 

整備不良が原因で事故や故障

が発生する 

・車両の使用者は、運行前・後の点検を必ず行う 

事故防止 体調不良や注意不足による事

故が発生する 

・自らの健康管理に努めるとともに職員間で運転者の

健康状態を確認する 

・遠方への公務出張の際には、公共交通機関の利用

促進を図る 

車両管理体制 市有バス等の運行依頼漏れが

発生する 

・運行依頼書等の確認を複数の職員で管理できる体制

をとる 
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③人事異動に伴う事務引継 

 

④事務分掌における正副担当の連携 

リスクの種類と内容 対  策 

正副担当者の

事務分掌の掌

握と確認 

正副担当が明確でなく、連携

不足や不備を生じる 

 

・事務分掌は、年度当初の確認事項とし、不明な点は正副

担当者間で確認する 

・副担当には前任者を充て、補佐、代行できる体制づくりを

目指す 

・正副担当の業務バランスや連携が機能するよう検証し、

必要に応じ事務分担を見直す 

 事務分掌の副担当者が形式

的で機能していない 

・事務分掌における副担当は、正副連携による協力体制を

とることを意識付ける 

 副担当者が無関心で、役割を

果たせない 

・正担当者任せにしない 

・随時、正担当者とのコミュニケーションを交わし連携を図

る 

リスクの種類と内容 対  策 

不十分な事務

引継 

 

不適切な事務処理により業務

の停滞やトラブルが発生する 

 

【引継ぎ前準備～引継ぎ】 

・事務引継ぎは全て文書で行うこととし、年間スケジュー

ル表や引継ぎ後速やかな処理が必要なものについて

は、チェックリストを作成する 

・懸案事項は必要に応じて詳細な記録簿を作成し、引継

ぐ場合は上司・副担当同席で行う 

・事務処理マニュアルを作成する 

・地元関係者と連携している場合は、前任者が後任者を

紹介する 

事務引継ぎ後

の業務の停滞 

事務処理遅延などにより未払

いや未請求、未執行が発生す

る 

 

【引継ぎ後の対応】 

・事務引継ぎ内容を上司が確認する 

・引継いだチェックリストやスケジュール表を確認しながら

事務処理を行う 

・懸案事項については、係内で定期的に処理の進捗状

況などを確認し情報の共有化を図る 

・事業ごとに年間のスケジュール表を作成し、正副担当

者や係内で定期的に状況を確認する 

・事務処理マニュアルを係内で確認し、共有化する 
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正副担当者の

事務分掌の掌

握と確認 

業務が集中する時期は、情報

共有や支援体制がとれず業

務や市民等の対応に支障を

来たす 

・繁忙期は、正副担当間の意思疎通を図る。特に個々の

事務事情を加味したスケジュール調整や仕事に優先順位

を付すことで混乱を回避する 

・事務が過重となる場合は、係員にフォローを求めるととも

に事務量の分散化も検討する 

・早期対応を心がける 

正副担当者の

連携と情報共

有 

 

 

事務処理が進まず期限に間

に合わない 

・担当は、業務に支障を来すときは、副担当等に協力を要

請する 

・マニュアルを整備し、休暇や離席する場合は係員が対応

できる体制をつくる 

・正副担当者は、休暇等が重複しないようスケジュール調

整する 

 

⑤担当者不在のときの対応 

リスクの種類と内容 対  策 

情報連携 

(担当者が不在

となる場合の対

応) 

担当者でないと問合せに対応

できない 

 

 

 

・担当者は、不在となる場合、事前に副担当者に申し渡

しし、予想される事項は、前もって処理をしておく 

・副担当が処理・閲覧できるよう簿冊に付箋を付ける 

・提出前の書類や未処理の書類は、分類し、文書箱に保

管しておく 

業務に関係するデータが分か

らない 

 

 

・文書や資料及びパソコン内のデータを、誰でもすぐに

取り出して確認できるよう共有サーバー内のフォルダを

整理しファイルを見つけ易くしておく 

・特に作成中のデータは、デスクトップに保管せず、

ショートカットで表示する 

副担当として正確な事務処理、

迅速な対応が出来ない 

・副担当者は、日頃から正担当者の進捗状況や業務内

容を把握、確認し対処できるように心掛け実践する 

副担当が掌握しておらず責任

が曖昧で事務の遺漏や対応の

不備が生ずる 

・副担当は、安易に押印せず起案文書や供覧文書に十

分目を通し、状況把握を心がけるなど常に注意を払う 

情報連携 

(担当者不在の

ときの組織対

応) 

 

正副担当者が不在のため、業

務内容が不明で対応ができな

い。簡易な問い合わせにも答

えられない 

 

 

・ミーティングで、対応を急ぐもの遅れそうなものは、分担

して対処する 

・担当者不在に備え、事前のミーティング等で係員に周

知する。なお、重要事項は係総括、副担当者が把握して

おく 

・スケジュ－ルや提出期限等を行動予定表等で管理す

るほか、ホワイトボード等を活用し、連絡・確認事項などを

随時、書き込み表示することでリアルタイムに情報を共有

する 
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⑥公文書の管理 

リスクの種類と内容 対  策 

文書の収受か

ら完結 

文書の収受漏れ ・文書担当が文書管理システムを１日に１回チェックし、

担当者へ連絡する 

照会文書等に対する回答の

遅れ 

・文書の収受後、ファイルするまではデータを含め個人

管理をせず、共用の場所に一時保管する 

・供覧文書に回答期限を記入する 

・係のスケジュール表に提出期限を入力し、情報を共有

する 

・係ミーティングを週１回実施し、事務事業の進捗状況

をチェックする 

文書管理システムの決裁・完

結の入力漏れ 

・文書担当は、システム上の完結していない文書を週１

回チェックし、起案者へ連絡する 

文書の作成・

押印 

文書の誤字脱字 ・起案文書・発送文書は、複数人でチェックする 

文書の改ざん ・消せるボールペンの使用を禁止する 

未決裁文書への公印押印 ・公印押印の際は、決裁文書を持参し確認を受ける 

事務室での管

理 

必要時に文書を見つけ出せ

ない 

・年度（年次）初め、背表紙を貼付した簿冊等を年度（年

次）ごとにキャビネットにまとめる 

・文書・簿冊等は、個人管理をせず、キャビネットに保管

する 

・使用するキャビネットに分類分けの表示をする 

・完結後の文書は、受付番号、日付などの記入を確認

し、文書管理システムの簿冊名ごとに綴る 

・文書管理システムで起案する際は、文書の電子ファイ

ルを添付する 

書 庫 で の 保

管、廃棄 

文書の紛失、誤廃棄 ・文書・簿冊等は、年度・保存年限ごとに保存箱に入れ

る 

・書庫へ移管する際は、書庫保存文書目録を整備する 

・廃棄する際は２人以上で確認する 

・廃棄する際は、廃棄処分文書目録を作成し、決裁を受

ける 

・必要があれば、保存年限を見直し、延長する 

・書庫から持ち出した文書は必ず元の位置に戻す 
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⑦施設の維持、管理 

リスクの種類と内容 対  策 

管理不徹底に

よる事故・故障 

施設の維持・管理が不十分な

ため、市民や職員が事故に巻

き込まれる 

・日常の定期的な安全点検を実施する 

・常に、安全管理を意識し、ヒヤリ、ハット事例は、些細

なことでも報告する 

・複数職員による、視点を変えた点検を実施し、施設の

維持・管理を行う 

危機管理体制 指定管理や業務委託をして

いる施設の不適切な管理によ

り事故が発生したり、苦情を

受ける 

・報告書や定期的な調査により維持管理状況を把握し、

必要に応じて指導する 

・施設を管理する関係団体等と連携を図り、施設運営に

ついて指導、支援を行う 

突発的な故障や機器障害に

より、人的被害が発生したり、

適切な対応ができず、苦情や

トラブルが発生する 

・想定される故障や機器障害、災害等の対応マニュア

ルを作成し、日頃からミーティングを行い、確認しておく 

火災、自然災害、公務災害、

パンデミックの発生 

・すでに作成されているインフルエンザ対策要綱や災害

対策要綱、事故対応マニュアルなどを職員間で確認・

共有し、各対応マニュアルにそって対応する 

施設管理に関して、確認ミス

や処理遅延、失念等により、

市民の信頼を損なう 

・施設管理や業務管理に関して、チェックリストを作成

し、係全体でのチェック体制を整え、確実な事務処理に

努め、対応漏れを防ぐ 

施設の災害等緊急時の対応

が遅れる 

・緊急時の対応計画書等に基づいた定期的な訓練を毎

年度、早期に実施する 

計画的な施設

の維持管理 

老朽化等により、補修や修繕

等が必要な施設等を放置し、

重大な事故が発生する 

・故障箇所等を発見・確認した場合は、上司へ報告する

とともに、危険と判断される場合は、速やかに修理や使

用禁止等の対応をとる 

 

⑧予算作成（当初予算、決算見込時）における積算事務 

リスクの種類と内容 対  策 

計上漏れや数

量・金額の誤り 

必要な予算計上を忘れ、事業

が執行できない 

（数年に一度の事業等） 

・中長期的な実施計画、年間スケジュール等を共通ファ

イル等で管理し、情報の共有を図ることで計上漏れを防

ぐ 

・予算編成時の課内ミーティングにおいては、必ず年間

スケジュールなどをもとに、中長期的な視点で判断する 
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⑨関係法規に基づいた事務処理 

リスクの種類と内容 対  策 

事務決裁規程

等の理解 

関係法規等の未確認により、

決裁権者を誤る 

決裁権者の意思確認がないま

ま、発注業務や案内通知等を

発送する 

・起案文書で誤りがあれば、直ちに訂正した文書で決

裁を受ける 

・発注や通知文書の発送前に必ず最終確認を行う 

・定期的に事務決裁規程や文書取扱規程などを研修

する 

条例、規則等

の改正 

制度改正等により必要な条

例、規則等の改正の漏れや遅

延が起きる 

・法令、省令等の改正情報を早期に入手する 

・実施計画や予算作成時に、関係条例を確認する 

 

計上漏れや数

量・金額の誤り 

予算計上の際、積算漏れや、

数量、金額等の間違いが生じ

たことにより、予算の過不足が

生じる 

・必ず積算の根拠資料を作成し、協議時や決裁時に明

示することで、全員で確認できるようにする 

・積算に当たっては、必ず副担当や係総括など、複数

の職員でチェックする仕組みを作る 

・過去の実績等との比較により、その増加理由を明らか

にし、必ず検証することにより適正な金額とする 

・昨年と同額であっても、安易にそのまま計上せず、必

ず算定根拠資料を作成するようにする 

・各自が日頃から情報収集に努める癖をつけ、必要なも

のは共有ファイルなどで管理し情報の共有を図る 

 積算に当たって、技術的な知

識が必要となる場合があり、

見積等においても適正な金

額であるかの判断ができない 

・見積書は可能な限り、複数業者から収集し、適正な金

額の判断に結び付ける 

・業者からの見積書を、はじめから適正であると鵜呑み

にしない認識を各職員が持つ 

・技術的な見積や仕様書の判断については、専門の職

員の助言を受けるようにする 

処理上の不備

等 

業者への見積請求に際し、業

者に期待（発注）を抱かせ誤

解が生じ、トラブルとなる 

・見積書の請求時には、必ず「予算要求のためである」

ことを伝える 

・できるだけ、文書により依頼する 
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⑩その他 

リスクの種類と内容 対  策 

関係機関との

連携 

委託業者等との連携が不足

していることによるミスの発生

や、対応の遅れが生じる 

・ミーティングを定期的に行うなど、常に連絡をすることや

情報の共有を図る 

・遵守すべき法令については文書で通知し、内容を徹底

させる 

・非常時の緊急連絡先を作成し、双方で確認しておく 

イベントにおけ

る事故等の発

生 

イベント会場やその周辺での

事故等が発生する 

・混雑が予想される場所では交通規制を実施し、警備員

等を適切に配置して安全に誘導する 

・転落の恐れのある箇所には、危険箇所の表示等安全

対策を講じる 

・事故等の発生に備え、事前に連絡体制等を確立してお

く 

誤った情報提

供 

問い合わせ内容を理解せず、

誤った内容で回答する 

・情報提供に当たっては、問い合わせ内容を十分確認し、

重要なものであれば、担当者の判断で回答せず、上司の

判断を仰ぐ 

 

事務処理の誤

り 

根拠や内容等の未確認、前例

踏襲により、誤った内容で事

務処理を行う 

・事務処理に当たっては、その都度、関係法規を確認

する 

・決裁時に根拠資料等を添付し、回覧者、決裁権者が

内容を確認する 

・係員同士のチェック機能を強化するとともに、押印に

責任を持つ 

・意思決定をする際、必ず文書により決裁を受ける 

・条例規則等を確認した上で、正確・丁寧・迅速に事務

を行う 

・年に数件しかない事務などの特異なものについては、

マニュアルを作成する 
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８．継続的な推進体制 
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日田市不祥事再発防止委員会 

この行動指針は、不祥事の再発を防止し市政に対する市民からの信頼を回復す

るため、全庁的な取組として職員が業務や行動に当たり指標とするために策定し

ました。 

しかし、策定した指針はこれがベストではありません。どんな計画や方針も日々

変化する情勢に対し現状と内容が乖離してきます。私たちはその時々に応じたベ

ストの行動指針を持てるよう検証を続けていかなければなりません。 

そして、全職員による継続した見直し作業が、不祥事につながる小さな芽を未

然に見つけ、これを防止することにつながるものと考えます。 

そこで、この指針に基づいた職員の行動が真に市民からの信頼を得ることに

なっているのか、今後も日田市不祥事再発防止委員会を中心に継続的な検証と行

動指針の見直しを続け、業務改善や不祥事の再発防止に取り組みます。 

 

公
金
管
理
部
会 
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日田市不祥事再発防止委員会設置規程 

 

平成26年５月１日 

 日田市訓令第76号 

                                            

 （設置） 

第１条 職員による不祥事の原因を究明し、これを検証するとともに、職員の法令遵守意識

の徹底及び不祥事の再発防止に向けた組織体制の確立を図ることを目的として、日田市不

祥事再発防止委員会（以下「委員会」という。)を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 不祥事の原因究明及び検証並びに再発防止に関する事項 

 ⑵ 不祥事の再発防止に向けた行動指針の策定に関する事項 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、総務部長及び教育次長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （委員会の会議及び議事） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が

その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

 （部会） 

第６条 委員会は、第２条の所掌事務を調査し、研究するため、次の部会を置く。 

 ⑴ 契約事務部会 

 ⑵ 公金管理部会 

 ⑶ 倫理服務部会 

 ⑷ 一般事務部会 

 ⑸ その他委員会が必要と認める部会 

２ 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長、副部会長及び部会員は別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、前２条中「委員長」とあ

るのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「副委員長」とあるのは「副部会

長」と読み替えるものとする。 
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 （調査等） 

第７条 委員長又は部会長は、それぞれ会議又は部会において必要があると認めるときは、

関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を

求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

定める。 

   附 則 

 この訓令は、示達の日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

 

 

別表第２（第６条関係） 

 

 企画振興部長、市民環境部長、福祉保健部長、商工観光部長、農林振興部長、 

土木建築部長、上下水道局長、財政課長、税務課長、市民課長、健康保険課長、 

都市整備課長、会計管理者、教育総務課長、監査委員事務局長、振興局長代表、 

職員団体代表 

部会名 部会長 副部会長 部会員 

契約事務部会 財政課長 都市整備課長 契約検査室工事契約検査係の係総括 

都市整備課都市計画係の係総括 

農業振興課生産・流通推進係の係総括 

教育総務課学校施設管理係の係総括 

監査委員事務局調査係の係総括 

公金管理部会 会計管理者 税務課長 税務課納税係の係総括 

社会福祉課生活福祉係の係総括 

商工労政課地域産業支援係の係総括 

建築住宅課住宅係の係総括 

会計課出納係の係総括 

教育総務課総務企画係の係総括 

学校給食センター管理係の係総括 

経営管理課経営係の係総括 



 

４０  

 

備考 各部会員である係総括は、日田市行政組織規則（平成 20 年規則第８号）第５条に規定する

係総括をいう。 

倫理服務部会 監査委員事務局長 教育総務課長 総務課職員係の係総括 

財政課公有財産管理係の係総括 

情報統計課情報・統計係の係総括 

環境課企画推進係の係総括 

土木課管理係の係総括 

一般事務部会 市民課長 健康保険課長 総務課行政係の係総括 

税務課税制窓口係の係総括 

市民課窓口サービス係の係総括 

健康保険課国保・年金係の係総括 

こども未来室子育て支援係の係総括 

長寿福祉課長寿福祉係の係総括 

経営管理課窓口係の係総括 
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日田市不祥事再発防止委員会委員名簿 

       （平成 29年度） 

所 属 職 名 氏 名 備 考 

副市長    大塚 勇二 委員長 

総務部 部長 行村  豊喜 副委員長 

教育庁 次長 鈴木 俊行 副委員長 

企画振興部 部長 投野 祐二   

市民環境部 部長 佐藤 公明   

福祉保健部 部長 宮崎  正俊   

商工観光部 部長 永瀬 与志弘   

農林振興部 部長 江﨑 五郎   

土木建築部 部長 山口 光治   

上下水道局 局長 江藤  隆秀  

総務部 財政課長 渡辺  基儀   

総務部 税務課長 矢幡  洋一   

市民環境部 市民課長 佐々木  豊文   

福祉保健部 健康保険課長 相良  信哉   

土木建築部 都市整備課長 財津  俊一   

会計課 会計管理者 梅野  俊哉   

教育庁 教育総務課長 江田  正彦   

監査委員事務局 局長 水嶋  武彦   

企画振興部 大山振興局長 川津 秀康 振興局長代表 
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日田市不祥事再発防止委員会 部会員名簿 

 

部 会 職 名 氏 名 備 考  

契約事務部会 財政課長 渡辺  基儀 部会長 

 都市整備課長 財津  俊一 副部会長 

 契約検査室工事契約検査係の係総括 河野  正志   

 都市整備課都市計画係の係総括 松木  弘和   

 農業振興課生産・流通推進係の係総括 鈴木  浩美   

 教育総務課学校施設管理係の係総括 橋本  隆文   

 監査委員事務局調査係の係総括 杉野  義彦   

公金管理部会 会計管理者 梅野  俊哉 部会長 

 税務課長 矢幡  洋一 副部会長 

 税務課納税係の係総括 秋吉  智   

 社会福祉課生活福祉係の係総括 児塔  基司   

 商工労政課地域産業支援係の係総括 石橋  直樹   

 建築住宅課住宅係の係総括 土居  和幸   

 会計課出納係の係総括 工藤  聖二   

 教育総務課総務企画係の係総括 衣笠  雄司   

 学校給食センター管理係の係総括 大友  文人   

 上下水道局経営管理課経営係の係総括 梶原  浩正   

倫理服務部会 監査委員事務局長 水嶋  武彦 部会長 

 教育総務課長 江田  正彦 副部会長 

 総務課職員係の係総括 魚形  雄一   

 財政課公有財産管理係の係総括 安岡  佳克   

 情報統計課情報・統計係の係総括 石松  良紀   

 環境課企画推進係の係総括 佐々木  敏孝   

 土木課管理係の係総括 髙倉  実   
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部 会 職 名 氏 名 備 考 

一般事務部会 市民課長 佐々木  豊文 部会長 

 健康保険課長 相良  信哉 副部会長 

 総務課行政係の係総括 塚原  美保   

 税務課税制窓口係の係総括 湯浅  英樹   

  市民課窓口サービス係の係総括 髙瀬  裕美子   

  健康保険課国保・年金係の係総括 梶原  信幸   

  こども未来室子育て支援係の係総括 華藤  善紹   

  長寿福祉課長寿福祉係の係総括 羽野  美枝   

  上下水道局経営管理課窓口係の係総括 川津  智子   

 

 



 

４４  

地方公務員法（抜粋） 

 

第五節 分限及び懲戒 

（懲戒） 

第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、

減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共

団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

 

第六節 服務 

（服務の根本基準） 

第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に

当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

（服務の宣誓） 

第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならな

い。 

（信用失墜行為の禁止） 

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をし

てはならない。 

（秘密を守る義務） 

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、

任命権者（退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者）の許可

を受けなければならない。 

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 

 



 

４５  

（職務に専念する義務） 

第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の

注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務に

のみ従事しなければならない。 

（政治的行為の制限） 

第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員と

なつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動

をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を

支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は

事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。

ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域（当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務

所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当

該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域）外において、第一号から第三号まで及び第五号

に掲げる政治的行為をすることができる。 

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎（特定地方独立行政法人に

あつては、事務所。以下この号において同じ。）、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地

方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させ

ること。 

五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあ

おつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対

する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若

しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 

４ 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受ける

ことはない。 

５ 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地

方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とす

るものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 



 

４６  

（争議行為等の禁止） 

第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠

業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をして

はならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、

若しくはあおつてはならない。 

２ 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に

対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて

保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。 

（営利企業等の従事制限） 

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目

的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体

においては、地方公共団体の規則）で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企

業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 

２ 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めるこ

とができる。 
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