
公正職務相談員 ・内部公益通報窓口として受付や相談業務を行う。

公正職務審査会

・内部公益通報の受付を行う。’

・内部公益通報に関する調査及び審査を行う。

・通報者への請査結果の報告を行う。

通報者の保護

・通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止

・通報をしたことにより不利益な取扱いを受けたときは、公

正職務相談員又は公正職務審査会に是正申立てができる。

通報に係る措置

・市の機開は、公正職務審査会の是正措置に基づき、必要諺

事実の確認を行い、違法行為等を是正するとともに再発防

止の措置を講じる。

・市の機瀬は、通報職員が通報をしたことにより不利益な取

扱いを受ける場合は、改善又は防止の措置を講じる。

通　 報
利益是正申　　　　　　 査 ●審

ｌ　 ｔ

講査結果報告

通報 ・

ｔ　 公正
エ翼

㊤ 利
是正申 報告

正措置等

見

ｌ一公正 務相談員 市　 の 1

違法行為是正

再発防止措置

【要望等の記録公表と不当要求行為に対する措置】

（1）制度ゐ目的

市政をゆがめるような「働きかけ」を抑止し、市の法令遵守の確保を

図るとともに、透明で開かれた市政の運営と参画と協働の市政を実現す

るため、市民から由市政に対する要望等について、市の機関及び職員の

適正な対応をルール化する必要がある。

職員は、公平公正な職務執行を行わなければならないか、ときには、

法令等により定められた手続きや行政内部の意思決定に対し、組織や人

間関係、公的立場を利用して、特定の者に何らかの便宜を図ることを求

められる場合があることは、否定できないところである。本制度は、こ



うした不当要求行為はもちろん、全ての要望等について事実を記録し、

対応について組織として取組むための仕組みであり、鰯貞個人ではなく

組織として対応することにより、汚職や不正を未然に防ぐことを目的と

するものである。

（ａ　制度の概要

要 望 等 に 対 す る

・市政運営に対する要望等の重要性を十分に理解し、誠実に

その内容を受け止め、適正に対応しなければならない。

・特定のものを特別に扱うことを求める要望等に対しては、

基　 本　 原　 則 他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正

当な理由なく特定のものに対して便宜又は利益を図ること

にならないよう慎重かつ適切に対疇 しなければならない．

・要望等が不当要求行為に該当する場合は、これを拒否しな

ければならない。

要 望 等・の 記 録

・要望等を受けたときは、簡潔に記録をするものとする。

この場合において、当該記録をするに当たっては、不実又

は虚偽の記載奪してはならない。

・要望等の内容が問い合わせや事実開係の確認にすぎないと

きは、例外としてその要望等の内容を言己録しない。′

要 望 等 の 公 表
・市の機関は、要望等の概要を公表する。．公表では、氏名、

住所その他の要望者が特定される亡きはその情報は公表し

ない。

不当要求行為に対

・職鼻は、不当要求行為を拒否するとともに、市の機関に報

告する。

・市の機Ｉ軌ま、不当要求行為であるかどうか判断する場合や

する措彊及 び審査 ．不当要求行為を中止させるための必要な措置について審査

会　 へ　 の　 語　 間

′

会に語間する。

・審査会は、不当要求行為の内容について必要な調査を行い

不当要求行為であるときは是正措置等の意見を市の機！軌こ

報告する。

職 員 へ の 配 麓

・市の機Ｉ鄭ま、職員が不当要求行為者に不利益な叡扱いを受

けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。

・市の機関は、不当要求行為者等がら不当な権利侵害を受け

ることがないよう配慮し、及び職員が不当な権利侵害を受

けた場合は、援助、保護その他の郎要な措置を溝ずる。
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（3）不当要求行為フロー図

【公正職務相談員・公正職務審査会】・

（1）制度の概要

法的措置

の公表

公正職務相教員
・内部公益通報及び不当要求行為を公正かつ適切に処理する

ために公正職務相談員を置く。．

公正職務相故員

・内部公益通報の受付及び相談並びに審査会への報告を行う．

・通報職員からの不利益取扱いの申出の受付及び相談並印こ

の職務 報告を行う。

ｌ・不当要求行為に関する相談を行う。

公正職務審査会
・職員の倫理の保持及び法令等の遵守に関する調査及び審査

を行うため設置する。

内部公益 通報 に

・内部公益速報の受付及び相談を行う。

・内部公益通報の調査等を行う。

・内部公益通報どおりの事実があるときは、是正措置等の爵

関す る審 査会 の 兄を付して報告する。

職務 ・内部公益通報どおりの事実がないときは、その旨を市の機

鞄に報告する。

・調査等の結果を通報職員忙通知する。

・職員の公正職務執行制度の埼正な運営に開する事項につい

て、市の機関又は任命権者に必要に応じて意見を述べる。
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不当要求行為に

・不当要求行為であるかどうかの靖査等を行う。

・不当要求行為に該当するときは、是正措置等の意見を付し

関する審査会の て報告する。

職務 ・不当要求行為に該当しないときは、その旨を市の機鰍 こ報

告する。

平成11年に篠山市が発足して以来、平成16年度までは大規模工事

以外の入札はほとんどを指名競争入札により執行してきた。この間、談
′

合対策仁して、従来の誓約書の提出に加え、確約及び誓約書の提出や入
札前の見積書の提出を義務付ける等、制度を見直してきた。

平成17年度には設計額が1，500万円以上の工事を対象に制限付一般

競争入札を試行的（公営企業部は平成16年度に試行）に導入し、平成

18年度には本格的に導入した。平成19年度には対象金額を1，∞0万

円以上に、平成20年度には250万円以上の工事にまで対象範歯を拡大

した。

そして、平成21年度には、制限付一般競争入札による件数が指名競

争入札の件数を上回ることとなった。その結果、落札率は低下してきた

が、公共工事の減少も伴って低価格での落札が多く、業者の経営を圧迫

する事態となった。そのため最低制限価格の算定の見直し等も重ね、現

在では、最低制限価格の算定式の事前公表も行っている。

血「働きかけのない制度へ

入札制度は、業者や職員からの不正な働きかけに耐え得る制度となる

のが理想である机完全な制度は存在し得ない。どのような入札制度を構
築しても最後はやはり人であり、ルールを守るというモラルの向上が第一

である。

入札制度には、格付けや地元企業優先等の入札参加資格や条件、規制

等があり、その格付けや地元企業優先等の規制が競争性の妨げとなって

いるともいわれている。官公需法や他の自治体が地元企業を優遇してい

る現状ではそれを撤廃することは容易ではない。これが工事の上請け問

題の原因ときれている。

現制度では、予定価格や参加業者名は事後に情報開示しているが、予

、定価格、最低制限価格等の事前公表には至っていない。多くの自治体は、

独自の入札制度により予定価格等の事前公表を行っている。国の補助金

制度や畢年度予算による工事発注時期や、＿入札制度全般にわたって見直
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す必要性があるものの、今回の不祥事は価格に対しての働きかけであっ

たことから、価痛の事前公表について検討する必要がある。

※官公需法
国、県、市町村などが、物品（物件）を購入したり、工事の発注をしたり、

各種サービス（役務）の調達をしたりすることを「官公需」という。
官公需は、種類が豊富で、取引開係も確実であることなどから、中小企業者

が官公需を受注することは、その経営基盤の安定にとって、極めて有効な手段
となる。

．このようなことから、官公需に対する中小企業者の受注機会の拡大を図るた
め、昭和41年に「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（官
公需法）」が制定された。

こ由中で、国等は、物件の寅入れなどの契約をする場合、予算の適正な使用
、に留意しつつ、中小企業書の受注機会を増大すべき責務を育することが明らか
にしている。

1

（3）入札制度の改善方針

入札制度の見直しに係る具体策については、入札制度検討プロジェク

トチームが、建設工事に係る価格の事前公表方法について検討した結果

を受けて、下記のとおり取り組むこととする。

①　変動型最低制限価格について

予定価格を事前公表し、最低制限価格は入札参加者の有効な入札

数に10分の6を乗じて算定数を求める。露定数が5以上の場合は

低い方から算定数分め平均値に0．9を乗じて得た数値とする。

算定敦が4以下の場合は予定価格に10分の6を乗じて得た数値

を暴低制限価格とする。

最低制限価格の計算方法は、各自治体で方法が異なるため、先進

．的事例といわれる横須賀市を参考とした。将来は試行結果に基づき

篠山市独自の算定方法の検討も必要である。

（平成23年1月から試行、平成24年度本格導入）

②　予定価格ｉ最低制限価格について

設計金額に関係なく全て千田単位とする。円単位まで計算し、千

円未満の処理は予定価格作成者の勃断とする。変動型最低制限価格

の場合は、予定価格、最低制限価格とも切捨てとする。

（平成23年1月から試行、平成24年度本格導入）

③一電子入札の導入について

手続きの透明性、競争性の向上、経費の軽減、事務効率の向上を

・図るため電子入札を導入する。官公庁の入札担当部書と各入札参加

業者とをネットワークで結び、一連の入札事務をネットワーク経由
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で行う。　　　　　　　　　　　　　′

（平成23年1月から試行、平成23年度本格導入）

④　事後審査方式の採用について

入札参加申込時に関係書頬を添付し、審査を実施した後、入札を

行っているものを、開札後、落札予定者のみ関係書類の提出を求め、

審査を行い資格を有していれば落札者として決定する。

（平成23年1月から試行、平成23年度本格導入）

⑤　周一入札参加業者への下請け発注の禁止について

元請による施工が少なく、上請け工事が見受けられる舗装工事に

ついては、周一入札参加業者への下請けを寮止する。

登録業章が提出している「舗装工事関係職員及び所有機械等届出

書」により直営での施工が可能であると判断できるため。

（平成23年1月から試行、平成23年度本格導入）

⑧　最低制限価格の事前公表について

最低制限価格の事前公表は入札制度としてはそぐわないと考えら

れるが、方法としてはシンプルで奉り、不当な働きかけの防止効果

が期待できることから、変動型最低制限価格導入による効果を検証

し恵上で導入時細を検討し試行する。

①　総合評価落札方式について

総合評価落札方式とは、価格のみならず技術や品質を加えた総合

指針により落札者を決定する方式である。

平成20年度より試行で実施している総合評価落札方式（特別簡

易型）は、企業の施工能郭、配置予定技術者の能力、地域責献度を

評価し、加算点を算出し、標準点と加算点を入札額で除し評価値を

求め数億の高いものを落札候補者としてい卓。価格のみで評価して
いた方法とは異なり、価格と品質の両方を評価することで総合的に

優れた調達が可能であり、業者の地域社会における貢献も評価が可

能となる。「一方、書類審査や外部学識経験者の意見聴取など、入札

から落札者決定まで日数を要する等課題もあるため、今後も継続し

て検討する必要がある。
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②　（仮）公募型指名競争入札について

制限付入札の公告を行い、入札参加申込時に見積を徴収し、設計

書との比較を行い、誤差の少ない参加申込業者から指名を行う方法

である。

見積書の審査基準や審査を誰が行うが等の詳細な検討が必要であ

るため、今後も継続して検討する必要がある。

③　設計審査及び検査体制について

指名競争入札から制限付一般競争入札に移行したことで、入札参

加業者の門戸を広げたことになる。制限付一般競争入札において、

価格の事前公表を行う上では、今まで以上に設計審査及び検査体制

の強化について、今後も継続して検討する必要がある。

職員数の減少に伴い業務量が増加し、職員一人ひとりのゆとりがない
中で、職場内でのコミュニケーションが図りにくくなっていると感じる

職員が多くなっている。管理監督者は、職場内のコミュニケーションの

活性化に努め、担当職員が行う業務について、定期的に点検・検証を行

い、適正な業務分担に努めること。

また、職場内における職員間のほう・れん・そう（報告・連絡・相談）

を徹底し、風通しのよい職場つくりに努めること。

職場でのストレ耳を原因とする心因性の疾患を索然1こ防止するため、

安全衛生委員会と連携した相談窓口など支援体制を強化するとともに、

メンタルヘルス研修の開催など、職鼻が働きやすい塙場環境つくりに努

めること。

さらに、権限の行使や金銭を取扱う部署に同じ職鼻が長くとどまるこ

とは、業者との癒着、金銭の横領などの不祥事を生み出す可能性が増すと

・考えられることから、職員配置にあたっては、一定の専門職を必要とする

職場を除いては、ジョブローテーションを行い職員間の交流に努める必要

がある。
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Ⅴ　崩青線癖韓

ー委員長　　市　　長

委　員　　副市長

教育長
総務部長

職　　貴

市顧問弁護士

市民代表

市民代表

第1圃　平成22年6月16日

第2回　平成22年6月28日

第3回　平成22年7月15日

第4回　平成22年8月2‘日

勢5国　平成22年8月20日

第6回　平成22年9月13日

第7回　平成22年10月6日
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事件経過説明

落札、入札制度の状況について

事件の経過と入札制度の課題について

裁判初歩判の概要について

再発防止に向けた具体策について

篠山市職員の公正な職務の執行の確保

等に関する条例（案）について

倫理規程（案）について‾

入札制度検討報告について

収賄事件再発防止調査特別委員会報告

書について

裁判第2国公判の概要について

篠山市廠員の公正な職務の執行の確保．

等に開する条例修正（翠について

倫理規程修正（案）について

篠山市職鼻汚職・反省と根絶の委員会

報告書（案）

職員倫理に関するアンケート結果につい

て

画霞　　　職鼻倫理に関するアンケート結果（参考資料）
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