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平成 25年度コンプライアンス関連事業 
事業計画と実施スケジュール 

【当初計画(予定)と実績(結果) 対照表】 
 当初計画(予定) 実 績(結果) 

4 月 
 
 
 
 
 
 

・行政機関に平成 24年度の活動報告 
 
・「コンプライアンスに関する相談窓口」の設置 
 
・違反認定企業との意見交換 
・（定期防災訓練） 
 
・5月 20 日(月)定時総会 郷原信郎氏によるコン
プライアンスに関する講演会開催 

・コンプライアンス委員会 
・倫理委員会 協会活動のチェック、改善策協議  

⇒ 協会に意見具申 

・4月 5日、県に提出 
四国地整、他県内全自治体に提出(郵送) 

・4月 5日から稼働 
 ４～6月、相談件数 12件 
・4月 19 日開催 
・4月 15・16日 GPS携帯を利用した 
(災害情報共有システム)訓練実施 

・5月 20日 15:50～17:10 
 ザ・クラウンパレス新阪急高知で開催 
・6月 21 日(金)開催 
・5月 20 日と 6月 24日 2 回開催 

5 月 
6 月 
 

7 月 
 
 
 
 
 
8 月 
 
 
 
 
 
9 月 
 

・行政機関に定期活動報告 
 
・１２支部、青年部、女性部等で講習会、勉強会 
・（定期防災訓練） 
 
・各社にコンプライアンス確立に向けた取組み状
況の報告要請 

・コンプライアンス委員会 
・倫理委員会 協会活動のチェック、改善策協議 

 ⇒ 協会に意見具申 

・7月 25 日、県に提出 
四国地整、他県内全自治体に提出(郵送) 

・10月 19日(土)青年部・女性部 合同勉強会 
・7月 22 日 大規模災害に備えた 

衛星携帯使用訓練（本部と 12 支部） 
・10月 11日 要請文書発送 
       
・10月 10日開催 
・10月 21日開催 
 
  〈当初計画以外の取組み〉 
・7月 8～18 日 県主催コンプライアンス研修 

会員に参加呼びかけ 
・8月倫理委員会の要請により、県内各自治体の入札契
約情報の情報公開の状況についてアンケート調査実施 

・9月 13 日 室戸、安芸、南国、嶺北各支部、県幹部と
ともに訪問、コンプライアンス徹底を要請（その他の
支部は 10月・11月に順次実施） 

・「コンプライアンス相談窓口」 
7 月～9月 相談件数 40件 

10 月 ・行政機関に定期活動報告 
 
・協会幹部による支部訪問、講習会、勉強会 
 
 
 
 
・（定期防災訓練）・（防災関連） 
 
 
・コンプライアンス委員会 
・倫理委員会 協会活動のチェック、改善策協議  

⇒ 協会に意見具申 
・（年末特別夜間防犯活動） 

・11月 15日県に提出 
四国地整、他県内全自治体に提出(郵送) 

・10月 17日 高陵・高幡支部 
・10月 30日 中村・宿毛・土佐清水支部 
・11月 1 日 高知支部 
・11月 6 日 伊野・高吾北支部 
 （県幹部と合同で実施） 
・11月 10日 高知市防災訓練に参加 
・12月 4 日 四国地整図上防災訓練に参加 
・12月 26日 国交省高知空港事務所と災害協定締結 
・1月 15 日開催 
・1月 31 日開催 
 
・（高知市内は 12月 24日実施） 
・10月 9 日 四国地整 改正「発注者綱紀保持規程(マ
ニュアル)」を全会員に送付 

・「コンプライアンス相談窓口」 
10 月～12月 相談件数 12件 

11 月 
 
12 月 
 

1 月 ・行政機関に定期活動報告 
・各社にコンプライアンス確立に向けた取組み状
況の報告要請 

・コンプライアンス委員会 
・倫理委員会 25年度の活動総括、改善策協議  

⇒ 協会に意見具申 
（平成 25年度活動の PDCAサイクルによる見直し
と平成 26年度活動計画策定） 

 
・県建設産業団体連合会加盟の各団体に取組み報告依頼 
  
 
 
・1月 29 日 コンプライアンス講習会開催 
    （主催：県建設産業団体連合会） 

（講師：建設業適正取引推進機構） 

2 月 
3 月 

随 時
実施 

・コンプライアンス委員会、倫理委員会は必要に
応じて随時実施 

・各企業で実施する講習会、勉強会のサポート、 
講師紹介等 

・ホームページ、機関誌等による情報公開、情報
発信、コンプライアンスに関する各種広報事業 

 
 
・講師斡旋・紹介 
 （企業 8、協同組合 1、一般社団法人 1） 
・ホームページ、機関誌(高建)において 

コンプライアンス関連の広報 
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コンプライアンス確立に向けての取組み 

平成 25年 10月～12月 取組実績 

一般社団法人高知県建設業協会 

 

Ⅰ．取組実績 

 

１．行政機関への活動報告(平成 25年度第 2四半期) 

11 月 15 日 県に提出＝「コンプライアンス確立に向けての取組み」活動実績報告 

（平成 25 年 7 月～9 月） 

四国地方整備局と県内各自治体(県以外の３４自治体)には同月郵送により報告 

 

２．コンプライアンスに関する啓発活動 

   高知県主催：高知県建設業協会との意見交換会 

     県土木部幹部と出先事務所、建設業協会本部と各支部の幹部との意見交換会の中で、コンプ

ライアンスの徹底を要請 

開催日 支 部（12支部） 場 所（7会場） 

9 月 13日(金) 安芸・室戸、南国・嶺北 安芸商工会館、南国建設会館 

10月 17日(木) 高陵・高幡 高陵建設会館 

10月 30日(水) 中村、宿毛・土佐清水 中村地区建設協同組合会館、宿毛建設会館 

11月 1日(金) 高知 高知県建設会館 

11月 6日(水) 伊野・高吾北 すこやかセンターいの 

（開催時間は一会場 2時間） 

 

３．コンプライアンス委員会(当協会会員９名で組織)開催実績 

   第３回：平成 26年 1月 15日(水)12:30～ 

    議題１．7 月～9 月のコンプライアンス活動の実績について(報告) 

      ２．第 3 回倫理委員会(10 月 21 日(月))開催結果について 

      ３．10 月～12 月の活動実績について 

      ４．「公益通報窓口」と「コンプライアンスに関する相談窓口」実績について 

      ５．県内各自治体に対する情報公開推進の要望(案)について 

      ６．県への要望について(当初設計と現場の実態とのかい離の是正)について 

          

４．倫理委員会(当協会外部有識者５名で組織)開催実績 

   第４回：平成 26年 1月 31日(金)14:30～ 

 議題１．第 3 回倫理委員会(10 月 21 日(月))と 

第 3 回コンプライアンス委員会(1 月 15 日(水))開催結果について 

   ２．10 月～12 月のコンプライアンスに関する活動実績について 

   ３．「公益通報窓口」と「コンプライアンスに関する相談窓口」実績について 

   ４．県内各自治体に対する情報公開推進の要望(案)について 

   ５．最近の入札状況と指名停止状況(県)について 

   ６．その他 

 その他配付資料 

１． 平成 26 年 1 月 15 日付 高知新聞朝刊 

２． 県への要望(当初設計と現場の実態とのかい離の是正について) 
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委員会における特記事項 

県内 34 市町村では公共工事発注プロセスにおける情報公開のレベルに大きな差があり、

全市町村が「透明性」「公正性」「競争性」を基本理念とした公共工事の発注をしてもらえ

るよう、入札・落札状況の情報公開を徹底する要望書を送付することを決定 

 

Ⅱ．「公益通報相談窓口」取扱実績(責任者＝岡本嘉之倫理委員会委員長) 

 

  （10 月から 12 月実績）通報無し 

   

Ⅲ．「コンプライアンスに関する相談窓口」取扱実績（責任者＝川上勲夫協会常務理事・事務局長） 

 

（4 月から 6 月実績）相談件数＝１２件 

  （7 月から 9 月実績）相談件数＝４０件 

（10 月から 12 月実績）相談件数＝１２件 

（内容） 

・社内のコンプライアンス体制(基本方針)を定めることについて 

・県の入札契約制度について 

・建設業退職金共済制度の法的位置付け 

・建設業法における元請下請関係について    等 

 

Ⅳ．談合情報への対応 

 

   １０月から１２月の間における談合情報は無し 

以上 

 

 


