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1 はじめに 

奈良県森林組合連合会（以下「本会」という。）では、平成 28 年から 29 年

にかけての奈良労働局の調査及び本会の内部調査の結果、平成 15、16 及び

23 年に実際は受講していない本会職員６人（延べ 14 人）に対し技能講習修

了証が不正に発行された不適正事案が発覚した。 

また、不正に修了証を発行された職員を講師としてフォークリフト運転技

能講習を実施したことも確認された（この講習の受講者に対しては補講実施

済）。 

本事案は、労働安全衛生法に違反するものとして、奈良労働局から本会が

教習機関として登録を受けていた８つの技能講習科目全てを取り消すという

行政処分を受けた（平成 29 年５月 15 日）。 

一方で、奈良県知事からも本会に対し、事実認識、発生原因分析及び改善・

対応策等について、森林組合法に基づく報告徴収命令（平成 29 年５月２日、

平成 29 年６月７日）があった。 

このため、本会では、本会が設置した「登録教習機関に対する行政処分『調

査特別委員会』（平成 29 年５月 22 日設置）」の調査による内容の解明、責任

の所在及び再発防止策についての検証結果報告書等に基づき、奈良県知事へ

報告をした（平成 29 年６月１日、平成 29 年７月 31 日）。 

これらの報告では、①奈良労働局の調査及び本会の内部調査の結果、奈良

労働局の行政処分の対象事実には該当しなかったが、その他にも不適正な事

案が確認されていたこと、②これらの事実も含め不正行為は役職員の規範意

識の欠如が発生原因となっていること、③改善・対応策として法令遵守意識

の徹底等が必要であることなどについて、記載したところである。 

このような中、本会では、全役職員を対象としたコンプライアンス研修会

を開催し（平成 29 年７月 23 日、平成 29 年９月 20 日）、外部監査員として

大学教授に就任を承諾いただく（平成 29 年７月 25 日）とともに、理事会の

下部組織として「再発防止委員会」を設置し（平成 29 年８月２日設置）、再

発防止に向けた改善計画について検討・協議、進捗評価を行うための推進体

制を整備する（平成 29 年８月 24 日、平成 29 年 10 月５日、平成 29 年 11 月

17 日開催）など、改善・対応策に取り組み始めているところである。 

しかしながら、再発防止に向けた具体的な措置と行動計画が明らかにされ

ていないとして、奈良県知事から、森林組合法に基づく必要措置命令（平成

29 年 12 月 18 日）を受けるに至った。 

本会としても、先に記載のとおり改善・対応策に鋭意取り組んでいるとこ

ろであるが、具体的な措置内容の体系的な整理や、今後のスケジュールを盛

り込んだ行動計画の作成については、本会役職員が一体となって同じ意識で

取り組み、また、今後の再発防止に向けた取組状況の進捗や検証を行い継続

的に取り組むために必要なことであると考える。 
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この「法令違反等不正行為の再発防止のための具体的措置及び行動計画 

（以下「本計画」という。）」は、これら一連の事実を受け、役職員一人ひとり

が意識改革を行うとともに、トップの強い意志の下、不正を許さない仕組み

を構築して再発防止を徹底することにより、確実に本会をあるべき姿へ改善

していくことを目的にとりまとめたものである。 

本会としては、本計画について、必要措置命令に対して講じた改善措置と

して奈良県に報告するとともに、公表し、今後、本計画の着実な実行と定着、

継続的な改善に努めてまいる所存である。  
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２  再発防止のための取組の確実な実施と健全な組織風土の醸成に向けての

推進体制の整備 

再発防止に向けた具体的な措置は、本計画に基づき、本会会長、専務、参

事、吉野センター長、各課長の強力なリーダーシップによって実行していく

とともに、あわせて PDCA のサイクルを回しながら、継続的な進捗状況の点

検と見直しを図っていく必要がある。 

これは、当然、本会理事会が中心になり推進することになるが、調査特別委

員会からの報告書の内容も踏まえて、理事会の下部組織として設置した「再

発防止委員会」（平成 29 年８月２日設置）を推進体制の核とし、外部監査人

（平成 29 年７月 25 日委嘱）とも連携しながら、再発防止に向けた本計画が

着実に実施され、継続的に改善されているかについて評価、公表するものと

する。具体的には、３か月毎に「再発防止委員会」を開催し、再発防止のため

の具体的措置内容毎に点検を行い、その結果をもとに、毎年度末に評価、公

表するとともに、具体的措置内容の見直しを行っていくものとする。 

また、これら進捗状況の点検、評価及び見直しを効果的に行うために、平成

30 年１月末までに、点検・評価等に関する実施要領を作成する。 

さらに、情報の共有と円滑な点検・評価に資するため、役職員各人が、本計

画に基づき取り組んだ具体的な措置内容を記録し、これを一元的に保管する

ことにより、役職員誰もが情報を閲覧できる体制を平成 30 年１月末までに構

築する。 
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３ 再発防止に向けた具体的な措置 

 再発防止に向けた具体的な措置については、調査特別委員会からの報告書

の内容を踏まえて、不適正事案を発生させた直接的な原因だけでなく、その

背後にある組織的要因等にも着目して、①コンプライアンス（法令遵守）の

確保と役職員の資質向上のための取組の強化、②内部けん制体制の確立、③

監査機能が発揮されるためのシステムの構築、④経営層による経営管理の強

化の四項目を柱として取り組むこととし、項目毎の具体的な取組内容は次の

とおりである。 

 

３－1 コンプライアンス（法令遵守）の確保と役職員の資質向上のための取

組の強化 

調査特別委員会からの報告書によると、「技能講習を実施し、技能講習修了

証を交付するという法律上の資格を与える機関に勤務する職員として、要求

されるべき遵法意識に甚だしい弛緩があったというべきである。」とされ、今

般の不適正事案は、職員のコンプライアンス意識の欠如が原因で発生したも

のと考える。 

これまで、コンプライアンスについては、平成 22 年 11 月にコンプライア

ンス・マニュアル、平成 23 年 12 月にコンプライアンス態勢運営要領を作成

するとともに、平成 23 年度より毎年度、本会と会員である各森林組合との合

同でコンプライアンス研修を実施してきたところである。 

しかしながら、今般の事案がコンプライアンス意識の欠如が発生原因であ

ることに鑑みれば、今後はこれまで以上に、本会の全役職員に対し、本会の

目的、存在意義並びに業務の内容とそれに適用される法令を基礎から教育す

るとともに、それらの関係諸法令を遵守し、適正に業務を遂行することの重

要性を認識させ、浸透させることが必要である。 

このため、本会の全役職員を対象にして、職務・職業上の倫理観などに関す

るコンプライアンス研修を実施するとともに、森林組合法に定められた森林

組合連合会の役割の再認識や業務関連法令等の学び直しをする取組を行うこ

とにより、これらの定着と浸透を図り、確固たる本会の組織文化として根付

かせるよう取り組む。 

 

《具体的な措置》 

(1) 会長メッセージの発信 

会長から全役職員に向けて、一人ひとりが自分のこととして受け止めて

コンプライアンスの確立に活かしていくこと、役員をはじめ管理職が先頭

に立って本行動計画を実施していくこと等についてメッセージを発信す
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る（毎年２回実施）。 

 

(2) 現行のコンプライアンス・マニュアル等関連規程の見直し、周知 

コンプライアンス・マニュアルをはじめ関連要領、プログラムが既に作

成されている中、再度、記載内容を検証し、平成 30 年１月末までに見直

すとともに、全役職員に周知する。さらに、コンプライアンス研修会の開

催の都度、全役職員への周知を図る。 

 

(3) コンプライアンス意識の徹底を役職員各人が宣言 

役職員各人が、コンプライアンスについて考え、業務に対する姿勢を確

認し、実際に行動する取組について宣言する（毎年度当初に実施）。 

 

(4) コンプライアンス及び業務関連法令等についての各職場における教育の実施 

ア、管理職は、コンプライアンスの体現者として、自らのコンプライア

ンスの取組状況を部下に宣言する（毎年度当初に実施）ことにより、

率先垂範の姿勢を示す。 

イ、各職場においては、毎週１回のグループディスカッションを継続的

に行い（平成 29 年６月から実施済み）、本計画の確実な浸透を図ると

ともに、不適正事案を発生させる要因となる“実態と合わないルール、

合理的でないルール” を放置していないか、現場だけで悩みを抱え

込んでいないか等について話し合い、このような問題を一つずつ解決

していく。また、このグループディスカッションを森林組合法に定め

られた森林組合連合会の役割の再認識や業務関連法令等に関する学

びの場としても活用する。 

 

(5) コンプライアンス研修会の開催 

本会の全役職員を対象に、職務・職業上の倫理観などに関するコンプラ

イアンス研修会を年４回開催する。 

 

(6) 行政等が開催するコンプライアンス研修会への参加 

国、県、全国森林組合連合会等が開催するコンプライアンス研修会の情

報を入手し、役職員に参加させる。 
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(7) 既存の研修の場を活用したコンプライアンス意識の徹底 

役職員のコンプライアンス意識を高めるため、既存の各種研修の場も活

用するなど様々な機会を捉えて、コンプライアンスに関する講義や資料配

付を行う。 

 

(8) 自己啓発に資する情報の共有 

国、県、全国森林組合連合会等の会議等で配付されるコンプライアンス

事例集や、収集した他の森林組合等における事例（不適正事例に加え好事

例も含む）の情報など、自己啓発に資する情報について、入手した都度、

役職員に提供する。 
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３－2  内部けん制体制の確立 

 調査特別委員会からの報告書によると、「平成 15 年、16 年当時の技能講習

の事務処理の実態を調査したところ、責任者である研修課長の権限が明確で

なく、講習実務は研修担当者である職員に任せきりになっていたばかりか、

講習実務と講習修了証発行業務が直結しておらず、職員間による検査、確認、

相互監視作用が全く機能していなかった。」とされている。 

このため、個々の業務について、その権限と責任を明確にし、万が一、故意

又は過失により不正な行為がなされた場合であっても、職員間の確認、相互

監視により早期に発見できるとともに、その責任の所在が明確となる業務体

制を整備することが必要である。これにより、内部けん制体制の強化が図ら

れ、不適正事案の発生を「芽」の段階で摘み、不適正な行為が行われない土壌

が作られると考える。 

 

《具体的な措置》 

(1) リスク管理体制の整備 

不適正事案が発生する可能性をリスクとしてとらえ、想定される不適正

事案を抽出しリスト化する（平成 30 年３月末まで）とともに、PDCA の

サイクルを回しながら継続的かつ組織的にリスク管理に取り組むため、再

発防止委員会を中心にした管理体制を検討し、平成 30 年３月末までに、

関係諸規程を整備する。 

 

(2) 不正を許さない仕組みの充実 

業務の実施に当たっては、本会の業務組織規程を見直し、各業務におけ

る権限と責任を明確にする（平成 30 年１月末まで）。さらに、これを職員

に周知・理解させるとともに、各決裁段階で、主担当・副担当間相互に、

あるいは、上司によるチェック機能を働かせ、適切に判断することの習慣

化と定着を図る。 

 

(3) 業務の見える化による職員間での情報の共有 

担当者以外の職員でも業務情報が把握できるよう、業務の進捗状況が判

る図表等を課内のホワイトボードに掲出する（平成 29年６月から実施）。 

 

(4) 定期的な打合せ会議による情報の共有 
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役員、上司、担当者以外の職員間における情報共有を進めるため、各課

内の全職員で定期的（毎週１回）にグループディスカッションを開催（平

成 29 年６月から実施）するとともに、奈良本所と吉野支所との間でも定

期的（毎月１回）に「課長会」を開催する。 

 

(5) 内部通報・相談窓口等の活用 

現在、コンプライアンス態勢運営要領において、内部通報・相談窓口と

して総務課長を指定するとともに、これを補完するものとして外部通報・

相談窓口を本会が委嘱する弁護士事務所に設置している。この制度を毎年

度当初に職員へ周知する。 

 

(6) 就業規則で定める懲戒処分内容の周知 

就業規則で規定する、職員が不正行為を行った場合に適用される懲戒処

分の内容について、具体的な事例を示して、職員への周知を図る（平成 30

年１月末までに実施。以降、毎年度当初に周知を図る）。 
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３－3 監査機能が発揮されるためのシステムの構築 

監事による監査は、従前から、定款、規約、監査細則並びに監査要領に基づ

き実施していたが、今般の不適正事案の発見ができなかった。これは、監事に

よる監査が、会計に対する監査に重きを置く傾向にあり、役職員のコンプラ

イアンス意識に対する評価については明確に行ってこなかったためと考える。 

このことから、コンプライアンス等に識見のある外部の第三者を監査人に

委嘱し、コンプライアンス体制や内部けん制体制が機能しているかを念頭に、

業務全般についての監査を行う。 

 

《具体的な措置》 

(1) 外部の監査人による監査の実施 

外部の監査人による監査の実施について、その頻度などの監査方法や監

査を行う業務項目の選定等を行い、監査細則等の関係諸規程の見直しを、

平成 30 年１月末までに行う。さらに、定期的（毎年２回）に外部の監査

人による監査を実施する。 

 

(2) 監事による監査機能の強化 

監事による監査の実施に当たっては、従前の会計に重きを置いた監査の

みではなく、“不適正な事案は今後も起こりうる”というリスク意識を持

ち、３－2－(1)「リスク管理体制の整備」に記載した、抽出した想定され

る不適正事案リストを元にした監査も実施する（平成 30 年４月の監査か

ら実施）。 

 

(3) 内部監査の実施 

業務組織規程第４条の３に基づく内部監査担当者を設置し（平成 30 年

３月までに設置）、定期的（毎年２回）に内部監査を実施する。 
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３－4 経営層による経営管理の強化 

 ２に記載したとおり、再発防止のための取組の確実な実施と健全な組織風

土の醸成のためには、経営層による経営管理が不可欠である。ともすれば、

常勤役員あるいは職員に任せきりになりがちではあるが、今回の行政処分を

契機に、経営層自らが意識改革を行い、より主体的に経営に参画し、本会の

あるべき姿の検討や業務改革並びに職員の意識改革に取り組むとともに、今

後、役員の改選に当たっては、経営感覚の優れた人材を掘り起こし、登用に

努める。 

 

《具体的な措置》 

(1) 経営層による本会のあるべき姿の検討 

森林組合法に定められた森林組合連合会の役割や本来業務を踏まえて、

本会の組織・機構の見直しを含め、業務のあり方について検討し、本会の

経営理念を平成 30 年度中に定めるとともに、具体の経営目標等を盛り込

んだ経営ビジョンを平成 31 年度中に作成する。 

具体的には、主に次の事項について検討する。 

   ①系統全体としての取組及び会員への監査・指導のあり方 

本県の森林・林業の現状を踏まえ、森林組合系統が一体となり、ど

のような取組を進めていくのか。また、会員への監査･指導という本

会の本来業務を今後どのように進めていくのか。 

②林業従事者の育成のあり方 

今般の行政処分により、技能講習教習機関の登録が取り消された

ことにより、各種技能講習は実施できなくなったが、各種特別教育・

安全衛生教育の実施は可能となっている。会員の円滑な事業運営を

サポートするため、各種特別教育・安全衛生教育の実施を今後どのよ

うに進めていくのか。 

③木質バイオマス発電所等へ供給する原木の集･出荷のあり方 

現在、燃料原木の供給協定に基づき一つの木質バイオマス発電所

へ供給するとともに、合板工場への供給も行っている。会員の円滑な

事業運営をサポートするため、木質バイオマス発電所やそれ以外の

用途の原木の集・出荷について、今後どのように進めていくのか（県

内に木質バイオマス発電所が複数稼働した場合を想定して検討）。 

 

(2) 経営トップと全職員との直接対話 

会長・専務等経営層と全職員とのコミュニケーションの充実を図るため、
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全職員との直接対話を繰り返し、会長の強い意志、コンプライアンスに対

する決意をフェイス・ツー・フェイスで伝える（毎月１回）等、年間を通

して経営層が率先して啓発活動を継続していく。 

 

(3) 不適正事案発生時の対応体制の整備 

不適正事案の疑いがある情報を入手した時、あるいは不適正事案発生・

発覚時に、組織的かつ迅速・適確に対応できるようにするための対応要領

等を平成 30 年１月末までに検討・整備するとともに、これを役職員に周

知する（毎年度当初に実施）。 

 

(4) 適確な業務ニーズの把握と柔軟な業務配分・職員配置 

役職員は常に業務ニーズの把握に努め、業務内容の見直しを行うととも

に、役員はそれに応じて、職員の適性・能力を勘案しながら、柔軟な業務

配分や職員配置を行う。 
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３－5 健全な組織風土の醸成 

 故意や意図的な行為、明らかな怠慢などによる不正を未然に防ぐ仕組みづ

くりは当然であるが、業務上のミスや疑問を感じた時の指摘・苦情を、隠す

ことなく素直に上司や職員間で話し合い、情報を共有し、再発防止に繋げる

ことのできる風通しの良いコミュニケーションがとれる健全な組織風土を醸

成する必要がある。 

このため、風通しの良いコミュニケーションの仕組みづくりに取り組むと

ともに、現在、コンプライアンス態勢運営要領に基づき整備されている職制

を超えた連絡・相談体制（内部通報・相談制度）の周知と活用を図る。 

 

《具体的な措置》 

(1) 風通しの良いコミュニケーションの仕組みづくり 

職員個人が抱えているミスやトラブルなどの情報を共有するため、各課

内の全職員で定期的（毎週１回）にグループディスカッションを開催する

（平成 29 年６月から実施）とともに、奈良本所と吉野支所との間でも定

期的（毎月１回）に「課長会」を開催する。 

 

(2) 職制を超えた連絡・相談窓口の活用 

現在、内部通報・相談窓口として総務課長が指定されているが、この制

度を、職制を超えたコミュニケーションツールとしても活用するため、職

員に身近な制度であることをアピールするリーフレットを作成する（平成

30 年３月末まで）とともに、職員へ周知する（毎年度当初に周知）。 
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４ 会員と連携して取り組む具体的な措置 

 ３に記載した再発防止のための具体的措置は、本会の役職員が取り組む計

画として取りまとめている。しかしながら、本会の健全な組織風土を醸成す

るうえで、可能な限り会員である森林組合の意思が本会の経営に反映される

ことが重要であり、本会の事業の方針、事業及び財務の状況、本会の事業の

リスク特性に応じた有用な情報（３－2－(1)で抽出し、リスト化した不適正

事案及びリスク毎の管理手法の事例等）などが会員に対して提供される必要

がある。 

 また、本会と会員が一体となって、森林組合系統全体のあるべき姿の検討

や業務改革並びに会員全職員の意識改革を推進することも必要である。 

 このようなことから、本会のみならず、会員と連携をとりながら具体的な

措置に取り組むこととする。 

 

《具体的な措置》 

(1) 本計画の会員への説明 

本会のみならず、会員と連携をとりながら具体的な措置に取り組むうえ

で、本計画の内容について早急に会員へ説明するとともに、その進捗状況

についても定期的（毎年４回）に情報提供する。 

 

(2) 必要な情報の共有のための会員への充分な説明 

本会の事業の方針など、会員と一体となって取り組むうえで必要な情

報を共有するため、会員に対して説明等を行う際には、総会での説明や

文書による通知等にとどまらず、組合長会議や担当職員会議、地域毎の

連絡協議会などを活用して、積極的な説明、周知等に努める。 

 

(3) 合同によるコンプライアンス等研修会の開催 

３－1－(5)に記載したコンプアライアンス研修会（毎年４回実施）につ

いて、本会と各森林組合との合同で実施するとともに、この研修会の実施

に併せて、森林組合法に定められた森林組合連合会や森林組合の役割を再

認識するため、関係諸法令に関する講義や資料配付などを行う。 
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５ まとめ 

本会は、昭和 16 年 11 月に結成、森林組合法に基づく団体として昭和 26 年

４月に組織されて以来、会員である各森林組合の指導のほか、労働安全衛生

法に基づく技能講習や全国森林組合連合会を通した緑の雇用事業の各種研修

等の人づくり、合板工場への出材、木質バイオマス発電所への燃料原木の集

出荷等を行い、コンプライアンスに則って行動する団体として取り組んでき

た。 

しかしながら、今般、不適正事案が発覚し、奈良労働局から登録教習機関の

取消しという極めて厳しい処分を受けたことにより、コンプライアンス態勢

が不十分であったことが露呈し、社会的信用を無くすこととなった。 

今後、本会は、今回の事案を深く受け止め、今後、不適正事案が二度と起き

ることがないよう、また、このような事案を発生させた悪しき習慣や組織風

土を再び招来することのないよう、この行動計画を着実に実施していく所存

である。 

そして、全役職員一人ひとりが、今回の教訓を忘れることなく後進に伝え

ていくとともに、ここに信頼回復のための第一歩を踏み出したということを

認識し、従前の悪しき習慣を確実に断ち切り、真の業務改善と本会のあるべ

き姿への転換を目指して胸を張って行動していく決意である。 

 

                            以上 


