
　 いしかわ県庁マンシッププロジェクト

所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

秘書課 総広報マン化

県の事業等について積極的にPRす
ることにより、県民の皆様の理解
を深めるよう努めます。

名刺やメール署名により、県事業や観光等の
魅力を積極的にPRします。

名刺やメール署名により、県事業や観光等
の
魅力をPRしました。

総務課 窓口サービス

外部からの問い合わせが比較的多
い部署であるため、県民サービス
の向上を目指し、電話や来庁者へ
迅速・丁寧な対応に努めます。

・電話の受発信時には、まず所属名と名前を
伝えます。また、担当者不在の場合でも、必
要な対応ができるように努めます。
・来庁者にはあいさつと笑顔をかかさず、ま
た入口付近で迷っている方がいたら欠かさず
に声掛けを行うなど、親切・丁寧・迅速な対
応に努めます。
・ホームページの内容について、リンク切れ
や古い情報がないかチェックし、適切な情報
提供を行います。

・毎週末行事予定表を課内に周知しまし
た。
・担当者不在の場合は、グループ内に声を
かけ、来客があっても必要な対応ができる
ように努めました。
・情報の更新と同時にホームページの更新
を行うよう努めました。

人事課
窓口サービスの
向上

県民の皆様や職員の問い合わせ
に、親切、丁寧に対応するととも
に、執務室内等の整理整頓によ
り、業務の迅速化を図り、県民
サービスの向上に努めます。

・電話応対の際は、所属名と名前を述べ、丁
寧でわかりやすい言葉で説明することに努め
ます。
・問い合わせ等に速やかに対応するため、執
務室や書庫の整理整頓、不要書類の破棄等を
行い、書類へのアクセス時間の短縮を図りま
す。
・ホームページの内容について、リンク切れ
や古い情報がないかチェックし、適切な情報
提供を行います。

・電話対応については、所属名と名前を述
べ、たらい回しにしないよう迅速かつ丁寧
に対応しました。
・不要な書籍、雑誌、書類などを廃棄し、
執務室の整理整頓に努めました。
・ホームページについては、各担当及び
ホームページ担当者により、リンク切れや
古い情報がないかチェックを行いました。

所属毎の取組　実施報告（総務部）



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

自治研修センター 仕事場の改善

県民ニーズに対応できる人材養成
に向けた職員研修の円滑な運営を
図り、よりよい職員研修の実施に
努めます。

・紙類の図書や資料の要・不要を判断する基
準となるルールに従い、引き続き必要と判断
されたものについては書棚に分かりやすく分
類整理するよう努めます。また不要なものは
適宜適切に処分するように努めます。

・職員個々が机の上や引き出しの中の整理整
頓に努め、業務のしやすい環境づくりを目指
します。また、回覧物の速やかな内容確認を
行い、滞留させないよう努めます。

・センター内で、マニュアル化できる業務と
判断したものについては当該マニュアルの作
成に努めるとともに、これまで積み重ねてき
た作業マニュアルの更なる充実に努めること
で、センター職員の誰もが対応できる体制づ
くりを目指します。

・執務室内に下半期の目的、取組項目を掲
示し、全職員への周知を図りました。
・図書類や過去からの資料の整理について
は要・不要を判断する基準となるルールを
作るとともに、下半期（10月～３月）で６
６０kgの紙類の処分を行いました。
・センター内の作業マニュアル作成につい
ては適宜各職員が作業の洗い出しを行い、
下半期で１４項目を追加しました（実施関
連、ＯＡ関連、ほか）。

行政経営課
仕事場の改善
総広報マン化

より質の高い県民本位の行政サー
ビスを提供するため、執務室の整
理整頓の徹底を行うほか、本県の
魅力を多くの方に知っていただけ
るよう、全庁的な総広報マン化の
推進に努めます。

・簿冊や書籍などの課内共有資料を整理し、
書棚に文書種類を明示することによって、い
つでも活用できるようにします。
・職員がさまざまな機会を通じて本県のPRの
行えるよう、県の特徴的な情報等を掲載した
豆知識集について庁内に周知するとともに、
県のPR要素を含んだ名刺やメール署名のテン
プレートを示し、活用を推奨します。

・書棚に文書種類を明示したほか、近年の
資料や古い資料等が混ざって保管されてい
たものを必要な時に素早く閲覧できるよう
に年度ごとに陳列し、執務室内の整理整頓
に努めました。
・県の特徴的なデータをまとめた『豆知識
集』や県のPRに資する名刺や署名のテンプ
レートを職員に示し、活用を推奨しまし
た。

財政課 仕事場の改善

執務室内の整理整頓に努め業務の
効率化を図るとともに、県民の方
からの問い合わせ等には丁寧に対
応するよう努めます。

・随時、各部局からたくさんの資料が集中す
る職場であるため、各自が日頃から資料等の
整理整頓に努め、執務環境を向上させます。
・県民からの問い合わせには丁寧で分かりや
すい言葉で説明することに努めます。

・総括補佐が予算作業や議会終了後の節目
に、職員に整理整頓の注意喚起をするなど
し、各職員が意識して整理整頓に努めまし
た。
・各職員が「財政のあらまし」などを活用
し、来課者や電話等による照会者にわかり
やすい言葉で説明するように努めました。

東京事務所 窓口サービス

電話での問い合わせや来所者に対
し、丁寧で柔軟な対応を心がける
とともに、首都圏在住者等のニー
ズ把握や各種情報の収集・提供に
努めます。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切・丁寧な
対応に努めます。
・常にアンテナを高くし、各種情報の収集に
努めるとともに、関係者等との連携をより密
にします。
・各種パンフレットやチラシを目につきやす
く、手に取っていただきやすいよう整理・陳
列し、より効果的な情報発信に努めます。

・来所者に対して分かりやすい説明を心が
けたほか、パンフレット、チラシ等を分か
りやすく配置・陳列するなど、丁寧な対応
に努めました。
・首都圏在住関係者等との連携を密にし、
各種情報の収集等に努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

管財課 窓口サービス

窓口にこられた県民の皆様への
サービス向上に努めます。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切・丁寧・
迅速に対応いたします。
・よくある申請・届出等については各グルー
プのものを１カ所にまとめておくなど、担当
者が不在でも一定の対応ができるよう努めま
す。

・職員全員にメール送信するなどにより、
取り組みの徹底を呼びかけました。
・「競争入札参加者資格審査」や「県庁舎
等行為許可」といった申請の多い業務の関
係書類を窓口カウンターに配置し、どの職
員でも親切・丁寧・迅速に配布できるよう
に努めました。
・来課された方が他部局等に行かれる場
合、必要に応じて場所の説明や直接のご案
内、担当者への事前連絡を行いました。

税務課 仕事の改善

職員間の情報共有を進め、業務の
効率化を図ります。

・課内の共有フォルダー等を活用し、会議資
料などの情報の共有化を進め、業務の効率化
を図ります。

・年末、年度末の課内で一斉に書類の整理
を行い、不要となった書類の廃棄を行いま
した。
・課内会議なとで職員へ周知するととも
に、取組状況についても確認しました。

小松県税事務所 仕事の改善

所内の情報共有を進めるととも
に、執務室内の整理整頓に努め、
業務の効率化と職場の美化を図り
ます。

・所内の共有フォルダーを活用し情報の共有
化を進めます。
・書類等の整理整頓に努めます。

県民の方に対して親切丁寧な接客に努め、
県税事務所以外に用事のある来庁者に対し
ても庁舎入口付近で迷っている方に対して
は、欠かさずに声かけをして案内するよう
に徹底しました

金沢県税事務所 窓口サービス

県民からの相談、問い合わせに迅
速かつ親切・丁寧に対応するよう
努めます。

・電話、窓口ともに親切かつ適切な態度、言
葉遣いで接するよう心掛けます。
・相談、問い合わせに迅速かつ適確な対応が
できるよう課共有フォルダにてん末書を作成
し、情報共有を図ります。

・定例の所内会議などで職員へ周知すると
とも
に、取組状況についても確認しました。

市町支援課 仕事場の改善

執務室内の整理整頓に努め、職員
の業務効率化を図るとともに、職
場環境の美化に努めます。

・デスク周りだけでなく共有スペースについ
ても積極的に整理整頓し、書類の整理に努め
ます。

・常日頃からコピー・プリンタ周辺の状況
を把握し、整理整頓を心がけました。

・来客対応時は身近にいる職員が率先し
て、速やかに窓口に出向くように努めまし
た。

・電話応対時に所属や氏名を名乗り、丁寧
な言葉で応対しました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

中能登総合事務所 仕事場の改善

県民の皆様に気持ちよく感じてい
ただける接遇と業務の執行、執務
室内の整理整頓に努めます。

・業務効率が更に向上することを念頭に日頃
から整理整頓を行うとともに、職員一人一人
が気配りを怠らず、庁内の美化に努めます。
・来庁者への積極的な声掛けを実践し、迅
速・親切・丁寧で分かりやすい説明に努めま
す。

・日頃からチラシや申請書類の整理整頓を
行うとともに職員間の情報共有を図り、県
民の方に対して迅速な対応ができるよう努
めました
・庁舎内のポスター掲示やパンフレット配
置にも目配りを行い、庁舎全体の美化に努
めました
・来庁者の方に対して親切丁寧な接客に努
めるとともに、庁舎内で迷っている方に対
しては、声掛けをし、担当者の所にお連れ
するなどの対応を徹底しました

仕事場の改善

皆様の相談や問合せに速やかに対
応できるよう「整理整頓の日」を
設定し、ワークプレイス改革に取
り組みます。

・毎月第３水曜日を「整理整頓の日」とし、
机まわり、書棚、受付窓口カウンター等につ
いて整理・整頓に努めます。
・書庫の簿冊等は、速やかに判別できるよう
に収納棚に整理整頓し分類毎に明示します。

・整理整頓を周知徹底しています。
・文書等の簿冊は速やかに判別できるよう
に分類毎に収納棚に整理しています。

窓口サービス

県民の皆様に満足（納得）してい
ただける接遇と窓口業務を実現す
るため、県職員としての意識向上
に努めます。

・電話応対時には所属と名前を名乗り、丁寧
な言葉で応対します。
・来庁者に対して積極的な挨拶や声かけに努
め、適切な窓口へ案内します。
・1階総合案内職員や各窓口担当職員は、会議
日程等の情報把握に努め、適切な窓口に速や
かに案内します。
・納税者の用件を速やか・正確に聞き取りし
て、丁寧でわかりやすい言葉で説明をしま
す。この取組がスムーズに行えるように、毎
月課内研修会を実施します。

・電話応対時には所属や氏名を名乗り丁寧
な言葉で応対しました。
・来庁者には、身近にいる職員が率先し
て、速やかに窓口に出向き案内しました。

・相手の立場に立って話を聞き、丁寧な説
明・応対しました。
・税に関する課内研修会を毎月実施し、職
員の資質向上を図りました。

総広報マン化

県の事業について積極的にPRする
ことにより、県民の皆様の理解を
深めるよう努めます。

名刺やメール署名により、のと里山空港の利
用を促すなどのPRに努めます。

・名刺にNTQキャラクターイラスト入り名
刺でのと里山空港のPRをしました。
・メール署名に空港のPRやふるさと博の
PRをしました。
・会議室利用者や来客者等の目に入る事務
室入り口に、のと里山空港のPRとして、
「のと里山空港利用促進ポスター」、「地
元ゆるきゃら」や「のっぴーマーク入りリ
ンゴ」を展示して広報しました。

奥能登総合事務所


