
　　

　　

所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

土木部企画調整室
監理課

仕事場の改善
窓口サービスの向
上

・業務の一層の効率化のため、ワークプ
レイス改革に取り組みます。
・県民の皆様にご満足いただける窓口
サービスの実現を目指します。

・カウンターや会議机の上の書類・物品等の整
理整頓に努めます。
・来庁者に対して「あいさつ」を行うととも
に、親切・丁寧・迅速かつ笑顔での応対を心が
け、県民へのサービス向上に努めます。

・カウンターや会議机の上に書類・物品等が放
置されていないか目を配り、整理整頓に努めま
した。
・来庁者に対して親切・丁寧・迅速かつ笑顔で
の応対を心がけました。

道路建設課 仕事場の改善 仕事の生産性の向上を図るため、執務室
の整理整頓に努めます。

・自席周辺の床上に置いてある書類について、
放置することのないように、使用後は書棚に収
納することを徹底し、職場の美化に努めます。

・参照した簿冊については、使用後はすみやか
に書棚に収納するように努めました。

道路整備課 仕事場の改善 県民の皆様からの問い合わせに迅速に対
応するため、効率的で快適な職場づくり
に努めます。

・カウンターや会議机に書類等を放置しないよ
うに整理整頓を心がけるとともに、机周辺に書
類が煩雑に積み上げられることがないよう定期
的に机周り及びロッカーの整理整頓に努めま
す。

・会議机等の上に書類等を放置しないよう整理
整頓に努めました。
・ロッカー、書庫の整理デー（３回）を設け、
課全体で書類の整理整頓及び不要書類の廃棄を
行いました。

河川課 整理整頓 効率的に業務を遂行するために課内の整
理整頓に努めます。

・カウンターの上に書類、簿冊等を放置しない
ように努めます。
・業務机や周辺に積み重なっていた書類を所定
の棚や引き出し等に移します。

・書庫にある保存期間が切れた簿冊や不要な書
類の廃棄を行いました。
・カウンターの上に書類、簿冊等を放置しない
ように努めました。

港湾課 仕事場の改善

総広報マン化

・効率的な業務の遂行を図るため、職場
内の情報共有を進めます。

・県庁内及び県民の皆様に、港（みな
と）が所有する機能、幅広い役割を伝え
られるよう情報発信、ＰＲ強化に努めま
す。

・ＰＣ上のデータを定期的に整理することで、
職員が必要な物を迅速に取り出せるよう心掛
け、不要な書類やデータは廃棄します。
・庶務事務支援システムの予定表を活用し、執
務室内のスケジュール管理と情報共有に努めま
す。

・ＨＰの見直しを図り、見る人が「分かりやす
い・楽しい」と感じられるような構成になるよ
う内容を充実させていきます。
・庶務事務システム（掲示板）の活用や、リー
フレット（港オリジナル版）を作成すること
で、幅広い層の方々に港（みなと）を身近に感
じてもらえる「みんなのみなと」をＰＲ推進し
ます。

・毎週金曜日を整理整頓デーとしたほか、執務
室全体やＰＣの整理整頓に努めました。

・課内会議で示された各Ｇの懸案事項や緊急性
の高いものについての情報を周知強化するよう
ミィーティング強化に努めました。

・県外から団体で視察に来られた際に、港湾の
持つ幅広い役割・特徴を資料説明するととも
に、現地にて概要説明を実施しました。（年５
回以上）

所属毎の取組　実施報告（土木部）
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所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

砂防課 仕事場の改善 来庁者の皆様へ迅速な対応及び課内にお
ける効率的な業務の遂行を図るため、執
務室内の書類等の整理整頓に努めます。

・日頃から書類等の整理整頓を心がけるととも
に、定期的な整理整頓の日を決め、当該日に
は、各自机上やその周辺にある書類等が整理整
頓してあるか確認します。

・机上の書類等を整理整頓するなど、執務室の
整理整頓を心がけました。

都市計画課 総広報マン化 県の景観や観光情報など魅力のＰＲに努
めます。

・メール送信の際、署名におすすめ情報とし
て、県の景観や観光情報などを付け加えて送信
します。

・メールの署名に添付するおすすめ情報を随
時、課内に周知し、ＰＲに努めました。

公園緑地課 仕事場の改善 仕事の生産性の向上を図るため、執務室
の整理整頓に努めます。

・机の上や書類の配置など整理整頓を心がけ、
仕事のしやすい環境づくりに努めます。

・定期的に整理整頓をすることで、仕事のしや
すい環境づくりに努めました。
・不要となった書類はすぐ処分することで、物
を増やさないようにしました。

建築住宅課 窓口サービスの向
上

来庁された県民の方に適切に対応するた
め、快適な職場づくりと窓口サービスの
向上に努めます。

・書類や物品を整理整頓し、わかりやすいパン
フレットやチラシの配置に努めます。
・来庁された県民の方に、迅速、親切、丁寧に
応対します。

・入口付近で迷っている方に対しては、こちら
から声掛けをし、担当者の所に案内するなど親
切、丁寧な対応を徹底しました。
・不要な書類や物品を廃棄し、来庁者が手に取
りやすいようにパンフレットを配置しました。

営繕課 仕事場の改善 業務効率化等の向上を図るため、執務室
内の書類等の整理整頓に努めます。

・課内の入り口、カウンター周り及び執務机側
等で、不要な書類の廃棄や整理整頓を徹底しま
す。

・GL会議等を通じて、職員全員に周知し、日
常業務活動チェック表を活用して、取組み状況
の確認に努めました。

南加賀土木総合事
務所

窓口サービスの向
上

「３Sのアップ」を目標に、県民サービス
の向上に努めます。

① スマイルＵＰ
・親切・丁寧な笑顔での対応に努めます。
・管内の環境美化活動の推進や所内の清潔な環
境づくりに努めます。
② スピードＵＰ
・許認可等手続きは、スピーディーな事務処理
に努めます。
・県民のニーズや苦情等は、迅速な処理に努め
ます。
③ スキルＵＰ
・最新の管内事業状況などは、ホームページや
所内掲示板により、分かり易く迅速な情報発信
に努めます。
・職員は、知識の習得や技術力の向上に努めま
す。

① スマイルＵＰ
・来客へのあいさつや声かけに努めました。
・庁舎敷地内の清掃、草刈り等を行いました。
② スピードＵＰ
・地元の要望に対して、速やかな対応に努めま
した。
③ スキルＵＰ
・所内掲示板に、最新の事業状況等を掲示し、
迅速な情報発信に努めました。
・スキルアップセミナーを定期的に開催し、知
識の習得や技術力の向上に努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

石川土木総合事務
所

窓口サービス 県内外からの道路交通情報の問い合わせ
には、応答マニュアルを全職員に配り、
誰でもが迅速、正確に対応できるように
し、来庁者の皆様からの問い合わせに対
しても迅速・丁寧に対応し、行政サービ
スの向上に努めます。

当事務所は、白山へ通じる県道や国道１５７号
の通行規制の問い合わせが多いため、誰でもが
迅速、正確に対応できるように、またその他の
問い合わせや来庁者の応接に対し、次の取り組
みを行います。
① 応答マニュアルを全職員に配ります。
② 電話・窓口での対応においては、常に県民の
皆様の目線に立ち、親切・丁寧・わかりやすい
言葉で、誠意と礼儀のある接遇に努めます。
③ 来庁者に気持ちよく来庁してもらうため、職
場の環境美化に心掛けます。

①通行規制変更時毎に応答マニュアルを作成
し、職員に配付しました。
②名札の着用を徹底し、窓口対応においては、
親切・丁寧・わかりやすい応接に努めました。
③庁舎敷地内の草刈り等を行いました。

県央土木総合事務
所

総広報マン化 県民の方々に当事務所の役割をもっと
知っていただくため、業務に関する情報
発信を充実させます。

・ホームページを分かりやすく改善します。
・屋内外の掲示板を活用して、当事務所の事業
を積極的にＰＲします。

・課ごとに毎月ホームページ等の点検を行いま
した。
・定期的に開催するスキルアップセミナー等を
通じて職員への意識向上を図りました。

中能登土木総合事
務所

窓口サービスの向
上

来庁者の方への丁寧迅速な対応に努めま
す。

・親切丁寧な対応に努めます。
・電話は、３コール内に出るように努めます。
・パンフレットやチラシの整理・整頓に努めま
す。

・お客様や電話を待たせないように迅速な対応
に努めました。
・毎月末に庁内のパンフレットやチラシを点検
し、期限切れをのぞいて、見やすくしました。

奥能登土木総合事
務所

仕事場の改善 来庁者への迅速な案内対応、事務室の整
理整頓に努めます。

・パンフレットや申請書等はすぐにお渡しでき
るよう、また見やすいようにいつも整理整頓し
ておきます。
・事務室内のオリコンや書類を整理整頓し、業
務の効率化に努めます。

・パンフレットやポスターは時期の過ぎたもの
に気をつけて整理整頓できました。
・事務室内のオリコンや書類は整理整頓できま
した。

大聖寺川ダム統合
管理事務所

仕事場の改善 来所者の皆様に親しみのもてる施設づく
りを目指します。事務所の敷地及びダム
周辺の美化に努めます。

・適宜、事務所及び道路周辺の除草、側溝の清
掃を行います。

・道路周辺の除草及び公園内のゴミ拾いを実施
し、美化に努めました。

赤瀬ダム管理事務
所

仕事場の改善 事務の効率化向上のため、整理整頓の改
善に取り組みます。

・執務室内の書類や物品等の整理整頓の徹底に
努めます。

・執務室はもちろんのこと事務所全体で整理整
頓に努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

犀川ダム
管理事務所

仕事場の
改善

来所者の皆様に親しみのもてる施設づく
りを目指します。事務所の敷地及びダム
周辺の美化に努めます。

・適宜、道路周辺の除草、側溝の清掃を行いま
す。

・管理用道路周辺にある樹木の伐採及び除草を
行い、ダム周辺の美化に努めました。
・側溝を適宜清掃して落ち葉等を取り除きまし
た。
・クモの巣、虫の死骸等を頻繁に取り除き、管
理棟の美化に努めました。

内川ダム
管理事務所

仕事場の改善 整理整頓の徹底を図り、ワークプレイス
改革に取り組みます。

・保存期間完了等の不要書類を廃棄します。
・文書を整理し、保管箇所を把握します。
・使用する道具を整頓し、常置個所を把握しま
す。

・不要書類の廃棄、文書整理及び道具の整頓を
適宜行い職場環境が改善されました。

安原・高橋川工事
事務所

仕事場の改善 来庁者の皆様や地域の皆様に親しみのも
てる施設環境を目指し、事務所敷地や周
辺の環境美化に努めます。

・事務所敷地や周辺道路の除草を定期的に行い
ます。

・概ね月１回のペースで事務所敷地や周辺道
路・側溝の除草・清掃を行いました。

金沢港湾事務所 仕事場の改善 執務室や書庫などの整理整頓を徹底して
すすめ、職場環境の美化をはじめ、格納
スペースの確保や保存場所の明確化に努
めることにより、業務遂行の効率化を図
ります。

・執務室内では、各自執務机の整理整頓に努
め、常時使用する保存文書や関係図書類は、活
用し易いように整理・配置し、その配置場所が
わかるように工夫します。
・書庫、車庫、備品庫では、保存期間、耐用年
数を過ぎたものなどの廃棄をすすめ格納スペー
スの確保を図ります。
・このほか敷地をはじめ庁舎内の美化に努めま
す。

・書庫、備品庫の整理整頓を行い、十分な格納
スペースが確保できるよう努めました。

七尾港湾事務所 仕事場の改善 事務所の敷地及びその周辺の美化に努め
ます。

・敷地内に花を植えるとともに、周辺道路の除
草を定期的に行い、環境美化に努めます。

・事務所玄関及び周辺にプランターを設けると
ともに、周辺道路の除草を行い、環境美化に努
めました。

金沢城・兼六園管
理事務所

総広報マン化 来園者への積極的な情報提供に努めま
す。

・金沢城と兼六園のホームページのお知らせや
ブログ、県ホームページのイベントカレンダー
等でイベントや見所の情報を随時提供するよう
に努めます。

・金沢城と兼六園のホームページのお知らせに
１５件、ブログに１１件の情報を掲載したほ
か、兼六園周辺文化の森ホームページにもイベ
ント情報を随時掲載しました。


