
所属 目的 取組項目 取組実績

企画調整
室・監理
課

県民の方々からの相談に迅速に応対するため、効
率的で快適な職場づくりに努めます。

・書類や物品の整理整頓に努めます。
・来庁者用のパンフレットやチラシを整理整頓
し、わかりやすい配置に努めます。

書類や物品、パンフレットやチラシの整理整頓を
行い、わかりやすく使いやすいよう配置し、効率
的で快適な職場づくりに努めました。

道路建設
課

効率的な業務遂行のため、執務室の整理整頓に努
めます。

・書庫の書類を整理整頓し、不要書類については
廃棄します。
・各自の机上やその周辺に書類等が放置されてい
ることから、整理整頓に努めます。

・書庫の書類については、１２月及び３月に整理
整頓を行い、不要文書については廃棄しました。
・執務室の書類については整理整頓を心がけ、不
要な書類については廃棄若しくは再利用を行いま
した。

道路整備
課

来庁された方や県民からの問い合わせに対して、
適切に対応するため、職員の接遇改善に努めま
す。

来庁者が使用するカウンターや会議机周辺につい
ては、引き続き日常の整理整頓を実施するととも
に、定期的に整理整頓日を設け、各自机周りの書
類等の整理整頓を実施します。

整理整頓日の実施に加え、日頃から使用頻度の少
ない書類については、書庫、キャビネットに収納
し、机周りの書類の整理整頓に努めました。

河川課

来庁者の皆様への迅速な対応及び課内における効
率的な業務遂行のため、執務室の整理整頓に努め
ます。

・カウンターの上に書類、簿冊等を放置しないよ
うにします。
・各グループ周辺に煩雑に積み上げられた折りた
たみコンテナが執務室内で通行の妨げになってい
るため、これらをきちんと片付けます。
・ロッカー内の課保管文書綴りについての整理・
処分を行います。

・月初めの課内会議の際に、各Gの取組状況を確
認しました。
・毎月目標を定め、グループ毎の達成度合いを確
認しました。
・執務室に整理整頓実行に向けたスローガンを掲
示しました。

砂防課

来庁者の皆様への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。

各自の日頃の心がけの徹底により、書類の整理整
頓、不要書類の廃棄等を行いました。

港湾課

県民の皆様からの問い合わせに迅速・適切に対応
し、行政サービスの向上に努めます。

・ホワイトボード予定表に当日の外出・出張等や
帰庁時間の記入を徹底し、所属職員のスケジュー
ルの情報共有を図ります。
・応接用のカウンターや会議机の上には応接の妨
げになる書類等を置かないよう整理整頓に心掛
け、定期的に確認します。

・課内会議において、職員に対し、ホワイトボー
ド予定表の記入及び書類の整理整頓の周知をおこ
ないました。
・月１回、カウンター、会議机の整理整頓日を設
け、整理整頓の実施に努めました。
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都市計画
課

県民の皆様に適切な情報を提供できるよう努めま
す。

・ホームページでの情報提供の充実に努めます。
・来庁舎に速やかに情報提供できるよう、パンフ
レットなどの資料及び一覧表の整理に努めます。

パンフレットなどの保有する資料の情報を共有
し、また、一覧表を基に廊下設置の提供資料の整
理整頓を行いました。

公園緑地
課

県民の皆様からの要望等に迅速に対応し、情報共
有できる職場環境作りに努めます。

・笑顔で親切・丁寧で迅速な対応に努めます。
・共有ファイルに訪問記録等を確認できるフォル
ダを設け、情報共有を進めるとともに、誰もが即
座に参照できるような環境作りをします。

橋爪門の寄進事業関連で、窓口に来客が多かった
が、お待たせしないよう笑顔で迅速な対応に努め
ました。

建築住宅
課

県民の方々からの相談に迅速に応対するため、効
率的で快適な職場づくりに努めます。

・書類や物品の整理整頓に努めます。
・来庁者用のパンフレットやチラシを整理整頓
し、わかりやすい配置に努めます。
・電話応対の際に適切に対応するため、業務内容
を記載した座席図を作成します。

・会議机やカウンターの上の整理整頓に努め、来
庁者の方が訪問しやすい環境づくりに努めまし
た。
・業務内容を記載した座席図を作成して配布し、
スムーズな電話対応に努めました。

営繕課

業務の効率化を図るため、職員全員で情報を共有
するとともに、執務室内の書類等の整理整頓に努
めます。

・他課等から依頼される営繕工事に関する担当者
一覧を随時更新し、課内の情報の共有に努めま
す。
・月1回「整理整頓デー」を設け、課全体で書類
等の整理整頓、不要書類の廃棄等を徹底します。

・営繕工事の担当者一覧を作成し、追加・変更時
には一覧表に反映し、職員全員で情報の共有を行
いました。
・日常業務活動チェック表を活用し、整理整頓、
不要書類の廃棄の取組み状況を確認しました。
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南加賀土
木総合事
務所

「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。
・災害訓練の実施により迅速で的確な災害対応に
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
・来庁者への挨拶、声かけに努めました。
・倉庫、コピー室に整理整頓スローガンを掲示
し、整理整頓への意識向上に努めました。

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。
・地域主催の災害訓練、県主催の防災訓練に積極
的に参加し、地域と一体になって災害に迅速に対
応できるよう努めました。

③ スキルＵＰ
・所内掲示板に、事業状況等の最新情報を掲示
し、情報発信に努めました。
・スキルアップセミナーや研修会を定期的に開催
し、知識の習得や技術力の向上に努めました。

石川土木
総合事務
所

電話や来庁者への応対は、親切・丁寧・迅速を
モットーにし、県民の皆様に満足いただけるよう
窓口サービスの向上に努めます。

1  電話の受発信時には、「所属・氏名を名乗
る。」を徹底し、責任の所在を明確にします。
２  チラシ・パンフレット置き場や来客カウン
ター（１階、２階）等、事務所内の整理整頓に常
に努め、来庁者に分かりやすく、見た目にもきれ
いな環境作りを目指します。

１　全所員にメールで取組内容を周知しました。
結果としては、一定の改善は見られたが、まだ不
十分な状況です。

２　チラシ置き場等の整理整頓は、目的どおりの
成果を上げ、常にきれいな状態にすることができ
ました。

県央土木
総合事務
所

「サービス向上のギア」をスローガンに県民の皆
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。

1.sPeed　スピーディーに処理します。
2.Right    確かな判断をします。
3､Needs 県民ニーズに応えます。
4.Doing  着実に職務を実行します。
5.2人3脚　協力と思いやりで職務を実行しま
す。
6.Level Up 職員個々の能力を向上します。

・窓口に来られたお客様に対し、担当に関わらず
気付いた職員がすぐに応対しました。
・所内各課の担当業務を記載した案内板により、
わかりやすい窓口の案内に努めました。
・部署毎の掲示板スペースにより、事業のPR
や、事務所のトピックの広報を充実させました。
・スキルアップセミナーを開催し、職員の能力向
上を図りました。
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中能登土
木総合事
務所

来庁者の要望に対してご満足いただける対応と、
ホームページ等で正確な情報提供の実現に努めま
す。

・ホームページの点検回数を増やし、最新情報を
提供するなど、内容の充実を図ります。
・利用者アンケート結果に基づき、職場環境等の
改善点の検証を行います。

・点検表を作成し、毎月１回ホームページ等の点
検を行いました。
・定期的に庁内を巡回し、執務室内のパンフレッ
ト等を整理整頓するなど職場環境の改善に努めま
した。

奥能登土
木総合事
務所

住民の皆様の相談に迅速に対応できるよう職場環
境の改善に取り組みます。

・担当者がいなくても対応できるよう許認可事務
等のマニュアルを課内で共有化します。
・本所、分室、珠洲土木ごとに書類整理日を設
け、執務室の整理を行います。

・許認可事務のマニュアルを課内に配備し、審
査、説明できるようにしました。
・毎月第4金曜日及び庁舎清掃前日を整理整頓日
とし、執務室の整理を行いました。

大聖寺川
ダム統合
管理事務
所

事務の効率化、職員どうしの情報の共有化を向上
させるため、執務室の書類の整理整頓を徹底しま
す。

誰でも、どこに、どんな書類があるか、一目で分
かるように整理し、書類を書庫へ移動や廃棄する
など仕分けし、執務室の書類の量を１割削減しま
す。

・ファイルの保管位置を見直したり、背表紙の記
載を分かりやすい表示にしました。
・書類の保存期間どおりに書類廃棄を行いまし
た。

赤瀬ダム
管理事務
所

　スケジュール表による進捗管理により、業務の
効率化を図ります。

　ダム設備の点検整備基準に基づき、各設備の年
間点検計画作成により、各担当者が設定した実施
日に点検を実行します。

　年間計画に基づき、担当職員が月毎に計画・実
施し、点検漏れのない管理に努めました。

犀川ダム
管理事務
所

犀川ダム庁舎、辰巳ダム管理棟に来られる方々に
効率よく対応できるように、執務室及び学習室の
整理整頓に努めます。

定期的に全職員で書類の整理整頓、不用書類の廃
棄等を行います。

執務室内及び学習室内の整理整頓に努めました。

内川ダム
管理事務
所

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。 ・側溝のゴミの除去、その原因をなくすための草
刈を実施しました。
・事務所敷地周辺の道路で走行上支障のある樹木
の枝を伐採しました。

安原・
高橋川
工事事務
所

・情報の共有化促進の徹底に努めます。
・年間行動計画の閲覧や全体会議の開催により、
情報を共有化を図り、事業の進捗に努めます。

・年間行動計画の見直しを適宜行い、職員への周
知を図ります。
・事業の進捗に向けた全体会議を必要な都度開催
するとともに、会議時間の短縮に努め効率化を図
ります。

事業進捗に向け、予め、会議の参集者を整理し、
資料を簡素化や会議時間の短縮を目指し、会議の
効率化を図るとともに情報の共有化にも努めまし
た。
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金沢港湾
事務所

１　執務室内、書庫、倉庫の整理整頓がまだ十分
ではないため、昨年度に引き続き実施し、一層、
業務の効率化を図ります。

２　文書、資料等、所内共有の電子データについ
てもその格納状況の整理が必要と認められるの
で、１と同趣旨により行います。

３　各課の業務について他課職員が理解する機会
を設け、コミュニケーション力、情報発信力の向
上に資するとともに、所内間の連携を促進し、業
務の効率化、行政サービスの向上を図ります。

１　各執務室内については、課単位で実施するこ
ととし、各職員は意識して日常的に整理整頓に努
めます。
　　書庫、倉庫については、効率的な廃棄、配置
換え等に努め、これら収納スペースの効率的な確
保を図ります。

２　各課の情報化推進員が、所内共有の文書、資
料等の電子データの使いやすい保存方法を協議
し、これを受けて自課の使用頻度の高いものから
順次進めます。
　　整理結果は、その都度，自課の他の職員に周
知します。

３　研修や視察の復命等についても、担当、関係
職員が説明し、所長のほか他の職員が業務に支障
のない範囲で聴講する機会を設けます。

1 　各執務室については、職員各自により日常的
な整理整頓が行われ、ほぼ（約９割方）目的を達
成している状態となりました。倉庫内の器材、物
品についても、機会あるごとに担当者が努め、概
ね（約７割程度）整理されましたが、書庫につい
ては、計画の半ば（約４割）程度にとどまりまし
た。
２　各情報化推進員のリ－ダーシップにより整理
の受皿は確立されつつありますが、個々の利用者
（職員）の対応対処に温度差が見られます。
３　所内講座として次のとおり実施しました（予
定を含む。）。
 ＊実施日①１１月２５日②２月２５日
          　③３月１８日（予定）
 ＊内　容①宮城・福島の港湾視察復命
　　　　 ②品質管理(ｺﾝｸﾘｰﾄ)研修復命
　　　 （③石川の歴史文化受講復命)
 ＊聴講状況（人）①１４ ②15 （③）
 ＊テーマを幅広としたので、聴講者への理解度
を問うアンケートは実施しませんでした。

七尾港湾
事務所

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
定期的に行います。

事務所の敷地及び周辺の除草、花壇整備を実施し
ました。
　実施日　平成26年10月22日（水）

金沢城・
兼六園管
理事務所

来園者への積極的な情報提供に努めます。 ホームページ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。

２月末まででホームページのお知らせを３８件、
ブログを７３件以上更新しました。


