
所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

企画調整室
監理課

仕事場の改善
窓口サービス

・県民の皆様からの相談に迅速
に応対するため、効率的で快適
な職場づくりに努めます。
・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。

・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。
・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。
・親切・丁寧・迅速に、笑顔での応対に努
めます。

・パンフレットやチラシを整理整頓し、わ
かりやすい配置としました。
・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した。
・親切・丁寧な応対に努め、なるべくお客
様をお待たせしない迅速な案内を心がけま
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。

使用している書類数に比べて、執務室内の
書棚が圧倒的に不足しています。１５階の
書庫は、まだ活用する余地があるため、こ
の書庫の整理整頓を徹底して行い、使用頻
度の低い書類については、書庫に保管する
こととし、執務室内の美化に努めます。

15階の書庫の整理整頓に努め、地下書庫
への引継ぎ及び不要書類の廃棄を行いまし
た。

道路整備課 仕事場の改善

県民からの問い合わせに迅速に
対応するため、ワークプレイス
改革に取り組みます。

・カウンターの上に書類を放置しないよう
にします。
・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。

・カウンターの上に書類等を放置しないよ
う整理整頓に努めました。
・書庫の整理デーを設け、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 仕事場の改善

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
努めました。

・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。
・ロッカー上に置かれているものを整理・
処分します。
・執務室内の通行の妨げなっている、机回
りに積み上げられたオリコンや簿冊を片付
けます。

・カウンターの上に書類、簿冊等を放置し
ないように努めました。
・業務机に積み重なっていた書類を順次所
定の棚や引き出し等に収納するなど整理整
頓しました。
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所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

港湾課 仕事場の改善

・仕事の生産性・創造性及び作
業効率の向上を目指します。

・やるべき事柄の明確化をする
ことで、目的意識の向上並びに
対応スキルを高めます。

・業務前後において、机の上、机の中など
書類の整理整頓を心がけることで、クリア
な状態で業務に取り組むことに心掛けま
す。

・仕事の前（早朝）にて、その日のやるべ
き仕事のリストを作成し、帰宅前に再構成
するなど、スケジュールメモの強化に努め
ます。

・毎週金曜日を整理整頓デーとしたほか、
机の上、周辺はもとより、執務室全体や倉
庫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
するよう各Ｇがミィーティング強化に努め
ました。

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。

机上の書類等を率先して整理整頓するな
ど、日頃から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

観光客が減少する冬場に向け、
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、冬場の魅力ある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課
内に周知し、毎月内容を更新してＰＲに努
めました。

公園緑地課 総広報マン化

様々な情報をタイムリーにわか
りやすくお伝えいたします。

・要望されたパンフレットやＤＶＤ等、資
料を迅速に用意・提供できるような整理体
制を心がけます。
・関係するホームページの内容等が常に最
新のものとなるよう見直します。

・パンフレットについては、職員がわかり
やすいように整理し、必要に応じて補充を
行いました。
・ホームページについては、内容が最新の
ものとなるよう努めました。

建築住宅課 窓口サービス

来庁された県民の方に適切に対
応するため、職場と職員の接遇
の改善に努めます。

・入口付近で迷っている方がいたら、欠か
さずに声掛けをし、親切丁寧な接客に努め
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。

・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、整理整頓に
努めました。
・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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

営繕課 仕事場の改善

業務の効率化を図るため、課内
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。

・他課から依頼される営繕工事や概算見積
りに関する担当者一覧を随時更新し、課内
の情報共有に努めます。
・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・
変更を随時修正し、職員全員で情報を共有
しました。
・日常業務活動チェック表を活用し、整理
整頓や不要書類の廃棄状況を確認しまし
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。
・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。



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
県民の皆様にご満足いただける
窓口サービスの実現に努めま
す。

・来庁者に対する「あいさつ・声かけ」を
行い、親切・丁寧な対応に努めます。
・来庁者用のパンフレットやチラシを整理
整頓します。
・応接用のカウンターや会議室において、
応接の妨げになるような物を置かないな
ど、日常の整理整頓に加え、定期的に点検
します。

・来庁者へのあいさつや声かけに努め、応
対時には、親切・丁寧な対応を行いまし
た。
・来庁者が手にし易いようにパンフレット
を配置しました。
・応接用のカウンターや会議室内を整理し
整理整頓を行いました。

県央土木総合事務
所

仕事場の改善

来所される県民の皆様に、好感
を持たれるような職場環境の改
善に努めます。

・執務室内や通路等の書類の配置について
整理整頓に努めます。
・庁舎外部の清掃について定期的に実施し
ます。

・取組内容について、定期的に所内全員に
一斉メールを配信して周知し、取組の実施
を呼びかけました
・庁舎外部の清掃について、四半期に1回
のペースで実施しました。

中能登土木総合事
務所

仕事場の改善
窓口サービス

・執務室以外の（ロッカー室、
書庫など）を整理整頓し、庁舎
環境をさらに高めます。
・親切丁寧な対応に努めます。

・ロッカー室、書庫を整理整頓し、不要な
書類を廃棄することで、庁舎環境をさらに
高めます。
・窓口でのすばやい対応、電話の適切な受
け答えに努めます。

・ロッカー室、書庫を整理整頓し、不要な
書類を廃棄しました。
・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。

奥能登土木総合事
務所

仕事場の改善

住民の皆様の相談に迅速に対応
できるようワークプレイス改革
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。
・チラシや申請書等はすぐにお渡しできる
よう、いつも整理整頓しておきます。

・電話での問い合わせや窓口対応について
は各部署をたらい回しにしないで担当課に
案内できました。
・申請書等については窓口ですぐに交付で
きました。

大聖寺川ダム統合
管理事務所

仕事場の改善

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て、執務室の書
類の量を１割削減します。

・ファイル背表紙の記載をわかりやすく
し、保管場所を分類ごとにまとめるなど工
夫しました。
・使用頻度の少ない書類は書庫に移動し、
執務室の書類の整理整頓を実施しました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

赤瀬ダム管理事務
所

窓口サービス

来所者の皆様に親しみのもてる
施設づくりを目指すため、事務
所の敷地及びダム周辺の美化等
に努めます。

適宜、事務所前及び小公園駐車場の除雪を
行い、来所者の駐車スペースの確保に努め
ます。

ダム周辺を適宜巡視し、必要がある場合に
迅速に除雪を実施することにより、来所者
の駐車スペースの確保に努めました。

犀川ダム管理事務
所

仕事場の改善

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。

・犀川ダム庁舎にある不用書類の廃棄を行
い、整理整頓に努めました。
・辰巳ダム管理棟及び車庫等にある不用品
の廃棄を行い、整理整頓に努めました。

内川ダム管理事務
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、事務所前、車庫前の駐車場除雪、融
雪を行い、来所者の駐車スペースの確保に
努めます。

適宜、除雪することにより来所者の駐車ス
ペースを確保しました。

安原・高橋川工事
事務所

仕事場の改善

効率的な会議の開催により、情
報の共有化を図り、事業の進捗
に努めます。

事業の進捗に向けた会議について、あらか
じめ参集者を整理の上開催します。

予め、全体会議の参集者や開催日時を共有
フォルダに格納し、職員に周知しました。

金沢港湾事務所 窓口サービス

　外来者や架電者の接遇に際し
ては、当初から親切に、かつ、
丁寧な対応に心掛け、その来
庁、問い合わせの目的を的確に
捉え、円滑な処理に繋げ、県民
サービスの向上を図ります。

・　外来者が庁内のどの部署に行ったらよ
　いのかなど迷っている場合には、積極的
　に声をかけるとともに教示や案内をしま
　す。
・　電話を受ける際は、「ハイ」から始め
　所属名と名前を名乗り、目的等が不明の
　ときは丁寧に尋ね、迅速に担当部署に引
　継ぎます。

　電話対応については、機会も多いことか
ら、徹底が図られたと評価しています。
　外来者対応については、関係機関や受注
業者などに比べ不慣れな方の来庁が極めて
少ないことから実績こそありませんが、周
知により、また、電話対応とも連動して、
職員には意識づけができたものと考えてい
ます。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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２７年４月２８日
平成２７年６月１１日
平成２７年１０月１５日

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２２件、ブログに９件の情報を掲載した
ほか、県ホームページのイベントカレン
ダーにもイベント情報を随時掲載した


