
平成２７年度「作ろう！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

企画調整室
監理課

仕事場の改善

窓口サービス
の向上

・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。

・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。
・親切・丁寧・迅速に、笑顔での応対に努めま
す。

・書類や物品の整理整頓に努めました。
・パンフレットやチラシを整理整頓し、来庁者
にわかりやすい配置としました。
・親切・丁寧な応対に努めるとともに、お客様
を待たせないよう迅速な案内に努めました。

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。

書棚にある不要書類の廃棄、不急書類の地下書
庫への引継ぎを徹底し、執務室内の整理整頓に
努めます。

書棚の徹底した整理を行い、不要書類は廃棄、
地下書庫へ引き継げる書類は引き継ぎを行いま
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。

日頃からカウンターや会議机周辺については、
書類等の整理整頓に心がけるとともに、定期的
に各自机周り及びロッカーの整理整頓に努めま
す。

・カウンター及び会議机周辺を整理整頓し、来
庁者が利用しやすいように努めました。
・日頃から机上の書類等を片付けるよう整理整
頓を心がけました。

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。
・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。

所属毎の取組　実施報告（土木部）



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、机の上、周
辺はもとより、執務室全体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 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 仕事場の改善 県民の皆様からの要望等に迅速に対応するため
の職場環境作りに努めます。

・誰もが即時に参照できるよう日頃から書類等
の整理整頓を心がけ、問い合わせに迅速に対応
します。
・来庁者用のパンフレットやチラシを整理整頓
し、速やかに情報提供できるよう努めます。

・書棚にある不要書類の廃棄、不急書類の地下
書庫への引継ぎを徹底し、執務室内の整理整頓
に努めました。
・執務室内のパンフレットやチラシを種類別、
外国語版別に整理し保管することで即座のご案
内を実施しました。

建築住宅課 窓口サービス
の向上

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、職員に配布します。

・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。
・業務内容を記載した座席図を作成し、電話応
対に役立てました。

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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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。

石川土木総合
事務所

窓口サービス
の向上

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、窓口でも親
切・丁寧に応接し、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。そのため、誰
でもが迅速、正確に対応できるように、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 窓口対応においては、名札の着用を徹底
し、親切・丁寧・わかりやすい言葉での応接を
心がけます。

①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。

県央土木総合
事務所

窓口サービス 申請や相談に来所された県民の皆様への丁寧な
接客サービスに努めます。

・あいさつ等を欠かさず積極的に声かけをする
など、親切丁寧な接客に努めます。
・県民の皆様からのご要望やご意見に対し迅速
な対応に努めます。

・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、また課長会議の場で依頼する
など周知徹底を図りました。
・県民の方に対して親切丁寧な接客に努めると
ともに、担当部署が分からない方に対しては、
声掛けをして案内するなどの対応を徹底しまし
た。

中能登土木総
合事務所

仕事場の改善

窓口サービス
の向上

効率的な業務遂行のため、執務室内、庁舎廻り
の整理整頓に努めます。

窓口等の応対者を明確にします。

・日頃から整理整頓を心がけ、定期に所全体の
「整理整頓日」を設けて、不要書類の廃棄等を
実施します。
・定期的に事務所敷地内の草むしり、ゴミひろ
いを行います。

・所独自の名札の着用を徹底します。

・シュレッダーでの廃棄、ミスプリントなどの
リサイクルを速やかに行い、カウンターや机の
周りの整理を行いました。
・敷地内の草むしり、ごみひろいを行いまし
た。
・常に所独自の名札をすることにより、来所者
にわかりやすくしました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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について、担当部署をた
らい回しにせず案内できました。
・チラシ等は特に時期の過ぎたものについて整
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、道路周辺の除草、側溝の清掃を行いま
す。

・事務所回りの立木の伸びた枝を伐採して、見
通しが良くなる様にしました。
・事務所前の道路のゴミ拾いを適宜行いまし
た。

赤瀬ダム
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。

適宜、ダム周辺の小公園及び管理用道路の除
草・清掃を実施しました。

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 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。

・道路周辺の除草を行い、道路の見通し及び周
辺の美化に努めました。
・側溝の石や土を除去し、美化に努めました。

安原・
高橋川
工事事務所

仕事場の改善 ・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。

・計画の見直しの内容は、共有フォルダに格納
し、職員の閲覧に供しました。
・事業の進捗に向けた全体会議を必要な都度
（概ね月１回）開催し、情報の共有化に努めま
した。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

金沢港湾
事務所

窓口サービス
の向上

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。

・県民の方に対して親切丁寧な接客に努めると
ともに、入口付近で迷っている方に対しては、
欠かさずに声掛けをし、担当者の所にお連れす
るなどの対応を徹底しました。
・電話された方に好印象を与えるような電話対
応になるよう周知徹底しました。

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。

春と秋に敷地内の事務所玄関及び周辺のプラン
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。

９月末までに金沢城と兼六園のホームページの
お知らせに1２件、ブログに6件の情報を掲載
しているほか、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ていま
す。


