
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

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等の整理整
頓、不要書類の廃棄を行い、職場環境の改善
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。

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

窓口サービス
の向上

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。

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

県央土木総
合事務所

窓口サービス

申請や相談等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、所内全員に一斉メー
ルを配信したほか、課長会議の場で依頼す
るなどにより周知徹底を図りました。
・県民の方に対し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
ては声かけをして案内するなどの対応を図
りました。

中能登土木
総合事務所

仕事場の改善

・執務室やロッカー室、書庫などを
整理整頓し、庁舎環境をさらに高め
ます。

・執務室、ロッカー室、書庫の不要な書類な
どを廃棄し、見やすく探しやすく整理整頓す
ることで、無駄な時間を減らします。

・執務室、ロッカー室、書庫の不要な書類
などを適宜整理、廃棄し、職場環境の改善
に努めました。

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

・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。
・申請書等はすぐにお渡しできるよう、いつ
で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、各部署をたらいまわしにせず、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。

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。

・各自の机の上に書類が山積されたままと
なっている状態が見受けられ、整理整頓が行
き届いていない。
・毎月第４金曜日を徹底クリーンディと設定
し、各自の机上をクリアにして帰る日として
整理整頓に取組みます。

使用した簿冊を書棚に収納するよう、課内
職員同士の声かけを心がけました。

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。

・会議机等に書類を放置しないように心がけ
るとともに、机周辺の書類についても日常の
整理整頓に努めます。
・ロッカー、書庫を定期的に整理整頓を実施
し、不用な書類を廃棄します。

・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（２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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

河川課 整理整頓

業務の効率を向上させるために、整
理整頓に努めます

・使用頻度の少ない書類は書庫に移動し、執
務室の整理整頓に努めます
・保存期限が切れている書類や不要な書類が
ないか随時確認し、該当がある場合は廃棄を
行います

・使用頻度の少ない書類は書庫に移動し、
執務室の整理整頓に努めました
・年度末に不要な書類を一括廃棄しました

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

・文書や道具などの保管箇所を把握するだけ
でなく、それらがどの棚、場所にあるのかを
記載した台帳を作成します

・閲覧した文書は常に元の位置に戻すよう
心がけ、また保管場所を記載した台帳も作
成することができました

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

赤瀬ダム管
理事務所

窓口サービス
の向上

冬期間における来庁者へのサービス
向上に努めます

・事務所前や駐車場の除雪を適宜行い、来庁
者に不便をかけることのないように努めます

・ダム周辺の駐車場など適宜巡視し、必要
がある場合には速やかに除雪を実施しまし
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、職員同士の情報の共
有化を向上させるため、書類の整理
整頓に努めます

・執務室内の書類の整理整頓を行います。不
要なものは書庫へ移動又は廃棄するなど仕分
けします

・使用頻度の低い書類は書庫に移動又は廃
棄し、執務室内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

安原・高橋
川工事事務
所

仕事場の改善

来聴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

・事務所敷地や周辺道路の除草を定期的に
行いました

港湾課
窓口サービス

・県民の方に信頼されるよう。来庁
時及び電話において適切・丁寧・迅
速な対応を心がけ、職場と職員の接
遇の改善に努めます。

・来庁者に挨拶を忘れず、迅速に対応しま
す。
・電話応対は所属・氏名を告げ、責任の所在
を明確にしてから用件の確認をします。
・各港の航空写真（A3程度）を常備し、問い
合わせ箇所の位置が迅速に分かるようにして
おきます。
・フロア内で課の場所や窓口を探している来
庁者を見つけたら、自分から積極的に声をか
け、案内するよう努めます。
・曖昧な回答はせず、後日調査した上で回答
するなど丁寧な対応を心掛けます。

・来庁者及び電話の問い合わせについて、
丁寧かつ迅速な対応に努めました。

・課内会議において、各Ｇの対応状況や問
題点について情報を共有化するとともに、
各Ｇがミィーティング行うなど周知徹底に
努めました。

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、図書類の、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、活用し易いよう整理・配置し、
  その配置場所がわかるよう工夫します。
・　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。

・　執務室の整理整頓は、各課別には
　年度末で一旦終えました。
・　保存文書、関係図書類の整理や配
　置換及び保存期間、耐用年数満了の
　文書類等の廃棄については幾分進み
　ました。
・　庁舎内外の美化については、庁舎
　内は、勤務日毎日実施し、敷地除草
　等は年２回実施しました。

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。

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28年5月11日
平成28年5月27日
平成28年6月10日

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、整理整頓の日を決め、当該日には、各自
机上や机回りにある書類等が整理整頓してあ
るか確認します。

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、執務室の整
理整頓を心がけました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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、ＰＲに努めました。

公園緑地課
窓口サービス
の向上

公園利用に関するお問い合わせな
ど、県民サービスの向上に努めます

・電話でのお問い合わせに対しては、迅速・
丁寧・わかりやすい説明などの対応に努めま
す。
・来課される皆様に対しては、すぐに用件を
お伺いするなど、親切・丁寧な対応に努めま
す。

・電話での3コール以内の対応、お問い合
わせに対して納得して頂ける対応の徹底に
努めました。
・来課されたと気づいた課内の者が迅速に
要件等を把握し、担当者に引き継ぐように
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２８件、ブログに１５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



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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。

・パンフレットやチラシはすぐお渡しできる
よう、いつも整理整頓しておきます。
・入口付近で迷っている方がいたら、欠かさ
ずに声掛けし、親切、丁寧に応対します。

・常に整理整頓に努め、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。
・入口付近で迷っている方に対しては、す
ぐに声掛けをし、担当者の所に案内するな
ど、迅速で丁寧な対応を徹底しました。

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。

課内会議等を通じて、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。


