
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

・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。

・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

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。

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

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職
場環境の改善に努めます。

・執務室内や通路等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、所内全員にメールを
配信して周知するなどにより、取組みの実
施を呼びかけました。
・庁舎外部の軽清掃について、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

窓口サービスの
向上

・県民の皆様に納得と信頼を頂けるよう親切で
丁寧な接遇に努めます。

・親切丁寧な接遇に努めます。
・電話は３コール内に応答し、速やかに担当
者に取り次ぎます。
・来庁者に対しては、積極的に挨拶や声かけ
をし、適切な窓口へ迅速に案内するよう努め
ます。

所内会議や取組み内容の掲示により、職員
全員への周知徹底を図り、県民の皆様への
親切丁寧な接遇に努めました。

奥能登土木
総合事務所

仕事場の改善
住民の皆様からの相談に対する迅速な案内対
応、事務室の整理整頓に努めます。

・電話での問い合わせや窓口対応について、
スムーズで丁寧な対応に努めます。
・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。

・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。
・事務室内のオリコンや書類は整理整頓で
きました。

道路建設課 仕事場の改善

執務室内の整理整頓や課内の情報共有に努め、
業務の効率化を図ります。

・脇机や課内の書棚を整理・有効活用し、机
上には必要最小限のものしか置かないよう心
がけ、執務環境の改善に努めます。
・共有フォルダ内の課行事予定表の随時更新
を心がけ、課内の情報共有に努めるととも
に、業務の進捗管理等にも活用する。

・デスク上やデスク回りの整理整頓を心が
け、不必要なものがたまらないようにしま
した。
・課行事予定表を随時更新するよう心が
け、課内の情報共有を図りました。

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。

河川課 整理整頓

来庁者の皆様への迅速な対応及び効率的な
業務遂行のため、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
・執務室内の通行の妨げになっている、
床上に積み上げられたオリコンや簿冊等
を片付けます
・不要な書類を定期的に廃棄します

・カウンターの上に書類が放置されて
いた際は、気づいた人が声をかけ、収
納・処分しました



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

来庁者の皆様の相談に迅速に対応できるよ
う執務室の整理整頓に取り組みます

・日頃より整理整頓に努め、各自机上や
その周辺の書類の整理整頓を心がけます

・机に積み重なっていた書類を所定の
棚や引き出し等に収納するなど整理整
頓しました

内川ダム管
理事務所

窓口サービス
の向上に関す
る取組

県内外、とりわけ県外の観光客の方が多い
ことから、石川県に来て良かった、内川ダ
ムに来て良かったと思われるようおもてな
しの向上に取り組みます

・観光客の方が声をかけてくるのを待つ
のではなく自ら積極的に声をかけます
・親切でわかりやすく丁寧な説明を心が
けます

・職員一丸となって取り組むことがで
きました

赤瀬ダム管
理事務所

仕事場の改善

事務所内の資料整理の徹底に努め、有事で
の的確な対応及び事務の効率化向上を目指
します

・事務所内の書類や物品等の整理の徹底
に努めます
・不要なものは廃棄するなど仕分けを徹
底します

・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
・小松市のゴミ分別方法に従い、不要
なものの廃棄等に努めました

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、道路周辺の除雪、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
・管理棟前の公園において枯死してい
る樹木を撤去し安全に努めました
・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

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、事務所敷地内及び道路周辺の除
草、側溝の清掃を行います
・九谷ダム展示室の清掃を行います

・事務所敷地内及び周辺道路の除草、
側溝清掃を実施し、美化に努めました

仕事場の改善

業務効率の向上を図るとともに、職員・来庁者
にとって快適な空間となることを目指す。

受付カウンター（棚）・打合せテーブルの整
理整頓（週１回）
置き傘の整理整頓（廃棄含む）（月１回）
書庫の整理整頓（月１回）

受付カウンター（棚）・打合せテーブ
ルの整理整頓を行いました。
書庫の整理整頓（月１回）

港湾課



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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。

・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。

・来庁者に挨拶を忘れず、問い合わせ
には迅速な対応に努めました。

快適な来庁となるよう、県民の皆様と心のふれ
あいを大切にします。

・来庁者へのあいさつを大切に、親切・丁
寧・笑顔を心がけ、県民サービスの向上に努
めます。
・電話対応においても、たらい回しにならな
いよう努め、わかりやすい受け答えを行いま
す

・来庁者へのあいさつを大切に、親
切・丁寧・笑顔を心がけ、県民サービ
スの向上に努めました。
・電話対応も明るく分かりやすく対応
しました。

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。

・執務室の整理整頓に努めました。
・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。

砂防課 仕事場の改善
来庁者の皆様への適切に対応するため、職
員の接遇改善に努めます。

行動表に外出、年休等の記入を徹底する
ことにより効率的な情報共有を図りま
す。

行動表による情報共有化に努めまし
た。

都市計画課 仕事場の改善

職員間の情報共有を進めるとともに、執務
室の整理整頓に努め、業務の効率化を図り
ます。

・共有フォルダーを活用し、課行事予定
や会議資料など課員の情報共有に努めま
す。
・日頃から整理整頓に努めるとともに、
毎月整理整頓の日を設け、良好な職場環
境を維持します。

・メールや課内会議、共有フォルダを
活用し、課員の情報共有を進めまし
た。
・日頃から、執務室の書類整理に努め
るとともに、毎月月末を整理整頓デー
とし、課全体で良好な職場環境の維持
に努めました。

窓口サービス

港湾課



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

公園緑地課 仕事場の改善

職員各自の机上の整理整頓や不要になったチラ
シ等の廃棄を実施し、職場及び館内の美化に努
めます。

・職員各自が机の整理整頓を行います。
・不要になったイベントチラシ・古新聞は速
やかに廃棄します。

・職場の机が整理されました
・期限が過ぎたイベントチラシ・古新聞は
速やかに廃棄しました。

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２６件、金沢城と兼六園日記に
２８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、兼六
園周辺文化の森ホームページにも必要
に応じイベント情報を随時掲載しまし
た

建築住宅課
窓口サービスの
向上

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。

・来課された方には、こちらから声掛けし、
素早く丁寧に応対します。
・架電された方には、わかりやすい言葉で丁
寧に対応します。
・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。

・来課された方には、こちらから声掛け
し、担当者の所に案内するなど、丁寧な応
対を徹底しました。
・架電された方には、わかりやすい言葉で
丁寧な対応を徹底しました。
・パンフレットやチラシはすぐお渡しでき
るよう、整理し配置しました。

営繕課 仕事場の改善
業務の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、取組み状況を確認しました。

水道企業課 仕事場の改善
仕事場（ワークプレイス）の改善により、
仕事の生産性や創造性の向上を図ります

･執務室内及び書庫の書類の保管方法を
見直し、整理整頓を心がけることによ
り、業務の効率化に努めます
･パンフレット等はすぐお渡しできるよ
う、いつも整理整頓しておきます

・執務室内及び書庫の保管方法の見直
しを行い、効率的な文書の整理整頓に
努めました
・パンフレット等はすぐお渡しできる
ように、定期的に整理して、わかりや
すい配置に努めました



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

手取川水道
事務所

窓口サービス
施設見学者、来所業者等に対して、わかり
やすく、すみやかに情報提供ができるよう
サービス向上に努めます。

・問い合わせ電話等への迅速かつわかり
やすい対応に努めます。
・ホームページ等の利用により施設周知
を高めるとともに、周辺施設と連携した
情報発信に努めます。

・一般の方や業者からの問い合わせ電
話等に対して、迅速でわかりやすい対
応ができました。
・手取川総合開発記念館のパンフレッ
トを周辺施設に置かせてもらい、施設
の情報発信に努めました。


