
　 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

庶務課・企画調
整室

仕事場の改善・
窓口サービスの
向上

・執務環境の整備及び課内のス
ケジュール管理と情報共有に努
めます。
・電話による問い合わせや来庁
者に対して、迅速・丁寧な応対
に努めます。

・県民の皆様が気持よく来庁していただ
けるよう、執務環境の整理整頓に努めま
す。
・問い合わせに対して、迅速・適切な対
応を行うため、課の予定表を作成して、
課内の業務の適正な管理と情報の共有に
努めます。
・電話対応の際は、課名と名前を伝え、
丁寧に応対します。
・来庁者には、積極的に声かけし、迅
速・丁寧に応対します。
・来庁者に対して積極的な挨拶や声かけ
に努め、適切な窓口への案内をします。

・執務室内の整理整頓に努めました。
・課の予定表を作成し、毎週月曜日の課内
会議において、内容を確認し、情報共有に
努めました。

・丁寧な電話対応に努めました。
・来庁者に積極的に声かけをし、窓口へ案
内するよう努めました。

小松教育事務所
総広報マン化・
仕事場の改善

・学校現場の先生方に役立つ学
力向上等の情報発信を充実させ
ます。
・所内のスケジュール管理と帰
庁予定等の情報共有に努めま
す。

・ホームページに関して内容の充実と速
やかな更新に努めます。
・Komakyoだよりを継続発行し、現場
のニーズを捉えたタイムリーな情報発信
に努めます。
・グループウェアの予定表を活用して、
所の予定表を作成し、業務の適正な管理
と情報の共有に努めます。

・ホームページにイベント開催告知を掲載
するなど内容の充実と速やかな更新に努め
ました。
・Komakyoだよりを毎月発行し、現場の
ニーズを捉えたタイムリーな情報発信に努
めました。

・所の予定表を作成・配信するとともに、
朝礼などで周知・リマインドを行い、業務
の適正な管理と情報の共有に努めました。

金沢教育事務所 総広報マン化

・県外の方々との連絡の機会を
捉え、本県の魅力・情報につい
てPRに努めます。
・PC機器（Eメール・事務所
HP）の活用を通し、さらなる情
報提供を図ります。

・メール署名を刷新し、本県のPRに努め
ます。
・研修等で県外出張の際には、本県PRの
ための工夫を凝らした名刺・印刷物の持
参・配布に努めます。
・学校事務の方からの質問を受ける手段
を徐々にではあるが、電話からEメールに
シフトしてきているので、ある程度、情
報がストックがされた時点でFAQの冊子
をとりまとめ、情報共有に努めます。

・県外出張の際、本県PRのための工夫を凝
らした名刺・印刷物の持参・配布に努めま
した。

・FAQの冊子をとりまとめ、情報共有に努
めました。

所属毎の取組　実施報告（教育委員会）



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

中能登教育事務
所

総広報マン化

・ホームページ及びスマートス
クールネットでの情報発信を充
実させます。

・ホームページの内容について、点検・
更新を定期的に行います。
・スマートスクールネットで「中能登net
＋」等を発信するなど最新の情報提供に
努めます。

・「中能登net＋」の発行により学校現場
のニーズを捉えたタイムリーな情報発信に
努めました。

奥能登教育事務
所

窓口サービス

・県民に方に信頼されるよう、
迅速で親切丁寧な接客に努めま
す。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧
な接客に努めます。
・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ます。
・電話受信時には所属と名前を伝え、丁
寧な言葉で対応します。
・毎日、代表アドレス宛てのメールを複
数回確認し、早期対応に努めます。

・来庁される方に対しての、積極的な声掛
けを徹底し、丁寧な対応をするように努め
ました。
・電話受信時の職員の対応が、さらに丁寧
になるよう努めました。
・代表者メールを頻繁に確認することで、
対応遅延等がなくなるよう努めました。

教職員課 窓口サービス

・県民の皆様が満足していただ
ける接遇を実現します。

・来庁者への積極的な声かけ、あいさつ
を実施します。
・お問い合わせの電話に対し、丁寧な対
応に努めます。
・身の回りの整理整頓、美化活動に努め
ます。

・執務室内に窓口サービス向上のスローガ
ンを掲示しました。
・来庁者への積極的な声かけなど、所属全
体でお客様への親切な対応を実施しまし
た。
・受付内容について案内表示を行い、来庁
者に分かりやすい窓口を設置しました。

教育センター 仕事場の改善

・電話の問い合わせや来庁者、
研修受講生に対して迅速かつ丁
寧な接遇の向上に努めます。

・心やすらぐ教員研修の場の提
供に努めます。

・担当者の不在状況を前もって的確に把
握し、迅速に応対できるようにします。
・ロビー、玄関ホール等に花や観葉植物
を置くとともに敷地内の環境緑化・美化
を推進し、心身ともにリフレッシュでき
るような環境づくりに努めます。

・来庁者･電話応対ともに、全職員が丁寧異
な対応ができましたが、一部担当外の対応
において、迅速に対応できないことがあり
ました。
・共有サーバーの整理整頓や課内日程表の
活用で職員間の情報共有は進んでいます。

学校指導課 窓口サービス

・県民の皆様からのお問い合わ
せに対し、迅速かつ丁寧な対応
に努めます。

・来庁者には、笑顔で挨拶や声かけを行
い、丁寧な対応に努めます。
・電話での対応時には課名と名前を名乗
り、誠実な対応に努めます。
・情報を共有し、担当者が不在のときも
適切な対応に努めます。
・毎日、代表アドレスを複数回確認し、
早期対応に努めます。

・これまでどおり、丁寧な接遇・環境美化
につとめました。

・女性用トイレを改修し、集中しやすい環
境づくりに努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

生涯学習課
窓口サービスの
向上

・県民の皆様に満足していただ
けるサービスの提供に努めま
す。

・あいさつと笑顔を欠かさず、丁寧にさ
わやかに応対します。（電話での応対は
相手の顔が見えない分、より丁寧に）ま
た、すぐに対応できない場合は担当者に
しっかり伝え、できるだけすみやかに対
応できるよう努めます。
・カウンターがパンフレットでいっぱい
になり見にくいため、パンフレットケー
ス等の活用で省スペース化し、来庁者に
見やすくします。

・「整理整頓デー」を設けて、グループ
リーダー等を中心に整理整頓に努めまし
た。

生涯学習
センター

窓口サービス向
上

・県民の方々に生涯学習セン
ターをもっと知っていただくた
め、講演会等に関する情報発信
を充実させます。

・挨拶と笑顔を欠かさず、親切丁寧に対
応いたします。
・ホームページを随時更新し最新情報の
提供に努めます。
・庁舎１階ロビーに講座等の紹介パネル
等の設置による広報の充実に努めます。

・挨拶と笑顔に気をつけて、来館者に対し
て親切丁寧に対応しております。
・ホームページはイベントや講座等の情報
を随時更新しています。
・庁舎１階ロビーの紹介パネル等の設置に
より広報充実に努めています。

図書館
窓口サービス向
上・総広報マン
化

より多くの県民の皆様に図書館
を利用していただくため､図書館
が行っている各種サービスに関
する情報発信を充実させます。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧
に対応いたします。
・ホームページを分かりやすく改善しま
す。
・図書館サービス広報のための企画・展
示等を実施します。
・研修会等に出向き、図書館サービスの
広報を実施します。

・朝礼や月末休館日に、館長から職員に対
して、心地良い接遇について心がけるよう
促しました。
・ミュージアムウィーク期間において、図
書館サービスを広報する企画・展示会を実
施しました。
・コンビニへのチラシ配布やSNSを利用し
た図書館サービスの広報充実を図りまし
た。

文化財課 仕事場の改善

・県民の皆様が求める情報を迅
速かつ丁寧に提供するため、執
務環境の改善等を進めます。

・県民の皆様が気持ちよく来庁していた
だけるよう、執務室の整理整頓に引き続
き努めます。
・県民の皆様が求める内容を正確に把握
し、丁寧に情報提供するよう努め、必要
に応じ関係機関等を案内します。

・入口付近の棚を整理し、リーフレット等
を整理整頓しました。
・電話や訪問のあった県民に対し、問い合
わせの趣旨を確認し、必要に応じ担当課へ
取り次ぎました。

金沢城調査研究
所

仕事場の改善

・保管資料の調査研究及び情報
発信等、一層の活用を図るた
め、適切な収蔵整理を進めま
す。

・引き続き、計画に基づき効果的な
（再）整理・収蔵等作業を進めます。

・当所の職員が見学者や入所希望者の方に
対して丁寧な説明に努めました。
・当研修所と輪島漆芸美術館はお互いに紹
介をし合い、訪れた方々の満足度を高める
ことに努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

輪島漆芸技術研
修所

総広報マン化

・当研修所の設立目的や、漆芸
の魅力をより多くの来訪者の
方々に伝えます。

・見学者や入所希望者に対して、新人も
含めた全職員が当所の設立目的や漆芸の
魅力等を説明できるように研修を行いま
す。
・当所のパンフレットだけでなく、隣接
する輪島漆芸美術館のパンフレットも常
備し、希望される方にお渡しして、美術
館への鑑賞もお薦めします。

・定期的に打ち合わせを行い、収蔵品や記
録資料、図書類、基礎的な文献等の整理に
努めました。

スポーツ健康課
仕事場の改善・
窓口サービス

・執務室内の整理・整頓に努め
ます。
・電話や来訪者に対する応対
は、迅速かつ丁寧に行います。

・県民の皆様が気持ちよく来訪していた
だけるよう、執務室内の整理・整頓に努
めます。
・来訪者に対して、職員から進んで声か
けし、丁寧で爽やかな対応に努めます。
・電話応対の際には、課名と名前をお伝
えし、丁寧な言葉で対応します。

・定期的に整理整頓をすることで、執務室
全体の整理整頓に努めています。
・来訪者に対して、積極的な声かけと丁寧
な対応に努めました。
・丁寧な電話対応に努めました。


