
所属 目標 実現方法（取組項目） 取組実績

企画調整室・
監理課

窓口業務のわかりやすい表示と爽や
かな対応を実行します。

・窓口の見やすい位置に関係業務等を表示します。
・来庁者への声かけ、あいさつを実施します。

・入り口ドアの両側に、来客者が多いグループへ誘導する紙を掲示
したほか、課内のカウンターにも同様に誘導する紙等を掲示すると
ともに、来庁者への挨拶、迷っている方への声かけに努めました。

道路建設課

来庁者及び電話で問い合わせ等へ
の迅速かつ的確な応対に努め、ワン
ストップサービスを心がけます。

・たらい回しの防止や応対時間の短縮を図るため、問い合わ
せ等の内容を十分に確認します。また、よくある質問に対して
は対応を課内で共有し、担当者以外でも応対できるようにしま
す。
・専門的な用語はできる限り使わず、わかりやすい平易な言葉
で説明します。
・ホームページ等でわかりやすい周知に努めます。

・電話機に標語を貼り付けて、常に相手の立場に立った対応に努め
ました。
・よくある質問に対応するため、能登有料道路料金や主要施策のパ
ンフレットを常備しました。
・問い合わせ内容を周囲に聞こえるように話し、担当者への確認を
行うなどたらい回しの防止に努めました。

道路整備課

県民からの問い合わせ、苦情、要望
に迅速に対応します。

・来庁者、電話連絡者に対して、目的を正確に聞き取るととも
に、報告のための連絡方法を確認します。
・原則として、その日のうちに道路を所管する機関に対応を依
頼し、対応方針を確認します。
・問い合わせの多い事項について整理しておき、誰もが即時・
的確に回答・案内できるようにします。

・道路に対する意見等については、相手方の連絡先を確認したうえ
で、迅速に所管土木事務所へ連絡するよう努めました。
・繰り返し寄せられるご意見等については、応接内容を課内供覧し、
情報を共有するよう努めました。

河川課

河川総合情報システムの利用促進に
努めます。

当課の来庁者に「河川総合情報システム」の周知を図るととも
に、市町の広報誌などを通じて広く県民に同システムの利用を
呼びかけます。

・「河川総合情報システム」の一般向けのリーフレットを作成し、来庁
者用広報資料として、県庁及び各市町に備え付けるとともに、各市
町の広報誌への掲載を依頼しました。
・システムへのアクセス件数は、２月末時点の前年度比較で５８％
増の約４万６千件となりました。

砂防課

土砂災害から身を守るための情報を
わかりやすくお伝えします。

・よくあるご質問については、あらかじめ対応方法を整理してお
くなど、担当業務以外でも対応できるよう情報共有に努めま
す。
・ホームページなどを通じて、土砂災害から身を守るためのわ
かりやすい情報発信に努めます。

「土砂災害のための備えと避難の手引き」を作成し、ホームページ
にも公開しました。

港湾課

ホームページやパンフレットなどで県
内の港湾についてわかりやすく説明
するとともに、適時、最新の情報掲載
に努めます。

・極力わかりやすい用語を使うようにホームページ、パンフレッ
トを再点検します。
・常に最新の情報、トピックスを掲載するよう更新します。

　毎年、印刷している金沢港や七尾港のパンフレットについて、国と
も意見交換し、県民にわかりやすいように港へアクセスする最新の
道路状況を掲載したり、港の沿革等を簡略化するなどわかりやす
く、見やすいものにする工夫をしました。
　ホームページについても、最新の港湾のデータに常に更新すると
ともに、一部英語版を追加するなど、修正を加えました。
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都市計画課

県民からの電話や来庁者に対して
は、相手の立場に立った親切で丁寧
な対応に努めます。

・電話は極力３回コール以内で対応し、所属名及び名前を名乗
ります。
・所管外事務事業の電話による問い合わせに対しては、担当
課への転送又は担当課の紹介を正確かつ迅速に行うよう努め
ます。
・来庁者への挨拶を励行し、相手の立場に立った親切、丁寧な
応対に努めます。

・課内の職員が見やすい場所に取組目標を掲示しました。
・大半の職員が、電話は３回コール以内で対応するとともに、所属名
及び名前を名乗るようになりました。
・所管外事務事業に係る電話による問い合わせは、担当課を丁寧
に紹介しています。
・来庁者には、親切、丁寧な応対をしています。

公園緑地課

様々な情報をタイムリーにわかりやす
くお伝えします。

・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
見直すほか、様々な媒体により、タイムリーな情報をわかりや
すくお伝えするよう心がけます。

　所管する公益法人のホームページにおいて、兼六園等の季節の
話題や緑のボランティア活動の提供等、投稿や情報を遅滞なく反映
しました。

建築住宅課

親切・丁寧・さわやかな応対を実行し
ます。

・お客様からの目線で執務室を再点検します。
　（来庁者エリアである入口周りやカウンターの整頓）
・パンフレットスペースの整理整頓に心掛けます。
　（更新、項目ごとの配置と表示など）
・お客様の立場になったスムーズ接遇を目指します。
　（お客様への声掛け、スピードワンアクション、職員相互の情
報共有など）
・電話応対でのイメージアップを図ります。
　（出るとき・切るときを丁寧に）

・目標と取組項目について、メールにより課内に周知しました。
・期間切れなど不要になったパンフレットの廃棄を随時行い、整理整
頓を心掛けました。
・「ご用件はお伺いしてますか」「お掛けになってお待ち下さい」など
来庁者への声掛けを積極的に行いました。
・長時間待たせることのないよう、用件を確認するなど、スムーズな
対応を心掛けました。
・電話応対について、職員同士が互いにアドバイスをしあうことによ
り、質の向上に努めました。

営繕課

来庁者にやさしい窓口表示に努めま
す。

・席次表だけでなく、窓口に担当者の主な業務を記入したもの
を表示します。
・席次表には、ふりがなを付け来庁者にわかりやすい表示とし
ます。

主な担当業務を記載し、ふりがなを付けた席次表をＡ３サイズで窓
口に設置しました。



所属 目標 実現方法（取組項目） 取組実績

平成２３年度「作ろう！いしかわ県庁マンシップ」プロジェクト　土木部の取組み

南加賀土木
総合事務所

南加賀土木総合事務所は、『３つのＵ
Ｐ』を目標にクリーン・アップ、スピー
ド・アップ、インフォメーション・アップを
図り県民サービスの向上に努めま
す。

① クリーン・アップ
・来所者に対する「あいさつ、声かけ」を徹底し、親切・丁寧な
対応に努めます。
・分煙や敷地内美化を徹底し、来所者に不快感を与えない清
潔な環境づくりを進めます。

② スピード・アップ
・標準的な事務処理時間を設定し、許認可等手続きの迅速な
事務処理に努めます。
・県民のニーズや苦情等に対し、早急な現場確認、迅速で臨
機応変の処理に努めます。
・継続的な訓練の実施により若手職員等の能力向上に努め、
災害対応の迅速化を図ります。

③ インフォメーション・アップ
・ホームページや所内掲示板に事業状況などの情報をリアル
タイムで提供します。

①クリーンアップ
・所内にスローガンのポスターを掲示することにより、職員の意識啓
発と来所者へのPRを図りました。
・スマイル県庁の冊子を職員に配布し、来所者への対応を指導しま
した。
・喫煙ルームを７月１２日に設置し、ロビーを分煙化しました。また、
ロビーのソファーの再配置と掲示板のリニューアルにより、来所者も
くつろげる空間としました。
・職員による事務所周りの草刈りを６月３日、１０月１４日、１０月１９
日に実施、１２月～２月に積雪後の所内除雪を実施しました。
・７月９日に蜘蛛の巣取りを実施し、８月９日に樹木の剪定をしまし
た。

 ②スピードアップ
・各課が、許認可事務の標準手続き日数を設定し、日数内で迅速に
処理するようにしました。
・各課共通の要望処理簿を定め、苦情については当日に現場確認
を行い、すみやかに処理方針を立てできる限り対応することとしまし
た。
・所内防災訓練(6/24)土木部地震対応訓練(8/29)災害査定研修
(10/6-7)管内除雪対応訓練(11/9)などを継続的に実施し、若手職員
の災害対応能力の向上及び管内危険箇所の事前把握に努めまし
た。
 
③インフォメーションアップ
・７月８日にホームページ全体のリニューアルを行い、その後随時情
報の更新をしています。
 ・７月２６日に所内掲示板の増設を行い、主要事業の進捗状況につ
いて資料(図、写真や新聞切抜)を掲示し、随時更新しました。
・来所者にアンケートを実施し、時計の設置等サービス改善に努め
ています。

石川土木総
合事務所

県民の皆様にご満足いただける窓口
サービスの実現及び更なる向上に努
めます。

・職員一人ひとりがあいさつと笑顔をかかさず、親切・丁寧に応
対します。
・電話に出る場合は、所属と名前を必ず言います。
・職員として必ず名札をつけます。

・職員一人ひとりが来庁される申請者や相談者の方々に挨拶と笑
顔を欠かさず接するように努めました。
・電話に出る場合には必ず所属と受けた職員の名前を相手方に伝
えるよう心がけるようになりました。
・着替えなどにより、つい名札の着用を忘れがちになっていたが、職
員相互間で注意を促したことにより着用が図られました。
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県央土木総
合事務所

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。

・　３コール以内で電話に出るように努めます。
・　親切で分かり易い電話応対に努めます。
・　笑顔をかかさず、親切・丁寧に応対するように努めます。
・　挨拶を励行するとともに、名札の着用を徹底するなど、担当
の氏名をお伝えするように努めます。
・　事象毎の窓口（担当者）案内を作成・掲示するとともに、ご
来庁の目的をお聞きし、担当までご案内するように努めます。
・　案件が複数の課にまたがる場合には、ワンストップで対応
するように努めます。
・　県民ニーズの把握に努め、満足度の向上に努めます。

・　玄関ホールに「県民の安全・安心を確保するため業務に精励す
る」旨のスローガンを掲出し、県民本位の行政サービスを行うことを
宣言しており、職員の意識改善が図られています。
・　電話応対マニュアルを配布するとともに、「電話応対勉強会」を実
施しており、電話応対が改善されてきています。
・　課長会議で、名札着用、来庁者の積極的な案内及びワンストップ
対応の周知徹底行い、来庁者に積極的に声かけが行われるように
なっています。
・　取組項目の達成度を来庁者の目線で評価するため、３月中旬か
らアンケート調査を実施し、結果を掲示することとしています。

中能登土木
総合事務所

県民の皆様にご満足いただける窓口
サービスに努めます。

・親切、丁寧に応対します。
・執務中は名札の着用を徹底します。
・迅速な対応、情報提供に努めます。
・電話はワンコールで出るように努めます。
・ホームページを最新情報に更新します。
・パンフレットを整理、整頓します。

・事務所内に目標を掲示し、職員が意識して①親切・丁寧な応対、
②名札の着用、③迅速な対応、④ワンコールで電話に出るように努
めました。

・できるだけホームページの更新やパンフレットの整理・整頓に努め
ました。

奥能登土木
総合事務所

親切で丁寧な電話対応に努めます。 ・ ｢大きな声で｣「ゆっくりと」「分かり易い言葉で」話すことを心
がけます。
・ 「的確な回答」を心がけます。
・ 解らないときは「たらい回し」をせずに、具体的内容を確認し
た上で担当者（対応可能部署）よりかけ直します。

 　取り組み目標を各執務室に掲示し、職員に対して取り組みの趣
旨の徹底を図りました。
　その結果、電話応対が向上したばかりでなく、電話呼び出しに対し
て通常時は２～３コール内に対応対応出来るようになりました。

辰巳ダム建
設事務所

辰巳ダム建設事務所１階を展示フロ
アとし、情報発信に努めます。

・辰巳ダムの歴史や現状について分かりやすい展示用パネル
を作成します。
・本体工事以外の工事についても工事概要や資料を作成しま
す。
・広報用物品（パンフレット、ペーパークラフト、ダムカード、機
関誌（辰ダム通信）等）について見やすく、取りやすく展示しま
す。

・建設事務所１階ロビーの掲示板及び掲示可能な壁面を利用して、
工事の現状が分かる写真等の展示を定期的に更新するよう努め、
事務所来館者の利便に供しました。また、ダムサイトに新築したダ
ム管理棟の学習室にも、各種イベント等の機会をとらえて「写真パ
ネル展示会」を開催し、ダム湛水試験中の様子をとらえた写真等を
多数展示し、広く県民の方へ情報発信と学習機会の場の提供に努
めました。

大聖寺川ダ
ム統合管理
事務所

イベント情報の広報を積極的に行い、
来訪者の増加を目指します。

・イベント情報を市の広報に掲載するなど、積極的にPRしま
す。

・イベント情報（イベント名：森と湖に親しむ旬間　毎年７月下旬に実
施）を加賀市のＨＰや山中支所の広報紙に掲載していただき、地域
住民に対する広報に努めました。
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赤瀬ダム管
理事務所

ダム見学者に施設の概要が理解い
ただける説明に努めます。

・パンレットを配付するなどして、あいさつと笑顔を欠かさず、親
切・丁寧な応対に心がけます。

・ダム見学者に簡易パンフレット（A3 両面 白黒コピー）を配布の上、
わかりやすく丁寧な説明に努めました。

犀川ダム管
理事務所

ダム見学者が気持ちよく見学できるよ
う、周辺の美化に努めます。

・職員で定期的に草刈りなどの美化活動を行います。 ・6月、８月、１０月に職員で草刈りを実施し、施設点検時に空き缶等
のゴミを回収し、ダム周辺の美化に努めました。

内川ダム管
理事務所

ダム見学者が気持ちよく見学できるよ
う、周辺の環境美化に努めます。

・職員で定期的に草刈りなどの美化活動を行います。 ・６月から９月にかけて、ダムの前面が見通せるダム進入路の緑地
及び法面部の草刈りを行い、特に、大きな樹木の枝払いや密集樹
木の間引きを重点的に行いました。また、ダム見学者には、パンフ
レットと全景写真を配り、施設概要の説明を行いました。

安原・高橋川
工事事務所

安原川と高橋川の美化に努めます。 ・事務所の職員で、改修工事現場付近の河川敷において、美
化運動を行います。

下記の日に、草刈り・河川清掃など美化運動を行いました。
・　Ｈ２３．８．　３（水）　安原川（北陸自動車道～堂田橋まで）
・　Ｈ２３．８．２５（木）　高橋川（大額大橋～殿田橋まで）

金沢港湾事
務所

３S（整理・整頓・清潔）の徹底による、
来訪者の心なごむ職場環境づくりと
業務能率の向上につとめます。

・定期的に整理・整頓の日を設定して、業務能率の向上をはか
ります。
・敷地内でのゴミ拾いや除草を職員が自主的におこない、環境
美化につとめます。

・毎月末に整理・整頓の日を設定して、業務能率の向上をはかりま
した。

・敷地内でのゴミ拾いや除草を職員が、昼食休憩時間を利用して自
主的におこない、環境美化につとめました。

七尾港湾事
務所

県民の皆様に、七尾港湾事務所は何
を行っているのか、画像と記載例等
の説明で｢誰でも分かる港湾行政｣を
目指します。

・ホームページの掲載内容を見直し、より分かりやすい画像や
各種申請書に記載例を加えて事業の説明等に工夫を加えま
す。
・ラジオ七尾等のメディアに積極的に、タイムリーな業務や行事
等の情報提供に努めます。
・よくあるご質問について、ホームページにまとめておくなど迅
速な情報提供に努めます。
・担当者不在時でも対応できるよう、対応マニュアルを作成して
情報の共有に努めます。

・ホームページの掲載内容の修正（案内地図・施設一覧等）及び地
域の一般市民が申請する申請書（係留許可・港湾施設使用許可）
の記載例を作成しました。
・ホームページにタイムリーな行事予定や話題等の掲載（七尾港美
化運動・七尾港まつり・自衛艦「はやぶさ」他・第7回湾岸ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ・
交通規制変更・掃海艇「まえじま」）と交差点の規制変更(12/1午後
切替）に伴う市民への周知にラジオ七尾（メディア)の活用(11/24～
30の間3回放送)を行ったことで、問い合わせや苦情はありませんで
した。

金沢城・兼六
園管理事務
所

来園者の皆様にご満足いただけるイ
ンフォメーションサービスの向上を目
指します。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・丁寧に応対するためにも、
職員をはじめ、窓口スタッフや解説ガイド等に対するおもてなし
研修を実施し、接遇の向上を目指します。
・よくあるご質問や問い合わせについては、あらかじめ応対マ
ニュアルを作成し、職員をはじめ窓口スタッフに周知徹底を図
ります。

兼六園ガイド等研修会や時雨亭職員研修会を開催し、窓口スタッフ
等に対する「おもてなしの心」（外国人向けも含む。）の意識向上を
図り、来園者の方々への挨拶や笑顔での応対に努めました。
　また、よくある質問や問い合わせを整理する等「土日祝日用当番
マニュアル」を整備して、職員の応対能力の向上に努めました。


