
所属 目標 取組項目 取組実績

秘書課
県民の皆様にご満足いただける
窓口サービス実現を目指します。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・丁
寧に応対いたします。
・迅速・適切に応対いたします。

各職員が常に意識を持ち、あいさつや笑顔での対応、
親切・丁寧で、迅速・適切な応対に努めました。

総務課

県民の立場にたち、電話での問
い合わせや来庁者に対し、丁寧
でスピーディな対応に努めます。

・電話での問い合わせに対するスピー
ディな対応（所管課への連絡等）や来庁
者のスムーズな誘導に努めます。
・情報公開等の請求に対して、その意
図や要望等を適切にとらえ、迅速・丁寧
な対応に努めます。

・職員が各所管課の業務把握に努めることで、電話によ
る問い合わせや来庁者に対するスムーズな対応に努め
ました。
・情報公開請求に対して、受付時に請求者の意図の把
握に努めるとともに、対象となる情報を保有している所
管課の協力を仰ぎ、迅速・丁寧な情報提供に努めまし
た。

人事課

県民満足度の向上に向け、職員
の意欲と能力を高める人事管理
と職員の勤務環境の改善に取り
組みます。

職員一人ひとりの能力や実績が公正か
つ的確に評価され、これを処遇や必要
な能力開発に適切に反映させることに
より、頑張っている職員に報いることが
できるような人事管理を推進します。

・採用１０年目の節目の職員がこれまでの職務経験を振
り返り、将来のキャリアの方向性を考える機会とする人
事課面談や、採用２年目の職員が職場外の先輩職員と
のネットワークを構築し、仕事のやり方等の情報を得
て、担当業務の仕事の質を向上させる「キャリア・サポー
ター制度」等、職員の自発的な能力開発や業務意欲の
向上のための取組を実施しました。

行政経営
課

一般県民・民間企業の皆様や他
行政機関の方々からの電話や来
客に迅速かつ正確、丁寧に対応
し、接遇の向上を図ります。また、
簿冊等の整理整頓や課内の情報
共有により事務処理の効率化及
び迅速化を図り、県民サービスの
向上に努めます。

・電話応対時は、課名と名前を名乗るよ
う努めます。
・来庁者、職員を問わず積極的に声か
けや挨拶を実施します。
・整理整頓デーを設定し、整理の習慣
化を図ります。
・ToDoリスト等を活用し、各G・職員の作
業状況を把握するなど、課内の情報共
有に努めます。

・平成２３年度に作成した「来庁者への声かけ」「電話応
対」についてのチェックカードを継続して使用した（回覧
時等にチェックするよう努めた）結果、電話応対時に課
名や名前を名乗るのが当たり前になりました。
・整理整頓デーの周知を定期的に行うことにより、整理
整頓デーの時だけ片付けるのではなく、常に整理された
状態を保とうとする人が増えました。
・ToDoリストの使い方の周知や電子メールを活用した作
業状況の情報共有に努めました。
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財政課

来課者や電話等による照会者に
丁寧に対応することにより、県民
サービスの向上に努めます。

・県民等からの問い合わせには、専門
的な財政用語を極力使用せずに、わか
りやすい言葉で説明することに努めま
す。

・各職員が「財政のあらまし」などを活用し、来課者や電
話等による照会者にわかりやすい言葉で説明するよう
に努めました。

管財課

窓口に来られた県民の皆様への
サービス向上に努めます。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・丁
寧・迅速に応対いたします。
・よくある申請、届出等については、各
グループのものを１カ所にまとめておく
など、担当者が不在の場合でも一定の
対応ができるよう努めます。

・目標等を執務室内に掲示するとともに、職員全員に
メールを送付し、取り組みの徹底を呼びかけました。
・「競争入札参加者資格審査」や「県庁舎等行為許可」と
いった申請の多い業務の関係書類を窓口カウンターに
配置し、どの職員でも親切・丁寧・迅速に配布できるよう
に努めました。

税務課

県民の皆様に満足いただけるよ
う、適確ですばやい対応に努めま
す。

・特に問い合わせの多い自動車税を中
心に、Ｑ＆Ａを充実させ、基本的事項は
全職員が対応できるようにします。
・わかりやすい言葉で丁寧に説明しま
す。
・常に来庁者に注意を払います。
・混雑等でやむをえずお待たせする場
合は、特に丁寧な応対に心がけます。

・執務室内に目標を貼るとともに、職場内で職員相互に
より常に周知確認しました。
・Ｑ＆Ａについては随時更新し、全職員での対応に努め
ました。

地方課

県民の皆様へ市・町の情報を迅
速かつわかりやすく提供すること
に努めます。

・ホームページによるタイムリーな情報
発信に努めます。
・県民等からの問い合わせには、専門
的な用語を極力使用せずに、わかりや
すい言葉で説明することに努めます。

・選挙や審議会、住民基本台帳の数値等の情報につい
て、迅速に課のＨＰを更新しました。
・県民からの問い合わせに対して、分かりやすい言葉遣
いでの説明に努めました。
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自治研修
センター

県民満足度の向上に向け、自ら
考え行動する人材を養成します。

・職員の主体的能力開発を促進するた
めの研修を実施します。
・職員自らが不足していると認識した能
力の研鑽、職位として求められている
能力・職責を自覚するための研修を実
施します。
・職員の実務に直結した知識を習得す
るための研修を実施します。
・ホームページやグループウエアによ
り、研修情報を迅速に提供します。

・職員の主体的能力開発を促進するため「能力開発研
修」を２２講座、職位に応じて必要な能力取得のため「階
層別研修」を１５講座、職員の実務知識習得のため「ナ
レッジ研修」を１３講座実施しました。
・なお、今年度から新たな試みとして、行政の施策立案・
実行プロセスにおいて必要となる県民の皆様や関係団
体等に対する適切なコミュニケーション能力の向上に特
化した「行政コミュニケーション能力養成プログラム」を
実施しました。
・研修情報については、ホームページやグループウェア
による迅速な情報提供を行いました。

東京事務
所

来客者に満足いただけるような気
持ちのいい接客に努め、本県の
イメージアップにつなげるととも
に、首都圏在住者のニーズ把握
や各種の情報提供に努めます。

・あいさつと笑顔を欠かさず親切・丁寧
な対応に努めます。
・常にアンテナを高くし、各種情報の収
集に努めるとともに、関係者との連携を
密にします。
・パンフレットやチラシは手にとっていた
だきやすいよう整理整頓に努めます。

・来客者に対して分かりやすく説明するなど親切・丁寧
な対応に努めました。
・関係者と連携し各種情報収集に努めました。
・パンフレット等の整理整頓に努めました。

小松県税
事務所

親切かつ迅速な対応で県民サー
ビスの向上に努めます。

・親切かつ適切な態度、言葉遣いで接
するよう心掛けます。
・３コール以内で電話を受けます。

来庁者だけでなく電話での相談者等に対しても素早く応
対し、親切かつ適切な態度、言葉遣いで説明するように
努めました。
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金沢県税
事務所

【総務課】代表電話から各担当者
への電話の取次ぎを、より正確か
つ迅速に行います。

【課税課】執務室内の申請書や届
出書など（個人情報）の保管場所
に注意します。

【不動産取得税課】県民の皆様に
ご満足していただける窓口応対
の実現に努めます。

【納税課】県民の皆様にご満足し
ていただける接遇を実現します。

【自動車税納税課】よくある間違
い電話について、正しい問合せ先
をすみやかに回答できる体制を
つくります。

【総務課】相談内容を正確に聞き出し、
机の上に庁内配置図を設置するととも
に、課員同士で連携を図ることで、迅速
な取次に努めます。

【課税課】他の方々の目に触れないよう
に、申請書などの保管には常に十分な
注意を払います。

【不動産取得税課】わかりやすい説明を
心がけ、不動産取得税の案件ではなく
間違って１階窓口にこれらた場合にも
相手に不快感を与えないよう、適切な
窓口に案内します。

【納税課】
・電話の応対時には、３コール以内で対
応し、所属名と名前を名乗ります。
・現在の窓口案内表示をより分かりや
すいものに改善するとともに、ご来庁者
を担当窓口まで案内します。

【自動車税納税課】これまでの間違った
問合せ電話の内容と正しい問合せ先の
一覧表を必要なときにパソコンに表示
し、電話応対者がすみやかに回答でき
るよう努めます。

【総務課】執務室内に目標を貼るとともに、職場内で職
員相互により常に周知確認に努めました。

【課税課】執務室内の壁に目標を貼り、常に注意を喚起
するとともに目標を周知徹底しました。

【不動産取得税課】執務室内に目標を貼るとともに、係
内で職員相互に常に、周知確認し、窓口に来られた方
に不快感を与えないよう努めました。

【納税課】
・執務室内に目標を貼るとともに、所属内会議におい
て、取り組みの徹底を呼びかけ、職員相互により常に周
知確認に努めました。
・また、窓口案内表示は入口付近の案内看板に工夫を
し表示しました。

【自動車税納税課】執務室内に目標を貼るとともに、課
内会議で周知徹底に努めました。正しい問合せ先の
データについては、責任者を決め追加更新し、責任者が
一覧表の使用状況を定期的に聞き取り、確認を図りまし
た。

中能登総
合事務所

・県民の皆様が気持ちよく感じて
いただける環境づくりに努めま
す。

・来庁者への積極的な声掛けを実践し
ます。
・挨拶から始め、親切・丁寧で分かりや
すい説明に努めます。
・電話応対は３コール以内の対応に努
めます。

・来庁者への率先した声賭けを実施し、親切・丁寧でわ
かりやすい説明に努めました。
・電話は3コール以内の受話に努め、丁寧な対応を実践
しました。
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奥能登総
合事務所

・県民の皆様に満足（納得）してい
ただける接遇と窓口業務を実現
するため、県職員としての意識向
上に努めます。

・イベント情報について様々な方
法により情報発信し、多くの皆様
に参加していただきます。

・電話受信時には所属と名前を名乗り、
丁寧な言葉で応対します。
・来庁者に対して積極的な挨拶や声か
けに努め、適切な窓口へ案内します。
・各機関が取り扱う窓口業務を一覧化
することにより、1階総合案内職員や各
窓口担当職員は、会議日程等の情報
把握に努め、適切な窓口に速やかに案
内します。
・相談や申告等を受付けた職員は、名
前を名乗り、必要に応じて中能登事務
所等と速やかに連絡を取るなど、自ら
が責任を持って応対します。
・イベントのポスターやチラシを多くの箇
所に配布するとともに、ホームページを
積極的に利用します。
・フェイスブックの活用でイベント状況を
リアルタイムにお伝えし、またお客様の
声をタイムリーに反映できるようにしま
す。

・ホール等に立ち止まっている方に声をかけ窓口へ案内
するなど、積極的な声かけ等に努めました。
・奥能登行政センター内の各機関の窓口業務を取りまと
め、一覧表を作成し各機関に配布しました。
・職員それぞれが速やかな対応ができました。

・イベントの情報については、市町等のＨＰ、広報の活
用、県政バスでの配布等を実施しました。
・フェイスブックの活用については、職員個人としての情
報発信にまず取り組みました。


