
「作ろう！いしかわ県庁マンシップ」プロジェクト

所属 目的 取組項目 取組実績

企画調整室・監
理課

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。

・情報共有や意志決定の一層の迅速化、効率
化のため、立ち会議を積極的に実施します。
・行動予定表、行事予定表を活用し、所属内
の業務スケジュール等の効率的な情報共有を
図ります。

・打ち合わせを立ち会議で行うことにより、
情報共有や意志決定の円滑化に務めました。
・行動予定表により、所属内の業務スケ
ジュール等の効率的な情報共有に務めまし
た。

道路建設課

県民の皆様からの要望等に迅速に対応できる
よう、情報やノウハウの共有化に努めます。

・共有フォルダを活用し、項目ごとに整理
（保存）することで、資料や情報の共有化を
図ります。
・共有化した資料のファイル名称を系統化す
ることで、更なる業務の効率化を図ります。

・資料作成において、ファイル名称の系統化
を図るとともに、共有フォルダに保存した
データを直接修正する等により、業務の効率
化を図りました。
・共有フォルダに項目ごとファイルを保存す
ることで、資料の共有化に努めました。

道路整備課

県民の皆様が道路について気持ちよく相談で
き、これに対し効率よく対応できるよう、執
務室内の整理整頓に努めます。

・毎週水曜日の定時退庁日には、各自机上や
カウンターの整理整頓を確認し、退庁するこ
ととします。
・課内共有資料については、引き続き定位置
に整理整頓し、迅速な対応に資することとし
ます。

道路図面や明細住宅地図等、課内共有資料に
ついて、定位置での整理整頓を行い、迅速な
対応に資するよう努めました。

河川課

執務室の整理整頓を推進する
　当初目標である執務室の整理整頓をより一
層推進することで、来庁者が来訪しやすい
オープンでクリーンな雰囲気づくりを目指
し、併せて快適かつ効率的な業務の遂行や職
場環境のストレス抑止などを図ります。

・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。
・ロッカー上に置かれているものを整理・処
分するようにします。
・各グループ周辺に煩雑に積み上げられた折
りたたみコンテナが執務室内で通行の妨げに
なっているため、これらをきちんと片付けま
す。

・カウンター上に放置されている簿冊等を見
つけた時は速やかに片付けるように努めまし
た。
・ロッカーの上に積み上げられたものを段階
的に整理しました。
・机周辺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整理整頓を
行いました。

所属毎の取組　平成２５年度下半期実施報告（土木部）



所属 目的 取組項目 取組実績

砂防課

来庁者の皆様への迅速な対応及び課内におけ
る効率的な業務遂行のため、執務室の整理整
頓に努めます。

日頃の心がけの徹底に加え、定期的な整理整
頓の日を決め、書類の整理整頓、不要書類の
廃棄等を行います。

各自の日頃の心がけの徹底により、書類の整
理整頓、不要書類の廃棄等を行いました。

港湾課

書類等の整理整頓を徹底することにより、事
務の効率化を図ります。

日頃から書類等の整理整頓を心がけるととも
に、毎月「整理整頓デー（定時退庁日と同じ
日）」を設けて、当該日には、各自机上やそ
の周辺にある書類等が整理整頓してあるかを
必ず確認してから退庁します。

書類等の整理整頓を行い、使用頻度の低い簿
冊は保管場所を変えるとともに、不要な書類
を廃棄しました。

都市計画課

業務効率化のため、執務室内や書庫の整理整
頓を行い、職場環境の改善を図ります。

・「整理整頓デー」を毎月設け、書類の整理
整頓に努めます。
・保管期限経過など不要となった書類を廃棄
し、書庫の整理を行い、執務室内の環境美化
に努めます。

・毎月、最後の金曜日を「整理整頓デー」に
設定し、メールで周知を図り各自整理整頓に
努めました。
・また、課内に呼びかけ、書庫の整理を行い
不要となった書類の廃棄を行いました。

公園緑地課

県民の方々が来庁しやすい職場環境作りに努
めます。

・課全体の整理整頓の徹底のほか、ポスター
等の掲示物やパンフレット(イベント等）を
随時最新のものに更新します。
・月に一度倉庫等を整理する日を作り書類等
の散乱を防止し、キレイで見やすい書類の保
管に努めます。

・ポスターやイベント案内等のパンフレット
については、常に最新のものを来庁者の方々
に分かり易く配置し、的確な情報発信に努め
ました。
・倉庫等の整理については、計画どおり実施
できませんでしたが、随時、参加できる職員
で対応しました。



所属 目的 取組項目 取組実績

建築住宅課

県民の方々から寄せられる意見・苦情等に迅
速に対応するため、ミーティングスタイルを
工夫します。

・テーマ及び決定する内容を事前に準備し、
効率的な運営を行います。
・最初に協議時間を決定し、徹底した時間管
理を行います。
・ミーディングが時間外に及ばないようにス
ケジューリングを行います。
・不必要なミーティングを排除するため、グ
ループリーダーによる相互監視を行います。

・県民の方々から寄せられる意見等に対して
は、概ね適切に対応ができており、接遇面に
おける不適切を指摘する意見はありませんで
した。
・ミーティングについて、最少人数での実
施、資料の事前準備については達成できまし
た。また、緊急的なものを除き、時間外に及
んだものはなく、高率的な運営を行いまし
た。

営繕課

執務室内の整理整頓に努め、明るい職場づく
りを進めます。

毎月月末を「整理整頓デー」と定め、取り組
みの徹底を図ります。
特に、書庫等については、「整理整頓強化月
間」を設け、職員全員で不要書類の廃棄等を
行います。

・毎月月末を「整理整頓デー」と定め、環境
美化の取組を呼び掛け、実施しました。
・日常業務活動チェック表に環境美化の欄を
設け、環境推進員が毎日の取組状況を記入し
ました。
・３月を「整理整頓強化月間」と定め、書庫
等の整理を行いました。

南加賀土木総合
事務所

「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
環境づくりを進めます。

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。
・災害訓練の実施により迅速で的確な災害対
応に努めます。

③ スキルＵＰ
・ホームページや所内掲示板により、管内の
事業状況などの最新情報を分かり易く迅速に
提供します。
・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。
・心肺蘇生法とAEDの研修により、緊急の
場合、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、事業状況等の情報を掲示し
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。



所属 目的 取組項目 取組実績

石川土木総合事
務所

県民の皆様の相談に迅速に応対できるよう職
員のスキルアップを図り、サービスの向上に
努めます。

・適切・迅速な応対ができるよう、職員のス
キルアップを図ります。
・よくある質問やホットな情報などホーム
ページの充実に努めます。
・パンフレットやチラシは、お手にとってい
ただきやすいよう、整理・整頓の徹底に努め
ます。

・電話での問い合わせや来庁者への応対が適
切・迅速となるよう、各課の所管する業務内
容把握の徹底及び窓口業務担当者への引継
を、よりスピーディになるよう努めました。
・今年度３回、ホームページ内容の見直しと
充実を図ると共に、最新の内容となるよう改
善しました。
・来庁者の視点に立った位置に、また、手に
取りやすく分かりやすいように配置し、整
理・整頓に努めました。

県央土木総合事
務所

「サービス向上のギア」をスローガンに県民
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。

1.Speed　スピーディーに処理します。
2.Right    確かな判断をします。
3.Needs 県民ニーズに応えます。
4.Doing  着実に職務を実行します。
5.2人3脚　協力と思いやりで職務を実行し
ます。
6.Level Up 職員個々の能力を向上します。

・窓口に来られたお客様に対し、担当に関わ
らず気付いた者がすぐに応対しました。
・担当業務を加筆した座席表を各フロアに掲
示しました。
・上半期に設置した部署毎の掲示板スペース
により、事業のPRや、事務所のトピックの
広報を充実させました。
・積雪時に職員により庁舎玄関前の除雪を行
いました。

中能登土木総合
事務所

来庁者の要望に対してご満足いただける対応
と、ホームページ等で正確な情報提供の実現
に努めます。

・ホームページの点検回数を増やし、最新情
報を提供するなど、内容の充実を図ります。
・利用者アンケート結果に基づき、職場環境
等の改善点の検証を行います。

・点検表を作成し、毎月１回ホームページ等
の点検を行いました。
・定期的に庁内を巡回し、執務室内のパンフ
レット等を整理整頓するなど職場環境の改善
に努めました。

奥能登土木総合
事務所

住民の皆様の相談に迅速に対応できるよう職
場環境の改善に取り組みます。

本所、分室、珠洲土木ごとに書類整理日を設
け、執務室の整理を行います。

毎月第4金曜日を整理整頓日とし、執務室の
整理を行いました。



所属 目的 取組項目 取組実績

大聖寺川ダム統
合管理事務所

来庁者へ迅速に対応出来るよう努めます。 ・パンフレット等の設置位置を見直します。
・執務室の整理整頓及び不要書類処理に努め
ます。

・パンフレット等の設置位置ついては理想通
りになりませんでしたが変更しました。
・執務室の整理整頓については、不要書類の
処理に時間が掛かっており十分に出来ません
でした。

赤瀬ダム管理事
務所

事務の効率化向上のため、整理整頓の改善に
取り組みます。

執務室内の書類や物品等の整理整頓の徹底に
努めます。

・執務室全体の整理整頓に努めました。
・パンフレットの整理を行い、お手にとって
いただけるよう玄関先に専用棚を設置しまし
た。

犀川ダム管理事
務所

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。

定期的な整理整頓の日を決め、書類の整理整
頓、不要書類の廃棄等を行います。

執務室内の整理整頓に努めました。

内川ダム管理事
務所

来庁者へ迅速に対応出来るよう努めます。 来庁者に積極的に、パンフレットやいしかわ
の土木2013概要版を提供し、ダム管理や土
木行政の内容を知らせます。

ダム見学者に対し、パンフレットやいしかわ
の土木2013概要版を積極的に手渡し、ダム
施設の説明をした結果、喜んで頂けました。

安原・高橋川工
事事務所

・共有化促進の徹底に努めます。
・年間行動計画の閲覧及び全体会議による共
有化のより一層の促進を図り、当初目的であ
る年間行動計画の適正な進捗管理の達成につ
なげます。

・年間行動計画の定期的閲覧の習慣化に努め
ます（週末、月末)。
・全体会議開催の弾力的運用及び時間短縮に
努めます。
・上半期では四半期ごとを月例化し、臨時開
催も一度行いましたが、今後は必要に応じて
より弾力的に開催することとします。
・また、会議時間の短縮に努め、効率化を図
ります。

・交渉対象の地権者が少なくないことや事業
の進捗に伴い種々の課題が発生したことか
ら、全体会議は、ほぼ週1回のペースで、ま
た、時間も1時間程度に限ることとして、弾
力的に開催してきました。
・これにより共有化が一層強化され、事業の
進捗促進及び業務の効率化に資する結果とな
りました。



所属 目的 取組項目 取組実績

金沢港湾事務所

事務用品棚、什器備品棚、測量機材庫には古
い物が残っているので、要否を見極めて整理
し、執務環境の改善に努めます。

各課に１人ずつの「整理責任者」を設け、用
品等の要否の見極め、機器の点検・整理をさ
せます。

事務用品棚、什器備品棚、測量機材庫の整理
をした結果、用品類の種類別の配置が一目で
分かるようになり、業務の効率化が図られま
した。

七尾港湾事務所

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
草を定期的に行います。

・事務所の敷地及び周辺の除草を実施しまし
た。
実施年月日：H25.10.17
・花壇を整備するとともに、プランターに花
を植え、敷地内の美化に努めました。
実施年月日：H25.10.18

金沢城・兼六園
管理事務所

外国人旅行者の増加に対応し、石川らしいき
め細やかな「おもてなし」が出来るよう取り
組みます。

園内案内板等の表記やパンフレットの記載内
容等の確認及び修正を実施し、外国人旅行者
に、より分かり易い案内が出来るよう配慮し
ます。

・園内の案内板の点検を実施し、兼六園時雨
亭で外国語による案内板を整備しました。
・金沢城公園では、各種注意事項等を外国語
で掲示し、入園者の利便性向上を図りまし
た。


