
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。
・行動予定表を設置し、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迅速化、効率化につながっ
ています。
・行動予定表を設置し、所属内の業務スケ
ジュール等の効率的な情報共有に活用していま
す。

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。

会議や照会に対する回答等の資料作成におい
て、共有フォルダを活用し、項目ごとにファイ
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。

・「整理整頓デー」を決め、課全体で書類の整
理整頓、不要書類の廃棄等を実施します。
・管内地図等の共有資料については、誰もが即
時に参照できるよう整理整頓し、問い合わせに
迅速に対応します。

迅速な対応に資するため、地図等の共有資料は
定位置に整理整頓するよう努めました。

河川課

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。

・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
します。
・執務室内の通行の妨げなっている、机回りに
積み上げられたオリコンや簿冊を片付けます。

・カウンターの上に書類、簿冊等を放置しない
ように努めています。
・業務机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しまし
た。

砂防課

整理整頓を徹底します。 担当者がいなくても対応できるよう、いつでも
整理整頓しておきます。

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
努めました。
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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「（仮称）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。
・課内共有フォルダに保存してあるデータにつ
いて、誰もが使用したいデータを簡単探せるよ
うに、各自フォルダ等を整理します。

・使用頻度の低い書類についてはキャビネット
に入れ、身の回りには必要最低限の書類しか置
かないように努めました。
・不用と思われるファイルの削除に努めまし
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。
・日頃から整理整頓に努め、手元資料の整理を
図り、必要以上とならないよう努めます。

毎月最後の金曜日を「整理整頓デー」とし、
メールで周知を図り、手元資料の整理に努めま
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に努めます。
県民の方々が利用するカウンターや会議机には
必要最低限の物以外は置かず、常時気持ちよく
利用できる状態にします。

会議机の上に書類（新聞等）が放置されている
のに気付いた職員が随時、片付けを行ってお
り、会議机は常に利用しやすい状態になりまし
た。
カウンター上のパンフレットも整理されていた
ため、来庁者の方々に広く情報発信ができまし
た。

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。

・内容により、効率的かつ最小限度の人数で
ミーティングを行います。
・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、緊張感を持った意
見交換を行います。
・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。

・県民の方々から寄せられる意見・苦情等に対
しては、概ね適切に対応ができており、接客面
における不適切を起因とする苦情もありません
でした。
・ミーティングについては、最少人数での実
施、資料の事前準備については達成し、効率的
な運営を行いました。

営繕課

情報の共有により業務の効率化を図るととも
に、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。

・他課等からの依頼工事に係る担当者一覧を作
成し、職員全員に配付して情報の共有を図りま
す。
・毎月1回を「整理整頓デー」とし、取り組み
の徹底を図ります。

・担当者一覧を作成し、情報の共有を図りまし
た。
・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。
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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
・来客へのあいさつや声かけが進みました。
・庁舎敷地内の清掃、草刈り、剪定等を行いま
した。

② スピードＵＰ
・地元の要望に対して、出来るだけ速やかな対
応に努めました。
・当所主催の防災訓練だけでなく、地域主催の
災害避難訓練、県主催の防災訓練に積極的に参
加し、災害に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

　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

・最初に応対した職員が、適切に内容を把握
し、内容に応じた対応を迅速に処理するよう努
めました。
・6、7月にホームページをリニューアルし、
情報の充実を図りました。
・玄関口と階段のスペース部分に、パンフレッ
トやチラシ等を集約させ、手に取りやすいよう
整理・整頓に努めました。

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。

・来庁者の皆様に積極的に声掛けをして、ご案
内をします。
・県民の皆様のご要望・苦情に対して迅速な処
理に努めます。
・掲示板を設置し、当事務所の事業を積極的に
PRします。
・敷地内美化を徹底し、来庁者に不快感を与え
ないようにします。

・窓口に来られたお客様に対し、担当に関わら
ず気づいた者がすぐに応対しています。
・担当業務を加筆した座席表を各フロアに掲示
しました。
・部署毎に掲示板スペースを確保し、事業の
PRや、事務所のトピックの広報に努めまし
た。
・7月12日昼休みに全職員で庁舎敷地内の草む
しり、清掃を実施しました。
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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。

・迅速な窓口対応、情報提供に努めます。
・ホームページを最新情報に更新します。
・パンフレットやチラシを整理・整頓します。

・庁内に目標を掲示し、職員の改善意識を高揚
させることにより、迅速な窓口対応ができまし
た。
・ホームページを最新情報に更新しました。
・利用者アンケートを作成し、取り組みがなさ
れているかを把握しました。

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ワー
クプレイス改革に取り組みます

・担当者がいなくても対応できるよう許認可事
務等のマニュアルを課内で共有化します
・チラシや申請書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

・許認可事務のマニュアルを課内に配備し、審
査、説明できるようにしました。
・チラシや申請書等は種別ごとに整理整頓しま
した。

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
室の整理整頓に努めます。

パンフレット等の設置位置については理想通り
には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。

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。

過去の工事時期・内容が誰でも分かるように、
工事関係資料の保管場所を整理しました。

内川ダム
管理事務所

整理整頓の徹底を計り、ワークプレイス改革に
取り組みます。

・保存期間完了等の不要書類を廃棄します。
・文書を整理し、保存箇所を把握します。
・使用する道具を整頓し、常置箇所を把握しま
す。

・即時判断可能な不要文書、古い印刷物の廃棄
を実行しました。
・文書を整理中、用地取得のための丈量図と個
人別台帳を見つけ、地番ごとの丈量図整理がで
きました。
・使用する道具の常置箇所が把握できました。

安原・
高橋川
工事事務所

当所属は、人員が特に限られていることから、
年間業務行動計画(年間計画）の全職員共有を
礎に、職員間の連携を一層図り、もって、適時
に適宜、かつ、適正な進捗管理に努めます。

・年間計画を共有することにより、全職員がい
つでも確認やチェックができるようにします。
・準備の前倒し、業務の平準化、フォロー体制
等々について、誰もが（担当職員以外でも)意
見や連携の依頼･応需などの申述ができる機会
を定期的に設けて、職員間の連携化、計画の見
直しや詳細化の契機とします。

・年間行動計画を作成し、全職員閲覧に供する
ため共有フォルダーへ格納しました。
・6月までを準備期間とし、7月から本格的に
取り組んでいます。
・共有化を図る全体会議を次のとおり延べ4回
開催しました。
　　第1四半期末(7/4）
　　月例化に変更(7/31、８／２７）
　　臨時開催(9/1８）
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金沢港湾
事務所

執務室内、書庫、倉庫の整理整頓を行い、業務
の効率化を図ります。

・各執務室内の不要書類の整理を、各課ごとの
整理日を設けて行います。
・所内一斉の書類整理日を設け、１階打合室兼
書庫、２階倉庫、３階書庫、４階書庫の整理を
行います。

所内で、一斉書類廃棄日を設けて、保存年限の
終わった書類を中心に廃棄をしました。

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。（７／１１、９／１３）
・臨港道路周辺の空き缶等のゴミ拾いを実施し
ました。（７／１１）

金沢城・
兼六園
管理事務所

職員ひとり一人が、世界各国からの来園者をお
迎えする「金沢城と兼六園」に勤務する事を自
覚し、自らの業務に誇りと責任を持って取組
み、来園者個々の立場に立った、親切で分かり
易い応対が出来るよう努めます。

・３コール以内に電話に出るよう努め、相手方
の氏名・連絡先・用件等を復唱するよう努めま
す。
・挨拶を励行するとともに名札の着用を徹底
し、応対時には氏名を明らかにします。
・笑顔をかかさず、役所言葉を使用しないよう
注意し、親切・丁寧に応対します。
・５Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔・習慣）
を推進し、パンフレットや資料等の整理整頓に
努め、迅速なサービスに努めます。
・ホームページの「金沢城と兼六園日記」によ
り四季折々の見所をタイムリーにお知らせする

・電話取扱いマニュアルの配布及び幹部による
指導に努めています。
・所内会議等により、名札着用を始めとする接
遇改善の徹底を図っています。
・事務室内の整理整頓に努めています。
・ホームページの「金沢城と兼六園日記」の更
新を1週間に2回程度を目標に実施しており、
霞ヶ池等の改修工事に際しては、逐次状況を掲
載し、利用者への情報提供に努めました。


