
「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。
・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。

・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。
・親切・丁寧な笑顔での対応に努めます。

・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、効率化を図りました。
・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努めました。

道路建設課

効率的な業務遂行のため、執務室の整理整頓に努
めます。

・日頃から整理整頓を心がけるとともに、「整理
整頓デー」を設け、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。

・資料がすぐに取り出せるよう執務室内の保管庫
の整理整頓を行いました。
・ミスプリント等不用な書類については速やかに
廃棄（リサイクル）するよう努めました。

道路整備課

来庁された方や県民からの問い合わせに対して、
適切に対応するため、職員の接遇改善に努めま
す。

・行動表に外出、年休等の記入を徹底することに
より情報共有を図ります。
・来庁者が使用するカウンターや会議机周辺の整
理整頓を実施します。

行動表による情報共有化とともに、来庁者が気持
ちよく利用できるようカウンター周辺の整理整頓
に努めました。

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
うに努めました。
・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

来庁者の皆様への迅速な対応及び課内における効
率的な業務の遂行を図るため、執務室の書類等の
整理整頓に努めます。

日頃から書類等の整理整頓を心がけるとともに、
定期的な整理整頓の日を決め、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
か確認します。

机上の書類等を率先して片づけるなど、日頃から
執務室の整理整頓を心がけました。

所属毎の取組　平成２６年度上半期実施報告（土木部）



所属 目的 取組項目 取組実績

港湾課

県民の皆様や職員からの電話・窓口での問い合わ
せに、親切・丁寧・迅速に応接し、行政サービス
の向上に努めます。

・電話応対では、課名と名前を名乗り、親切・丁
寧・わかりやすい言葉での応接に心掛けます。
・お問い合わせにすぐに回答できない場合は、連
絡先を伺い、折り返し、速やかに回答します。
・窓口応対では、名札の着用を徹底し、来庁者に
は、挨拶を欠かさず、丁寧な応接に心掛けます。

・課内会議及びメールにより周知に努めました。
・電話応対で課名、名前を告げることにより、親
切・丁寧な応接に心掛ける意識が職員の間で高ま
りました。
・窓口応対でも、来庁者に満足いただけるよう丁
寧な応接に努めました。

都市計画課

県民の皆様に適切な情報を提供できるよう努めま
す。

・ホームページでの情報提供をこれまで以上に努
めます。
・来庁舎に速やかに情報提供できるよう、常日
頃、資料整理等に努めます。
・パンフレットやチラシの一覧表を作成し、保有
する情報を職員が共有するよう努めます。

・ホームページでの情報提供の充実に努めまし
た。
・保有するパンフレットなどの資料の整理を行
い、一覧表を作成しました。

公園緑地課

県民の皆様からの要望等に迅速に対応し、また来
庁しやすい職場環境作りに努めます。

・笑顔で親切・丁寧な対応に努めます。
・課内の清潔な環境づくりのため環境美化活動を
推進します。
・誰もが即時に参照できるよう日頃から書類等の
整理整頓を心がけ、問い合わせに迅速に対応しま
す。

・来庁された方に積極的に声をかけました。
・ごみの分別の徹底だけでなく、特に会議テーブ
ルをいつでも使えるよう清潔な状態を維持しまし
た。
・執務室内の書類をカテゴリーごとに分けて保管
することで書類を探す手間を省きました。

建築住宅課

県民の方々からの相談に迅速に応対するため、効
率的で快適な職場づくりに努めます。

・書類や物品の整理整頓に努めます。
・来庁者用のパンフレットやチラシを整理整頓
し、わかりやすい配置に努めます。

・整理整頓に努め、来庁者が手に取りやすいよう
にパンフレットを配置しました。

営繕課

業務の効率化を図るため、職員全員で情報を共有
するとともに、執務室内の書類等の整理整頓に努
めます。

・他課等から依頼される営繕工事の担当者一覧等
を作成し、職員全員で課全体の業務に係る情報の
共有に努めます。
・月1回「整理整頓デー」を設け、課全体で書類
等の整理整頓、不要書類の廃棄等を徹底します。

・担当者一覧表を作成し、追加依頼工事の情報を
随時一覧表に反映し、職員全員で情報の共有を図
りました。
・毎月末を「整理整頓デー」として、環境美化の
取組を職員全員に呼び掛け、実施しました。
・日常業務活動チェック表を活用して、取組状況
を確認しました。



所属 目的 取組項目 取組実績

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
づくりに努めます。

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
・最新の管内事業状況などは、ホームページや所
内掲示板により、分かり易く迅速な情報発信に努
めます。
・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に努めました。
・庁舎敷地内の清掃、草刈り、剪定等を行いまし
た。
・保存期間満了文書の廃棄に努めました。

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。
・当所主催の防災訓練だけでなく、地域主催の防
災訓練、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、最新の事業状況等を掲示し、迅
速な情報発信に努めました。
・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

県民からの道路交通情報の問い合わせには、応答
マニュアルを作って全職員に配り、誰でもが迅
速、正確に対応できるようにします。

当事務所は、白山へ通じる県道や国道１５７号の
通行規制の問い合わせが多い。そのため、誰でも
迅速、正確に対応できるように、次の取り組みを
行います。
① 応答マニュアルを作って全職員に配ります。
② 複雑な事案や慎重を要する事案は、全職員を
集めて説明会を開き、理解の促進と統一的説明の
徹底に努めます。

① 応答マニュアルを作って全職員に配りまし
た。
② 複雑な事案は、全職員を集めて説明会を開
き、理解の促進と統一的説明の徹底に努めまし
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。
・設置した掲示板を活用し、当事務所の事業を積
極的によりわかりやすく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するよう努めました。
・担当業務を加筆した座席表を各フロアに掲示し
ました。
・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。



所属 目的 取組項目 取組実績

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。

・毎週の課長会議で定期的に実施状況を確認しま
した。
・執務室に整理整頓実行に向けたスローガンを掲
示しました。

大聖寺川ダム統
合管理事務所

事務の効率化、職員どうしの情報の共有化を向上
させるため、整理整頓を徹底します。

誰でも、どこに、どんな書類があるか、一目で分
かるように整理整頓に努めます。

身の回りの毎年作成する書類については、すぐ分
かる様に、ファイルを分冊や合冊しました。

赤瀬ダム管理事
務所

スケジュールや進捗管理の工夫により、仕事場の
改善を図ります。

ダム設備の点検整備基準に基づき、各設備の年間
点検設備計画を作成し、正常な機能維持に努めま
す。

点検項目毎に担当職員がスケジュール表の計画に
基づき、計画実行した実施日を記入して、点検漏
れのない管理に努めました。

犀川ダム管理事
務所

来所者の皆様へ迅速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
用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

来所者の皆様に親しみのもてる施設づくりを目指
します。事務所の敷地及びダム周辺の美化に努め
ます。

適宜、道路周辺の除草、側溝の清掃を行います。 ・道路擁壁上部にある樹木の伐採、除草を行い、
道路の見通しを改善しました。
・側溝を適宜清掃し、枯れ草等を無くしました。

安原・高橋川
工事事務所

・情報の共有化促進の徹底に努めます。
・年間行動計画の閲覧や全体会議の開催により、
情報を共有化を図り、事業の進捗に努めます。

・年間行動計画の見直しを適宜行い、で職員への
周知を図ります。
・事業の進捗に向けた全体会議を必要な都度開催
するとともに、会議時間の短縮に努め効率化を図
ります。

・計画の見直しや全体会議の内容は、共有フォル
ダーに格納し、職員の閲覧に供しました。



所属 目的 取組項目 取組実績

金沢港湾事務所

１　執務室内、書庫、倉庫の整理整頓がまだ十分
ではないため、昨年度に引き続き実施し、一層、
業務の効率化を図ります。

２　文書、資料等、所内共有の電子データについ
てもその格納状況の整理が必要と認められるの
で、１と同趣旨により行います。

３　各課の業務について他課職員が理解する機会
を設け、コミュニケーション力、情報発信力の向
上に資するとともに、所内間の連携を促進し、業
務の効率化、行政サービスの向上を図ります。

１　各執務室内については、各職員が意識して日
常的に整理整頓に努めるとともに、書庫、倉庫に
ついては、各課に定める担当者のもと、複数の職
員が協力して月１回程度整理日を定め、廃棄、配
置換え等を行い、これら収納スペースの効率的な
確保を目指します。

２　所定の情報化推進員が、所内共有の文書、資
料等の電子データの使いやすい系列的格納方策を
協議し、自課の使用頻度の高いものから進めま
す。整理結果は、その都度他の職員に周知しま
す。

３　各課の主な業務について、担当職員が説明
し、所長のほか他課職員が業務に支障のない範囲
で聴講する講座を２カ月に１回程度開催します。
時間は質疑を含め１時間以内とします。

１　執務室については、各職員が日常的に整理整
頓に努めました。書庫、倉庫については、簿冊等
の廃棄及び配置換えが効率的に行えるよう、簿冊
等のリストを元に実施方策を検討しました。

２　各職員による整理作業を円滑に進めるため、
情報化推進員が主導して作業工程を検討するな
ど、実施に向け準備に努めました。

３　情報化推進員による所内研修を皮切りに（模
範に）順次実施を予定していたが、新幹線車両の
搬入やクルーズ船の寄港に伴い港湾施設管理業務
が輻輳するなどの事情により、所管業務の進捗維
持を図る必要から、当事務所独自の講座は開催で
きませんでした。

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、花壇整備を実施
しました。
　実施月日　7.1(火)､８.１(金)、8.7(木)
・臨港道路周辺の空き缶等のゴミ拾いを実施しま
した。
　実施月日　7.1７(木)

金沢城・兼六園
管理事務所

来園者への積極的な情報提供に努めます。 ・ホームページでイベントや見所の情報を随時提
供するように努めます。
・来園者がホームページで知りたい情報を見つけ
やすいよう工夫に努めます。

9月中旬まででホームページのお知らせを26
件、ブログを22件更新しました。


