
　　

　　

所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

企画調整室 仕事場の改善 ・執務室内の整理整頓に努め、業務
の効率化、職場環境の改善を図りま
す。

・日頃から整理整頓に努めるとともに、月１回「整
理整頓デー」を設け、取組の徹底を図ります。

・毎月最終水曜日を「整理整頓デー」として、机の
上や書庫、共有スペースの書類等の整理を一斉に行
い、使用頻度に応じた保管位置の見直しや不要書類
の廃棄を実施しました。

厚生政策課 窓口サービス
の向上

・事業や取り組み、申請受付等の情
報発信のためにホームページをより
使いやすくなるように改善に努めま
す。

・ホームページを随時更新し、最新のキーワードに
よる情報発信に努めます。
・課ホームページの各ページに検索キーワードを１
つ以上設定します。

・課内職員に月１回ホームページ更新をメールで案
内し、定期的な更新に務めました。

長寿社会課 窓口サービス
の向上

・電話による問い合わせに対して、
迅速・丁寧な対応に努めます。

・電話対応は３コール以内で対応するよう努めま
す。
・電話対応時は、最初に丁寧ではっきりした口調で
所属名と名前をお伝えします。
・問合せの回答に時間が掛かる場合は、かけ直す等
お待たせしないよう、配慮します。

・所属グループ以外の電話でも鳴れば注意し、3
コール以内に対応するよう努めた。
・電話対応時はきちんと名乗った上で対応
・担当が不在の場合は、「聞き取ってかけ直す」ま
たは「周囲に確認して対応」など、臨機応変に対応
した。

障害保健福祉
課

仕事場の改善 執務室内の整理整頓に努め、業務の
効率化を図るとともに、県民の皆様
からの問い合わせには丁寧に対応す
るよう努めます。

・３ヶ月ごとに各自の書類を整理整頓し、執務環境
を向上させます。
・県民からの問い合わせには、丁寧でわかりやすい
言葉で説明することに努めます。

・３ヶ月ごとに各自の書類の整理整頓を実施し、執
務環境を向上させました。
・電話や来庁された県民の方に対して、丁寧でわか
りやすい言葉で説明しました。

医療対策課 窓口サービス ・県民サービスの向上を目指し、電
話や来庁者へ親切で丁寧な対応に努
めます。

・電話の受発信時には、まず所属名と名前を伝えま
す。
・来庁者にはあいさつをかかさず、親切で丁寧な対
応に努めます。

・電話の受発信時に、所属名と名前を伝えていま
す。
・来庁者にはあいさつして、親切で丁寧な対応に努
めています。

地域医療推進
室

総広報マン化 ・本県の取組をもっと知っていただ
けるよう、情報発信に努めます。

・ホームページ、パンフレット等により、魅力ある
情報発信に努めます。

・ホームページを通じて、県民の方々からの意見募
集や医学生を対象とする公募など、広く情報発信に
努めました
・救急相談の啓発を図るため、手に取りやすいイラ
ストでやわかりやすい内容のチラシ・冊子を作成
し、配布を行いました

所属毎の取組　実施報告（健康福祉部）
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所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

県立中央病院
建設推進室

総広報マン化 ・新病院の建設について、県民の
方々に対して、分かり易い情報発信
に努めます。

・ホームページ等を通じて、事業の進捗状況を分か
り易く情報発信します。

・工事の進捗状況をホームページに掲載しました。

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kentyu/c
onstructionwork-h27.html

健康推進課 仕事場の改善 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。

・チラシや申請書等はすぐお渡しできるよう、いつ
も整理整頓します。

・月末を整理整頓デーとし、チラシや申請書はもと
より、執務室全体の整理整頓に努めました.。

・不要になった紙を廃棄するため、９月に課全体で
整理整頓に努めました。

薬事衛生課 窓口サービス
の向上

・電話・来庁による県民の方からの
問い合わせに対して、適切かつ迅速
に対応するため、職員同士の情報共
有に努めます。

・行動予定表に、行事出席、外出、帰庁時間、年休
等を記載するよう徹底します。また、担当者が不在
でも窓口対応が円滑にできるよう努めます。

・行動予定表に、行事出席、外出、帰社時間、年休
等を記載するよう徹底しました。

少子化対策監
室

仕事場の改善 ・職場改善として、定期的に整理整
頓に取り組みます。

・毎月「整理整頓デー」を設けて、各自、机の上や
その周辺にある書類の整理整頓を行います。
・各グループに美化委員を１人選出し、グループ内
の書類や備品類の整理整頓を行います。

・毎月第2水曜日を「整理整頓デー」とし、各自、
机の上やその周辺にある書類の整理整頓を行いまし
た。

南加賀保健福
祉センター

窓口サービス
の向上

・申請や相談のために窓口に来られ
た方への迅速・丁寧な対応に努めま
す。

・入口にわかりやすい案内を表示するとともに、来
庁者に気づいた職員が声掛けを行い用向きを確認
し、窓口等へ案内します。
・あいさつを欠かさず、わかりやすい説明と親切丁
寧な対応に努めます。

・難病等医療費助成更新申請時には玄関、エントラ
ンス、階段に内容・受付場所・時間等が来庁者にわ
かりやすいように案内を掲示した。
・資格試験の願書配布・受付期間にスムーズにご案
内できるよう入り口正面に案内を掲示しました。
・来所者への挨拶を徹底した。

石川中央保健
福祉センター
保健部

窓口サービス ・県民の皆様にご満足いただける窓
口サービスの向上に、引き続き努め
ます。

・来所された方には、素早く応対のうえ担当に引き
継ぐなど、迅速な対応に努めます。
・来所された方に対する言葉づかいや応接には、親
切・丁寧な対応を心がけます。
・電話は、ベルがなってから３コール以内にでま
す。また、相手方に電話応対者の氏名を伝えるなど
丁寧な対応に心がけるとともに、電話を長時間保留
にすることや、電話をたらい回しにすることのない
よう努めます。

・取組項目を記載した貼り紙を執務室内に数か所掲
示するなどにより、取組みの徹底を図りました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

石川中央保健
福祉センター
福祉相談部

窓口サービス
の向上

・県民の皆様に、安心して相談、来
所していただけるような窓口対応に
取り組みます。

・相談に来所された方や電話での問い合わせには、
丁寧な対応を心がけ、迅速に担当者に引き継ぐよう
に努めます。
・会館利用者に対しても親切な応接を行います。

・直接の来所相談や電話での相談、問い合わせに対
して丁寧な対応を行うよう、定期的に開催される会
議等を利用し、所属職員に繰り返し意識させるとと
もに、福祉相談にいらした県民の方に対して待合室
まで丁寧に案内を行いました。
・相談場所が分からず迷っている会館訪問者に対し
て、声かけを行い該当する窓口へのつなぎを行いま
した。

能登中部保健
福祉センター

窓口サービス
の向上

・県民の皆様からの相談や申請に迅
速・丁寧に対応できるよう努めま
す。
・職員がＡＥＤを使えるようにしま
す。

・昼時間の窓口対応を当番制とし、全職員による
サービス向上に努めます。
・職員に対し、ＡＥＤの使用に関する講習会を実施
します。

・昼休みに交替で全職員が窓口対応にあたりまし
た。
・全職員を対象として外部講師によるＡＥＤの使用
に関する講習会を実施しました。

能登北部
保健福祉
センター

窓口サー
ビスの向　上

・来庁された県民の方に適切にま
た、親切・
丁寧に対応するよう努めます。

来庁者に親切・丁寧・迅速に対応てし、、入り口付
近に迷ってい　　　　る方がいたら、執務室から出
て、声かけをする接客を心かげます。

・来庁者に対して親切･丁寧･迅速な接客に努めると
もに､積極的な声かけを行いました。

リハビリテー
ションセン
ター

総広報マン化 ・ホームページの適切な管理運営に
より、迅速・的確な情報提供に努め
ます。

・当センター主催の行事予定など、新たな情報を迅
速・的確に県民の皆様に提供することができるよ
う、タイムリーなホームページ更新に努めます。
・ホームページの掲載内容を随時見直し、リンク切
れや古い情報がないか、月１回チェックを行いま
す。

・今年度上半期においては、ホームページの内容の
更新を２３回行いました。
・ホームページにおいて、当センターの広報誌や当
センター主催の研修会等の行事予定など、より見や
すいホームページ作りを心掛けながら、県民の皆様
に対する迅速・的確な情報提供に努めました。
・月１回、リンク切れのチェックを行い、適切な
ホームページの管理運営に努めました。

保健環境セン
ター

総広報マン化 県民の方々に保健環境センターを
もっと知っていただくため、当セン
ターに関する情報発信を充実させま
す

・開催される環境フェアにおける当センターのブー
スの様子をユーチューブに掲載することにより情報
発信します。

・８月２９日・３０日に開催された環境フェアにお
ける当センターのブースの様子をユーチューブに掲
載しました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

こころの健康
センター

窓口サービス ・利用者の皆様が気持ちよくご利用
いただけるよう環境美化に努めま
す。

・花壇の整備や花瓶を設置し、「花いっぱい運動」
を実施します。
・パンフレットやポスターを見やすいようレイアウ
トを工夫し、また定期的に整理整頓を心がけます。

・定期的に花壇の整備や花瓶に花を飾り、センター
が明るくなるよう努めました。
・定期的に整理整頓を実施しました。

総合看護専門
学校

仕事場の改善 ・執務室内の整理整頓に努めるとと
もに、校内の情報共有を進め、業務
の効率化を図ります。

・毎月月末を「整理整頓デー」と定め、各自書類の
整理整頓及び適正配置等に努めます。
・校内共有フォルダを活用し、資料や会議録など情
報の共有化を進めます。

・定期的に職員に呼びかけ、書類の整理整頓を行い
ました。
・資料等を共有フォルダー内に保存することで、校
内職員の情報の共有化に努めました。

南部小動物管
理指導セン
ター

窓口サービス
の向上

・県民の皆様にご満足いただける窓
口サービスにの向上に引続き努めま
す。

来所者や電話の問合せに対し、親切丁重を心がけ、
素早く応対できるよう努めます。

・来所者や電話の問合せに対し、親切丁重を心がま
した。又、来所者をお待たせすることなく担当者に
つなぐように努めました。

いしかわ子ど
も交流セン
ター

仕事場の改善 ・利用者の皆様が安心して気持ちよ
くご利用いただけるよう親切・丁寧
なサービスに努めます。

・各部屋、遊具、展示物、案内掲示等来館者が利用
等するものについて、安全の確認と危機管理を今後
も徹底します。

・閉館後、職員で手分けをして各部屋や遊具等の状
況について見回りを行い、安全の確認等を行いまし
た。

保育専門学園 仕事場の改善 ・施設環境を良好な状態に維持でき
るよう、環境整備に努めます。

・執務室内の書類、用品備品類の整理整頓を始めと
して、庁舎内の美化清掃に努めます。
・庁舎周辺の除草、清掃についても定期的に取り組
みます。

・所内会議等により周知し、庁舎内の美化清掃に努
めました。
・オープンキャンパスや保専祭の開催前など、定期
的な除草、清掃に努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

児童生活指導
センター

仕事場の改善 ・施設環境を最良の状態に維持しま
す。
・児童等とのコミュニケーションの
構築を図ります。

・児童たちが、安心安全な環境の中で生活している
ということを実感できるように、職員が一丸となり
環境美化への取組みを行います。
・職員全員で執務室内の書類、備品類の整理整頓の
徹底を継続して行います。
・日常的にあいさつを励行するため、あいさつ運動
を継続して行います。

・児童の日課に清掃や整理整頓の時間を設け、環境
美化をしたことの喜びを児童に体得させる取組を、
職員の支援の下、継続的に行いました。

・職員執務室内の書類、備品類の整理整頓の徹底を
継続して行いました。

・当センター職員及び分校教員の指導の下、毎朝児
童が当番制で校舎玄関前で、あいさつ運動を実施
し、校舎内では児童と職員等が顔を合わせた際に
は、あいさつすることを実践しました。


