
所属 目的 取組項目 取組実績

企画調整室

執務室内の整理整頓に努め、業務の効率化、職
場環境の改善を図っていきます。

日頃から整理整頓に努めるとともに、月１回程
度「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
の上の書類等の整理を一斉に行いました。

厚生政策課

業務の効率化のため、引き続き「電子データの
整理整頓」に取り組みます。

各グループから選出した職員で構成するワーキ
ンググループで定期的に検討を行い、共有サー
バ上の電子データについて、以下のようなルー
ルを設定します。
　①保存先フォルダの階層の分け方
　②フォルダの名前の付け方

各グループから選出した職員で構成するワーキ
ンググループで協議し、共有サーバ上の電子
データについて、以下のようなルールを設定し
ました。
　①保存先フォルダの階層の分け方
　②フォルダの名前の付け方

長寿社会課

県民の皆様に御満足いただけるよう窓口サービ
スの実現に取り組みます。

・来庁者や電話等による問い合わせに対して、
親切かつ丁寧な応対に努めます。
・来庁者や電話の相手を待たせないよう、気づ
いた課員が迅速に応対するように意識付けをし
ます。
・担当者の不在時にも対応できるよう、情報の
共有に努めます。

課内会議で取組項目を確認するとともに、職員
全員へのメール送信やキャビネットへの張り紙
の貼り出しを行い、職員に対する意識付けを行
いました。

障害保健福祉
課

迅速な事務処理を行うため、整理整頓に努めま
す。

毎月「整理整頓デー」を設けて、各自机上やそ
の周辺にある書類等の整理整頓を徹底します。

課内のＧＬ会議において、毎月の呼びかけを
行ったところ、整理が進みました。

医療対策課

来庁者の皆様の相談等に適切に応対できるよう
ワークプレイス改革（整理整頓の徹底）に取り
組みます。

来庁者の方のための医療相談コーナーに、書
類・物品等を放置せず、整理整頓に努め、相談
時の環境を向上させます。

日々、整理整頓に取り組み、特に、相談に来庁
された方が不快にならないよう、接客用テーブ
ルの周囲については、常時徹底しました。

地域医療推進
室

電話等による県民の方からの問い合わせに対し
て、適切に対応するため、職員同士の情報共有
に努めます。

グループウェアの予定表に、行事出席、外出、
年休等を入力するよう徹底します。

各自、グループウェアへの予定の入力と確認に
努め、情報共有が図られました。

県立中央病院
建設推進室

窓口サービスの向上を図ります。 窓口での速やかな対応とわかりやすい表示に努
めます。

窓口での対応について室内で情報共有し、申請
書等の提出や問い合わせに対して速やかな対応
に努めました。
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所属 目的 取組項目 取組実績

健康推進課

職場改善として、定期的に整理整頓に取り組み
ます。

・パンフレット等の配置を工夫し、来庁者にわ
かりやすいようにします。
・各自机の上やその周辺にある書類等の整理整
頓を徹底します。

・来庁者が見やすいようチラシや申請書の整理
整頓に努めました。
・毎月末に整理整頓のメールを送信、職員に整
理整頓を意識付けしました。

薬事衛生課

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、帰社時間、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、体制
を整えます。

行動予定表への職員の状況の記載が徹底されま
した。また、担当者が不在でも免許証の再発行
などの対応ができるよう、取り組みを行いまし
た。

少子化対策監
室

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。

毎月第2水曜日に机の上の書類等の整理整頓を
一斉に行いました。

南加賀保健福
祉ｾﾝﾀｰ

当地で植樹祭開催を迎えることと、地域住民
（地元住人、地元農業生産組合）との共生と来
庁者を快適に向かえるため、昨年に引き続き、
庁舎周辺の雑草の草刈り等、更なる環境整備に
努めます。

・庁舎周辺の雑草の草刈りと伸びた木枝の伐採
を２回程度実施します。
・庁舎と民地の境界にある農業用水路の清掃
（空缶、不燃物、汚泥の収集等）を１回
（H27.３月）実施します。

・庁舎周辺の雑草の草取りと伸びた木枝の伐採
を４回（５月、６月、７月、１０月）行いまし
た。
・庁舎と民地の境界にある農業用水路の清掃
（空缶、不燃物、汚泥の収集等）を１回（５
月）実施し、今後、もう１回（H27.３月）実
施予定です。

石川中央保健
福祉センター
保健部

効率的な業務推進と安全運転につなげていける
よう、職場環境の改善に引き続き努めます。

・快適な職場環境での業務を推進するため、全
職員が整理整頓に心がけるほか、所内周辺の美
化のため草刈り等を定期的に行います。
・安全運転のための職員の意識改革を図ってい
くため「交通事故防止５箇条」を執務室内や公
用車に掲示し、公用車の運転に際しては運転前
に必ず読み上げ、安全運転に心がけます。

・全職員が随時整理整頓を心がけています。ま
た、秋季に随時草刈り等を行い、所内周辺の美
化に努めました。
・「交通事故防止５箇条」を執務室内や公用車
に掲示し、読み上げを行い、安全運転の徹底に
努めました。

石川中央保健
福祉センター
福祉相談部

外部の方から、当所のHPに記載されている情
報に関する誤りについてご指摘を受けたことに
起因し、現在年に一度掲載内容の変更を行って
おりますが、誤りを修正することにとどまら
ず、どの情報をどのように掲載するかに関し検
討します。

HPに掲載されている情報に関する見直しを行
います。職員に意見や内容の訂正に関する意見
を求め、表示情報に間違いのない、定期的に有
益な情報の更新に努めます。

外部の方に分かりやすいHPを目標に、各課か
らアイデアを出してもらい、案の作成作業まで
は終了しました。現在は内容の校正の段階で、
3月下旬に新たなHPのアップの予定です。



所属 目的 取組項目 取組実績

能登中部保健
福祉センター

業務の効率化とデータのバックアップの強化の
ため、「電子データの整理整頓」に取り組みま
す。

各課から選出した職員で構成するワーキンググ
ループで検討を行い、共有サーバ上の電子デー
タについて、以下のようなルールづくりを行い
ます。
①　保存先フォルダの階層の分け方
②　ファイルの名前の付け方

共有電子データについて、改めて階層フォルダ
やファイルを系統立てて分かり易い名称にする
とともに不要となったデータを削除するなど、
職員が検索し易いように整理整頓を行いまし
た。

能登北部保健
福祉センター

庁舎内の案内表示の見直しを行い、県民の方が
利用しやすい表示を行い利用者のサービス向上
に努めます。

・事務所玄関口に、各課の主だった担当業務を
記載した配置図を複数掲示します。
・各課の職員配置図を見やすい配置図に変更し
ます。
・玄関窓口に「お手伝いの必要な方は職員に声
をおかけ下さい」との張り紙を掲示します。
・来庁者に対して積極的に声かけ・挨拶を行い
ます。

・各執務室前に貼ってある職員配置図、事務分
担表を見直し来庁者に分かり易い物に変えまし
た。また、二階執務室への案内表示は階段壁に
矢印をつけた案内を貼付し、一見してわかり易
いもの変更しました。
・玄関やポーチに掲示している全ての案内や表
示物について再度見直しを行い、出来るだけわ
かり易い表現に変更し、利用者のサービス向上
に努めました。

リハビリテー
ションセン
ター

ホームページによる最新情報の迅速な提供と
ホームページの適切な管理運営に努めます。

・当センター主催の行事予定など、新たな情報
を県民に対して迅速に周知し、タイムリーな
ホームページの更新に努めます。
・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。

・メールで所内周知を行い、当センター主催の
行事や当センターの事業に関する最新情報につ
いて、計１２回ホームページの更新を行いまし
た。
・月１回リンク切れや掲載内容の確認を行い、
ホームページの適正な管理運営に努めました。

保健環境セン
ター

効率的な業務推進を進めるために、センター内
の各種情報の共有化に努めます。

ネットワークシステム(所内LAN)に設置したメ
ニュー画面上に、掲示板だけでなく、文書管理
システム、庶務事務支援システム等、業務上よ
く使うシステムへのリンクを作り、複数の業務
システムを一元的に管理します。

・引き続き、センター職員向け掲示板により各
種案内や所内伝達事項を一斉に発信していま
す。
・所内LANで運用しているISO運用管理等シス
テムの更新に向けて、より良い操作環境の設計
に取り組んでいます。

こころの健康
センター

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。

所内会議を通じて毎月の「整理整頓デー」の実
施を確認した。



所属 目的 取組項目 取組実績

総合看護専門
学校

毎日朝礼を行い、情報の共有化とコミュニケー
ション力の向上を図ります。

毎日、執務開始時に連絡事項（会議、委員会、
教室移動、感染症情報・インシデント等）の伝
達・調整を行います。

毎週水曜日、執務開始時に朝礼を行ったこと
で、
①学科間における調整、連絡が効率的に実施で
きました。
②情報の共有化により業務の円滑化が図られま
した。
③個々の対人関係能力の向上が図られました。

南部小動物管
理指導セン
ター

県民の皆様に満足していただける窓口サービス
の実現に努めます。

来所者や電話等による県民からの問合せや相談
に対し、親切・丁寧を心がけ、且つ迅速に応対
できるよう努めます。また、パンフレット等の
配置を工夫し来所者にわかりやすいようにしま
す。

来所者や電話等の問合せに対し、親切、丁重を
心がけ、素早く応対できるよう努めました。又
パンフレット等は整理整頓をしわかりやすくし
ました。

いしかわ子ど
も交流セン
ター

子どもひとり一人の個性を育み、未来への夢と
希望に満ちた子どもの育成に取り組みます。ま
た、利用者が気持ちよくご利用いただけるよ
う、職員の資質向上に取り組みます。

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。更に、より快適にご利用
等いただくために職員全員で工夫をこらし、施
設全体について工夫が行き渡るように努めま
す。

毎朝、各部屋、遊具などの状態について利用者
への安全性を損なうことがないか巡回しまし
た。
また、快適に利用していただくため、展示品や
案内板等の配置を考慮しました。

保育専門学園

引き続き業務の効率化、快適な執務環境を実現
するため、整理整頓に努めます。

・月の最終日を「整理整頓デー」とし、一斉に
書棚、キャビネット、机の上の書類等の整理を
行います。
・年度末に保存期限の切れた簿冊や不要書類を
一斉に廃棄します。

毎月最終勤務日を整理整頓日とし、書棚、キャ
ビネット、机の上の書類等の整理整頓に努めま
した。



所属 目的 取組項目 取組実績

児童生活指導
センター

・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うことに加
え、児童自身に環境を美化することの喜びを体
得させるため、児童による環境美化活動を、職
員の支援の下、継続して行います。
・児童の日常生活の手本となるよう、職員執務
室内の書類、備品類の整理整頓の徹底を継続し
て行います。
・児童が日常的にあいさつを励行するよう、あ
いさつ運動を継続して行います。
・センター職員と分校教員との密なる連携を図
るため、毎日、授業終了後に、児童の１日の生
活状況について振り返る「ミーティング」を継
続して行います。

・毎日の日課に清掃や整理整頓の時間を設け、
環境美化をする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において、あいさ
つ運動を実施するとともに、校舎内で児童と職
員等が顔を合わす際には、必ずあいさつするこ
とを実践しました。

・授業終了後に、児童の１日の生活状況につい
て振り返る「ミーティング」を継続して実施し
ました。


