
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 ・仕事場の改善を目的に、定
期的に執務室の整理整頓に努
めます。

・今年度の上期での取組（整理整頓デーの実
施）を継続し、下期は毎月の実施を徹底しま
す。

・毎月最終水曜日を「整理整頓デー」として、
職員に取組の徹底を呼びかけるメールを送付
し、整理整頓を進めました。

厚生政策課 仕事場の改善 ・職員同士の情報共有をさら
に円滑にするため、ワークプ
レイス改革に取り組みます。

・職員同士が立ったまま簡易な打ち合わせが出
来るよう、執務室に高さの高い打ち合わせテー
ブルを導入します。

・簡易な打ち合わせを打ち合わせテーブルを活
用して実施し、円滑な情報共有とともに、業務
の効率化に努めました。

長寿社会課 仕事場の改善 ・効率的な業務遂行のため、
執務室の整理整頓に努めま
す。

・共有しているコピー機・プリンター周辺の整
理に努めます。
・月１回程度「整理整頓デー」を設け、各自机
上やその周辺にある書類等の整理整頓に努めま
す。

・コピー機、プリンター周辺の使用済み用紙に
ついて、不要な物は速やかに処理し、整理整頓
に努めました。
・月１回の「整理整頓デー」には出来るだけ全
員が参加するよう努めました。

障害保健福祉課 仕事場の改善 ・課内の連携を密にし、業務
の効率化を図ります。

・２７年度の上期の取組みを継続し、庶務シス
テムを有効利用し、各グループの行事も課内全
員が把握できることにより、課全体の業務の効
率化を図ります。

・課内のＧＬ会議において、グループの行事も
庶務システムへの入力をするように周知してき
ましたが、掲載されていない行事予定がありま
した。

医療対策課 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。

・電話の応対時には、丁寧な口調で、必ず所属
名と名前を名乗ります。
・電話応対は３コール以内で対応するよう努め
ます。

・電話の応対時には、丁寧な口調で、必ず所属
名と名前を名乗っています。

所属毎の取組　実施報告（健康福祉部）

いしかわ県庁マンシッププロジェクト



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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。

・イベントや各種募集を行うにあたり、速やか
にホームページを更新しました。
・本県の取組みを理解していただくため、パン
フレット等を活用した情報発信を行いました。

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。

・平成27年１１月、平成２８年２月及び３月
に工事の進捗状況をホームページに掲載しまし
た。
（掲載ページ）
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/kent
yu/constructionwork-h27.html

健康推進課 窓口サービスの
向上

・県民の方に信頼されるよ
う、親切丁寧な接客に努めま
す。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧な接客
に努めます。
・入口付近で迷っている方がいたら、欠かさず
に声掛けをします。

・取組内容について、月１回、課内全員に一斉
メールを配信しました。
・執務室内に取組項目を掲示しました。
・名札の着用を周知しました。

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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

南加賀保健福祉
センター

仕事場の改善 来庁者のみなさまに利用しや
すいよう窓口や待合スペース
のワークプレイス改革に取り
組みます。

・ポスター、パンフレット等の配置を定期的に
見直し、整理整頓やテーマ毎の配置を行い来庁
者にわかりやすい掲示となるよう工夫します。

・ポスターをテーマ毎に分類し整理するととも
に、来庁者にわかりやすい掲示としました。
・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。
・ポスター・パンフレット等につき、古い内容
のものは廃棄し整理しました。

石川中央保健福
祉センター保健
部

仕事場の改善 ・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。

・職場の整理整頓の意識が高まり、掲示板やカ
ウンターの上などがすっきりしました。
・各職員が交通安全を心がけた結果、公用車の
無事故を達成しました。

石川中央保健福
祉センター福祉
相談部

仕事場の改善 ・児童相談業務は、困難化、
複雑化、長期化が著しい。対
人サービスなので、人との関
わりを大切にしていかねばな
りませんが、相談の中での事
務処理等で、効率的にできる
こと、簡略化できることを探
ることが目的です。

・相談業務では、法的対応が求められることが
あり会議で検討されますが、弁護士等に問い合
わせた結果わかったことを、回覧して共有の知
的財産とします。また、判定業務では、増え続
ける療育手帳判定の効率化を図ります。

・顧問弁護士との相談結果については、文書回
覧や会議等を利用し職員の共有財産としまし
た。
・判定業務では、体制を変えることで療育手帳
判定までの待機期間が短縮されました。

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。

・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。
・分かりやすいホームページと迅速な情報提供
に努めます。
・執務空間と共有フォルダの整理、整頓を徹底
します。

・昼休みに交替で全職員が窓口対応にあたっ
た。
・分かりやすいホームページと迅速な情報提供
に努めました。
・不要書類の整理や不要データの削除に取り組
みました。

能登北部保健福
祉センター

窓口サービスの
向上

　申請や相談のため窓口に来
られた県民の皆様への親切・
丁寧な対応に努めます。

・県民の皆様が申請や相談のため窓口に来られ
た際は、受付用小窓越しで対応するのではな
く、職員が執務室から出て来訪者に向き合って
の親切・丁寧な対応に心がけます。
  また、来庁者を直接担当者の席や相談室
にご案内します。

・来庁者に対して親切丁寧な接客に努めるとと
もに、積極的に声掛けをしました。
・また受付用小窓越しで対応するのではなく、
職員が執務室から出て来訪者に向き合っての親
切丁寧な対応に心がけました。
・来庁者を担当者の席に案内するように努めま
した。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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。

・昨年度下半期においては、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。

石川県保健環境
センター

総広報マン化 ・効率的な事業内容の情報発
信のためにホームページをよ
り使い易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。
・センター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。

・当センターで実施している調査研究課題に関
して外部評価委員会、医学倫理審査委員会での
検討結果を迅速に公表しました。
・各ページに検索キーワードを設定し、目的の
情報を効率よく引き出すことができるようにし
ました。

こころの健康セ
ンター

窓口サービスの
向上

・県民の方が信頼して相談で
きるよう、親切丁寧な接遇に
努めます。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧な接遇
に努めます。

・事務室内に取組項目を掲示し、親切丁寧な接
遇の徹底を図りました。

総合看護専門学
校

仕事場の改善 ・職員間の情報共有とコミュ
ニケーションの円滑化を図り
ます。

・コピー室に設けたミーティングコーナーを継
続し少人数が効率的に打ち合わせできるように
します。更に「お知らせコーナー」（既設の黒
板を利用）を設け、必要な情報提供を行うこと
で情報の共有とコミュニケーションの円滑化を
図ります。

・コピー室に設けたミーティングコーナーにお
いて、少人数の打ち合わせを積極的に行いまし
た。また、「お知らせコーナー」を設け、情報
の共有とコミュニケーションの円滑化を図りま
した。

南部小動物管理
指導センター

窓口サービスの
向上

・来所者や県民等からの電話
での問合せに対し、満足いた
だけるよう、迅速で親切、丁
寧な対応に努めます。

・来所者に気づいた職員が直ちに声かけを行
い、用向きを確認し、担当者へつなぎます。又
親切、丁重な対応を心がけます。

・来所者や電話の問合せに対し、親切丁重を心
がけ、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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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 仕事場の改善に
関する取組

・県民の皆様への迅速な対応
や効率的な業務の遂行に努め
ます。

・執務室のホワイトボード行事予定表に職員の
年休や出張を記入し、所属職員スケジュールの
効率的な情報共有に努めます。
・来所者用のポスター、パンフレット、チラシ
等の整理整頓に心掛けます。

・所内会議及びメール、声掛けにより職員全体
への周知を図りました。
・定期的にポスター、パンフレット等の周知期
間等のチェック確認を行い、適正な周知に努め
ました。

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。


