
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

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。

各自が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、執務を行い
やすい環境の整備に努めます。

・毎月最終水曜日を「整理整頓デー」とし
て、各自身の回りの整理整頓に努めまし
た。
・共有スペースや書庫の書類等の整理を一
斉に行い、不要書類の廃棄を実施すること
で、業務の効率化を図りました。

厚生政策課 窓口サービス

県民の声をしっかり施策に反映させるため、職場
内の情報共有を進めます。

課内共有フォルダを活用し、訪問記録等の情
報共有を進めます。

取組内容について、職員全員にメールを送
付するとともに、毎月頭に各グループリー
ダーがグループ員に取組の徹底を呼びかけ
ました。

長寿社会課 仕事場の改善

相談等に来庁される方が多いことから、執務室内
の整理整頓に努め、相談しやすい環境づくりに努
めます。

・日頃から整理整頓に努めるとともに、月２
回「整理整頓実施ディ」を決めて取り組みの
徹底に努めます。
・受付台は車いす等が入れるよう、常に整理
整頓に努めます。

・執務室内に「整理整頓」の張り紙を掲示
して、職員の意識を高めました。
・執務室内の整理整頓に心掛け、特に入り
口や通路等は来庁者の障害にならないよう
に努めました。

障害保健福
祉課

仕事の改善

職員間の情報共有を進め、業務の効率化を図りま
す。

・課内の共有フォルダーを活用し、情報の共
有化を進め、業務の効率化を図ります。

・フォルダの整理を行い、情報の共有化を
図りました。

医療対策課 窓口サービス

県民の方に信頼されるよう、親切丁寧な接客に努
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。

所属毎の取組　実施報告（健康福祉部）



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

地域医療推
進室

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徹底し
ます。

毎月第２水曜日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。

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。

・完成した新病院を１１月２６日に一般公
開し、約５千人が見学されました。

・事業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/ke
ntyu/constructionwork-h27.html

健康推進課 仕事場の改善

職場改善として、定期的に整理整頓に取組みま
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。
・各自の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。

・関係書類の整理整頓や不要書類の処分を
行ったほか、不要な掲示物や物品の撤去な
どを随時実施し、職場環境の整備に努めま
した。

薬事衛生課
窓口サービスの
向上

県民サービスの向上を目指し、迅速かつ丁寧な接
客に努めます。

・来庁者に気づいた職員の声掛けを徹底し、
用件を確認後、速やかに担当者へつなぎま
す。
・あいさつを欠かさず、わかりやすい説明と
丁寧な対応に努めます。

・来庁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。
・来庁者の問合せに対し、親切な対応を心
がけました。

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

仕事場の改善
（ワークプレイ
ス改革）に関す
る取組

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
上やその周辺およびエントランスホールにあ
る書類（パンフレット）の整理整頓を行いま
す。

毎月第1週の金曜日を整理整頓の日と定め、
メールで周知し、各自の机、戸棚の書類、
エントランスホールのパンフレット、ポス
ターの整理を実施しました。



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
ター保健部

窓口サービス

県民の皆様にご満足いただけるよう、親切丁寧な
窓口サービスに努めます。

①　あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧な
接客に努めます。
②　来所された方には、お待たせすることな
く、欠かさずに声掛けをし、お帰りにもお声
をかけるように努めます。
➂　電話は、なるべく３コール以内にでて、
お待たせしないようにします。また、相手方
に電話応対者の氏名を伝え、電話を長時間保
留にすることや、電話をたらいまわしにしな
いよう努めます。

①②　来庁者にお待たせしないよう、すぐ
に要件をお伺いし、担当者までご案内する
とともに、お帰りの際にも「お疲れ様でし
た」などの声掛けに努めました。

➂　電話については、職員互いに気を付け
ながら、素早い応答に努めました。また、
回答に時間がかかる場合は、こちらから改
めて連絡するようにしました。

石川中央保
健福祉セン
ター福祉相
談部

職場環境の改善

相談機関として、安心して相談が受けられるよう
に、職員対応や環境面への配慮などに関する調査
を行い、改善に努めます。

（他の入居団体の利用も含めた）会館利用者
に対して、職員対応などに関するアンケート
用紙を配置してあるが、投稿者は少く、福祉
相談部に限定し、職員対応のあり方や、施設
環境などに関する意見を聴取し、利用者が安
心出来る相談環境作りを目指します。

調査結果により、集約された意見：
・会館内の照明が暗い。雨漏りなどによる
　絨毯の汚れが目立つ。床タイルのはがれ
　等
・駐車スペースが少ない
・対応職員の際の笑顔
・案内が分かり難い

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ＡＥ
Ｄ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

申請や相談のために来庁された県民の方に適切に
対応するため、職員同士の情報共有に努めます。

担当者が不在でも窓口対応が円滑にできるよ
うと努めます。

担当者不在の場合について、所内研修を行
い担当者以外でも対応できるよう努めまし
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。

・今年度上半期においては、ホームページ
の内容の更新を２2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

県民の方々に業務の内容（仕事場の状況）を広く
知っていただきます。

センターHPに、短い動画で職場紹介・イベ
ント（環境フェア、親子職場見学）の紹介を
します。

環境フェアにおける当センターのブースの
様子や当センターにおける親子職場見学会
の様子を撮影し、職場紹介用動画として編
集しています。

こころの健
康センター

窓口サービス

・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。
・来所者の安全、安心を図る方策を探ります。

・あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧な接
遇に努めます。
・来所者の命を守る為に、職員に対してＡＥ
Ｄの使用に関する講習会を実施します。

・事務室内に取組項目を掲示しました。
・消防訓練の時期に合わせて、消防署から
講師を招き講習会を実施しました。

総合看護専
門学校

仕事場の改善

職員間の情報共有を進め、業務の効率化と学生指
導の適正化を図ります。

・校内の共有フォルダを活用し、会議資料や
学生指導情報の共有化を進めます。
・担当教員不在時にも他の教員が対応できる
よう、書類の整理に努めます。

・共有フォルダの整理を進め、職員が情報
共有しやすくしました。
・夏休み期間中に書類の一斉整理を行いま
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。
また親切、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、案内掲示板等来館
者が利用するものについて、安全の確認と危
機管理の徹底を継続して行います。

・来館者が利用するものについて、頻繁に
見回りを実施し、安全でないと思量される
ものが発見された場合はすみやかに修繕・
撤去などの対応に努めました。

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を、職員の支援の
もと、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も
と、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。

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。

・園内会議等により周知し、庁舎内の整理
整頓・美化清掃に努めました。
・オープンキャンパスや保専祭・こども園
運動会の開催前など、定期的な園内除草、
周辺清掃に努めました。


