
　　

　　

所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

農業政策課
（企画調整
室）

仕事場の改善 職場環境の改善による業務効率化
を推進するため整理整頓に努めま
す。

机周辺、共有スペース、キャビネット及び書庫の整
理整頓を徹底し、業務環境の改善に努めます。

共有スペース、収納スペースを整理し、来庁者対応
スペースを確保しました。

南加賀農林総
合事務所

窓口サービス 来訪者（電話も含む）にわかりや
すく、親切で速やかな対応に努め
ます。

・職員ひとりひとりが、あいさつと笑顔をかかさ
ず、親切丁寧に対応いたします。
・来訪者には、最初の対応者が責任をもって担当業
務の窓口まで迅速に案内します。
・来訪者には、用件を先に聞くように心がけ、電話
にはまず名のり、受信者が責任をもって担当者につ
なぎます。
・質問には、農林行政にこだわらず親切に相手先の
連絡先を確認した上で、担当部署に連絡し、担当部
署から連絡してもらうよう努めます。

・執務室内の見やすい場所に、「目標」と「取組項
目」を掲げ、親切で速やかな対応を職員に意識さ
せ、各職員において実践しました。

石川農林総合
事務所

窓口サービス 県民の皆様へのサービスを向上し
県民の方に信頼頂けるように、親
切丁寧な接遇に努めます。

1 あいさつと笑顔を欠かさず、親切丁寧な接遇に
努めます。

2 来客者からのお声かけ前に、担当業務にかかわ
らず、こちらから速やかな接遇を行い、待ち時間を
作らないようにします。

3 県民の方からの相談等は担当に留めず速やかに
上司に報告し、事務所全体での速やかな対応に努め
ます。

4 電話の発信・受信時ともに所属名と氏名を名乗
るよう徹底します。

5 名札着用の徹底、適切なカジュアルデーの服装
及び夏期軽装、スリッパ履きの禁止等、来客者に不
快とならない服装とするよう徹底します。

　取組項目についての実績は下記のとおりです。

1,2,3については、概ね適切に対応できました。

4,5については、 一部徹底されない部分がありまし
た。

　以上のように、取組項目について改善（実施）さ
れていないものがありました。

所属毎の取組　実施報告（農林水産部）
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所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

県央農林総合
事務所

仕事場の改善 　来庁舎の方々に良い印象を持っ
ていただくとともに、より良い仕
事環境づくりにより仕事の生産性
や創造性の向上を図ります。

・毎月１回環境美化デー（始業前又は始業後）を設
け、気持ちの良い仕事場を作ります。
　　　→倉庫や物品等の整理整頓

・構内の緑地管理（剪定及び処分）
・構内での植物育成
・公用車の清掃、洗車・執務室の机及び周辺の整理
・車庫の整理及び緊急使用物品の棚卸
・駐車場の除草

中能登農林総
合事務所

仕事場の改善 職場環境の改善による業務効率化
を推進するため整理整頓に努めま
す。

・共有スペースの後片付けを徹底し、毎月第４水曜
日を「整理整頓デー」として全職員が机上及びその
周辺の書類等の整理整頓を行います。・年度末まで
に執務室の書棚や机の引き出しにある不要な資料を
一斉に廃棄する日を設けて整理整頓を行います。

・共有スペースの整理整頓を周知し、後片付けを徹
底して行うことで整った状態を保ちました。

奥能登農林総
合事務所

窓口サービス

総広報マン化

窓口や電話での応対は「丁寧な接
遇とわかり
やすい説明」に努めます。

1.来所者に挨拶を忘れず、迅速に対応します。
２.電話応対は所属・氏名を告げ、責任の所在を明
確にしてから用件の確認をします。
３.曖昧な回答はせず、後日調査した上で回答する
など丁寧な対応をします。
4.職員の広報マン化を図るため職員の名刺に石川県
をＰＲするデザインやロゴを入れるよう促します。

・来所者には事務所入口の窓口で声を掛け、担当部
署まで案内をする対応と親切な接遇に心がけまし
た。
・電話や来所者の質問には、各担当者が相手の話を
よく聞きき分かりやすい返答に心がけました。
・職員の名刺に石川県をＰＲするデザインやロゴを
入れるよう促しました。

里山振興室 仕事場の改善 執務室内の整理整頓により、業務
の効率化、職場環境の改善、県民
サービスの向上に努めます。

机上、共有スペースの整理整頓及び不要書類の廃棄
を徹底し、業務の効率化を図るとともに来庁者の対
応スペースの確保に努めます。

机の周りや共有スペースを定期的に整理し、来庁者
の方々に案内しやすい環境を整えました。

生産流通課 窓口サービス 県民サービスの向上を目指し、電
話による問い合わせや来庁者に対
して迅速・丁寧な対応に努めま
す。

・電話の応対は２コール以内で受け、所属と名前を
名乗り、わかりやすく丁寧な説明をするよう心がけ
ます。
・来庁者には、笑顔で挨拶や声かけを行うととも
に、迅速・丁寧な対応に努めます。

・電話の応対は２コール以内で受け、所属と名前を
名乗り、丁寧な説明をするように努めました。
・来庁者には、積極的に笑顔で挨拶や声かけを行う
とともに、迅速・丁寧な対応を行うことに努めまし
た。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

農林総合研究
センター農業
試験場

総広報マン化 ・ホームページの内容の充実に努
めます。
・伝える力(情報発信力)の向上に
努めます。

・農業試験場のホームページにおいても、迅速でよ
りわかりやすいものとなるよう更新を図ります。
・研究内容の発表やホームページ等の広報におい
て、関係者によりよく理解してもらうため情報発信
力の向上を図ります。

・ホームページによる適切な情報提供に心がけ、４
～９月に「病害虫発生予察情報」や農業試験場の研
究活動等８３回の更新を行いました。
・情報発信力向上のため、迅速なホームページの更
新に努めました。

農林総合研究
センター畜産
試験場

仕事場の改善 職場の室内・室外における掃除・
整理・整頓に努めることで、職場
の環境を良くして職員が働きやす
い雰囲気にします。

・畜舎内において古くて使用していない器具等の整
理・整頓を行います。
・場内の案内看板には字が薄くなっていて読めない
ものが見受けられます。そのような看板類につい
て、読めるように直します。
・日常的に、職員一人一人に環境整備の意識を持っ
てもらい、周辺をきれいにするようにします。

・職員の意識向上のために、環境整備を呼びかけま
した。
・環境整備のため、敷地内の雑木の伸びすぎた枝を
切り落としました。

仕事場の改善 ・森林、林業、木材に関する相談
に迅速に対応します。

・相談内容ごとに対応できる職員を明確にし、当場
で回答できないものは、紹介する機関を周知しま
す。

・林業緑化相談は年間約１，０００件近くあり各分
野の担当を明確にし、迅速に対応できるようにしま
した。
・机に、他機関の連絡先を記したメモを常置し、速
やかに対応できるようにしました。

総広報マン化 ・県民の方々に主催する講座や教
室等をもっと知っていただくた
め、各講座内容に関する情報発信
を充実させます。

・ホームページに各講座内容をわかりやすく掲載し
ます。
・開催された講座や教室の様子を発信します。

・桜講座、緑の教室、木工作教室、キノコ教室など
開催案内をホームページで周知しました。

農業基盤課 窓口サービス 来庁者の方々や電話での問い合わ
せ等に迅速的確かつ親切丁寧な対
応を心掛け、県民サービス向上に
努めます。

・電話や窓口の来庁者について即対応し、お待たせ
しないようにします。
・電話の取り次ぎ、来庁者のご案内が迅速・的確に
できるよう、課内で業務内容、分担について情報共
有を図ります。
・担当者不在時の対応が適切にできるよう、行動予
定表の詳細な記載を徹底します。

・課の業務内容や分担について情報共有を図るため
課内で初任者研修会を実施しました。
・行動予定表の記載ルールを定め、課員に周知した
ことで、詳細な記載が徹底され、担当不在時の対応
が円滑に行えるようになりました。

大日川ダム管
理事務所

総広報マン化 県民にダムが持つ様々な機能を発
信し、ダムに親しみを持たれるよ
う情報発信の向上に取り組みま
す。

・ダム見学を積極的に受け入れます。
・ダムカードについて希望される来客にお渡しする
とともに、アンケートを実施してダムの感想や意見
を把握し、今後の情報発信に役立てます。
・ホームページでダム周辺の危険箇所等の情報提供
を行います。

上半期実績（４月～９月）に下記の取り組みを行い
情報発信した。
・ダム見学：５団体、９２名
・ダムカード配布：７８８名

農林総合研究
センター　林
業試験場



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

農業安全課 窓口サービス 県民の方に信頼されるよう、県民
の皆様へのサービス向上に努めま
す。

来訪者を待たせていないか、電話応対が適切か等、
親切丁寧な接遇に努めます。

親切丁寧な接遇に心がけ、週に一度、窓口サービス
チェックリストにより職員相互で点検を行いまし
た。

南部家畜 総広報マン化 ･畜産農家の皆様のニーズをお聞き
し、より充実した衛生情報をお届
けします。

・畜産農家に対し衛生情報リーフレットを、できる
だけ直接手渡しで配布し、内容を説明することによ
り、情報発信を充実させます。
・来所者への情報提供のため、玄関等の掲示物や閲
覧用の出版物等の更新を速やかに行い、また見やす
いレイアウトに整えるようにします。
・ホームページの内容の充実に努めます。

・リーフレットは直接手渡し、説明を行い確実な周
知を心がけました。また配布の都度、配布名簿に
チェックし全職員が配布状況を確認しました。
・全職員が、所内の掲示物、閲覧用出版物等に注意
を払い、見やすいように心がけました。
・ホームページへの掲載内容を常に所内で周知・検
討し定期的に更新しました。

北部家畜 総広報マン化 畜産農家の皆様のニーズをお聞き
し、より充実した衛生情報をお届
けします。

・畜産農家の皆様に職員紹介リーフレットを配布
し、気軽にお問い合わせいただける環境作りに努め
ます。
・衛生情報リーフレットを、できるだけ直接手渡で
配布し、内容を説明することにより、情報内容を充
実します。

・職員紹介リーフレットを農家の皆様に手渡ししま
した。
・伝染病発生状況等の衛生情報を、畜産農家の皆様
の顔を見て、内容を説明しました。

森林管理課 仕事場の改善 業務の効率化と県民サービス向上
のために、ワークプレイス改革に
取り組みます。

庶務事務支援システムの予定表を積極的に活用する
ことにより、各職員の予定を詳細に把握し、情報共
有できるようにします。

庶務事務支援システムの予定表から課内の予定表を
作成し、全員に配布することにより、課内職員のス
ケジュールの情報共有を図りました。

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

・机上には必要最小限のものしか置かないよう心が
けるとともに、脇机や課内の書棚を積極的に整理・
活用し、作業環境の向上に努めます。
・課内の行事予定表を随時更新できるよう共有フォ
ルダ内でデータ管理し、全職員がスケジュールを共
有するとともに、業務の進捗管理等にも活用しま
す。

・机上や周辺の整理整頓に努めるとともに、不要な
書類を廃棄しました。
・予定表ファイルをこまめに更新するとともに、ス
ケジュールや業務の進捗状況等の把握に努めまし
た。

水産総合セン
ター

総広報マン化 魚貝類、海藻や漁業に関する研究
情報について分かりやすく提供
し、地元水産物の消費拡大に努め
ます。

・魚種や海況のデータベースを整理・充実するな
ど、漁業に関する情報や当センターにおける研究内
容について、ホームページの内容の拡充に努めま
す。
・地元の魚貝類や海藻などに関する問い合わせにつ
いて、丁寧かつ誠意を持って応対します。

・上半期では、漁の状況や海の気象に関する特徴的
な情報について１２回、七尾湾における調査につい
て６回など定期又は随時情報を公表しました。その
他、潮流など安全に関する情報について必要に応じ
１０回公表しました。
・電話等による問い合わせには丁寧に応対しまし
た。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

競馬事業局 総広報マン化 県民の方々に競馬をもっと知って
いただき、来場していただくた
め、ＰＲの充実を図ります

・ホームページでの情報発信を充実させるととも
に、パンフレットやチラシ等を来場者が手にとって
いただきやすいように整理整頓に努めます
・各職員の名刺に金沢競馬マスコットキャラクター
の「ハッピーくん」を掲載し、金沢競馬のPRに努
めます
・金沢競馬の情報をFacebookを活用し発信します

・インターネット利用者の増加に対応するため、
レースやイベント等の情報発信に努めました
・競馬場内のお客様が施設パンフレットやチラシ等
を手にとりやすくなるような配置としました
・新たに名刺を作成した際に金沢競馬のマスコット
を掲載しました
・Facebookを利用した情報発信を行いました


