
所属 目的 取組項目 取組実績

農業政策課
（企画調整室）

組織改編により課が拡大したため、案内表示を
工夫するとともに、窓口や電話での丁寧な対応
に努めます。

・課内入り口の座席図に現在地や離れたグルー
プ・室の場所等を記入し、課内の配置を明確に
します。
・名札の着用を徹底するとともに、電話では所
属と氏名を伝え、職員ひとりひとりが責任を
持って対応します。

・課内の配置を明確にすることで、来庁者の方
へのスムーズな案内に努めました。
・課内会議やメール等で名札の着用及び丁寧な
電話対応をするよう周知し、職員ひとりひとり
が窓口や電話での対応に責任を持って取り組み
ました。

里山振興室

机上、カウンターの整理整頓を実施することに
より、世界農業遺産の担当室として整理整頓に
磨きをかけるとともに、整理整頓チェック体制
をつくります。

・原則、机上にはパソコン・電話以外おかない
ようにします。
・不要書類の廃棄を実施し、片付けるスペース
を確保します。
・整理整頓チェック体制をつくります。

・執務室周辺の美化を実施しました。
・不要書類の一斉廃棄を実施し、収納スペース
を確保しました。
・毎週金曜日に各ＧＬによる整理整頓チェック
を実施し、室員に整理整頓意識を持たせまし
た。

生産流通課

県民からの問い合わせ等に迅速に対応するた
め、効率的に仕事を進められるよう整理整頓に
取り組みます。

カウンターの上を常にきれいにし、パンフレッ
ト等を見やすいように配置します。また、掲示
期間が終了したものが配置されていることが無
いよう整理整頓をします。

定期的にカウンターの整理整頓を行い、パンフ
レットが見やすい配置に努めました。また、パ
ンフレットを確認し、期限が終了したものは撤
去をしました。

農業基盤課

組織改編により、経営対策課の一部が農業基盤
課へ統合されたため、双方の書類や物品等が混
在しています。
業務の効率化を図り、問い合わせ等に迅速に対
応できるようにするため、書類・物品等の整理
整頓を行います。

定期的（毎月１回または週１回３０分）に整理
整頓の日を設定し、各自が担当業務に係る書類
等の整理整頓を行います。

管理Gを中心に、課内の整理整頓状況について
定期的に職員へ声かけするほか、年末には特に
デスク周辺や通路について整理を行いました。

農業安全課

机のまわりやキャビネットの整理整頓を通して
仕事の効率性を高めるとともに、対外的な好印
象にも繋がるよう努めます。

定期的に（週１回程度）机まわりの整理整頓の
日を設け、仕事がしやすく見た目にもきれいな
環境づくりを目指します。また、キャビネット
内を整理整頓し不要書類を廃棄し、効率良く仕
事ができるよう配慮します。

執務室の整理整頓に係るチェック項目を一覧に
した「きれい度チェック表」に、毎週水曜日の
退庁時に職員（管理職除く）が当番で記入する
することにより整理整頓を実施しました。
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所属 目的 取組項目 取組実績

森林管理課

課内で担当業務の枠を超えた勉強会を開催する
ことにより、職員のプレゼンテーション力の向
上を図るとともに、斬新なアイデアを出し合い
ます。

今年度改修したＧＩＳ（地理情報システム）の
新機能や使用方法等について、事務担当者及び
設計会社の社員が説明し、今後の活用方法につ
いて質疑、意見交換を行います。

会議室を予約して、１時間３０分程度のミー
ティングを行いました。（３月１２日（木）１
５：００～１６：３０）

全国植樹祭推進
室

平成２７年５月の本番開催に向けて、室員全体
が効率的かつ計画的に業務が遂行できるようス
ケジュール管理表に基づいた業務を行います。

室内各班・各班員毎の業務スケジュール管理表
を作成し、当該スケジュール管理表と実際の進
捗状況との突合を徹底し、室全体で効率的かつ
計画的に業務に取り組めるよう努めます。

作成した業務スケジュール管理表に基づき、随
時、業務進捗状況を確認して、室全体で課題を
共有し、業務分散を図るなど、効率的かつ計画
的な業務の執行に努めました。

水産課

ミーティング・テーブルの位置を工夫し、ミー
ティングが速やかにできるようにします。

本庁の角の部分に二辺にまたがって配置されて
いる水産課では、これまでミーティング・テー
ブルが課の隅の方にのみ配置されていたが、そ
のうちひとつを課の中心付近に配置します。こ
れにより、必要な時に速やかにミーティングが
行えるようにし、課内の円滑な意思決定に努め
ます。

実際に配置換えをしたところ、そのミーティン
グ・テーブルを使用する頻度が格段に増え、課
内の意思の疎通に大いに役立ちました。

南加賀農林総合
事務所

業務の効率化と県民サービス向上のために、
ワークプレース改革に取り組みます。

・書類の整理、不要書類の破棄をさらに徹底
し、事務所スペースの有効活用を計ります。
・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
できるようにします。

・日を定めて書類の整理をするとともに、長年
廊下等に放置されて邪魔になっていた荷物の撤
去を行いました。
・庶務事務支援システムの予定表の活用によ
り、職員の予定が把握できて業務の効率化を図
ることができました。

石川農林総合事
務所

職員間で情報共有しながら窓口・電話での丁寧
な対応に務めます。

・来庁者をお待たせすること無く、在庁者が誰
でも速やかに応対します。
・電話の発信・受信時ともに氏名を名乗り、責
任の所在を明確にします。

・概ね来庁者をお待たせすること無く、速やか
に応対することが徹底されました。
・概ね電話の発信・受信時に氏名を名乗ること
が徹底されました。

県央農林総合事
務所

県民の皆様の問合せ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。

行先予定表だけでなく、庶務事務支援システム
の予定表への登録も徹底することにより、所員
の出張や年休等だけでなく、会議や行事の情報
共有への発展に努めます。

予定通り取組を実施し、所内の情報共有に努め
ました。



所属 目的 取組項目 取組実績

中能登農林総合
事務所

・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
・出入口周辺のポスター等を整理し来庁者が見
やすい掲示に努めます。

・毎月第４水曜日を「整理整頓デー」として全
職員が退庁時までに机上及びその周辺の書類等
の整理整頓を行うことにより職場環境の改善に
よる業務の効率化を推進します。
・各部署毎に掲示物担当者を定め、見やすいレ
イアウトにするとともに期限切れ掲示物の撤去
を行います。

・毎月第４水曜日を「整理整頓デー」として書
類等の整理整頓を行うことにより職場環境の改
善による業務の効率化に努めました。
・担当者によるポスター等掲示物のレイアウト
の変更、き損箇所の補修及び期限切れのチェッ
ク・撤去を行いました。

奥能登農林総合
事務所

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。

・来庁者に挨拶を忘れず、迅速に対応します。
・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を確認します。
・曖昧な回答はせず、後日調査した上で回答す
るなど丁寧に対応します。
・パンフレットを整理整頓し、分かりやすく配
置します。

・会議やミーティングを通じ、来庁者や電話対
応について周知や実例の紹介をし、迅速、丁
寧、責任の所在が明らかな接遇に努めました。
・不断にパンフレットの整理整頓を行い、わか
りやすい情報提供に努めました。

農林総合研究セ
ンター(農業試
験場)

・気軽でわかりやすい相談窓口づくりに努めま
す。
・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。

・一般県民からの電話相談等に対し、迅速に対
応するためノウハウの蓄積や情報の共有化を継
続します。
・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。

・電話相談の内容を項目別に「営農相談日誌」
等に記録、分類整理を行っています。
・ホームページによる適切な情報提供に心が
け、１０～３月に「研究紹介情報」や「ふれあ
い農研の様子」など２０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。

(畜産試験場)

効率的な試験研究・業務の実施に向けワークプ
レイス改革に取り組むとともに、情報発信の向
上を図ります。

・畜舎、研究室、事務室等の整理整頓を実施し
ます。
・定期的な場内会議とテーマ別検討会を開催
し、情報の共有化に努めるとともに、ホーム
ページを活用し情報を発信します。

・声掛けの励行により、職員の意識が向上し、
少しつづではあるものの整理整頓がなされまし
た。
・場内会議やテーマ別検討会の開催や、週刊及
び月刊予定表の作成により情報の共有化を図り
ました。

(林業試験場)

・森林、林業、木材に関する相談に迅速に対応
します。
・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。

・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。
・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。

・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、速やかに対応しました。
・桜講座、緑の教室、木工作教室など開催案内
をホームページで周知しました。



所属 目的 取組項目 取組実績

大日川ダム管理
事務所

県民にダムが持つ様々な機能を発信し、ダムに
親しみを持たれたり、危険な点に注意をいただ
け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。
・見学者にダムカードを配布するとともにアン
ケートをお願いし、ダムの感想や意見を把握
し、今後の管理に反映します。
・ホームページ内容を拡充し、ダム周辺の生き
物マップや危険箇所を掲示します。

・ダム見学会を２回開催し、参加者は３０名と
なりました。（年合計：５回　２００名）
・ダムカードは２７５枚を配付しました。（年
合計：６９５枚）
・アンケートは１８１枚を回収しました。（年
合計：４８１枚）
・ホームページに釣り湖面利用禁止区域を掲示
しました。

南部家畜保健衛
生所

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。

・衛生情報リーフレットをできるだけ直接手渡
して配布し、内容を説明することにより、情報
発信を充実します。
・ホームページの内容の充実に努めます。

・立入検査等に際し、衛生情報リーフレットを
配布し、内容を説明しました。
・ホームページに伝染病発生情報を掲載するな
ど内容の充実に努めました。

北部家畜保健衛
生所

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。

衛生情報リーフレットを、できるだけ直接手渡
して配布し、内容を説明することにより、情報
発信を充実します。

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。

水産総合セン
ター

県民に今多く漁獲されている魚を知ってもら
い、地元産魚介類の消費拡大を図ります。

ホームページで県内主要港の漁業種類別、魚種
別の水揚げ集計を１週間ごとに提供します。

毎週火曜日更新の週報で集計結果を提供してい
ます。

競馬事業局

県民及びインターネット利用者の方々に競馬を
もっと知っていただき、金沢競馬を購入してい
ただくため、ＰＲの充実を図ります。

情報発信を積極的に行うため、ホームページ等
の確認・点検を実施し、内容の充実に努めま
す。

インターネット利用者の増加に対応するため、
ホームページを更新し、レースやイベント等の
情報発信に努めました。


