
平成２７年度「作ろう！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

農業政策課
（企画調整室）

仕事場の改善 業務効率化及び来庁者の方々への迅速かつ丁寧
な対応のため、整理整頓を徹底します。

・カウンターや机の周りに不要な書類を置かな
いようにします。
・毎月整理整頓日を設け、身の回りの整理整頓
を行います。
・座席図やパンフレットは常に最新の物を配置
し、来庁者の方々へ分かりやすい案内に努めま
す。

・カウンターや机の周りを定期的に整理し、来
庁者の方々に案内しやすい環境を整えました。
・座席図やパンフレット等を定期的に更新し、
常に新しい情報を発信できるよう努めました。

南加賀農林総合
事務所

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・廃棄を実施しまし
た。
・予定表の積極的な活用を働きかけた結果、か
なり詳細な予定が登録されるようになりまし
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向上のため、常に明る
い職場とするよう心がけながら、窓口・電話で
の丁寧な対応に務めると共に来庁者の利便性向
上のため、掲示物等の整理に務めます。

・各職員が担当業務外についても把握するよう
心がけ、担当業務に関わらず速やかな応接を行
い、待ち時間を作らないようにします。

・相談事に対する回答は、出来るだけ速やかに
行います。即答出来ない場合には、適時、状況
をお知らせします。

・電話の発信・受信時ともに氏名を名乗るよう
徹底します。

・ポスター等の掲示物、パンフレット、チラシ
などを整理整頓し、来庁者から見て見苦しくな
いように管理します。

・職員間の連携強化を図るため、常日頃より会
話、挨拶などコミュニケーションを活発に行い
ます。

・執務室入り口に高いキャビネットがあり来客
把握が遅れることがあったため、低いキャビ
ネットに替え来客を早期把握と簡易応接カウン
ターとして使用することで応接向上を図りまし
た。

・ポスター等の掲示物、パンフレット、チラシ
などを整理整頓し、来庁者から見て見苦しくな
いようにしました。

所属毎の取組　実施報告（農林水産部）



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。
　　　→執務室・書庫等の整理整頓、公用車の
清掃、庁舎敷地内の除草等

毎月最終金曜日を含む週の１日を環境美化デー
とし、執務室・書庫等の整理整頓、庁舎敷地内
の除草等を行い、平均参加率は5９％でした。

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。

共有スペース、収納スペースを整理し、来庁者
応接スペースを拡大しました。

奥能登農
林総合事
務所

窓口サービス

仕事場の改善

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の確認をします。
・曖昧な回答はせず、後日調査した上で回答す
るなど丁寧な対応をします。
・行政資料を整理整頓し、チラシや申請書等を
すぐにお渡しできるようにします。

・担当部署が分からず迷っている人には声を掛
け担当者まで案内するなど、来所者に対し親切
な接遇を心がけました。
・電話や来所者の質問には、それぞれの担当者
が相手の話をよく聞いた後、明確に分かりやす
い説明をしました。
・行政資料の整理整頓に努めました。

里山振興室 仕事場の改善 効率のよい作業に努め、時間外勤務削減・年次
有給休暇取得アップを目指します。

・時間外勤務におけるヒアリング等（緊急時を
除く）を行わないようにします。
・グループ毎に月１回のグループ定時退庁日を
設けます。

・グループ毎に定めた月１回の定時退庁日にお
いては、緊急時以外のヒアリング等は実施せ
ず、定時退庁に努めました。

生産流通課 窓口サービス 県民の皆様へのサービスの向上に努めます。 ・あいさつと笑顔をかかさず、親切丁寧に対応
します。
・ホームページの内容について、古い情報やリ
ンク切れがないかチェックし、適切な情報を提
供します。

・来庁者には親切丁寧な対応を心がけました。
・定期的にホームページのリンク切れをチェッ
クし、適切な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

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「気象災害対策関連情報」や
「病害虫発生予察情報」等３３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。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

農林総合研究セ
ンター畜産試験
場

仕事場の改善 生産者の声を反映するとともに、安全安心で特
長ある畜産物の生産を図るため、情報の共有化
と効率的な試験研究に努めます

・月次の場内会議に加え、週次の打合せを励行
し情報の共有化と試験研究の進捗の確認を行い
ます。
・畜舎、研究室、事務室等の整理整頓を心掛
け、効率的な試験研究の推進を図ります。

・毎月末を目途に月次場内会議を実施し、次月
の行事や研究業務予定の報告と試験研究の進捗
の確認や意見交換を行い、情報の共有化を推進
しました。また、週次の打合せにより必要人員
の配置や研究準備等の周知を図りました。
・場内会議等において整理整頓の励行意識の向
上を図るともに、試験研究に必要な機材の確認
整理を実施しました。

農林総合研究セ
ンター林業試験
場

仕事場の改善
総広報マン化に
関する取組

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

農業基盤課 仕事場の改善、
窓口サービスの
向上

書類の所在を明確化することにより、業務効率
化を図るとともに、外部からの問い合わせにも
迅速に対応できるようにします。

定期的（毎月１回）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。

月に１回、管理Ｇから各Ｇへ声かけし、デスク
周りやカウンター・書棚の整理整頓、不要書類
の廃棄等を実施しました。

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
すると共にアンケートによる、ダムの感想や意
見を把握し今後の情報発信の参考とします。
・ホームページ内容にダム周辺の危険箇所等の
情報提供を行います。

・ダム見学者数は１２４人でした。
・ダムカードについては５８４枚でした。
・アンケートについては４６０枚回収できまし
た。

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、親切丁寧な接客に努めます。

毎週水曜日を「窓口サービス向上に努める日」
とし、課内全員が当番制でチェックリストによ
り窓口サービスが保たれているか点検しまし
た。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

南部家畜保健衛
生所

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。

・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。
・ホームページの内容の充実に努めます。

・立入検査・衛生指導の際に、衛生情報リーフ
レット配布し、内容を説明しました。
・ホームページへの掲載内容を所内で定期的に
検討し、新規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

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
渡しで配布し、内容を説明することにより、情
報発信を充実します。

・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
皆様に直接内容を説明しました。

森林管理課 仕事場の改善 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。

年に数回テーマを決め、担当者から現状の政策
のプレゼンテーションを行ってもらい、それを
基に森林管理課職員全員で、政策課題解決の方
法を探ります。

林道作業道、松くい虫被害、造林等に関し勉強
会を行いました。

全国植樹祭推進
室

総広報マン化 ５月に開催された第６６回全国植樹祭のほか記
念事業等について県内外に広くＰＲできるよう
情報発信を充実させます。

ホームページを随時更新し、最新の情報提供に
努め、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。

・ホームページを随時更新し、記念事業の開催
告知など情報発信に努めました。
・ホームページ内に石川県の観光情報のリンク
先を設け、観光PRにも努めました。

水産課 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・美化に努めます。

・来庁された方に、パンフレット等をすぐにお
渡しできるよう、配置や整理整頓に努めます。
・カウンターやロッカーの上に置かれているも
のを整理・処分します。
・日頃から書類の整理整頓を心がけるととも
に、毎月１回整理整頓デーを設け、不要書類の
廃棄等を行います。

・カウンター上に置かれていた書類や事務用品
を撤去するとともに、パンフレット等を整理し
ました。
・毎月第4金曜日を「整理整頓デー」とし、簿
冊の地下書庫への引継ぎや不要書類の廃棄に努
めました。
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水産総合セン
ター

総広報マン化 ・魚や漁業に関する研究情報について、わかり
やすく提供するよう努めます。
・魚に関する疑問や水揚げ状況について丁寧に
応対し、地元産魚介類の消費拡大に努めます。

魚や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、職員間の情報の共有と内容の
検討を定期的に行い、ホームページの内容の充
実に努めます。

上半期においては、漁や海の気象に関する特徴
的な情報について（１２回）や、七尾湾におけ
る調査について（６回）など定期的に情報を公
表しました。その他、潮流など安全に関する情
報についても必要に応じ５回公表しました。ま
た、電話等による問い合わせにも丁寧に応対し
ました。

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

・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


