
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。
・座席図やパンフレットは常に最新のものを配置
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に努めまし
た。

南加賀農林総
合事務所

窓口サービス
来訪者にわかりやすく、親切で速やかな
対応に努めます。

・庁舎内の案内表示を見直し、来訪者がスムーズ
に目的とする部署に行くことができるようにしま
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。
・来庁者には、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。
・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。

・庁舎内の案内表示を見直し、改善しました。
・取組内容を所内、部内会議を通じて、取組の
実施を職員に周知しました。

石川農林総合
事務所

窓口サービス
親切丁寧な接遇により、県民の方への
サービス及び信頼性の向上に努める。

・あいさつや笑顔により、親切丁寧な接遇に努め
ます。
・来庁者には、担当業務に係わらず、積極的な接
遇により、待ち時間を作らないようにします。
・電話の発信、受信時には、所属名及び氏名を名
乗るよう徹底します。
・県民の方からの問合せ等は、担当に留めず速や
かに上司に報告し、事務所全体で速やかな対応に
努めます。
・相手との接遇の際は、わかりやすい言葉や説明
に心がけます。

・県民の方に対して親切丁寧な接遇に努めると
ともに、入口付近で迷っている方に対しては、
欠かさずに声掛けをし、担当者の所にお連れす
るなどの対応を徹底しました。
・電話応対については、所属名や氏名を名乗る
ことを徹底しました。
・県民の方からの問合せ等については、事務所
内で情報を共有し、早期に対応しました。
・県民の方等への説明の際は、図表の使用や平
易な言葉を用いるなど、分かりやすい説明に努
めました。

県央農林総合
事務所

仕事場の改善
県民の方が気持ちよく相談や手続きがで
きるように、庁舎内の美化を進めます。

毎月、環境美化デーを定めて机上や執務室、倉庫
等の整理整頓を行います。

所内各部（所）で取り組み日を設定し、職員が
仕事場の改善に努めました。

所属毎の取組　実施報告（農林水産部・競馬事務局）



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

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、全職員が机上と
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。
・キャビネット等の整理整頓の一環として、適
宜、職員の動線を考慮した執務室の模様替えを実
施します。

・整理・整頓の仕方については、「トヨタのカ
イゼン」研修を受講した職員の講義を聴き、意
識改革を図るとともに、整理整頓デーを実施し
ています。
・年度末の不要書類一斉廃棄については、各自
準備作業を進めているところです。
・執務室の模様替えについては、部単位で適宜
実施しております。

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。

・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。
・職員の広報マン化を図るため、全員にメールや
回覧を通じて石川県をＰＲできるように周知しま
す。

・所内、部内会議等により丁寧な接遇と判りや
すい説明の周知を図りました。
・ホームページをリニューアルし、随時トピッ
クスを更新しました。名刺にはＨＰアドレス
「ＱＲコード」「奥能登農林で検索」を印字す
ることにより、農林事業のＰＲ化を図りまし
た。

里山振興室 仕事場の改善
県民の方々からの問い合わせ等に対し
て、迅速に対応できるよう整理整頓に努
めます。

・カウンターの上を常にきれいし、パンフレット
等が見やすいように配置します。
・共有スペースや各自の机上の整理整頓を徹底し
ます。

・共有スペースや各自の机上を定期的に整理
し、来庁者の方々に案内しやすい環境を整えま
した。
・カウンターのパンフレット等を定期的に更新
し、新しい情報を発信できるよう努めました。

生産流通課 総広報マン化

石川県の特色ある農産物をＰＲするた
め、課員一丸となって情報発信に努めま
す。

・ホームページによる情報発信の充実に取り組み
ます。
・名刺や電子メールの署名に県の特色ある農産物
を記載し、積極的な情報発信に取り組みます。

・ホームページの適切な更新・タイムリーな情
報公開を行い、情報発信の充実に努めました。
・名刺やメールの署名に県の特色ある農産物を
記載し、積極的な情報発信に取り組みました。

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。

・水稲の生育状況や病害虫発生予察情報など農
業者の方に役立つ情報を適時、適切に提供した
ほか、農業試験場の活動をわかりやすく紹介す
る「季節のトピックス」をほぼ毎月更新し、広
報の充実に努めました。
・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

窓口サービス
の改善

県民の方に信頼されるよう、親切丁寧な
接客等に努めます。

・来客や職員間であいさつと笑顔を欠かさず、親
切丁寧な接客と明るい職場環境の醸成に努めま
す。
・電話はできるだけ２コール以内で応答し、速や
かに担当者へ繋ぎます。

・明るい職場環境の醸成に努めました。
・電話は迅速で親切丁寧な応答に努めました。



所属 テーマ 目的 取組項目 取組実績

仕事場の改善
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。

・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
に関する取組

・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。
・樹木公園を広く知っていただくため、県民参加
の桜のフォトコンテストを開催します。

・桜講座、木工作教室、キノコ観察会などを実
施、開催案内を県公報及びホームページで周知
しました。
・樹木公園の桜のフォトコンテストを開催、優
秀作品を当試験場展示館において展示しまし
た。

農業基盤課 窓口サービス

・職場内で担当業務等の情報共有を徹底
し、来庁者への迅速な対応、お問い合わ
せ時の適切な応答等、職員の接遇向上に
努めます。

・所内会議や職場内研修会等を活用し、職場内に
おける担当業務についての情報共有を積極的に行
います。
・担当者不在時の対応が迅速かつ適切にできるよ
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。

上半期実績（４月～９月）に下記取り組みを行
い情報発信しました。
・ダム見学：３団体　１０３名
・ダムカード配布　　７１９名

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。
・座席表に担当事務を記載することで担当者を
明確にし、電話や来客時の対応を早くできるよ
う工夫しました。
・行動予定表の表示方法を色分けすることで、
出張、会議等を確認しやすくしました。

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。

・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。

・畜産農家に対し、家畜伝染病に関するリーフ
レットはできる限り手交し、内容を説明しまし
た。
・所内掲示物の掲示場所及び閲覧用出版物を整
理、掲示物は速やかに更新し、最新情報を提供
しました。
・ホームページの内容について、所内で定期的
に確認後更新しました。

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

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
で配布し、内容を説明することにより、情報内容
を充実させます。

・職員紹介のリーフレットを春先に手渡し、新
しい職員は自己紹介しました。　　　　　　・
高病原性インフルエンザや口蹄疫の発生情報や
その他の情報を提供しました。

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。

週に一度、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 総広報マン化

県民の皆様に水産業に関する理解を深め
ていただけるよう、ホームページの内容
の充実に努めます。

・ホームページの掲載内容を見直し、わかりやす
く改善するとともに、リンク切れや古い情報がな
いか定期的にチェックし、迅速・適切な情報提供
を行います。

ホームページの掲載内容について点検するとと
もに、最新の情報となるよう努めました。

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１０回、七尾湾における調査
について１１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
て必要に応じ、８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


