
所属 目標 取組項目 取組実績

企画調整室

来庁者や県民等からの電話に対し、
満足いただけるような親切丁寧な対応
に努めます。

・来庁者や県民等からの電話に対し、誠意をもって親切・丁
寧に対応します。
・来庁された方には職員から積極的に用件を伺うように心
がけます。

・取組項目を職員の目につく場所に提示するとともに、メール等で室
内職員に呼びかけを行い意識の向上を図りました。
・部内独自で行っている職員提案の提出について、県民サービス向
上に関する提案（丁寧な電話対応の実施、座席表への担当業務の記
入、来庁者への積極的な声かけ等）については全職員に周知し、部
全体の県民サービス向上への意識付けを行っています。

厚生政策課

県民や事業者の皆様方の電話でのご
相談等に丁寧で親切な説明・対応に
努めます。

・電話は、３コール以内で取り、課名、名前を名乗るととも
に、４コール以上待たせたときは、必ず「お待たせしました」
と受け、対応することを徹底します。
・ご相談やお問い合わせには、どんなに忙しい時でも、明る
く丁寧に接し、相手方に不快感を抱かせないように心がけ
ます。
・担当者不在や即答できない場合は、２度手間にならないよ
う「折り返し電話する」ことを伝えます。

・取組項目を来庁者や職員の見やすい場所に掲示するとともに、課内
会議でも職員に周知徹底を図り、迅速かつ懇切丁寧な対応に努めて
います。

長寿社会課

申請書様式のデータ化を図り、ホーム
ページへの掲載を徹底します。

・各種申請書についてはデータ化を図り、ホームページに掲
載します。

・今年度から新たに実施することとなった介護職員等によるたんの吸
引等のための登録・認定手続きについての申請書類等をホームペー
ジに掲載するとともに、介護保険法に基づく届出書類についても、随
時、更新するよう努めました。

障害保健福祉
課

来庁者への一声運動を実施します。 ・来庁者については、気づいた職員が直ちに声がけを行
い、用向きを確認し、担当職員へと繋ぎます。

毎週メールにより職員に目標を周知することにより、スムーズな案内
に努めました。

医療対策課

県民の皆様に医療に関する情報をき
め細かく提供します。

・ホームページの体系を整えます。
・トップページ等からのリンクを心がけます。
・ホームページで常に最新の情報を提供します。

文字の大きさなどのホームページの体裁を統一しました。また、多く
のアクセスが見込まれるホームページをトップページにリンクした結
果、「どこに掲載されているか」という問い合わせが減りました。
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地域医療推進
室

県民の皆様への応対は、迅速に行い
ます。

・外線からの電話は必ず３コール以内に取ります。遅れた場
合は、「お待たせしました。」と一言添えます。
・来庁されたお客様に対しては声を掛けられてから応対す
るのではなく、気づいた者が素早く応対するよう心掛けま
す。

・概ね、適切に対応できており、特に、来客者については、出入口の
方向を向いている職員が気付き次第、出入口近くの職員に声をかけ
ることで、全体的に意識向上につながっています。

県立中央病院
建設推進室

県民の皆様からのお問い合わせに対
し、親切・丁寧な対応に努めます。

・電話応対時には所属氏名を名乗り、親切な対応に努めま
す。
・応接に当たっては、挨拶と笑顔を欠かさず、親切・丁寧に
応対いたします。

・県民の方々からの電話に対し、親切な応対を心がけるとともに、来
客者については、直ちに最寄りの職員が応接するなど、接遇の向上
に努めました。

健康推進課

県民の皆様にご満足いただける窓口
サービスの実現に努めます。

・来庁者や電話等による県民等からの問い合わせや相談
に対して、その場で対応できない場合においても、できるだ
け迅速に対応するよう努めます。
・よくある質問等については、あらかじめ説明内容をパンフ
レットやチラシのほか、インターネット上にまとめておくなど、
情報提供に努めます。
・パンフレット等の配置を工夫し、来庁者にとってわかりやす
いようにします。

・担当者が不在で副担当等が対応できない場合、速やかに連絡をとり
来庁者に迷惑をかけないよう努めました。
・来庁者にわかりやすいパンフレット等の配置については、種類も多
く、ややもすると重なりあっていたことから、スタンドに配置し、手にとり
やすいようにしました。

薬事衛生課

来庁者や県民等からの電話や相談に
対し、親切・丁寧な対応に努めます。

・親切・丁寧に対応します。
・各種届出・申請や相談等に対しては、担当者不在時でも
迅速に対応します。

・電話で担当外の用件を受けた場合、話がスムーズに進むよう、内容
を確認し担当者に取り次ぐよう努めました。
・担当者が不在でも可能な限り対応すると同時に、担当者に電話等で
指示を仰ぎ、極力、二度手間にならないよう努めました。

少子化対策監
室

さわやかな応接と子育て支援情報の
幅広い提供に努めます。

・電話応対時に所属氏名を名乗り、親切な対応に努めま
す。
・県ホームページ上に所有パンフレット・チラシの情報を掲
載し、広く県民にお知らせします。
・ホームページ等の情報は最新の情報を提供します。

・取り組み項目を来庁者や職員の見やすい場所に掲示するとともに、
室内会議やメールでも職員に周知し、親切丁寧な対応に努めていま
す。
・ホームページにパンフレット等の情報を掲載しました。
・ホームページの情報は、随時更新するよう努めています。
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南加賀保健福
祉センター

県民の皆様にご満足いただける窓口
サービスの実現を目指します。
イベントや相談窓口等の情報を、わか
りやすく、タイムリーに提供します。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・丁寧に応対いたします。
・明るい印象を与えるような話し方に気をつけます。
・相談窓口の利用方法、支援メニュー等よくあるご質問につ
いては、あらかじめ説明をチラシやインターネットにまとめて
おくなど、迅速な情報提供に努めます。
・パンフレットやチラシは、お手にとっていただきやすいよう、
整理・整頓に努めます。
・担当者不在時にも対応できるよう、対応マニュアルを作成
するなど情報の共有に努めます。
・個別の相談にはプライバシーに配慮します。

・毎月、所内会議で挨拶や話し方などが明るく丁寧な対応かどうか確
認するなど取組み徹底を図っています。
・食中毒やインフルエンザなどは、発生時期を迎える前にHPに情報を
掲示するなど迅速な情報提供に努めています。
・パンフレット類は、母子保健や感染症、食中毒など分野毎に見出し
をつけ整理、期限が過ぎたものは速やかに処分するなど対応してい
ます。
・医療費負担申請の手続マニュアルを作成し、担当者以外でも対応で
きるよう窓口での情報共有化を進めています。
・様々な相談・苦情に対応するため、ケースによっては、プライバシー
に十分配慮しながら、本庁等関係機関ともよく検討を行い、できる限り
適切な回答ができるよう心がけるとともに、職員の研修受講による接
遇能力の向上も図っています。
・相談内容によっては、窓口時間外やプライバシーに配慮した個室で
の対応を行うとともに他の専門機関への紹介の際は、相談者の状況
にあわせて、連絡の代行や担当者の随行を行うなど、きめ細やかな
対応に努めています。

中央保健福祉
センター

（保健部）県民の皆様にご満足いただ
ける窓口サービスの向上に努めます。

（福祉相談部）
・親切で丁寧な対応、迅速で的確な支
援に努めます。

（保健部）
・来庁された方に対する言葉遣いや応接には、親切、丁寧
にを心がけます。
・窓口で用務先がわからない方には、素早い声かけをいた
します。
・電話はベルが鳴ったら３コール以内に出ます。また、丁寧
な対応に心がけます。

（福祉相談部）
・丁寧な対応の徹底のため、的確な目標の遂行に向けて職
員同士がお互いに確認しあいます。

（保健部）
・設定した目標を所内会議やメールで全職員に周知し、取り組みの徹
底に努めています。
・更に、取り組み項目を来庁者・職員の見やすい場所に掲示し、取り
組みの徹底を図っています。

（福祉相談部）
・親切丁寧な対応、迅速で的確な支援について、各課・職員で確認し
あい、毎月の課長会議にて目標の確認を行い、取り組みの徹底を
図っています。

能登中部保健
福祉センター

申請・届出・相談に県民の視点で分か
り易い説明に努めます。

・窓口で相談を受ける際は、できるだけパンフレット等を併
用し分かりやすい説明に努めます。
・必要なパンフレット等は、最新のものを収集し、何時でもす
ぐに利用できるよう整理をします。

・庁舎入口に設置したパンフレットラックに、最新の資料を収集し、説
明に活用しています。
・「来庁者に分かりやすい説明」を職員一同、心掛けています。
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能登北部保健
福祉センター

苦情に対する素早い対応と、わかりや
すい言葉による対応に努めます。

・複数の職員による現場や現物の調査とその説明について
の打合せを実施します。

･ホールや廊下の来客に対して声かけし、対応の有無を確認するなど
して関係課や担当に早く案内し、丁寧な対応に心がけています。
・関係する現場へ早急に調査に入り、２名以上による正確な調査を行
い打合せしながら、わかりやすい説明に努めています。

リハビリテー
ションセンター

「相談は傾聴、親身、親切に」 ・目標を職員事務室に掲示するほか、館内の他の箇所にも
掲示します。
・リハビリテーションセンター心構え１０箇条を各職員に配布
します。

・館内の目の触れやすい場所に掲示し、親切・丁寧な対応に努めてい
ます。
・センター機関紙に掲載し、当センターのサービス向上運動の取り組
みを紹介しています。

保健環境セン
ター

県民の皆様にわかりやすい用語やわ
かりやすく専門用語を説明したホーム
ページの運用に努めます。

・極力わかりやすい平易な用語を用いることを心掛けるとと
もに、一部の専門用語には簡単な説明書きをリンクさせるこ
ととします。

・今年度の話題性の高いテーマ（環境放射線監視ネットワークシステ
ム・ゲルマニウム半導体検出器【原発事故関連】、微小粒子状物質
（PM2.5）【大気汚染関連】）について6月、10月、12月のホームページ
更新時に、より一般県民に理解してもらうことができるように説明書き
を付けて提供しています。

こころの健康セ
ンター

速やかな窓口対応に努めるとともに、
講演会や研修会等の情報をタイム
リーに提供します。

・玄関に受付窓口の場所を示す掲示を行うとともに、窓口に
来られた方には速やかに応対します。
・講演会や研修会等の開催情報をホームページに掲載する
など、最新の情報提供に努めます。
・パンフレットやチラシについては、見た目に分かり易く、手
に取っていただき易いよう、整理・整頓に努めます。
・庁舎内のポスター等の掲示物については、タイムリーな情
報提供となるよう努めます。

・玄関自動ドアのガラス面に受付窓口を示す見取り図を掲示するとと
もに、窓口に来られた方には声かけ、かつ、すばやく近づくなど速や
かな対応に努めました。
・各課にホームページ担当者を定め、ホームページに開催前の講演
会や研修会等の情報を掲載し、開催後は情報削除又は終了済を表
示しました。
・待合ホールにあるパンフレットやチラシの配置方法を関係職員で再
検討し、その後整理担当者を定め、配置に乱れがないよう気を配って
います。
・庁舎内のポスター等の掲示担当者を定め、時期の過ぎたポスターは
速やかに撤去するなどタイムリーな情報提供に努めました。
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精育園

利用者が安心して安全な生活を送れ
るようなQOLの高い施設運営を目指し
ます。

・ヒャリハット事例から事故防止を展開することや転倒防止
のための指導を工夫します。
・個室化にむけた中、長期的な取り組みを職員全体で考え
ます。

・ヒヤリハット事例・インシデント事例の報告をまとめて、全職員に事
故、怪我等の状況傾向を伝え事故の予防に取り組みました。
・施設のあり方検討会や保護者会の要望（アンケート）の中でも個室
化によるＱＯＬの向上を図る必要性があげられました。

錦城学園

施設での様子が、施設利用者や保護
者の方々のみならず、県民の皆様に
も満足や納得がいただける支援サー
ビスや情報提供に努めます。

・施設職員は、挨拶と笑顔を欠かさず、利用者の立場に
たって、要望に応じた親切・丁寧な関わりを行い、不快感が
なくなるように支援します。
・休日や夜間の電話は支援員が寮の電話を携帯するように
心がけます。
・保護者の方や県民の皆様には、錦城学園の支援内容が
理解でき、正確な情報の提供や施設内の状況が良く分かる
ように、ホームページを更新するように努めます。
・業務時には、常に名札の着用を徹底します。

・毎月の課内会議や委員会を通じて、利用者への適切な関わりにつ
いて話し合ってきました。不適切な関わりについては、その都度注意
しあって改善をしてきました。苦情解決処理において保護者の要望に
応えました。
・携帯できる子機を携帯し、保護者等外部からの電話に対してスピー
ディーに対応するようにしてきました。利用者の身のまわりの世話を
する時に邪魔になると言うことで、いまひとつ徹底できなかったことも
ありました。
・ホームページは、学園行事等がある毎にタイムリーな内容に更新し
ました。掲載内容も現行と相違ないか、適切かチェックしました。
・県職用の名札では、介助支援中に取れたり、ピンが危ないこともあ
り、ひも付き首掛け名札の着用を徹底しました。特に外出支援時の着
用を職員に徹底しました。

いしかわ子ども
交流センター

子どもひとり一人の個性を育み、未来
への夢と希望に満ちた子どもの育成
に取り組みます。

・こんにちは、おはようございます等、子ども達を初めとした
来館者への明るい笑顔による挨拶に努めます。
・職員のグッドマナーにより和んでもらえる窓口応接に努
め、子ども達や来館者に楽しい活動等を体験してもらうため
にプログラムの充実を図ります。
・来館者のニーズに応えた施設利用の仕方について、職員
全員で創意工夫に取り組み、来館者の皆様の満足度アップ
を目指します。

・あいさつの徹底や職員が明るい対応を一層心がけたことで、利用者
アンケートでも、受付の応対について好印象との回答が多くなりまし
た。
・子どもたちが楽しく活動できるプログラムの充実について職員全体
のテーマとして取り組みレパートーリーの拡大にも努めたことで多くの
親子の参加者を得ることができました。
・来館者へのアンケートを実施することで、センターや事業に対する要
望の把握に務めています。
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保育専門学園

学園内の教育環境の向上に努めま
す。

（泉保育所）
現在、毎週水曜日に保育所を開放し、
地域の親子に対し子育て支援事業を
行っていますが、より一層地域の子育
て家庭への支援の情報提供と、その
内容の充実に努めます。

昨年度に引き続き、学生に対してアンケート調査を実施し、
学生が何に不便を感じているか、どういう不満を持っている
か、等を明らかにします。

（泉保育所）
・パンフレットを再考し、近隣の商店・施設・小児科医等に掲
示の依頼をします。また保育所玄関のパンフレット台にも置
きます。
・来所した親子には、職員全員があいさつと笑顔で親切丁
寧に対応します。
・１年間のおおまかな活動計画を作成し、情報提供します。
・看護師による健康相談日を設けます。

平成２３年度も９月１日付で全学生に対して学生生活に対するアン
ケートを実施しました。意見としては、
・以前からあったトイレへの要望
・授業に役立つ情報機器への要望
・手洗い場の充実についての要望
などが明らかとなり、洋式トイレ工事を２３年度実施したほか、パソコ
ン、テレビなどの情報機器の充実を図り、改善を行いました。
（泉保育所）
パンフレットを再考し、近隣の子育て支援センターや小児科等に掲示
を依頼しました。保育所玄関のパンフレット台にもおきました。
・来所した親子への対応について職員会で話し合い、共通理解を持た
せました。
・毎月の活動計画を作成し掲示および親子に配布しました。
・看護師による健康相談を年２回設けました。

児童生活指導
センター

県の福祉施設の一端として、一般県
民からの相談に対し、親切・丁寧に適
切な相談機関等の情報提供に努めま
す。

・入所等の相談に際し担当する児童相談所を的確に紹介で
きるよう、各児童相談所の担当区域、所在地、電話番号等
連絡先の一覧表を職員の見やすいところに掲示します。

・電話や直接の来所による相談に対し児童福祉全般や措置制度等の
説明を行いました。


