
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相
談に対し、満足いただけるよう
親切丁寧な対応に努めます。

・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、
室内職員に回覧し、意識の向上を図りました。
・こうした職員に対する意識づけを行うことで、来庁者に
対して率先して声かけを行い、迅速に対応することがで
きました。

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。
・来庁者への一声運動を実施し
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。
・来庁者に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
へとつなぎます。
・長く待っている様子の方には、再度に
なっても用向きをうかがう声かけを行い
ます。

・総括補佐から各グループリーダーに接遇対応の冊子
をあらためて配布するとともに、グループリーダーを集
めた会議で実施の徹底を指導しました。
・総括補佐から直接、全職員にメールにより徹底を指示
しました。

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。

・介護職員等によるたんの吸引のための登録・認定手
続きに関する申請書類等をホームページに掲載したほ
か、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。
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障害保健福祉
課

・課内における情報共有化の徹
底を図り、サービスの向上を図
ります。

・課内の現状及び事業の進捗状況の共
有化を図ります。
・定期的なグループミーティングを開き、
グループ内での情報共有・効率化を図
ります。

・月間予定や出張状況について、ホワイトボードに記載
することが課内に浸透し、情報の共有化につながりまし
た。
・部課長会議後には、必ずＧＬ会議を行ったので、部課
長会議での指示については、速やかに伝わりました。
・ＧＬ会議後に各グループ内で、ミーティング行ってお
り、課内の情報共有化が図られました。

医療対策課

執務室内の整理整頓に努め、
業務の効率化を図ります。

・日頃から整理・整頓に努めるとともに、
毎月１回を「整理整頓デー」として設け、
取組みの徹底を図ります。
・整理整頓に関するスキルを職員間で
共有します。

・月１回、各担当に声をかけ、整理整頓を進めました。
・９月は、強化月間として、業者に依頼し、不用文書の
廃棄を行いました。

地域医療推進
室

・イベントや臨床研修病院等の
情報を、わかりやすく、タイム
リーに提供します。
・執務室の座席表を、訪問者に
わかりやすくします。

・ホームページで検索時に上位に表示
されるよう、改善します。
・執務室入室の際、目の前にある「地域
医療推進室」のプレートの前に、隣課と
当室の座席図を配置しておき、迅速な
確認ができるようにします。

・石川県と組み合わせて検索されることの多いと思われ
る、「臨床研修」「修学資金」などのキーワード検索で上
位に表示されるよう修正しました。
・当室や隣課の担当者も迅速に確認できるように、入口
の棚の上にフロア座席図を置きました。

県立中央病院
建設推進室

来庁者の皆様を待たせないよう
に努めます。

・来庁者に対して、率先して声かけを実
施いたします。
・来庁者をお待たせしないよう、近くにい
た者が迅速に応対するように努めま
す。

・来庁者に対し、近くにいる職員が率先して声かけを行
うとともに、来庁者に気づいた職員が、近くにいる職員
へ積極的に声かけを行うことにより、迅速な対応に努め
ました。
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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。
・また、電話等でのお問い合わ
せにも、親切、丁寧に対応に努
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。
・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。
・応接時には挨拶と笑顔を欠かさずに
応対し、電話等でのお問い合わせ時に
は、所属と氏名を名乗り、親切、丁寧に
対応に努めます。

・席を外す際には所在を明らかにするよう努めました。
問い合わせについては、担当者が不在の場合でも迅速
に対応できるよう努めました。
・パンフレットスタンドを使用することで、パンフレットごと
に整理し、より手に取りやすい配置になるよう努めまし
た。
・応接時には挨拶と笑顔に気をつけ、電話対応時には
所属と氏名を名乗ることを意識し、親切、丁寧な対応に
努めました。

薬事衛生課

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。

・情報の共有に努めます。
・いち早く用件を確認し、担当者に取り
次ぎます。
・来庁者に積極的に声かけを行いま
す。

・担当者が出張等で不在になる際、予想される来庁予
定者の用件、関係書類等の情報をメモ等で残し情報の
共有化に努めました。
・何の用件で電話をされたのか、内容を確認しその旨
担当者に取り次ぎ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。

・来庁された方や電話での問い合わせ
に対し、親切な対応に努めます。
・県ホームページ上に、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。

・来庁された方をお待たせすることなく、素早く担当者に
つなぐように努めました。
・ホームページの点検を行い、最新の情報提供に努め
ました。

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に努め
ます。

・窓口対応について、各課の業務情報
を共有し、担当者不在でも適切に対応
できるように努めます。
・加賀地域センターへは、職員の出張
等の状況を把握し、本所から職員を派
遣するなど窓口業務に支障がないよう
努めます。

・毎月の所内会議において各課の行事予定等を職員
が共有し、来庁者にスムーズかつ笑顔で丁寧な対応が
できるよう努めました。
・本所の職員が定期的に地域センターへ出向いて執務
を行うことにより、地域センター職員が手薄にならない
ように努め、窓口業務等、来庁者にスームズな対応が
できるよう努めました。
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（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。

（保健部）
・窓口で用務先がわからない方には、
素早く声かけをします。
・来庁された方に対する言葉遣いや応
接には、親切、丁寧を心がけます。
・電話は、ベルがなったら３コール以内
にでます。また丁寧な対応に心がけま
す。

（保健部）
・毎月一斉メールで職員に周知徹底を図りました。

（福祉相談部）
パンフレット・掲示物の整理整
頓を定期的に行い、利用者が
持ち帰りやすく、タイムリーで内
容がわかりやすい情報提供に
心がけます。

（福祉相談部）
担当者を中心に、資料やパンフレットが
見た目にわかりやすく、手に取りやすい
ように整理整頓に努めます。また、定期
的に所内の周りの掲示物をチェックし、
期限が切れたものを排除し、タイムリー
な情報提示になるよう努めます。

（福祉相談部）
・事務所入口のパンフレットや資料に関しては、来客者
が手にしやすい形に整理しました。
・期限切れ資料に関しては、定期的にチェックし撤去に
努めました。

能登中部保健
福祉センター

県民の皆様が利用しやすい
ホームページになるよう更なる
改善に努めます。

・わかりやすい表現にします。
・専門用語を使わないようにします。
・見やすいレイアウトにします。

・掲載内容は、できるだけ専門用語を使用せず、わかり
やすい表現としました。
・トップページは県民の皆様が検索しやすい項目（各種
相談・申請手続き等・各種検査・迷い犬、迷いねこ・お
知らせ）としました。
・掲載期間が限定されているものについては、終了後
直ちに削除するように努めました。

能登北部保健
福祉センター

来庁されたお客さまに対し、迅
速な声かけ・親切丁寧な対応に
努めます。

・ 来庁者の方に、職員から声かけを行
います。
・ 職員全員が、所内の業務内容の情報
提供に努めます。

ホールや廊下の来客に積極的に声かけし、用件を聞く
などして関係課や担当に早く案内し、丁寧な対応に心
がけました。

石川中央保健
福祉センター



所属 目標 取組項目 取組実績

平成２４年度「作ろう！いしかわ県庁マンシップ」プロジェクト　健康福祉部の取組実績

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、
館内の目の触れやすい場所にも掲示し
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。

・相談者が来訪した際、直接の担当者が不在の際にも
他の職員が代わりに用件を伺い、迅速で丁寧な対応に
努めました。
・リハビリテーションセンターの機関紙に目標を掲載し、
当センターの取り組みを紹介しました。
・取り組み目標を執務室に掲示し職員に周知したほ
か、相談者が利用する相談室等にも掲示しました。
・毎日の所内ミーティングで、ケース検討や相談支援に
ついての報告を行い、職員間で確認を行いました。

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。

・当センターニュースで、県内４カ所に設置した環境放
射能モニタリングポストについて、写真や図も使い平易
な用語を用いて取り上げた。
・大気汚染の原因となる微少粒子状物質(PM2.5)が中
国から日本に飛来してきており、深刻な社会問題となり
つつあるため、ＰＭ２．５含む大気環境の状況速報値を
ホームページで掲載していますが、わかりやすくするた
め各測定項目の説明ぺージを設けました。

こころの健康
センター

ホームページ上での精神保健
の啓発に関する情報発信に努
めます。

病気の概要等を一般の人にも分かりや
すく知らせます。

こころの健康センターのホームページ上から厚生労働
省の「みんなのメンタルヘルス総合サイト」へリンクを張
りこころの病気についての理解を深めてもらえるように
しました。

精育園

利用者・保護者のニーズを聞き
業務にあたるよう努めます。

・担当者が不在でも対応できるよう、朝
礼等を通じ利用者の状況等についての
情報を共有化するように努めます。
・各課で職員の写真と名前の入った提
示物を作成します。

・朝礼、会議等で情報の共有化を図りました。
・職員紹介を作成し、掲示しました
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錦城学園

県民（入所者）へのサービスの
向上を図ります。

・施設職員は、挨拶と笑顔を欠かさず、
利用者の立場に立って、要望に応じた
親切・丁寧な関わりを行います。
・休日や夜間の電話は支援員が確実に
対応します。
・錦城学園の支援内容を理解していた
だき、正確な情報の提供や施設内の状
況がよくわかるようにホームページを更
新します。
・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。
・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。
・職員用の名札では、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。
・施設内各所にサービス向上スローガンを書いたポス
ターを掲示しました。

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。

・あいさつの徹底や職員が明るい対応
を心がけることとし、困っていそうな利用
者には、利用者からの声を待つことなく
センター職員から進んで声をかけます。
・利用者アンケート等、利用者のご意見
に耳を傾け、より良いサービス・企画の
提供に努めます。
・プラネタリウムのリニューアルオープン
に伴い、利用者に継続的にご満足いた
だけるよう努めます。

・利用者に気持ちよく利用いただけるよう、毎朝の朝礼
や月１回の職員会議等における意識喚起に努めまし
た。
・アンケート強化期間を設けたほか、プラネタリウムの
投映内容の改善等アンケート調査を踏まえた対応に努
めました。
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学園内の教育環境の向上に努
めます。

・図書室の充実に努めます。
・昨年度に引き続き学生アンケートを実
施し、今年度の学生の困っていること、
不便に感じていることを明らかにし、対
応します。

・他施設の図書室の調査や学生アンケートを実施し、
図書室改善について検討しました。その対応として①
自販機の内容の充実②通信教育掲示場の改善③掃除
用具の充実 等を行いました。

（泉保育所）
子育て支援事業として、毎週水
曜日、地域の親子に子育て支
援ルームを開放していますが、
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。

（泉保育所）
・子育て支援ルームのパンフレットを再
考し、近隣の商店・施設・小児科医等に
掲示の依頼をし保育所玄関のパンフ
レット台にも置きます。
・毎月発行している活動計画の案内を
見直し、看護師による乳児健康相談
や、親子遊び等の行事の情報をよりわ
かりやすく発信します。

（泉保育所）
・子育て支援ルーム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した。
・子育て支援ルーム活動計画の行事情報を別に出すな
ど、わかりやすく伝えるようにしました。

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。

・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、入所等の相
談に際し担当する児童相談所を的確に
紹介できるように努めます。
・電話対応は３コール以内に対応しま
す。
・来所者に対する「あいさつ」や「声か
け」を徹底し、親切・丁寧な対応に努め
ます。

・相談の時に、他部署を紹介する場面に遭遇した際に
は、速やかな案内を心掛け、その徹底に努めました。
・電話については、３コール以内の対応を心掛けまし
た。
・来所者に対する「あいさつ」や「声かけ」を日常的に行
うことを徹底しました。

保育専門学園


