
所属 目標 取組項目 取組実績

企画調整室・
農業政策課

来庁者に対して親切でスムーズな対
応・案内に努めます。

・課入口に掲示している座席表と各
グループ等の業務分担表について、
一見して確認できるよう各グループ
毎に色分け表示をします。
・入口近くのカウンターにも座席表と
業務分担表を表示します。
・来庁者への声かけ、挨拶に努めま
す。

・各グループ毎に色分けした座席表と業務分担表を、
課入口及び入口近くのカウンターに表示し、来庁者
の利便向上に役立てました。
・来庁者に対して積極的な声かけ、挨拶に努めまし
た。

生産流通課

新鮮でわかりやすいホームページ作
りに努めます。

毎月最終水曜日を「ホームページリ
フレッシュの日」と決めて点検等を実
施します。

毎月最終月曜日の課内会議で当週の水曜日が
「ホームページリフレッシュの日」であることを周知し、
グループごとに注目情報やリンク切れ等の確認を行
い、随時更新等を行いました。

経営対策課

県民からの照会や相談には、わかり
やすいことばで、誠意をもって対応し
ます。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・
丁寧に対応します。
・許認可の見込み、日程・問題点等
について事前に見込みをお話しでき
るよう現状の許認可の見込みを把握
し対応します。

・来客者にすばやく対応するようにしました。
・許認可については、農業会議の日程が決まってい
るので、見込み・日程などを親切に説明しました。

農業基盤課

個人用パソコンの待機電力の削減
を通じて、執務室内のCＯ2を削減し
ます。

・休日前や長期出張前には、退庁時
に個人用パソコンのコンセントを抜く
ことにより、待機電力の削減に努め
ます。

・休日前や長期出張前の退庁時に、職員が個人用パ
ソコンのコンセントを抜くことを概ね実施したことによ
り、待機電力の削減に努めたことと節電に努める意
識を持つようになりました。

農業安全課

来客環境にやさしい執務室を構築し
ます。

・礼で始まり、礼で終わる和（輪）のお
もてなしを心がけます。
・執務室内のカウンターにグループ
案内を表示します。
・各種申請書は、カウンターに設置
し、課員全員が対応できるようにしま
す。

・執務室内の環境整備（グループ案内表示、各種申
請のカウンター設置及び課員におけるグループを超
えた共有等）に取り組むことにより、来客・電話対応を
よりスムーズにできるようになりました。また、接遇意
識の高揚にもつながりました。
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森林管理課

・課内業務内容について、課員の情
報共有と理解を深め、問い合わせへ
の即応と迅速な周知に努めます。

・各種補助・制度の内容や手続きに
ついて課内学習会を行います。
・迅速なホームページ改定により各
種補助・制度の周知に努めます。

・課内学習会を５回開催しました。
・ホームページの計画的な改定や各種補助・制度の
改変にあわせた迅速な随時の改定をしました。

水産課

・県民の皆様にご満足いただける電
話対応に努めます。
・来庁者に対してスムーズな対応・
案内ができるようにします。

・電話の受発信時には、必ず所属名
と名前を名乗ります。

・課内会議において取組項目を周知したことにより、
ほとんどの職員が所属名・氏名を名乗るようになりま
した。

南加賀農林総
合事務所

来訪者（電話も含む。）にわかりやす
く、親切で速やかな対応に努めま
す。

・職員一人ひとりが、あいさつと笑顔
を欠かさず、親切丁寧に応対いたし
ます。
・来訪者には、最初の応対者が責任
をもって担当窓口まで迅速に案内し
ます。
・来訪者には用件を先に聞くよう心が
け、電話にはまず名のり受信者が責
任をもって担当者につなぎます。
・来訪者等の用件が農林行政以外で
あっても、親切に相手の話を聞き、必
要に応じ担当部署の連絡先を案内し
ます。

・執務室内の見やすい場所での「目標」と「取組項目」
の掲示により意識の向上が図られ、来庁者への親切
丁寧な対応が進んでおり、また、電話応対では、ま
ず、名乗ってからの応対に努めました。
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石川農林総合
事務所

・来庁者の皆様からの問合せ等に対
し、分かりやすく的確で迅速な対応
に努めます。

・庁舎内案内がより分かりやすいも
のとなるよう努めます。
・他の職員の業務についても理解を
深め、情報の共有化を図り、的確な
対応ができるよう努めます。
・よくある問合せ事項等については、
ホームページで分かりやすく情報提
供するよう努めます。

・文字を大きくすることなどによって庁舎案内図をより
見やすいものとし、併せて、各部の担当業務について
も表示することとしました。
・担当者が不在でも的確な対応ができるよう、事前の
資料等の準備、業務の伝達に努めました。
・よくある問合せ事項等をふまえ、ホームページの更
新を行いました。

県央農林総合
事務所

来所される県民の皆様にご満足い
ただける庁舎環境の実現に努めま
す。

・構内の緑地帯・玄関前等に、年間を
通して何らかの花が咲くよう花木を植
え、来庁者の心を和ますような美化
に努めます。
・執務室等には、花、観葉植物等を
置き、潤いと安らぎのある環境作りに
努めます。
・執務室内、庁舎内壁、廊下・通用口
等の整理整頓に努めます。

・所属内各部に呼びかけて、プランターのほかに、庁
舎周辺の植樹帯にも季節の花を植え、来庁される方
を和ませるような美化に努めました。
・執務室内に花器等を設置しました。
・春季と秋季に、職員の多数参加により、庁舎周辺の
除草及び清掃を行い、環境整備に努めました。
・定期的な巡回により、庁舎内外の整理整頓に努め
ました。
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中能登農林総
合事務所

窓口での接客や電話での応接をこ
れまでよりさらに丁寧かつ的確に行
うよう努めます。

・各種申請事務に係る担当者以外の
職員も対応マニュアルの把握に努
め、担当者が不在でもスムーズな対
応に努めます。
　また、担当者が出張等の際は、不
在中に対応の可能性が見込まれる
案件について、前もって他の職員に
その旨を必ず伝えます。
・外線電話を受ける際、事務所名・部
名のほか、受けた職員の氏も必ず相
手に伝えます。

・各種申請事務の担当者が不在の際、他の職員が適
切な対応に努めました。
・外線電話の応答の際、応答職員の氏まで伝えるこ
とが定着しました。

奥能登農林総
合事務所

丁寧でわかりやすい対応・接遇に努
めます。

・来庁者には挨拶を忘れず、笑顔で
迅速に対応します。
・はっきりした回答ができない場合
は、後日調査した上で回答するなど、
丁寧な対応を行うようにします。
・電話を受けるときには所属・氏名を
告げ、用件の確認、対処方法等責任
の所在を明確にします。
・パンフレットは整理整頓し、分かり
やすくします。

・事務所内に目標、取組項目を掲示するとともに、部
課長会議などにおいて職員に周知しました。
・各職員は常に意識を持って来所の方への挨拶と迅
速かつ丁寧な対応に努めました。
・電話を受ける際は所属氏名を告げるよう各職員に
周知し、実施しました。
・パンフレットの整理整頓は所内各部のカウンター上
で出来るだけわかりやすく置くよう心がけ、実施しまし
た。
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農業総合研究
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。

（畜産試験場）
・環境美化の日を設け、場内の清浄
性を維持します。

（林業試験場）
・森林、林業、木材に関する相談に
迅速に的確に対応します。
・県内木材業界への研究情報の提
供に努めます。

（農業試験場）
・電話相談等に対し、迅速な対応が
求められることから、ノウハウの蓄積
や情報の共有に努めます。
・農業試験場の仕事の内容を包括的
に紹介するホームページとなるよう
充実に努めます。

（畜産試験場）
・一斉場内美化の日を定期的に設け
ます。

（林業試験場）
・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。
・情報を希望する県内の木材業界
に、メールを使って木材に関する研
究や普及に関する迅速な情報提供
に努めます。

（農業試験場）
・来館者（お客様）が、分かりやすく、迷わない窓口案
内となるよう具体的な内容を表示するなど工夫しまし
た。
・電話相談の内容を項目別に「営農相談日誌」等に記
録し、併せて回答内容の関係資料の取りまとめや相
談項目の分類整理を行いました。
・ホームページリニューアルプロジェクト」において、１
１名の若手職員が中心となり情報政策課の指導の
下、内容を見直し８月１日に新ホームページを公開し
ました。その後も「みんなの質問箱」の更新等内容の
充実に努めました。

(畜産試験場）
 ・日常の庁舎・畜舎内外の清掃ほか定期的に場内の
除草や樹木管理を実施するとともに隣接の国道沿線
の除草を実施しました。

（林業試験場）
・きのこ、樹木病害虫など相談の多いものの担当を明
確化するほか、対応が不明な場合の窓口を明確化し
ました。年間、１０００件近くの相談に対応しました。
・木材の研究情報やイベントを、メール配信を希望す
る企業に5回送りました。
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大日川ダム管
理事務所

・見学者に対し、ダムの機能をより理
解していただけるよう努めます。
・事務所前の竣工記念碑花壇の美
化に努めます。

・パンフレットやダムカード等により、
農業用ダムとしての機能を理解して
いただけるようＰＲに努めます。
・ダムを訪れる方々に和んでいただ
けるよう、花や地覆類等で花壇の美
化に努めます。

・ダムの見学者に対し、４月からダムカードを５９０枚、
生きものマップを３４９枚提供しました（3/4時点）。
・６月にヒメイワダレ草の苗を植え、防草土を蒔くこと
により花壇の美化を行い、７月に白山市鳥越支所より
「花いっぱい運動」の一環で支給された花をプランタ
で飾り花壇の環境整備をしました。

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。

・畜産農家の皆様へ衛生情報リーフ
レットを定期的に配布し、情報発信を
充実します。

・定期の立入検査時、畜産農家にリーフレット（海外
の口蹄疫、鳥インフルエンザの発生状況等）を配布し
ました。また、畜産農家のニーズに応え、関係資料を
作成し説明・指導を行いました。

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。

・畜産農家の皆様へ衛生情報リーフ
レットを定期的に配布し、情報発信を
充実します。

・畜産農家の方に、顔写真入りの職員紹介リーフレッ
トを配布し、気軽に相談できるような環境作りを行い
ました。
・畜産農家の方に、海外の口蹄疫や鳥インフルエン
ザの発生情報を記載したリーフレットを配布しました。
・畜産農家の方に、消毒ゲート設置の案内を行いまし

水産総合セン
ター

・わかりやすいホームページにする
ために内容等について再点検を行
います。
・子供たちに加えて一般の人も対象
に「おさかな なんでも相談室」を開
催し、魚などに関する疑問に答えま
す。

・センター内の各部のホームページ
担当者が連携を密にし常に最新の内
容となるよう努めます。
・郵便や電話、当センターホームペー
ジで「おさかな なんでも相談室」とし
て相談を随時受け付け、1週間以内
に回答します。

・センター内の各部及び事業所のホームページ担当
者が連絡を取り、常に全部署で、統一のとれた最新
の情報を提供しました。
・海洋漁業科学館における夏休み企画（7/24～8/31）
として「海と魚の不思議なんでも相談室」を開催すると
ともに、加えて本年度４月から本格的に実施した月１
回の企画展に参加した多数の来館者からの質問等
にも丁寧に回答し、県民サービスの向上に努めまし
た。なお、水産総合センターでは、業務に関する水産
関係者からの相談には、常にすみやかに対応してお
り、一般の相談でも同様の体制をとりました。


