
「作ろう！いしかわ県庁マンシップ」プロジェクト

所属 目的 取組項目 取組実績

企画調整室

書類等の整理整頓や、課内の情報共有によ
り業務の効率化・迅速化を図り、県民サー
ビスの向上に引き続き努めます。

・各Gから選出した職員で構成する「厚生政
策課・企画調整室整理・整頓WG」の検討結
果である、以下のルールを執務室に掲示
し、周知を図ります。
　①ノートパソコンの蓋、書類の表紙は帰
宅時に閉じる
　②床などのパブリックスペースにものが
ないよう、週に１度片付ける
・日常的な打ち合わせを積極的に行い、室
内の情報共有や進捗状況の把握について、
職員全員が高い意識を持つよう努めます。

・各Gから選出した職員で構成する「厚生政
策課・企画調整室整理・整頓WG」の検討結
果であるルールを執務室に掲示し、周知を
図りました。
・各ＧＬを中心に、業務の進捗状況等に関
する打ち合わせや確認・相談を積極的に行
いました。

厚生政策課

業務の効率化のため、引き続きワークプレ
イス改革に取り組みます。

・整理整頓について、企画調整室と共同で
定めたルールの周知徹底を図ります。
・ルールを守るよう助言・指導する「整
理・整頓推進員」を職員から選任します。

・企画調整室と共同で定めた整理・整頓
ルールについて、周知を図りました。
・ルールを守るよう助言・指導する「整
理・整頓推進員」を、管理グループから選
任しました。

長寿社会課

来庁者の皆様の相談等に適切に応対できる
ようワークプレイス改革（整理整頓の徹
底）に取り組みます。

・常に来庁者の応接に相応しい執務環境を
保持します。
・必要書類等はすぐお渡しできるよう、い
つも整理整頓しておきます。
・来庁者の方に良い印象を与えることがで
きるよう、個々のデスクの上やキャビネッ
トの上についても、整理整頓を図ります。

１０月及び３月に来庁者の通路となるフロ
アの整理整頓のほか、個々のデスクやキャ
ビネットの上の書類を収納するなど整理整
頓を一斉に行いました。

所属毎の取組　平成２５年度下半期実施報告（健康福祉部）



所属 目的 取組項目 取組実績

障害保健福祉課

制度や研修への電話等による問い合わせに
対して、迅速、丁寧な対応に努めます。

担当が対応に追われている際に、別の方か
らの問い合せがあった場合は、必ず、口頭
ではなく、メモを活用し、後で確認のフォ
ローを行うなどにより、確実な伝達に努め
ます。

メモに、誰から、いつ、どのような問い合
わせがあったのかについて記述することに
より、用件などを確実に伝達することがで
きたと思います。

医療対策課

電話等による県民の方からの問い合わせに
対して、適切に対応するため、職員同士の
情報共有に努めます。

グループウェアの予定表に、行事出席、外
出、年休等を入力するよう徹底します。

グループリーダーが定期的にグループウェ
ア内の各職員の予定を確認しました。

地域医療推進室

執務室内を整理整頓することにより、業務
の効率化を図るとともに来庁者の皆様を不
快にさせないような空間とするよう努めま
す。

毎月「整理整頓の日」を設け、取組の徹底
を図り、書棚に収納しきれていない簿冊を
減らしていきます。

毎月整理整頓に取り組み、特に、相談に来
庁された皆さまが不快にならないよう、接
客用テーブルの周囲については、常時徹底
しました。

健康推進課

県民の声をしっかり施策に反映させるた
め、職場内の情報共有を進めます。

課内共有フォルダを活用し、訪問記録等の
情報共有を進めます。

取組内容について、職員全員にメールを送
付するとともに、各グループリーダーがグ
ループ員に取組の徹底を呼びかけました。

薬事衛生課

定期的に執務室内の整理整頓に努め、来庁
者に不快な印象を持たせず、業務の効率化
を図ります。

・文書、簿冊の整理整頓に努めるととも
に、書架、書庫の整理をする「整頓日」を
設けます。
・紙の簿冊による保存だけでなく、PDFに
よる電子データ等の保存法保野活用を推進
します。

・月末を文書整理日として、各グループ毎
に書庫の整理に努めました。
・国からの通知文書など、必要に応じPDF
による電子データ化を行い、職員間での
データ共有を図るよう努めました。

少子化対策監室

仕事の改善として、業務の進捗管理の徹底
に取り組みます。

グループ単位のミーティングを月1回程度行
い、グループリーダーによる業務の進行管
理を徹底します。

グループ単位のミーティングを定期的に行
い、グループ内の業務把握に取り組みまし
た。



所属 目的 取組項目 取組実績

南加賀保健福祉
センター

地域住民（地元住人、地元農業生産組合）
との共生と来庁者を快適に向かえるため、
庁舎周辺の雑草の草刈り等、環境整備に努
めます。

・庁舎周辺の雑草の草刈りと伸びた木枝の
伐採を年4回程度実施します。
・庁舎と民地の境界にある農業用水路の清
掃（空缶、不燃物、汚泥の収集等）を年２
回程度実施します。

・庁舎周辺の雑草の草取りと伸びた木枝の
伐採を４回実施しました。（５月、８月、
１０月、３月）
・庁舎と民地の境界にある農業用水路の清
掃（空缶、不燃物、汚泥の収集等）を２回
実施しました。（５月、８月）

石川中央保健福
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、引き続き努めます。
・また、効率的な業務推進と安全運転につ
なげていけるよう、職場環境の改善に努め
ます。

・来所された方には、素早く応対のうえ担
当に引き継ぐなど、迅速な対応に努めま
す。
・来所された方に対する言葉づかいや応接
には、親切・丁寧な対応を心がけます。
・電話は、ベルがなってから３コール以内
にでます。また、相手方に電話応対者の氏
名を伝えるなど丁寧な対応に心がけるとと
もに、電話を長時間保留にすることや、電
話をたらい回しにすることのないよう努め
ます。
・快適な職場環境での業務を推進するた
め、全職員が整理整頓に心がけるほか、所
内周辺の草刈り等を定期的に行います。
・安全運転のための職員の意識改革を図っ
ていくため「交通事故防止５箇条」を制定
し、公用車の運転に際しては運転前に必ず
読み上げ、安全運転に心がけます。

・来所された方には、素早く応対し担当に
引き継ぐとともに、言葉づかいや応接に
は、親切・丁寧な対応を心がけました。
・電話は、ベルがなってから速やかに受け
電話応対者の氏名を伝えるなど丁寧な対応
に心がけるとともに、長時間待たせること
や、電話をたらい回しにすることのないよ
う努めました。
・快適な職場環境維持のため、全職員が日
頃から身の回りの整理整頓に心がけたほ
か、所内の大掃除や草刈り等を定期的に行
いました。
・安全運転を推進していくため「交通事故
防止５箇条」を作成のうえ全公用車に掲示
し、職員が運転前に読み上げるなどにより
安全運転への意識改革を図りました。

石川中央保健福
祉センター福祉
相談部

外部（来所者・電話による）、職員の所在
などに関する簡単な問合わせへの窓口対応
者によるスムーズな対応を目的とします。

前期の取り組みから、情報が窓口対応者の
ところに集約する形が出来、待ち時間の短
縮化に多少つながったが、窓口担当者のい
る部署はPCのネットワーク機能が使用でき
ないため、管理課で作成される行事予定表
の追加修正版を配る形をとっていました。
もっと効率のよい方法を模索します。

窓口の担当が交代しても、ホワイト・ボー
ド、行事予定表などを使うことで情報集約
ができました。



所属 目的 取組項目 取組実績

能登中部保健福
祉センター

大会議室を使用した各種会議への出席者か
らの電話での問い合わせや来庁した際の会
議室への案内をスムーズできるよう取り組
みます。

職員に配布する月間行事予定表に外部の利
用も含めた大会議室使用予定を記載し、職
員だれでもが電話対応できるようにしま
す。また、窓口近くの管理課ホワイトボー
ド(行事予定表)にも記載し、来庁者をスムー
ズに案内します。

当所主催会議のほかに、県庁等が大会議室
を使用して開催した会議１７件を月間行事
予定表に記載し、職員だれもが電話対応で
きるよう周知を図りました。また、管理課
ホワイトボードにも記載し来庁者のスムー
ズな案内に努めました。

能登北部保健福
祉センター

住民の皆様の相談や問い合わせに対応でき
るようワークプレイス改革に取り組みま
す。

・所内会議、月刊・週間行事予定表を活用
し情報の共有を徹底します。
・全職員がスケジュールを互いに把握し、
相談や問い合わせに迅速に対応できるよう
に行事予定表を活用し、勉強会を開催しま
す。

全職員がそれぞれスケジュールの共有・把
握を徹底し、住民の皆様への相談や問い合
わせに対しての迅速対応に努めました。ま
た、勉強会を毎月開催し、さらに情報の共
有、活用を図りました。

リハビリテー
ションセンター

効率的な執務環境の実現に取り組むととも
に、適切なホームページの管理運営を行い
ます。

・毎月１回、保存期間を経過した簿冊や不
要書類の廃棄、リサイクル用紙の搬出を行
い、効率よく仕事ができる執務環境をつく
ります。
・毎月１回、ホームページの内容につい
て、リンク切れや期限の切れた古い情報が
ないかチェックし、適切な情報提供を行い
ます。

・保存期限の切れた簿冊や不要書類を整理
し、廃棄を行いました。
・共用で使用する保管庫の事務用物品につ
いては、必要なものがすぐ取り出しやすい
よう整理・整頓しました。
・月１回、ホームページのリンク切れや古
い情報がないかなど、チェックを行いまし
た。

保健環境セン
ター

・ホームページの運用に際して、センター
の業務内容にとどまらず、最近話題となり
県民の関心も高まっている保健・環境分野
のトピックについて、適宜内容を追加し、
県民の皆様に興味を持ってご覧頂けるよう
にします。
・センター来訪者のために、センターの業
務内容や実績を簡単に理解して頂けるよう
な展示等を行います。

中国江蘇省との研究員相互派遣交流など下
半期に予定されている当センターのトピッ
クを引き続き、できる限り高い頻度でホー
ムページに記載していきます。

以下の4件のトピックをホームページに掲載
したほか、PM2.5の速報値を１時間毎に更
新し、まとめた情報を毎週更新・掲載して
います。
・地方衛生研究所全国協議会東海・北陸支
部  環境保健部会の開催
・中国江蘇省へ専門家を派遣
・H25年度研究評価の概要
・H25年度医学倫理審査の概要



所属 目的 取組項目 取組実績

こころの健康セ
ンター

一般の人が参加しやすいように、講演会・
研修会の開催日を検討します。

精神障害者の家族等が参加しやすいように
講演会・研修会の土曜日・日曜日の開催を
増やします。

関係者が参加しやすいように１０月から３
月までの土曜日・日曜日に開催した講演
会・研修会等は合計１５回でした。

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。また、利用者が気持ちよくご利用い
ただけるよう、職員の資質向上に取り組み
ます。

・今後とも利用者に気持ちよくご利用頂く
ため、利用者の声やアンケートに耳を傾
け、より良いサービスの提供や事業の企画
運営に努めます。
・利用者からセンター行事の問合せがよく
あることから、より分かり易く、早く情報
を提供できるようホームページ等を通じた
情報発信に努めます。

・毎朝の朝礼や月１回の職員会議等におい
て、アンケートなどの結果も踏まえ利用者
が気持ちよく利用いただけるように努めま
した。
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを全面改修し各種事業の情報発
信に努めました。
・また、センター内に電光掲示板を設置し
来場者への情報発信にも努めました。
・プラネタリウムでは、アンケート調査も
踏まえ、オリジナル番組の制作にも努めま
した。

児童生活指導セ
ンター

・施設環境を最良の状態に維持します。
・児童等とのコミュニケーションの構築を
図ります。

・児童たちが、安心安全な環境の中で生活
しているということを実感できるように、
職員が一丸となり環境美化への取組みを行
うことに加え、児童自身に環境を美化する
ことの喜びを体得させるため、児童による
環境美化活動を、職員の支援の下、継続し
て行います。
・児童の日常生活の手本となるよう、職員
執務室内の書類、備品類の整理整頓の徹底
を継続して行います。
・児童が日常的にあいさつを励行するよ
う、あいさつ運動を継続して行います。
・センター職員と分校教員との密なる連携
を図るため、毎日、授業終了後に、児童の
１日の生活状況について振り返る「ミー
ティング」を継続して行います。

・毎日の日課に清掃や整理整頓の時間を設
け、環境美化をすることの喜びを児童に体
得させる取組を、職員の支援の下、継続的
に行いました。
・職員執務室内の書類、備品類の整理整頓
の徹底を継続して行いました。
・当センター職員及び分校教員の指導の
下、毎朝児童が当番制で校舎玄関前におい
て、あいさつ運動を実施するとともに、校
舎内で児童と職員等が顔を合わす際には、
必ずあいさつすることを実践しました。
・授業終了後に、児童の１日の生活状況に
ついて振り返る「ミーティング」を継続し
て実施しました。


