
「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

農業政策課
企画調整室

各グループの業務内容を明確にし、来庁者
が判りやすい案内にするよう取り組みま
す。

・課内入り口に座席表と業務分担概要を表
示します。
・課内出入り口３カ所の廊下側にも同様に
座席図、業務概要を記載したものを設置
し、来庁者がスムーズに係りが判るように
します。

座席表と業務分担概要を設置したところで
あり、来庁者にスムーズに案内等ができる
ようになりました。

生産流通課

県民からの問い合わせ等に迅速に対応する
ため、効率的に仕事を進められるようワー
クプレイス改革に取り組みます。

・カウンターの上を常にきれいにし、パン
フレット等を見やすいように配置します。
また、掲示期間が終了したものは捨てるな
ど整理整頓に努めます。
・職員がよく利用する様式の電子データを
まとめ、グループウェアで共有します。
・毎月最終金曜日を「整理整頓デー」と
し、身の回りの整理整頓、不要書類の廃棄
等を実施します。

・随時、カウンターの整理整頓を行い、パ
ンフレット等を手に取りやすいように配置
しました。
・年度末に、不要書類を一斉に廃棄を行い
ました。
・随時、職員に対し整理整頓を呼びかけま
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。

・あいさつと笑顔をかかさず、親切・丁寧
な対応に取り組みました。
・許認可の見込み、日程・問題点等につい
て事前に見込みを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した。

農業基盤課

・身のまわりの整理整頓、書類棚の整理整
頓を通して、仕事の効率性を高めるととも
に対外的な印象にも繋げます。
・定時退庁の促進を図ります。

・定期的に（月１回３０分程度）、整理整
頓の日を設け、仕事のし易い環境作りを行
います。
・四半期に一度、書類棚の整理整頓の日を
設け、効率良く仕事ができる環境作りを行
います。
・グループ単位の定時退庁日を設定し、通
常の定時退庁（水曜日）を補完すること
で、リフレッシュ、仕事の効率化を図りま
す。

・月１回３０分等の整理整頓の日を設け、
身の回りの整理を行い、仕事のし易い環境
を作りました。
・年数が経過した書物等を処分し、書類等
の検索が容易になりました。

所属毎の取組　平成２５年度下半期実施報告（農林水産部、競馬事業局）



所属 目的 取組項目 取組実績

農業安全課

執務環境にやさしい執務室を構築します。 【整理整頓の徹底を実施します】
・机上、カウンター上のクリーン化を目指
します。
・不用書類の一斉廃棄を実施します。（年
末、年度末）

・年度始めに、机上、カウンター上のク
リーン化を実施し、以降、毎週水曜日、１
５日、月末において、呼びかけを行い、職
員による「きれい度チェック」を実施する
ことにより、職員一人一人がクリーン化に
努めました。
・年２回不用書類の一斉廃棄を実施しまし
た。

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
周知に努めることを目的とします。

・課内の各種打合せに課内業務の周知を織
り込み課員間の情報共有に務めます。
・迅速なホームページ改定により各種制
度・事業の周知に努めます。

・月例課内打合せなどで課内業務内容の周
知を行い情報共有に努めました。また課内
学習会を２回開催しました。
・迅速なホームページ改定による情報の周
知に努めました。（２月末現在ホームペー
ジ更新回数６６回）

水産課

来庁者が来庁目的を達成するための担当部
局を速やかに案内できるようにします。

課内入口に庁舎内各階の配置図を設置し、
不案内な来庁者にもわかりやすく教示でき
るようにします。

課内入口に庁舎内各階の配置図を設置し、
来庁者への親切な対応に努めました。

南加賀農林総合
事務所

県民の皆様に業務内容等を知っていただく
ためのホームページの更新、来所いただい
た方にはわかりやすいように情報の提供が
できるよう努めます。

・ホームページのタイムリーな更新に努め
ます。
・パンフレットやチラシは、種類ごとに整
理・配置しわかりやすくします。

・ホームページでは、業務案内を随時更新
し、また、イベントの開催結果などをト
ピックスとして随時更新しました。
・パンフレットやチラシの配置場所では、
農林関係のパンフレット等の位置がすぐわ
かるよう表示しました。

石川農林総合事
務所

事務所全体で効率的に業務に取り組めるよ
うワークプレイス改革に取り組みます。

・所内会議等の資料、会議録等のメール配
信に加え、毎日の行事予定を前日の退庁時
にメール配信します。
・事務所で保有する物品を保管位置も含め
リスト化し、その情報を共有します。

・毎日の行事予定をメール配信することに
よって、行事予定の情報共有がより促進さ
れました。
・物品とその保管位置をリスト化すること
によって、事務の効率化、物品の共用を図
ることができました。



所属 目的 取組項目 取組実績

県央農林総合事
務所

来所される県民の皆様に御満足いただける
ようワークプレイス改革に取り組みます。

・定期的に「所内一斉ディスポーザル
デー」を設けて、書類の整理整頓や不要書
類の廃棄を実施します。
・予定メールの活用を発展させ、会議や行
事だけでなく、職員個々の業務予定も登録
することにより情報共有に努めます。

・処理方法や実施日を定めて、書類の整理
整頓や不要書類の廃棄等を一斉に実施しま
した。
・予定メールの発展的活用については、大
多数の職員が会議や行事名だけでなく、職
員個々の一日のおおまかなスケジュール情
報の入力を行い、所内で情報の共有を図り
ました。

中能登農林総合
事務所

・半数弱の職員が人事移動しており、今年
度も窓口での接客や電話での応接を丁寧、
的確に行うよう努めます。
・仕事の効率化及び対外的な好印象に努め
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
在でも的確な対応に努めます。
　また、担当者が出張等の際は、他の職員
に、不在中に応接が見込まれる案件を必ず
伝えます。
・外線電話の応答の際は、事務所名・部名
のほか応答職員の氏も伝えます。
・毎月第４水曜日の最終３０分を整理整頓
時間とし、机上のクリーン化、書類の整理
に努めます。

・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は、応答職員の氏ま
で伝えることが定着しました。
・毎月第４水曜日を整理整頓時間とし、机
上のクリーン化、書類の整理に努めまし
た。

奥能登農林総合
事務所

窓口での接客や電話での応接では「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、部課長会などにおいて職員への
周知に努めました。
・各職員には、外部からの目に対する意識
を常に持つことと、訪問者(来庁者)と接する
際は、挨拶と迅速かつ丁寧な対応に努めま
した。
・電話での会話では、応接の際に所属氏名
を告げることで責任の明確化に努めること
とし、重ねて職員への周知徹底に努めまし
た。
・所内各部のカウンターで掲示・配布等を
行っているパンフレット等については、時
期・時節に鑑み、期限が切れた物は速やか
に撤去を行うなど整理整頓に努めており煩
雑とはならないよう心がけました。



所属 目的 取組項目 取組実績

（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。
・伝える力(情報発信力)の向上に努めます。

（農業試験場）
・一般県民からの電話相談等に対し、迅速
に対応するためノウハウの蓄積や情報の共
有化を図ります。
・農業試験場のホームページにおいても、
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、よりよく関係者に理解してもら
うため、職員研修により情報発信力の向上
を図ります。

（農業試験場）
・電話相談の内容を項目別に「営農相談日
誌」等に記録、分類整理、共有化(ファイル
サーバー)を行いました。
・ホームページにより適切な情報を提供す
るため、２９回の更新を行いました。
・情報発信力向上のため、外部講師による
研修を、１０月１日に生産流通課主催とし
て開催し、若手職員を中心に５４人(当セン
ター、２８人)の参加がありました。

（畜産試験場）
・見学者が気持ちよく過ごすことができる
よう、試験場内の環境美化に取り組みま
す。
・畜産農家の要望をしっかり研究に反映さ
せるため、職場内の情報共有を進めます。

（畜産試験場）
・環境美化の日を定期的に設け、試験場内
の樹木管理、雑草処理等を一斉に行いま
す。
・畜舎内の清掃と整理整頓を図り、環境美
化に努めます。
・場内会議を活用して情報を共有化し、畜
産農家のニーズに沿えるような研究テーマ
の掘り起こしに努めます。

（畜産試験場）
・月1回の場内会議を通して環境美化の日の
周知しました。
・場内会議は概ね多くの研究職員が出席で
きる日に開催し、情報共有ができました。

（林業試験場）
・森林、林業、木材に関する相談に迅速に
対応します。
・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。

（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。
・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。

（林業試験場）
・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
応しました。
・イベント情報、公園利用の注意事項など
をホームページに掲載しました。

農林総合研究セ
ンター



所属 目的 取組項目 取組実績

大日川ダム管理
事務所

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たり、危険な点に注意
をいただけ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。
・ダムカードを作成し配布すると共にアン
ケートをお願いし、ダムの感想や意見を把
握し今後の管理に反映します。
・ホームページ内容を拡充します。
・見学者用パンフレットを拡充します。

・ダム見学会を４回開催し、参加者は延べ
80名となりました。
・ダムカードは、５９４枚配布しました。
・ホームページの内容を一部追加改訂しま
した。
　　･立ち入り禁止区域の明確化
　　･釣りの留意事項
　　･その他お願い事項
・見学者説明が理解されやすいよう、新た
に映像を取り込んだパワーポイントを作成
し説明を行いました。

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。

・衛生情報リーフレットを、できるだけ直
接手渡して配布し、内容を説明することに
より、情報発信を充実します。
・ホームページの内容の充実に努めます。

・畜産農家の皆様に伝染病の発生状況等、
最新の衛生情報リーフレットを配布し、内
容を説明しました。
・衛生情報のホームページを立ち上げ、掲
載内容を所内で定期的に検討し、その充実
に努めました。

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。

衛生情報リーフレットを、できるだけ直接
手渡して配布し、内容を説明することによ
り、情報発信を充実します。

伝染病発生状況等の衛生情報を、畜産農家
の皆様の顔を見て、内容を説明しました。

水産総合セン
ター

平成２５年度１年を通して、事業区分ごと
に支出を明確にし、職員全員が各事業予算
を把握し事業の目的に沿った、予算管理を
行います。

上半期において、各職員の入力により、事
業別支出額、事業予算残額が把握出来るよ
うになりましたので、下半期の年度精算に
向けて、１年間の取り組みとして予算に十
分対応する事業別支出を行います。

下半期においては、年度精算に向けて１年
間の取り組みとして、予算に対応する事業
別支出について職員全員が把握し、予算管
理が十分に行えました。

競馬事業局

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。

・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。
・案内所でお客様がパンフレットやチラシ
等を手にとりやすいような配置としまし
た。


