
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
上に努めます。

・定期的に身の回りの書類等の整理整頓を行い
ます。
・グループミーティングや日常的な打ち合わせ
等を活用し、各グループ・職員の作業状況を把
握するなど、室内の情報共有の促進に努めま
す。

・集中整理機関を設定し、書類の一斉整理に取
り組みました。また、厚生政策課と共同で、執
務室内の整理ルールを作りました。
・日常的な打ち合わせの機会を活用し、業務の
進捗管理や情報共有を行う事を徹底しました。

厚生政策課

業務の効率化のためワークプレイス改革に取り
組みます。

・集中整理期間を設定し、書類の一斉整理に取
り組みます。
・一斉整理後に、整頓された状態が継続できる
ように、最低限度の明確なルール作りに取り組
みます。
・ルールを定めたら、守るよう指導する推進員
を職員から選任します。

・集中整理期間を設定し、書類の一斉整理に取
り組みました。
・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」で検討した結
果、以下のルールを作りました。
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

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

・５月に各システム端末のある共有エリア内を
整理・再設営し、空いたスペースを活用し、書
類を収納するなど整理整頓に努めました
・６月に執務室入口の受付周辺や来庁者の通路
となるフロアの整理整頓を一斉に行いました。

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、メモによる伝達により、確実な伝達に努め
ます。

メモによる伝達は、ほぼ浸透しました。

医療対策課

県民の皆様が満足していただける接遇を実現し
ます。

・電話の応対時には、丁寧な口調で、必ず所属
名と名前を名乗ります。
・電話応対は１コール以内で対応するよう努め
ます。
・接遇の研修を開催するなどして、職員の接遇
向上に努めます。

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。

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。

日頃から整理整頓に努めるとともに、毎月「整
理整頓の日」を設け、取組の徹底を図ります。

特に、打合せに来庁された方を不快にさせない
よう、打合せテーブルの周囲の整理整頓に取り
組みました。
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所属 目的 取組項目 取組実績

健康推進課
住民の皆様の相談に迅速に対応できるようワー
クプレイス改革に取り組みます。

チラシや申請書等はすぐお渡しできるよう、い
つも整理整頓し、配置を工夫します。

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され、より手に取りやすい
配置になるよう努めました。

薬事衛生課

来庁者に確実対応するため職員間の情報共有を
図るとともに、事業が停滞しないよう進捗管理
に努めます。

・グループウェア等で個人のスケジュールを明
確にし、担当者が不在になる場合の引継を行い
ます。
・進行管理行程表で実施時期を明確にし、遅滞
がないよう事業の進行管理に努めます。

・関係書類等は所定の保管書庫で所在箇所を明
確にし、特記事項等については、口頭伝達及び
メモ等により来庁者に不便をかけないよう努め
ました。
・各事業の進捗状況をグループミーティング等
で随時確認し、適正な進行管理に努めました。

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
徹底しました。

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３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２回（５月、８月）実施しました。
・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（５
月、８月）実施しました。

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
の向上に努めます。
・また、業務のスケジュール及び進捗状況の情
報の共有を図っていくことで、計画的かつ効率
的な業務の執行に努めます。

・窓口に来所された方には、素早く応対し、直
接の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、電話を何回も転送す
るなどたらい回しにすることのないよう努めま
す。
・全職員が、すべての業務に関する情報を共有
することで、円滑な業務の執行につなげていく
ため、最低でも週１回のペースで、所内会議を
開催し、情報の共有を図っていきます。

・所内の窓口に、窓口サービスの向上に努める
旨のチラシを貼り付け、全職員の意識改革に努
めました。
・所内会議を、週初めに必ず開催し、窓口サー
ビス等取組みの徹底を周知するとともに、不手
際が生じたケース等について事例報告を行い、
改善策について情報共有を図りました。
・また、円滑な業務の推進を図っていくため、
所長ヒアリングを定期的に実施し、業務のスケ
ジュール管理や進捗状況について、情報共有を
図りました。



所属 目的 取組項目 取組実績

石川中央保
健福祉セン
ター福祉相
談部

現在の状況では、電話窓口の部分で、各職員の
予定確認が困難な状況のため、確認のため掛け
手を待たせ迷惑を掛けてしまうことが多々あ
る。問い合わせがあった場合、最低限の動きが
分かるように工夫します。

電話窓口の担当は庶務事務支援システムを利用
して職員の予定や、在不在といった最低限の動
向確認も不可能な状況にあるので、少なくとも
最小限の情報が集約された予定表を作成するこ
とで、掛け手への負担の軽減に努めます。

PCのネットワーク機能の使用できない部署の
ため、管理課作成の紙ベースの行事予定表に、
情報の不足部分を補い、窓口担当者に情報が集
まるようにしたところ、以前より職員の動向が
つかみやすくなりました。

能登中部保
健福祉セン
ター

県民の皆様からの相談、各種申請等に迅速に対
応できるようワークプレイス改革に取り組みま
す。

相談、申請等に必要な申請書やパンフレット等
必要書類がすぐに取り出せるよう、机周りの等
の整理整頓に取り組み、来庁された方や電話に
よる問い合わせなどに迅速な対応をします。

・必要な書類がすぐ取り出せるよう、各々の職
員が机周り等の整理整頓を行いました。
・申請書類等は、担当者が不在でもすぐ取り出
せるように課内職員に保管場所を周知し、来庁
者への迅速な対応に努めました。

能登北部保
健福祉セン
ター

全職員が所内業務の情報を共有することを進
め、電話及び来庁されるお客様に対して迅速・
親切な対応に努めます。

職員全員が所内業務内容の情報把握・提供に努
め、電話及び来庁されるお客様に迅速・親切な
対応を心がけます。

電話及び来庁されるお客様に親切・丁寧な対応
を行い、関係課への迅速な案内を心がけまし
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努めます。 月２回整理整頓の日を設け、机周りの書類整理
を行い、不必要なものは処分するなど、良好な
作業環境をつくります。

毎月第２・４水曜日を整理整頓の日に設定し、
職員への一斉メールや張り紙で取り組みの実施
を呼びかけました。

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。

・現在県民の関心と興味があるトピックについ
て随時掲載します。例えばPM2.5についての解
説や速報値をホームページに追加掲載します。
・玄関ホールにセンターの行っている調査研究
の紹介を中心としたパネルを展示します。

・新型インフルエンザや閉鎖性水域の水質汚濁
など、県民の関心が高いトピックに関して当セ
ンターが実施している調査研究について紹介し
ました。
また、PM2.5の速報値を毎週月曜日に更新する
こととしました。
・当センターの業務紹介やセンターで行ってい
る調査研究のパネルを作成し、玄関ホールに設
置しました。

こころの健
康センター

ホームページ上での研修会・講演会等の迅速な
情報発信に努めます。

研修会や講演会の問い合わせに対応するため、
ホームページ上の研修会等の案内を常に見直
し、期限切れ等のチェックを行うとともに迅速
な情報の発信に努めます。

毎週開催している所内会議において各課の研修
会・講演会の情報を共有し、ホームページ上で
の研修会・講演会の最新情報の発信を行いまし
た。



所属 目的 取組項目 取組実績

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。

・あいさつの徹底や職員が明るい対応を心が
け、困っていそうな利用者には、センター職員
から進んで声をかけます。
・利用者の生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。

・利用者からの苦情・要望は出来るだけ対応す
るとともに、毎朝の職員打合せにおいて対応の
徹底を図りました。
・このほか課長会議(月1回以上開催)において
重要案件等を検討し、必要なものは職員に周知
しました。
・アンケートは期間を決めて集中的に収集しな
がら、必要なものは苦情・要望と同様に対応し
ました。
・時には、利用者から職員の愛想が良くないと
の苦情があったことから、面談の上、改善を図
るよう対応の徹底を図りました。

児童生活指
導センター

児童等とのコミュニケーションの構築を図りま
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。

・毎日の日課に職員の支援の下、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（以下「職員
等」といいます。）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
施しました。
・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。


