
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。
・電話取り次ぎの際、上記座席表・分担表を活
用しスムーズな取り次ぎを行います。
・各グループ・室の前にそれぞれグループ名、
室名のプレートを置き来庁者に判りやすくしま
す。

・各グループ、各室の前のカウンター上に座席
図に業務概要を記載したものを配置するととも
に各グループ名のプレートも併せて設置しまし
た。
・電話の取り次ぎもスムーズにできています。

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。

・課で保有している物品をリストにし、グルー
プウェアで共有します。
・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。

・リストを作成し、課内の物品棚に掲示しまし
た。
・課内会議時等に整理整頓及び不要書類の廃棄
を職員に対し声かけしました。

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
込みを把握し対応するよう努めました。

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
な好印象にも繋げます。
・定時退庁の促進を図ります。

・定期的に（毎月１回または週１回３０分
等）、整理整頓の日を設け、仕事のし易い環境
作りに努めます。
・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）の補完することで、リフ
レッシュ、仕事の効率化を図ります。

・月１回３０分程度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
に努めました。
・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。

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３
回）

・毎週水曜日退庁時を整理整頓日とし、グルー
プリーダーがグループ員に声掛け運動を行いま
した。また、管理職員は、率先して整理整頓に
努めました。
・各グループリーダーが輪番制で、「きれい度
チェック表」により点検を実施しました。
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所属 目的 取組項目 取組実績

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。

・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。

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。（8月末現在ホームページ更新回数
１１回）

水産課
課内の書棚の整理整頓に努め、必要な情報に即
座に到達できるようにします。

・期日を定めて、不要不急の簿冊の廃棄及び別
室の書庫へ保管し、書棚を整理します。

執務室内の整理整頓が進展し、職場環境の美化
に寄与するとともに、資料の整理により、執務
効率の改善が図られました。

南加賀農林
総合事務所

県民の方々に事業内容を知っていただくととも
に、イベント案内等の情報発信を図り、県民の
皆さんに興味を持って見ていただけるホーム
ページの作成に努めます。

ホームページをわかりやすく改善し、定期的な
更新にとらわれず、イベント案内や営農に係る
情報などタイムリーな情報発信に努めます。

・事業の実施内容等についてトピックスとして
随時更新しました。
・事業内容を簡潔にまとめたリーフレットを掲
載し、事業内容の周知に努めました。

石川農林
総合事務所

事務所全体で業務に取り組めるよう、ワークプ
レイス改革の一つとして、様々な情報の共有化
を進めます。

・庶務事務支援システムの予定表を有効に活用
し、出張・会議だけでなく職員個々の業務予定
も登録します。
・所内会議等の資料、会議録等をメール配信す
ること等により、速やかな情報共有を図りま
す。

・職員個々の業務予定も登録することによっ
て、各職員の業務の進捗状況等の情報を共有化
できるようになりました。
・所内会議等で確認された行事予定等を、全職
員が速やかに共有することができるようになり
ました。

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。
・予定メールを活用し、会議や行事など内容も
あわせて出席者に一斉通知を行うことにより情
報共有の迅速化に資するよう努めます。
・玄関前等に、年間を通して何らかの花が咲く
よう花木を植えることで、職場環境を改善し、
モチベーションを高めていくとともに仕事の質
の向上につなげていきます。

・期限を設けて、下駄箱の整理整頓や不要な長
靴等の廃棄を実施しました。
・「戸水庁舎外構一斉除草日」を設けて、職員
の多数参加により、庁舎周辺の除草及び清掃を
実施しました。
・予定メールを活用し、会議や行事など内容も
あわせて出席者に一斉通知を行うことにより情
報共有の迅速化に資するよう努めました。
・所属内各部に呼びかけて、玄関前のプラン
ター等に季節の花木を植えることで、職場環境
を改善し、モチベーションを高めるとともに仕
事の質の向上に取り組みました。

中能登農林
総合事務所

半数弱の職員が人事異動しており、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。

・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。

各取り組みとも、年度当初と比較すれば、適切
な対応、応答が出来るようになりました。



所属 目的 取組項目 取組実績

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。

・事務所内で、目標や取組項目を掲示するとと
もに、部課長会議などを通して職員へ周知しま
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。
・また、電話を受ける際には所属や氏名を告げ
るとともに、対処と責任の明確化についても各
職員への周知協力のもと実施することが出来ま
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、期限等の過ぎた物や古くなった掲示物な
どは撤去するなど、整理整頓に勤めました。

（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）
・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。
・情報発信力の内容及び量・頻度において、よ
り適切な発信となるよう所内会議等での周知や
関係職員の研修を実施します。

（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、４～８月に２８回の更新を行いました。
・情報発信力向上のため、外部講師による職員
研修を計画(１０月上旬実施予定)しました。

（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。
・これまでの研究成果や、他畜産研究機関の情
報・資料が迅速に取り出せるよう、書庫内の整
理整頓に努めます。

（畜産試験場）
・環境美化の日を定期的に設け、日常の畜舎内
清掃に加えて、試験場内の樹木管理、雑草処理
等を一斉に行います。
・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。
・研究機関別、年次別に整理できるように書棚
のレイアウトを見直しします。

（畜産試験場）
・場内会議等を通して職員に周知するととも
に、週間、月間行事予定表に明記しました。
・場内会議は多くの研究職員が出席できる日に
開催し、情報共有を行いました。
・一人一人が整理整頓に心がけるよう場内会議
等で周知しました。

（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。
・県内木材業界への研究情報の提供に努めま
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。
・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。
・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）
・臨時職員も含めて、相談内容に対応できる担
当や、判断できないときの窓口を周知しまし
た。
・机に、他機関の連絡先を記したメモを常置
し、速やかに対応できるようにしました。
・業界では、メールによる情報連絡がうまくい
かず、情報提供に至りませんでした。
・緑の教室など開催案内をホームページで周知
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、ダム周辺の生き
物マップや危険箇所を掲示します。

・ダム見学は、実施３回で、延６２人を受け入
れました。
・ダムカード配布とアンケート協力は、
延４５６人に行いました。
・８月にホームページを改訂し、釣り禁止場所
や注意事項を追加・修正しました。

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。

・畜産農家の皆様に職員紹介リーフレットを配
布し、気軽にお問い合わせができる環境作りに
努めます。
・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。

立入検査等の際に、衛生情報リーフレットを配
布し、内容を説明しました。

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。

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。

・畜産農家の皆様に職員紹介リーフレットを配
布しました。
・衛生情報リーフレットを、手渡しで配布し、
内容を直接説明しました。

水産総合
センター

様々な事業の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。

事業別支出台帳を作成し、現年予算額、事業別
支出額、事業別予算残額が、各職員の入力によ
り随時、全ての職員が把握出来るようにしま
す。

各部、各事業所において、各職員が入力するこ
とにより、事業別支出額、執行残額を随時、把
握出来るようになり、効率の良い予算執行が行
われています。

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ます。 ホームページでの情報発信に努め、9月末時点
で、レースやイベント等の情報を８６件発信し
ました。


