
「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

執務室内の整理整頓に努め、業務の効率化、職場
環境の改善を図ります。

日頃から整理整頓に努めるとともに、月１回程度
「整理整頓デー」を設け、取組の徹底を図りま
す。

各職員が、机の上やその周辺にある書類等の整理
整頓を行いました。

厚生政策課

業務の効率化のため、「電子データの整理整頓」
に取り組みます。

・各グループから選出した職員で構成するワーキ
ンググループで定期的に検討を行い、共有サーバ
上の電子データについて、以下のようなルールを
設定します。
　①保存先フォルダの階層の分け方
　②ファイルの名前の付け方
・書類についても、集中整理期間を設定し、一斉
整理に取組みます。

・各グループから選出した職員で構成するワーキ
ンググループで協議し、共有サーバ上の電子デー
タについて、以下のようなルール設定を検討しま
した。
　①保存先フォルダの階層の分け方
　②ファイルの名前の付け方
・書類についても、８月中旬に一斉整理に取組み
ました。

長寿社会課

来庁者の皆様に満足していただけるよう、接客マ
ナーの向上に取組みます。

・来庁者に積極的に声かけを行い、親切かつ丁寧
な言葉で接します。
・パンフレットやチラシをすぐお渡しできるよう
配置や整理整頓に努めます。

・各グループに接客マニュアルを配布し、接客マ
ナーの向上のための意識共有に努めました。
・カウンターの上に置いてあるパンフレットやチ
ラシを見やすいような配置にし、整理整頓にも努
めました。

障害保健福祉課

迅速な事務処理を行うため、整理整頓に努めま
す。

毎月「整理整頓デー」を設けて、各自机上やその
周辺にある書類等の整理整頓を徹底します。

毎月、月の初めのグループリーダー会議におい
て、「整理整頓デー」の周知をし、取り組んでい
ます。

医療対策課

物品等の整理整頓に努め、業務の効率化を図りま
す。

・常用物品の一覧リストを作成し、保管場所や在
庫の管理に努めます。
・書籍、事務用品の一覧リストを作成し、物品管
理に努めます。

課内に点在していた常用物品や事務用品等の保管
場所を定めるとともに、職員に対し必要数の聞き
取りを行うようにしました。

地域医療推進室

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。

グループウェアの管理担当者の呼びかけにより、
各自、グループウェアへの予定の入力と確認に努
め、情報共有が図られました。

県立中央病院建
設推進室

新病院の建設について、県民の方々に対して、分
かり易い情報発信に努めます。

ホームページ等を通じて、事業の進捗状況につい
て分かり易く情報発信します。

・ホームページの内容を整理しました。
・県政出前講座等により、県民の方々への情報発
信に努めました。

所属毎の取組　平成２６年度上半期実施報告（健康福祉部）



所属 目的 取組項目 取組実績

健康推進課

県民の皆様に満足いただける窓口サービスを実現
するため、ワークプレイス改革に取り組みます。

・来庁者や電話等による県民等からの問い合わせ
や相談に対して、その場で対応できない場合にお
いても、できるだけ迅速に対応するよう努めま
す。
・パンフレット等の配置を工夫し、来庁者にわか
りやすいようにします。
・各自机の上やその周辺にある書類等の整理整頓
を徹底します。

・毎月１回を整理整頓デーとし、チラシや申請書
はもとより、執務室全体の整理整頓に努めまし
た。
・パンフレット等をきれいに整頓しました。

薬事衛生課

職場の改善として、業務の進行管理、整理整頓に
定期的に取り組みます。

グループ単位の打合せ会を2週間ごとに行い、グ
ループリーダーによる業務の進行管理、問題点の
整理を行い、終了後に一斉整理整頓を行います。

進行管理、問題点の整理および一斉整理整頓を2
週間ごとの打合せ会にて行いました。

少子化対策監室

職場改善として、定期的に整理整頓に取り組みま
す。

毎月「整理整頓デー」を設けて、各自、机の上や
その周辺にある書類の整理整頓を行います。

毎月第2水曜日に机の上の書類等の整理整頓を一
斉に行いました。

南加賀保健福祉
センター

当地で植樹祭開催を迎えること、及び、地域住民
（地元住人、地元農業生産組合）との共生並びに
来庁者を快適に向かえるため、昨年に引き続き、
庁舎周辺の雑草の草刈り等、更なる環境整備に努
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刈りと伸びた木枝の伐採を
３回行いました。（５月、６月、７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１回行いました。
（５月）



所属 目的 取組項目 取組実績

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、職場環境の改善に引き続き努めま
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、所内周辺の美化の
ため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」を公用車に掲示し、
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、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」を全公用車に掲示し、職員の安全運転への
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

職員の健康障害防止と健康の保持増進を目指しま
す。

対人関係を円滑に行うため身につける必要のある
技術に関し、職員の精神的な健康問題に関連づけ
て、職員から意見を聞き、それを元に講座を開催
します。

入居団体連絡会の場で趣旨を説明し、内容に関し
意見を求めました。当所衛生委員会を通じ職員の
希望を確認します。結果は、講習会の内容は＜対
人関係を円滑にするためのスキルの習得＞を目的
とした講習会ではなく、＜職員のメンタルヘルス
＞に関する内容で、10月に開催する予定となり
ます。

能登中部保健福
祉センター

来庁される県民の方々にスムーズに対応できるよ
う、休憩時間においても、職員を適切に配し、
サービス向上に努めます。

昼の休憩時間の各種申請・窓口相談・お問い合わ
せ・電話等の対応を管理職を含め職員の輪番と
し、周知徹底します。

管理職を含めた職員による当番表を作成し、休憩
時間中は当番担当者が窓口でご来庁者に応対いた
しました。



所属 目的 取組項目 取組実績

能登北部保健福
祉センター

ホームページを活用した事業内容の情報発信を積
極的に行うと共に、電話でのご相談や来所される
お客様に迅速な対応に努めます。

・ホームページ情報を小まめに更新し、最新の情
報発信に努めます。
・庶務支援システムやパソコンを活用し、職員の
行事予定や在・不在の確認が可能なような予定表
を作成します。
・職員全員が所内業務内容の把握に努め来庁者や
電話による問い合わせに迅速丁寧な対応をいたし
ます。

ホームページの更新については、小まめに更新を
行うことに努めました。
電話及び来庁されるお客様に対しても親切・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

ホームページによる最新情報の迅速な提供とホー
ムページの適切な管理運営に努めます。

・新たな情報を県民に対して迅速に周知するた
め、タイムリーなホームページの更新に努めま
す。
・リンク切れや古い情報がないか、月１回チェッ
クを行います。

・今年度上半期においては、ホームページの内容
の更新を２９回行いました。
・ホームページにおいて、当センターの広報誌
や、当センター主催の研修会等の行事予定など、
県民に対する迅速で的確な情報提供に努めるとと
もに、ホームページの一層のアクセシビリティ化
を図りました。
・月１回リンク切れのチェックを行い、適正な
ホームページの管理運営に努めました。

保健環境セン
ター

効率的な業務推進を進めるために、センター内の
各種情報の共有化に努めます。

・センターで運用しているネットワークシステム
(所内LAN)に、県庁グループウェアとは別にセン
ター職員向け掲示板を設置し、迅速な情報伝達に
努めます。
・所内LANに共有フォルダを設け、業務文書や
各種資料をセンター職員全員が共有できるように
します。

・センター職員向け掲示板により各種案内や所内
伝達事項を一斉に発信しています。
・H26年4月21日に、新入者・転入者向けに所
内LANの利用法に関する講習会を開催し、全職
員が効率的に情報共有に利用できるようにしまし
た。

こころの健康セ
ンター

研修会等の電話による問い合わせに対し、担当者
以外でも対応できるように情報の共有に努めま
す。

行事予定表への掲載を徹底するとともに、毎週、
開催している所内会議においても研修等の情報共
有に努めます。

毎週の所内会議において、各課長間で自分の課以
外の研修会等の情報共有を図り、担当者が不在で
も電話での研修会等の問い合わせに対応しまし
た。

総合看護専門学
校

定期的に執務室内の整理整頓を行い、執務環境の
維持と業務の効率化を図ります。

学生への対応に相応しい執務環境の維持及び業務
の効率化を図るため、週１回整理整頓日を設け、
執務室内の整理整頓を行います。

校舎の耐震補強工事に併せ執務室内の机等配置の
見直しを行い、これに併せ定期的に執務室の整理
整頓を行うことで学生対応に相応しい環境整備を
図りました。



所属 目的 取組項目 取組実績

南部小動物管理
指導センター

・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。
・公用車の運転に際しては安全運転に心がけま
す。

センター内の打合せを実施し、素早く担当者に引
継ぎ迅速な応対ができるよう努めました。又、公
用車の運転では、安全運転を心がけました。

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。

・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。
・利用者からのセンター行事の問い合わせについ
ては、わかりやすく、早く情報提供できるよう職
員間の情報共有を図るとともにホームページ等に
より情報発信に努めます。

・職員全員が協議を重ね、接遇の向上に向けて周
知を図りました。
・発信・広報すべき事柄について、職員が遺漏な
く情報を共有し、照会等に対応しました。ホーム
ページのお知らせ欄等の更新をこまめに行い情報
の発信に努めました。

保育専門学園

書類、用品等を整理整頓し、業務の効率化を図る
とともに快適な執務環境の実現に努めます。

月１回整理整頓の日を設け、書棚、キャビネット
等の書類、用品の整理整頓を行います。

・毎月最終の勤務日に書棚、キャビネット、机の
上の書類等の整理整頓を一斉に行いました。
・随時、必要な用品がすぐ取り出せるようにキャ
ビネットを整理しました。

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。


