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所属 目的 取組項目 取組実績

農業政策課
（企画調整室）

組織替えで複雑になった各グループの担当業務を
明確化し、来庁者にわかりやすい案内ができるよ
う取り組みます。

・課内入り口４カ所にグループ毎に色分けした
座席表を設置します。
・来庁者に職員の顔が見えるよう、キャビネッ
トや書類で視線を遮らないようにします。

・座席表を工夫することで、来庁者に分かりやす
い案内ができました。
・繁忙期には机上が散らかることもありました
が、定期的に書類等を整理するよう課内職員に周
知し、整理整頓に努めました。

里山振興室

机上、カウンターの整理整頓を実施することによ
り、世界農業遺産の担当室に恥じない執務風景を
つくり出します。

・退庁時における机上の整理整頓を徹底しま
す。
・毎週、金曜日は整理整頓デーとします。
・年２回の不要書類の一斉廃棄を実施します。

・毎週末、職員全員が整理整頓に心がけ、机上及
び周辺の整理整頓を実施しました。

生産流通課

県民からの問い合わせや相談には、わかりやす
く、かつ誠意をもって対応します。

・職員ひとりひとりが、あいさつと笑顔をかか
さず、親切丁寧に対応いたします。
・電話受信時には必ず所属名と名前を名乗りま
す。

電話による問い合わせや訪問者には、親切丁寧を
心がけ対応しました。

農業基盤課

組織改編により、経営対策課の一部が農業基盤課
へ統合されたため、双方の書類や物品等が混在し
ています。
業務の効率化を図り、問い合わせ等に迅速に対応
できるようにするため、書類・物品等の整理整頓
を行います。

定期的（毎月１回または週１回３０分）に整理
整頓の日を設定し、各自が担当業務に係る書類
等の整理整頓を行います。

職員各自が定期的に整理整頓を行うほか、８月に
課内及び書庫の一斉確認を実施し、不用な書類の
廃棄、必要な物品の種類・在庫数等の把握、書棚
の配置場所の見直しを行いました。

農業安全課

机のまわりやキャビネット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
も繋がるよう努めます。

定期的に（週１回程度）机まわりの整理整頓の
日を設け、仕事がしやすく見た目にもきれいな
環境づくりを目指します。また年に数回、キャ
ビネット内を整理整頓し不要書類を廃棄し、効
率良く仕事ができるよう配慮します。

執務室の整理整頓に係るチェック項目を一覧にし
た「きれい度チェック表」に、毎週水曜日の退庁
時に職員（管理職除く）が当番で記入するするこ
とにより整理整頓を実施しました。

森林管理課

課内で担当業務の枠を超えた勉強会を開催するこ
とにより、職員のプレゼンテーション力の向上を
図るとともに、斬新なアイデアを出し合います。

県森林組合と(株)小松製作所の連携による林業活
性化策について、担当者から現状のプレゼン
テーションを行ってもらい、それを基にミー
ティングに参加した職員で、新しい林業活性化
策について議論します。

会議室を予約して、１時間３０分程度のミーティ
ングを行いました。（１０人参加）

所属毎の取組　平成２６年度上半期実施報告（農林水産部、競馬事業局）



所属 目的 取組項目 取組実績

全国植樹祭推進
室

平成２７年５月の本番開催に向けて、室員全体が
効率的かつ計画的に業務が遂行できるようスケ
ジュール管理表に基づいた業務を行います。

室内各班・各班員毎の業務スケジュール管理表
を作成し、当該スケジュール管理表と実際の進
捗状況との突合を徹底し、室全体で効率的かつ
計画的に業務に取り組めるよう努めます。

室内各班・各班員毎の業務スケジュール管理表を
作成して、随時、各班・各班員の進捗状況を確認
し、室内の業務分散を図るなど、効率的かつ計画
的な業務の執行に努めました。

水産課

仕事場の改善（ワークプレイス改革）の第一歩と
して、執務室内整理整頓の徹底を継続します。

・身の回りを中心として、机上、足元、キャビ
ネット等の整理整頓を常に心がけます。
・不要な書類の廃棄は、ためらいません。
・一人ひとりが職場環境の構成要素であること
を意識します。

整理整頓の結果、職場環境の美化が図られ、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

業務の効率化と県民サービス向上のために、ワー
クプレース改革に取り組みます。

・定期的に「整理整頓の日」を設定し、集中し
て書類の整理、不要書類の破棄を実施します。
・庶務事務支援システムの予定表を積極的に活
用することにより、各職員の予定を詳細に把握
できるようにします。

・日を定めて定期的に書類の整理・廃棄を実施し
ました。
・予定表の積極的な活用を働きかけた結果、かな
り詳細な予定が登録されるようになりました。

石川農林総合事
務所

職員間で情報共有しながら窓口・電話での丁寧な
対応に努めます。

・担当外業務でも積極的に把握するよう心がけ
ます。
・職員間の連携強化を図るため、常日頃より会
話や挨拶、現場への出張等の際は「声かけ」を
行い、コミュニケーションを活発に行います。
・電話の発信・受信時ともに氏名を名乗り、責
任の所在を明確にします。
・ホームページでの意見・問い合わせに迅速に
対応します。

・担当外業務把握については、担当者不在のため
十分な対応ができない場合がありました。
・会話や挨拶、現場への出張等の際は「声かけ」
については、概ね徹底されました。
・電話受信時の氏名を名乗ることについては、完
全に徹底されてません。
・ホームページでの問い合わせは上半期に1件
(8/10)あったが、速やかに回答しました。

県央農林総合事
務所

県民の皆様の問合せ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。

・行先予定表への記入を徹底し、所員の出張や
年休等の情報共有に努めます。

行先予定表への記入を徹底し、所員の出張や年休
等の情報共有に努めました。

中能登農林総合
事務所

職場環境の改善による業務効率化を推進するため
整理整頓に努めます。
窓口での接客や電話応対は「丁寧でわかりやすい
説明」に努めます。

・毎月第４水曜日を「整理整頓デー」として全
職員が退庁時までに机上及びその周辺の書類等
の整理整頓を行うことにより職場環境の改善に
よる業務の効率化を推進します。
・担当職員が不在でも対応ができるよう情報共
有に努めるとともに、相手の立場にたって丁寧
でわかりやすい説明に努めます。
・外線電話の応答は、事務所名・部署名のほ
か、電話を受けた職員名を相手方に伝えます。

・毎月第４水曜日を「整理整頓デー」として書類
等の整理整頓を行うことにより職場環境の改善に
よる業務の効率化に努めました。
・情報共有と相手の立場にたった丁寧でわかりや
すい説明に努めました。
・事務所名・部署名のほか、電話を受けた職員名
を相手方に伝え、丁寧な対応に努めました。



所属 目的 取組項目 取組実績

奥能登農林総合
事務所

窓口や電話での応対は「丁寧な接遇とわかりやす
い説明」に努めます。

・来庁者に挨拶を忘れず、迅速に対応します。
・電話応対は所属・氏名を告げ、責任の所在を
明確にしてから用件の確認をします。
・曖昧な回答はせず、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。
・パンフレットは整理整頓し、分かりやすい配
置にします。

・取組項目を掲示し、会議などで職員へ周知しま
した。
・職員は、来庁者への挨拶と迅速かつ丁寧な対応
を意識して実施に努めました。
・また、電話を受ける際には所属や氏名を告げ、
責任の明確化を図りました。
・パンフレットはわかりやすい配置に心がけ、期
限の過ぎたものや情報が古くなったものは撤去す
るなど整理整頓に努めました。

農林総合研究セ
ンター(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。

・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情
報発信力の向上を図ります。

・電話相談の内容を項目別に「営農相談日誌」等
に記録、分類整理を行っています。
・ホームページによる適切な情報提供に心がけ、
４～９月に「気象災害対策関連情報」や「病害虫
発生予察情報」等５５回の更新を行いました。
・情報発信力向上のため、迅速なホームページの
更新に努めました。

(畜産試験場) 効率的な試験研究・業務の実施に向けワークプレ
イス改革に取り組むとともに、情報発信の向上を
図ります。

・畜舎、研究室、事務室等の整理整頓を実施し
ます。
・定期的な場内会議とテーマ別検討会を開催
し、情報の共有化に努めるとともに、ホーム
ページを活用し情報を発信します。

・定期的な声掛けを励行し、少しずつではあるも
のの整理整頓がなされました。
・月次場内会議やテーマ別の検討会を開催すると
ともに、週間予定表の作成により情報の共有化が
図れました。

(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。

・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、迅速に対応できるように
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。
・桜講座、緑の教室、木工作教室など開催案内を
ホームページで周知しました。

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。

・ダム見学者数 200人
・ダムカード配布枚数 420枚
・アンケート回収 300枚



所属 目的 取組項目 取組実績

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
しで配布し、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。

・立入検査等に際し、衛生情報リーフレットを配
布し、内容を説明しました。
・ホームページに伝染病発生情報を掲載するなど
内容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。

・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。

・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

県民に今多く漁獲されている魚を知ってもらい、
地元産魚介類の消費拡大を図ります。

ホームページで県内主要港の漁業種類別、魚種
別の水揚げ集計を1週間ごとに提供します。

上半期は27回の更新を行い、1週間ごとに水揚
げ集計を提供しました。

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。
・競馬場内のお客様が施設パンフレットやチラシ
等を手にとりやすくなるような配置としました。


