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１ はじめに

多様化・高度化する市民の皆さんの行政ニーズにきめ細かく対応していくため、窓口部門

を有する駿河区役所では、常に窓口サービスの改善を図っていく必要があります。

そのため、平成 26 年度には、区役所を訪れた市民の皆さんが、常に“笑顔”で用事を済

ませて帰っていただくことをスローガンとし、若手職員を中心とした窓口サービス改善運動

組織「駿河スマイル・プロジェクト（以下「ＳＳＰ」という。）」を立ち上げました。

４つの目標と、その目標を達成するための重点施策を策定し、全職員を対象とした階層別

研修や、接客のプロであるホテルの営業部長を講師に招いた接遇研修等を企画・開催し、職

員の意識改革や窓口応対技術の向上に努めました。

その結果、平成 26 年度広報課が行った市民意識調査において、駿河区役所運営方針の重

点事業に掲げた「窓口サービスの向上」の成果指標「市民満足度 70％以上」を上回る、71.7％

を達成することができました。

二年目を迎えた今年度は、昨年度から引き継いだ４つの目標の達成度を更に向上すべく、

「おもてなし清掃」の定期的実施や、コミュニケーションを中心とした窓口応対に関する接

遇研修等、様々な事業を企画し、実践してきました。

ＳＳＰのスタッフは、普段は窓口応対業務に従事する職員が多く、事業の企画立案に関わ

る機会が少ないため、ＳＳＰの活動を通じて、若手と中堅職員、そして他課の職員と一緒に

企画的事業に取組めたことは、通常業務との両立は大変だったものの、市職員として貴重な

経験になったようです。

駿河区役所の職員一人ひとりがレベルアップを図り、目標の達成に向けて努めてきた一年

間の成果を、この報告書から感じていただければ幸いです。

ＳＳＰゼネラルマネージャー 駿河区長 磯部 正己
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２ 活動の目的、体制

（１） 目的

「常に区民の皆様が、“笑顔”で用事を済ませることができる区役所に」

・窓口サービスの向上

・区民満足度の向上

・駿河区役所のイメージ向上

・業務の効率化

・職員の人材育成

（２） 成果指標

窓口応対に係る市民アンケート調査で、「全体として満足できる応対」（そう思う、

ややそう思う）との回答 ９０％以上

前期９４．９％（638 件／総数 672）後期９５．６％（816 件／総数 854）

（３） 体制（メンバー：駿河区役所庁舎及び長田支所に勤務する全職員）

・ゼネラルマネージャー 駿河区長 磯部 正己

【役割】全体的見地からの活動方針の決定、活動内容への理解、評価と支援

・マネージャー 駿河区副区長 劔持 雅之

【役割】統括責任者、活動に関する検討と承認

・ディレクター 駿河区役所保険年金課長 山﨑 康司

【役割】活動内容検討、進捗管理、ゼネラルマネージャーとの調整

・スタッフ 15 人（前年度：７人）

駿河市税事務所 主任主事 中村 なつか 主事 安田 洋一郎

駿河区役所地域総務課 主任主事 望月 美佳 主事 石橋 和也

駿河区役所戸籍住民課 主任主事 橋本 真里子 主事 伊藤 克真

駿河区役所保険年金課 主任主事 渡邉 結実枝 主事 大瀧 聡太

駿河区役所長田支所 主査 竹田 律子

駿河福祉事務所生活支援課 主査 山梨 駿 主事 保田 崇行

駿河福祉事務所障害者支援課 主事 山本 雄輝

駿河福祉事務所保育児童課 主任主事 乘松 彩乃 主事 青山 貴恵

駿河福祉事務所高齢介護課 主任保健師 横井 美保

・事務局長 参与兼駿河区役所地域総務課長 杉山 孝志

【役割】活動の支援、調整
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３ 目標・重点施策
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４ 実施事業の各項目の実施内容

（１） 定例会議

回 年 月 日 内容

１ 平成 27 年５月 21 日（木）

・自己紹介

・プロジェクトの目的・概要について

・年間スケジュール及び役割分担について

・次回以降の定例会開催日について

２ 平成 27 年６月 18 日（木）

・巡視報告

・事業相談（業務リスト、人材リスト、前期アンケ

ート、区長研修、接遇研修、おもてなし清掃）

３ 平成 27 年７月 16 日（木）

・巡視報告

・事業連絡（接遇研修）

・事業報告（区長研修）

・ワークショップ「来年度のレイアウト」

４ 平成 27 年８月 20 日（水）

・巡視報告

・事業相談（避難誘導訓練、予算要求、ポスター掲

示、危機管理研修、来年度のレイアウト）

・事業報告（外部研修、前期アンケート結果、接遇

研修）

５ 平成 27 年９月 17 日（火）

・巡視報告

・事業相談（予算要求、避難誘導訓練、接遇マニュ

アル）

・事業報告（区長研修、副区長研修、危機管理研修）

・高齢者体験

６ 平成 27 年 10 月 15 日（木）
・巡視報告

・事業報告（避難誘導、予算要求）

７ 平成 27 年 11 月 19 日（木）

・巡視報告

・事業連絡（後期アンケート、接遇研修）

・事業報告（救命講習、危機管理研修、区長研修）

・ワークショップ「接遇マニュアル、ＳＳＰのあり

方」

８ 平成 27 年 12 月 17 日（木）

・巡視報告

・事業連絡（接遇研修）

・事業報告（救命講習）

・ワークショップ「やらされ感をやりたい感に」
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９ 平成 28 年１月 21 日（木）

・巡視報告

・事業報告（後期アンケート結果、おもてなし清掃、

接遇研修）

・平成 27 年度活動報告

・来年度事業について

10 平成 28 年２月 18 日（木）
・巡視報告

・来年度事業について
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（２） 区役所内巡視

① 目的

区長・副区長による区役所各課の窓口の状況について巡視を行い、窓口サービス

の更なる向上を図るため、

② 実施状況

月１回、区長又は副区長と、その月の当番課の職員とＳＳＰスタッフが区役所内

（長田支所を含む）を巡視し、区民目線で問題点・課題点を点検した。原則次回巡視

まで（約１か月後）に指摘事項を改善し、ＳＳＰスタッフが改善事項を確認した。

【改善されたこと】 改善件数 42 件。（Ｈ28／１／31 現在）主な内容は次のとおり。

・ポスターをきれいに貼る（端の丸まりを直す、マグネットをやめ両面テープ使用）

・防災用ヘルメットの埃を取り、いつでも気持ちよく使えるようにする。

・記載台のビニールマットに文字の裏写りがあり、汚く見えたので清掃。

・旅券窓口の記載台に、その旨の案内表示を実施。

【良かったこと】主な内容は次のとおり。

・すっきりと整理されており、片付いている。（市税事務所）

・掲示物に番号を付け、レターケースと連携し取り出し易くしている。（高齢介護課）

・小児用のぬいぐるみがきちんと整頓してある。（保育児童課）

【次年度以降引継】

・庁内サインや窓口ポップは、分かりやすく、駿河区らしいデザインに統一性を持

たせる方向で改善する。

・パンフレットスタンドやポスター掲示ボードの配置も整理をして、わかりやすい

情報発信を行うよう改善する。（次項「ポスター掲示の改善」参照）

※高齢介護課の掲示物の工夫

同じ番号の引出しから資料を取り出せます！
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（３）ポスター掲示の改善

① 目的

ポスターの掲示を改善することで、来庁者に分かり易くするとともに、庁舎内を、

より快適な空間に変革していく。

② 実施状況

【改善前】庁舎１階の壁面には、市役所各課から掲示依頼があったポスターを順次

掲示しているが、様々な内容のポスターが混在して統一感が無く、見づらい状況。

【改善後】ポスターの内容を整理し、イベント及び美術館の告知ポスターに統一。

来年度は、より判りやすく統一感を持たせるよう、さらなる改善を行う予定。

健康啓発

スポーツ

交通安全募集広告

イベント
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（４）庁舎のレイアウト変更

① 目的

現行の庁舎レイアウトを、来場者の利用状況や意見を参考にしながら定期的に変更

し、手続きをする窓口がより分かり易く、利用しやすい区役所とする。

② 経緯

今年度は組織機構改正に伴い市税事務所が廃止され、駿河市税事務所は平成 28 年

２月末をもって静岡庁舎へ移転するため、これを踏まえたレイアウト案を提案した。

③ 新レイアウト案について

ア 障害者支援課の１階への移設

体の不自由な方が利用しやすいよう、１階に移設する。

イ 保険年金課を２階市税事務所の位置に移設し、窓口を一体化

これまで分かれていた国民健康保険・後期高齢者医療と国民年金の窓口を、同じ

カウンターに並べて配置することで、来場者の利便性の向上を図る。

ウ マイナンバー窓口の開設

１階南側に開設し、常設の窓口とする。

エ パスポート申請交付窓口の移設等

１階北側に移設し、充実を図る。現窓口には、県証紙売捌窓口を移設する。

オ 総合案内窓口の移設

現窓口を撤去して、元証紙等売捌窓口に移設する。１階フロアのほぼ中心にあり、

正面玄関入口、駐車場側入口、エスカレータ利用者のすべてに対応できる。

③ 実施時期

提案を踏まえ、平成 28 年２月末～３月末日（市税事務所の移設後、順次実施）の

間にレイアウトを変更することとなった。（次ページ参照）

なお、総合案内は平成 28 年１月より移設した。

④ 写真

総合案内移設前 移設後（１階フロア中央）
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（５）おもてなし清掃

① 目的

ＳＳＰが主体となって、職員による区役所周辺のボランティア清掃活動を実施す

ることで、来庁者の皆様に気持ちよく用事を済ませていただき、また、職員として

働く職場に誇りと愛着を持ってもらう。

② 秋の１ヶ月全課リレー清掃

ア 日程 平成 27 年 10 月 23 日（金）から平成 27 年 11 月 30 日（金）まで

イ 時間 毎日 午前８時 00 分から８時 15 分まで（雨天中止）

ウ 内容 各課順番に職員がボランティアで駿河区役所周辺の清掃を実施。

エ 対象者 駿河区役所に勤務する職員（非常勤・臨時・パート職員含む）

オ 参加人数

（注１）

月 日 曜日 当 番 課 参加人数

10/23 金 地域総務課 18

10/26 月 戸籍住民課 10

10/28 水 保険年金課 16

10/29 木 生活支援課・障害者支援課 12

10/30 金 保育児童課・高齢介護課 16

11/2 月 市税事務所 雨天中止

11/4 水 地域総務課 17

11/5 木 戸籍住民課 12

11/6 金 保険年金課 17

11/9 月 生活支援課・障害者支援課 20

11/10 火 保育児童課・高齢介護課 16

11/11 水 市税事務所 9

11/12 木 地域総務課 17

11/13 金 戸籍住民課 12

11/16 月 保険年金課 14

11/17 火 生活支援課・障害者支援課 18

11/18 水 保育児童課・高齢介護課 13

11/19 木 市税事務所 14

11/20 金 地域総務課 17

11/24 火 戸籍住民課 10

11/25 水 保険年金課 14

11/26 木 生活支援課・障害者支援課 16

11/27 金 保育児童課・高齢介護課 15

11/30 月 市税事務所 13

参加者延べ人数 336
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（注１）10 月 27 日は、駿河区役所では、駿河区自治会連合会と共催で実施す

る「駿河区エコライフプロジェクト－地域で一斉清掃」を実施したため、

ＳＳＰの活動実績から除外した。なお、当日は職員 150 人が参加した。

③ 月例清掃

ア 日程 ７月～12 月 毎月第一水曜日

１月～ 毎月第一、第三水曜日（第一…1、3 階の課、第三…２階の課）

イ 時間 午前８時 00 分から８時 15 分まで（雨天中止）

ウ 内容 職員がボランティアで駿河区役所周辺の清掃（ゴミ拾い、草むしり等）

を実施。

エ 対象者 駿河区役所に勤務する職員（非常勤・臨時・パート職員含む）

オ 参加人数 ７月８日（水）： 55 人

（注２） ９月２日（水）：雨天中止

10 月７日（水）： 50 人

12 月２日（水）： 84 人

１月６日（水）： 35 人

１月 20 日（水）： 33 人

累計： 257 人（Ｈ28／1／31 現在）

（注２）８月は８／10 に「道の日・道路美化活動」を静岡市役所全体

で実施し、これに駿河区役所も参加したため、月例清掃は実

施しなかった。なお、８／10 は 89 人（長田支所含む）が参加

した。
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（６）接遇研修

① 研修目的

接遇能力の向上及び窓口業務をより充実させ、更なる市民サービスの向上を行い、

よって、市民満足度をあげることで、職員満足度の向上を図る。

② 日時 第１回：平成 27年 ７月 15日（水）午後３時 00 分から４時 15分まで

第２回：平成 27年 12月 25日（金）午後１時 00分から２時 30分まで

③ 講師 第１回：ホテルセンチュリー静岡 営業部セールス課マネージャー

藤井 幹雄様（1級レストランサービス技能士）

第２回：一般社団法人 会議ファシリテーター普及協会代表

釘山 健一様

④ 研修内容（詳細は資料編参照）

第１回：接客のプロによる接客の基本について

第２回：コミュニケーションを中心とした窓口応対について

⑤ 研修対象者

駿河区役所（駿河市税事務所を含む）職員（非常勤・臨時・パート職員含む）

⑥ 出席者 第１回 57人（うち正規職員 44名）

第２回 55人（うち正規職員 35名）

⑦ 研修場所

駿河区役所３階 大会議室
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（７）駿河区長による階層別研修

① 研修目的

ア 区長と各職員が直接的なコミュニケーションを行うことで、各職員の意欲向上を

図る。

イ 区長より、総括的な立場から気が付いたことや留意すべきことを伝えるとともに、

職員との意見交換を行うことで、駿河区役所が目指す姿を共有し、区役所の全職員

が一つのチームとして機能することを目的とする。

② 研修場所

駿河区役所３階 大会議室２

③ 研修の実施状況

職階ごとに、次のとおり実施した。

ア 非常勤嘱託職員・臨時職員研修

（ア）日時

（第１回）平成 27 年６月 29 日（月）午前９時から午前 10 時

（第２回）平成 27 年６月 30 日（火）午前９時から午前 10 時

（イ）参加人数

49 名（第１回：28 名、第２回：21 名）

（ウ） 研修内容

非常勤嘱託職員や臨時職員も駿河区役所の組織の一員であり、組織の人達と力

を合わせ協調して取り組むこと、区民に対して何が出来るかを考え行動できる

「当事者意識」を持って取り組むこと等を講義した。

イ 採用３年以下研修

（ア）日時

（第１回）平成 27 年９月３日（木）午後３時から午後４時

（第２回）平成 27 年９月４日（金）午後３時から午後４時

（イ）参加人数

19 名（第１回：11 名、第２回：８名）

（ウ）研修内容（詳細は資料編参照）

組織の一員としての自覚を持ち、チームとして仕事をしていると意識すること、

チームとして課、分野を超えた連携を取ること、顧客満足度と従業員満足度は共

存関係にあり、自分の満足度＝市民の満足度にすること等を講義した。
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（８）副区長による新職員研修

① 目的

駿河区役所に配属された新職員に対し、区職員として勤務するうえで必要な知識や

考え方を教示し、新職員の能力及び意欲の向上を図る。

② 日時 平成 27 年８月７日（金）16:00～17:00

③ 会場 駿河区役所３階 大会議室２

④ 出席者 平成 27 年度採用で駿河区役所（駿河市税事務所を含む）に配属になっ

た新職員 ７人

・地域総務課：大和 千優 ・戸籍住民課：伊藤 克真

・保険年金課：遠藤 香奈美 ・生活支援課：石川 菜摘子

・障害者支援課：山本 雄輝 ・市税事務所：狩野 友彦

・市税事務所：板垣 佐恵子

⑤ 研修内容

ア 出席者全員より、各テーマからイメージすることについて一言ずつ発言を求めた。

テーマ１：区役所に努めるということ

テーマ２：自らが拠って立つところ

好きな言葉は？（信条と好きな言葉は通じるものがあることから）

テーマ３：何をなすべきか

イ 講師は、キーワードについて、同類項を整理するとともに感想を述べた。

ウ 講師から前述をもとに新職員に求めるところを教示した。

エ まとめ：駿河区役所の職員として、区民のために、頼って来てくださるお客さん

のために、当事者意識をもって、連携・協調して誠実に、課僚とともに楽しく、

楽に仕事をすること。
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（９）外部研修等への参加

① 目的

外部機関が主催する専門研修に職員を派遣し、窓口を訪れた皆様が気持ち良く手続

きを済ませることができるよう、職員の知識技能の向上を図る。

② 派遣状況

次のとおり、一般社団法人 日本経営協会が主催する研修を職員が受講した。

ア ＮＯＭＡ行政管理講座 「窓口行政サービススキルアップセミナー」

（ア）日 時 平成 27 年７月６日（月）～７日（火）

（イ）場 所 東京都渋谷区 一般社団法人 日本経営協会専用セミナールーム

（ウ）受講者 駿河区役所戸籍住民課 主事 伊藤 克真

イ ＮＯＭＡ行政管理講座 「地方自治体におけるクレーム対応力向上講座」

（ア）日 時 平成 28 年２月４日（木）～５日（金）

（イ）場 所 名古屋市東区 ＮＨＫ名古屋放送センタービル

（ウ）受講者 駿河区役所地域総務課 主事 石橋 和也

③ 研修内容の共有について

受講した職員は各所属課の業務にその成果を反映させるとともに、ＳＳＰ定例会議

を通じて他の各課と情報の共有を図った。
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（10）接客スローガン

① 目的

各課が扱う業務内容や窓口の形態等に応じて、独自の「接客スローガン」を年度当

初に作成し、接遇の注意点を各職員で共有するとともに、意識の向上を図る。

② 活用方法

作成したスローガンは執務室内の見易い所に掲示し、毎朝礼時に全職員で唱和する。

市税事務所
訪れた市民の方々に、つねに好感をもたれる話し方を心がけ、親切な対応を

行います。

地域総務課 区民目線で真心のこもった応対をします

戸籍住民課
① 早く正確に対応します

② 気持ち良い印象が持てる窓口対応をします

保険年金課 来庁された市民の方に、気持ちよく用事を済ませていただきます。

長田支所 訪れた市民の方々に、気持ち良くお帰りいただきます

生活支援課 相手の立場に立った対応をします

障害者支援課 市民の方に好印象をもっていただく対応を行います。

保育児童課 ハートスマイルでお帰りいただこう！

高齢介護課 訪れた市民に良い印象でお帰りいただきます。

※保険年金課

※生活支援課

※地域総務課



19

（11）接遇マニュアル （作成中）

① 目的

駿河区役所独自の接遇マニュアルを作成し、職員間で共有することで、統一された

質の高い市民応対を行う。

② 内容

定例会にてワークショップを開催し、スタッフが考える接遇マナーについて意見を

出し合った。引き続き定例会で検討を続け、マニュアルとして完成する予定。

③ イメージ

④ 活用について

完成したマニュアルは各課に配布して、市民応対の模範とする。内容については毎

年見直しを行い、充実を図る。
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（12）人材リスト

① 目的

日本語での対応が難しい外国人や、聴覚障害者が来庁した際、リストに記載されて

いる職員に通訳を依頼して、円滑に業務を行い、窓口業務の満足度向上を図る。

② 活用方法

各課に配布し、外国人が窓口に来られた時に通訳を依頼し、業務を行った。なお、

今回は人事異動で手話ができる職員が配置されたため、リストに加えた。
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（13）各課業務リスト

① 目的

窓口番号、内線等を記載した窓口案内一覧を作成し、来庁者を目的の窓口にスムー

ズにご案内することで、来庁者の利便性向上を図る。

② 活用方法

各課職員に配布した。来庁者から問い合わせがあった際に参考にする。
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（14）救命講習

① 目的

来庁者に緊急事態が発生した際に職員が適切な応急手当を行うことができるよう、

ＡＥＤ使用方法や心肺蘇生法を学び、安心・安全な窓口を目指す。

② 研修内容

ア 応急手当の基礎知識(ビデオ教材視聴)

イ 心肺蘇生法の習得(実技)

ウ AED 使用方法の習得(実技)

③ 研修対象者

駿河区役所（駿河市税事務所を含む）及び長田支所に勤務する職員(非常勤職員を

含む)

④ 研修日時

・平成 27 年 11 月 11 日（水）午後１時から４時まで 参加者数 14 人

・平成 27 年 11 月 17 日（火）午後１時から４時まで 参加者数 13 人

⑤ 研修場所

駿河区役所３階 大会議室１、２

⑥ 研修講師

静岡市消防局石田消防署（現：駿河消防署）指導員

⑦ 参加者の声

・いざというとき講習で学んだことを慌てず実行できるか心配だが今日学んだことを

生かしていきたい。

・非常時の初動の大切さがわかった。定期的に練習すれば非常時も対応できると思う。

・日頃気になっていたことが質問できてよかった。

・実践で練習ができ、とてもわかりやすかった。
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（15）避難誘導訓練

① 目的

訓練を実施することで、突然災害が発生しても、来庁者の安全を図り速やかに避難

誘導できる、安心・安全な区役所づくりを目指す。

② 日時及び会場

平成 27 年９月 30 日（水）午後５時 30 分から午後６時まで。駿河区役所庁舎及び

北側駐車場で実施。

③ 参加者

駿河区役所（駿河市税事務所を含む）に勤務する有志職員 88 人

④ 訓練想定

・南海トラフを震源域とする大地震が発生し、市内で震度７～６弱を観測。駿河区

役所でも震度６強の強い揺れに見舞われた。

・２階市税事務所横の給湯室から火災が発生したため北側階段を使っての避難不可。

・エレベータ、エスカレータは使用不可

・障害物があり、南側玄関から出ることができない。

・負傷者：軽傷２・重症１、障害者：視覚障害１・聴覚障害１

その他：パニック１、ベビーカー１

・一時避難地（本部）を庁舎北側に置く。

⑤ 実施内容

開庁時間帯に大地震が発生し、「④ 訓練想定」に記載した想定のもと、来庁者を

安全かつ迅速に北側駐車場に避難誘導する訓練を行った。負傷者等には職員が扮し、

状況に応じて担架で搬送する等、適切かつ安全な方法で避難誘導を実施した。

⑥ 参加者の声

・ボランティアでの参加だったが、思ったより多くの職員が参加していてよいと感

じた。

・もっと職員同士やお客さんに対して声かけをした方がよい。

・開催時期が適切であった。

・訓練前に着眼点を伝えてから訓練すべきであった。

・具体的な行動のイメージがしにくく、ポイントが提示されているとよかった。

（例：地震が起きたら、職員同士で声掛けする。など。）

・実際の災害時に自分はどのように行動すべきか考える機会になった

・問題点が見えたことで、次につなげることができた
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（16）危機管理研修

① 目的

駿河区役所における個人情報の保護と漏えい防止に努め、職員一人一人の個人情報

保護の意識強化を図り、事務事業事故を未然に防ぎ、より危機管理意識の高い職場を

目指す。

② 研修内容

ア 静岡市における危機とは

イ 個人情報の保護について

ウ 静岡市の事務事業事故の事例紹介

③ 講師

静岡市役所 行政管理課職員 （草分裕美 総合調整・内部統制担当課長）

④ 対象者

駿河区役所（駿河市税事務所を含む）及び長田支所に勤務する職員（非常勤・臨時

パート職員含む）

⑤ 研修日時及び参加者数

全２回 100 人参加

・平成 27 年９月 14 日 午後２時から３時 30 分 参加者数 51 人

・平成 27 年９月 15 日 午前 10 時から 11 時 30 分 参加者数 49 人

⑥ 研修会場

駿河区役所３階 大会議室１・２

⑦ 参加した職員の声

・区役所職員が聞くべき内容（84 名）。さらに「全職員に周知すべき内容」との声も

・事例が多いとわかりやすく理解が増す。

・話を聞くだけでなく、グループで話し合う時間があると情報の共有になる。

・職場のリーダーの存在が大きく、リーダーの意識を高める研修を希望する。

⑧ SSP 担当者のコメント

全ての区役所で実施している研修であり、どの課でも必要な内容である。次年度は

できるだけ全員が受講できるような実施（回数、時間）を検討すべきではないか。

リスク・情報セキュリティチェックシートの確認・活用が大切と改めて感じた。
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（17）市民アンケート（窓口応対）

① ７月実施結果（回答 672 件）

・調査期間 平成 27 年７月１日（水）から７月 31 日（金）まで 22 日間

・満 足 度 設問「全体として満足できる応対でしたか」に対し、「そう思う」「やや

そう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わな

い」の５項目のうち、「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合

…９４．９％

② 11～12 月実施結果（回答 852 件）

・調査期間 平成 27 年 11 月 16 日（月）から 12 月 16 日（水）まで 22 日間

・満 足 度 設問「全体として満足できる応対でしたか」に対し、「そう思う」「やや

そう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わな

い」の５項目のうち、「そう思う」「ややそう思う」と回答した割合

…９５．６％

75%

20%

3% 1% 0% 1%

（前期）全体として満足できる応対でしたか

そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない 無回答

有効回答数 ６７２

そう思う ５０３

ややそう思う １３５

80%

15%

2%
1% 1% 1%

（後期）全体として満足できる応対でしたか

そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない 無回答

有効回答数 ８５4

そう思う ６８５

ややそう思う １３１
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（18）市民の声

① 目的

駿河区役所各課に寄せられた意見等について、所管課のみならず区役所全体の問題

として共有し、区役所を利用する方の満足度の向上を図るとともに、全区役所でより

良い行政サービスの提供を目指す。

② 実施方法

駿河区役所各課に寄せられた意見等を、課長会議を通じて他課と共有し、区役所全

体で活かしていく。

③ 寄せられた市民の声と対応

対応済の案件：13 件、主な対応状況は次のとおり

寄せられた意見 対応

駿河区役所駐車場から自動車が出る

際に音声が流れますが、子どもでも

分かるような内容にしてください。

「車が出庫します。ご注意ください。」を

小さな子どもでも分かりやすいように

「車が出ます。ご注意ください。」に変更

した。

防災資器材の補助金申請後に安く購

入できたため、申請当初に遡って申

請書を再提出させることはおかしい

と思います。

補助金の根拠となる「静岡市自主防災組

織防災資機材等購入費補助金交付要綱」

を説明し、手続きについてはご理解いた

だいた。なお、補助金処理の簡略化につ

いては、区民目線の観点から、危機管理

総室と３区地域総務課定例会において課

題の洗い出し、見直しの可否を協議して

いくこととする。

駿河区役所には、市民の目につくと

ころでしゃべっている人や、眠って

いる人がいます。人員削減や、区役

所内で注意しあえる環境づくりも必

要だと思います。

ご意見を駿河区役所内の各課へ周知する

とともに、市民に皆さんから、職員の仕事

に取組む様子について不信感を持たれる

ことのないよう改めて指導した。また、職

員間で注意し合えるような環境づくりに

も努めていく。

・駿河区戸籍住民課の職員のサービ

スが悪かったです。

・駿河区保育児童課の職員の説明が、

難しい用語が多く分かりづらかっ

たです。

職員の接遇能力を高めるために、接客の

プロであるホテルマンによる接遇研修を

実施した。
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５ 今年度の活動総括

ＳＳＰの活動が２年目を迎え、活動する意味やその目的が区役所全体に浸透したことで、

昨年以上の職員の協力のもと、新規事業を含む重要施策すべてを、予定どおり実施するこ

とができました。

今年度の大きな成果は、私たち職員が、区民目線で「区民の皆様に対し何ができるのか」

ということを考え、このプロジェクトの目的である「来庁される市民の皆さんが笑顔で用

事を済ますことができる区役所になること」の達成に向け、自ら進んで何をすべきか、を

考えて実行する風土が根付いたことだと考えています。

駿河区役所に勤務する全職員が、ＳＳＰの活動を通じて区役所の業務のあり方や、環境

上の配慮について来庁者の視点から見直し、また様々な研修を受講することで、各々の能

力や知見の向上が図られました。

さらに、ＳＳＰの活動を通じて、駿河区役所内の各課の職員が、課の枠を越えて連携を

図ることができ、同じチームの一員として活動する意識が多くの職員に芽生えました。

これらの結果、ＳＳＰが実施した窓口応対に係るアンケート調査において、満足度（「全

体として満足できる応対でしたか」の設問で「そう思う」、「ややそう思う」と回答があっ

た割合）は、前期 94.9％、後期 95.6％と目標の 90％を超える数値として現れたものと分

析しています。

その一方で、駿河区役所に関係する「市民の声」では、職員に対する苦情や、改善を求

める要望意見も引き続き見られます。来年度以降も、ＳＳＰの活動をさらに発展・充実さ

せ、来庁される区民の皆様が“笑顔”で用事を済ませることができるよう、区役所全体で

取り組んでいきたいと考えています。
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ＳＳＰスタッフからのコメント…

駿河区役所地域総務課 望月 美佳

○事務局としてプロジェクト全体に関わってきました。スタッフが積極的にプロジェクトに

関わるにつれ、区役所全体の姿勢が変化したように感じます。この雰囲気が更に波及し、

もっと「スマイル」溢れる区役所になって欲しいです。

駿河区役所地域総務課 石橋 和也

○課の垣根を越えたスタッフと仕事をすることで、スタッフになる前よりも広い視点で仕事

をすることができ、それが通常業務にも活かされていると感じています。貴重な経験をさ

せていただき、ありがとうございました。

駿河区役所戸籍住民課 橋本 真里子

○昨年度の反省点を踏まえ、早めに指針やスケジュールを示すことができ、またスタッフ数

を増やしたことから、昨年度よりもスムーズに事業を進めることができたと感じています。

事務局及びスタッフの皆様、本当にありがとうございました。この活動が今後の窓口サー

ビス改善につながればと思います。

駿河区役所戸籍住民課 伊藤 克真

○最初は分からないことがたくさんありましたが、活動を通して駿河区役所のことがよく分

かりました。また、東京の研修にも参加させていただきました。今後も、誰もが満足する

ことができる区役所となるように貢献していきたいです。１年間ありがとうございました。

駿河区役所保険年金課 渡邉 結実枝

○「駿河区役所に異動したら、ＳＳＰに入ってみたい！」と思っていたので、参加できてよ

かったです。ＳＳＰの仲間が各課にいることは、とても心強かったです。一年間良い経験

をさせて頂きました。ありがとうございました。
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駿河区役所保険年金課 大瀧 聡太

○ＳＳＰスタッフとして、会議やワークショップなど初めての経験ができて、とても新鮮で

した。接遇研修の企画・運営などを担当し、課の中ではできない仕事ができました。学ん

だことを活かし、市民応対向上に貢献できればと思います。

駿河区役所長田支所 竹田 律子

○区役所内の行事へなかなか関わりきれない現状で、プロジェクトへの参加は申し訳ない思

いでした。メンバーの方々の積極的な企画・運営は、区役所を主体的に運営する当事者意

識が高く、支所においても学び続けていかなければと思いました。

駿河福祉事務所生活支援課 山梨 駿

○駿河区役所をより良くするために、私たちに何ができるかを日々考えながらプロジェクト

チームに参加させていただきました。この活動が職員により浸透し、今以上に市民の皆様

に満足いただける区役所になってほしいと思います。

駿河福祉事務所生活支援課 保田 崇行

○昨年度は通常業務との両立が大変でしたが、メンバーが増えたことによって、スムーズに

ＳＳＰの事業が行えたのではないかと思います。研修の運営等、普段の業務では経験でき

ないことを学ぶことができ大変勉強になりました。

駿河福祉事務所障害者支援課 山本 雄輝

○新入職員としてプロジェクトに参加し貴重な経験をする機会を頂けたことに感謝してい

ます。周りの人たちの多くの協力により無事１年を終えることができました。何より他の

課の職員の皆さんと活動し交流を持つことができたことを嬉しく思います。
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駿河福祉事務所保育児童課 乘松 彩乃

○駿河区役所に勤務して５年目となりますが、自分が駿河区役所の一員であると強く実感で

きた１年でした。ＳＳＰの活動を通して、区役所内のネットワークが拡がり、顔のみえる

関係ができたことで、日常業務もよりスムーズに的確に対応することができるようになり

ました。ありがとうございました。

駿河福祉事務所保育児童課 青山 貴恵

○平成 27 年度は、一つ一つの事業が昨年度以上にレベルアップしたものにできたと思いま

す。また、ＳＳＰスタッフのスキルアップを目指した取り組みが数多くでき、自分自身の

勉強、大事な経験にもなりました。ありがとうございました。

駿河福祉事務所高齢介護課 横井 美保

○他課の職員と知り合いになり、スタッフのモチベーションがだんだん上がっていくのがわ

かり、楽しく過ごせました。区役所の色々な窓口の仕事について、もう少し深めて知るこ

とができると良いと思うので、今後に期待します。

駿河市税事務所 中村 なつか

○今年初めてプロジェクトスタッフとなり、わからないことが多く戸惑うこともありました

が、スタッフや課の方々の協力のおかげでやり遂げることができました。今後の駿河区役

所の市民サービスの向上を願っています。

駿河市税事務所 安田 洋一郎

○昨年に引き続きスタッフとして活動を行い、今年度も大変勉強になりました。活動を行う

ために相当準備をしたつもりでも、気づかなかった問題もあり、今後の糧になると感じま

した。他のスタッフには多々協力してもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。
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