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１ はじめに 
 

窓口業務の最前線である区役所では、市民の皆さんの多様化・高度化する行政ニーズにき

め細かく対応していくため、常に窓口サービスの改善を図っていくことが必要です。 

 

駿河区役所では、来訪さ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、平成 26 年度、若手職員発起による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。 

27 年度以降も、若手職員を中心に様々な観点から区民の皆さんの笑顔を生み出すための取

組みを重ねてきました。 

 特に、28 年度には、これまで駿河区にはなかった「区のキャラクター事業」に取組み、

国の重要文化財である登呂遺跡のキャラクター「トロベー」を「駿河区応援隊長トロベー」

に就任させるとともに情報発信ツールとして活用し、区民の皆さんに親しんでいただきまし

た。 

 それら取組みの結果、広報課が実施した「市民意識調査」や区における「窓口応対に関す

る市民アンケート調査」において、毎年度「窓口サービスの向上」の成果指標を上回る結果

を得ることができました。 

 

 平成 29 年度より、ＳＳＰは「環境整備グループ」、「人材育成グループ」、「発！スルキャ

ラグループ」の３つのグループ構成へと体制を変えました。 

５年目を迎えた平成 30 年度も、引き続き３グループの体制を維持し、過去４年間の活動

実績を踏まえ、さらに成果をあげるために、各グループでより内容の濃い検討や議論を重ね

ることができました。 

具体的には、よりよい『おもてなし』の実現に向け、「環境整備グループ」では、展示スペ

ース「駿河区魅力のもり広場」をお披露目し、駿河区の情報・魅力を発信しました。「人材

育成グループ」では、接遇研修にて外部講師を招き、コミュニケーション能力の向上に磨き

をかけるべく、「傾聴講座」を開催するなど、職員の仕事への意欲・意識改善を図るために、

様々な研修等を企画し実践してきました。そして「発！スルキャラグループ」では、「駿河

区応援隊長トロベー」が様々なイベントに参加し、駿河区の魅力を情報発信しました。駿河

区役所の南側の歩道には、「駿河区応援隊長トロベー」就任 2周年を記念し、県立駿河総合

高校の生徒さんがデザイン製作してくれた、トロベーのマンホール蓋を設置しました。駿河

区役所にお立ち寄りの際は是非ご覧いただき、多くの区民の皆さんにトロベーや駿河区に愛

着を感じていただきたいと思います。 

 

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

会があまりありません。通常業務との両立は大変だったものの、本年度も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、満足感と

ともに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 杉山 たか子 
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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 

・トロベーを活用した駿河区の魅力の情報発信 

 

（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、職員の応対に満足されましたか」（満

足した、まあ満足した）との回答 ９０％以上 

               ９７．４％（６７８件／総数６９６）  

 

（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 杉山 たか子 

【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 上口 俊明 

【役割】統括責任者、活動に関する検討と承認 

◆チーフディレクター   地域総務課長 草分 裕美 

【役割】３グループ間の調整、事務局と連携し各グループの意思統一 

       ◆ディレクター ６人  戸籍住民課長   萩原 健   保険年金課長  松村 正明 

                生活支援課長   静賀 誠   障害者支援課長 吉永 光男 

                子育て支援課長 松下 龍一   高齢介護課長  興津 理恵子 

    【役割】各担当グループの活動状況を見守り、必要に応じた助言 

 

◆スタッフ  22 人（前年度：24 人）今年度は若手と中堅職員で構成した。 

  駿河区役所地域総務課    主査   南條 智則   主査   水野 裕介 

                主事   木下 裕香子  非常勤  鈴木 彩加 

  駿河区役所戸籍住民課    係長   宮部 寛子   主任主事 大口 颯太 

                主事   青木 優人   主事   森  優穂 

  駿河区役所保険年金課    主査   田代 宗正   主事   塩谷 美帆 

  駿河区役所健康支援課    保健師  植山 美佳 

  駿河区役所長田支所     所長補佐 梅原 章裕 

  駿河福祉事務所生活支援課  主任主事 西脇 慎二   主任主事 奥田 かおり 

                主任主事 田村 遼太   主事   中村 宏介 

                主事   長谷部 康子 

  駿河福祉事務所障害者支援課 主事   池田 絢乃 

駿河福祉事務所子育て支援課 主事   仁藤 大晴   主事   本田 沙月 

  駿河福祉事務所高齢介護課  主任主事 桒原 真理   主任主事 瀧戸 航 

◆オブザーバー 

  駿河区役所地域総務課    主任技師 髙井 智紀 
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駿河区役所窓口サービス高度化の
ための重点施策（平成30年度）

― 第Ⅴ編 ―

駿河スマイル・プロジェクト

①駿河スマイル・プロジェクトの活動をより進化します。

駿河区役所の窓口サービスを向上するため、プロジェクトの活動を継続し、課の枠組みを

超えた連携を強化し、区役所全職員で一体感を持って取組みます。

また、１年間の活動を検証し、次年度の活動に活かします。

②施設の安全管理・円滑な運営について検討します。

・区長、副区長による定期的な巡視を毎月実施し、案内サインの見直しや、清潔感のある

職場づくりを行います。また、指摘事項については原則として次回巡視(約１ヶ月後）までに改善

を図ります。

・区役所内のレイアウト変更に伴う区役所内の案内表示、ポスター掲示等について、

来庁者の視点を基に検討します。

・駿河区役所周辺及び庁舎内の美化のため、「おもてなし清掃」を実施します。

目標１ 明るく、利用しやすい区役所を目指します。

来庁者に気持ちよく利用していただくために、施設の利用状況・
動線等を常に考え、改善に努めます。
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３　目標・重点施策



①人「財」を育成します。
・接遇能力の向上のため、接客のプロによる接遇研修を実施します。

・駿河区マインドの醸成や、ＳＳＰの定着化を図るため、駿河区役所の全職員を対象に、

研修を行います。（非常勤・臨時・パート職員含む）

【常に駿河区民の方に自分が何ができるかを意識し、行動できる職員を目指します。】

・より高いレベルのサービス提供に向けて、外部研修等に参加し、学んだ知識を共有します。

②接遇に関する方針を作成し、活用します。
・全職員の接遇意識を向上するため、各課ごとにスローガンを設定し、朝礼時に唱和します。
・接遇能力向上のため、駿河区独自の接遇マニュアルを活用します。

③各課業務内容を共有し、知識を深めます。
・来庁者の意図を正確にくみ取るために、外国語の話せる人等の既存の「人材リスト」を更新します。

・来庁者を目的の場所にスムーズにご案内するため、既存の「各課業務リスト」を更新します。

・各課の業務内容について、知識を深める場を設けます。

目標２ 正確に・早く・気持ちのよいサービスを提供します。

来庁者の立場に立った応対をするため、職員の意識や
能力の向上を図ります。

①来庁者の命を守るために、救命講習を受講します。

来庁者に緊急事態が発生した場合、職員が適切な応急手当を行うことができるように、

救命講習を受講します。

②災害時に来庁者の安心・安全を確保できるように、来庁者

避難誘導訓練を行います。
開庁時に地震等が発生した場合に、来庁者を安全に避難誘導できるよう訓練を行い、

災害発生時の作業の流れの把握、役割分担の確認、問題点の抽出及び改善を行います。

目標３ 安心・安全な窓口を目指します。

区民の安心・安全を守るため、職員の危機管理能力を高めます。
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①市民アンケートを実施します。

駿河区役所の接遇等に関するアンケートを定期的に実施します。また、出された意見に

ついては速やかに対応します。

②「市民の声」システムに寄せられた意見を活かします。
「市民の声」システムに寄せられた意見等を、課長会議を通じて共有し、区役所全体で

活かします。

目標４ 区民目線で考えます。

区民の想いや意見を業務に反映させます。

①イベントの企画や出演をします。

トロベーの認知度を向上させるためのイベントを企画または調整し、別プロジェクトチームの

「トロベーキャラバン隊」とともにアクター・アテンドやスタッフとしてイベントの実施を行います。

②グッズの作成を行います。
トロベーの認知度を向上させるためのグッズを作成します。スタッフユニフォームやオリジナ

ル啓発品を作成することで、トロベーが活動する際に、認知度がより向上するための体制を
作っていきます。

目標５ 「駿河区応援隊長トロベー」を活用します。
平成29年１月に駿河区の公認キャラクターになった

トロベーを活用して駿河区に愛着がある人を増やします。
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（１） 区役所内巡視  

   

① 目   的 

区長・副区長及び駿河区役所内所属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、その月の担当課長・職員及びＳＳＰ事務局が区役所内

（健康支援課、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。 

また、各課で独自に取り組んでいる好事例もピックアップし、情報共有することで、

窓口サービスの向上に努めている。 

 

【改善されたこと】 改善件数 50 件。（Ｈ30/3/29 現在）主な内容は次のとおり。 

 ・来庁者用ヘルメットの表記をわかりやすく改善 

 ・駐車場に生えている雑草の除草 

 ・期限切れや剥がれかけているポスター等の貼り直し 

 

   【  好 事 例  】 主な内容は次のとおり。 

 ・結婚記念撮影コーナーが、季節に合わせてレイアウト変更がされている。 

（戸籍住民課） 

 ・ 

 

   

 

結婚記念撮影コーナー 

季節に合わせてひな人形が置いてあ

り、またかわいいハートの飾りがされ

ている。 

おもてなしの心が伝わってきますね。  
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（２）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  庁舎ピッカピカ大作戦！（月例清掃） 

ア 日程  毎月第二、第四水曜日 

イ 時間  午前８時 15 分から８時 25 分まで 

ウ 内容  職員がボランティアで庁舎内の執務室周辺の清掃を行う。 

エ 対象者  駿河区役所、長田支所及び健康支援課に勤務する職員 

（非常勤・臨時・パート職員含む。） 

オ 実施状況  平成 30 年５月～平成 31 年 2 月までは計 20 回実施 

参加者延べ 2,098 名 

         （ただし、秋のおもてなし清掃実施期間中は、区役所を除く

長田支所及び健康支援課の職員のみが実施） 

 

 

③  秋のおもてなし清掃 

ア 日程  平成 30 年 10 月 22 日（火）～平成 30 年 12 月７日（金）まで 

   （落ち葉の状況を見て、12 月７日まで延長実施） 

イ 時間  午前８時 10 分から８時 20 分まで 

ウ 内容  毎日、各課順番に職員がボランティアで、区役所玄関前、駐車

場及び周辺の歩道等の清掃を実施（１課あたり平均 4.5 日） 

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 実施状況  計 32 日間すべて実施 

         参加者延べ 427 名 

         原則、雨天中止であるが、担当課の判断により小雨でも実

施しており、結果、毎日清掃を実施した。 

         落葉の状況により、イの時間では足りないため、開始時間

前から清掃を開始している課もあった。 
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（４）授乳室の改善について 

 

① 目的 

授乳室の場所がわかりにくく、寂寥感もある授乳室を、「トロベー」を活用し

た子供向けデザインとすることで、親しみやすく利用しやすい空間にする。 

授乳専用チェアの導入や、消耗品を揃え、授乳室としての環境を整える。 

 

② 改善事項 

・「トロベー」デザインを活用した壁面を修繕 

・授乳専用チェアの導入 

・簡易ベットの敷きパッドをクリーニング 

・必要な消耗品（パネルマット・手袋・ウェットシート等）の検討・購入 

 

③ 次年度引継ぎ注意事項 

・クリーニング(ぬいぐるみ)に出すときは、大きいものを優先して出すこと。 

 （小さいものは自宅で洗えるが、大きいものは洗いにくい） 

・小さい子用のおもちゃ購入の検討 

 （小さいおもちゃは家にあると思うが、大きいおもちゃは家にないと思う 

ので、できるだけ大きいおもちゃの購入を検討すること） 

・授乳室「mamaro」導入の検討 

 

 

【改善前】              【改善後】 
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（５）避難誘導訓練 

 

① 目  的 

   開庁時間中に火災等が発生した場合に、課ごとの担当役割を把握し、的確な情

報伝達、消火活動、避難誘導、消防への通報を行うことができるよう、連絡系統

確認の訓練を行う。 

 

② 日  時      

  【 事前研修会 】 平成 30 年 10 月 25 日（木） 9 時 30 分から 11 時 00 分 

           平成 30 年 10 月 31 日（水） 14 時 30 分から 16 時 00 分 

【避難誘導訓練】 平成 30 年 11 月６日（火）  17 時 00 分から 17 時 15 分 

 

③ 会  場 

駿河区役所 庁舎内 

 

④ 参 加 者     

駿河区役所内各所属長及び各所属長が指名する職員  計 45 名 

 

  ⑤ 実施内容 

    開庁時間帯における火災発生を想定した連絡系統の確認及び避難誘導 

（訓練想定）      

・庁舎内（１階北南側給湯室）にて火災発生 

・火災に伴い、庁舎内階段（中央）が使用不可となった。 

・エレベーター・エスカレーターは、消防用設備の設定により使用不可となっ

た。 

・避難場所は、本来、北側駐車場であるが、今回は警備員室前のスペースとす

る。 

 

⑥ 参加者の声 

  １．役割を確認できた。 

２．事前研修がわかりやすかった。 

３．来庁者役が少なかった。 

４．もっと臨場感が必要。 
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（６）各課業務説明会「駿河区スキルアップセミナー」 

 

    職員が幅広く区役所の仕事を知り、また他課の職員との連携を強化するため、各課業

務説明会「駿河区スキルアップセミナー」を開催した。 

   

① 目的 

    ・職員が他課の業務を幅広く知ることで、来庁舎のニーズに的確に応えられるよう

になる。 

・他課職員との関係を構築し、相互理解を深める。 

・説明する職員は、説明を通じて自らの職務に対する理解を深める。 

 

  ② 開催日時：平成 30 年10 月 23 日（火）午後２時～３時 45 分 

    平成 30 年11 月８日（木）午後２時～３時 45 分 

 

③ 講師：駿河区役所各課職員 

 

④ 研修内容 

講師の職員が各テーブルに分かれ、参加者は話を聞きたい職場のテーブルに座り、 

その職場の業務内容について説明を受け、質疑や意見交換を行う。これを１ラウンド   

30 分間で行い、その後テーブルを移動して、合計３ラウンド実施した。 

 

  ⑤ 対象者：駿河区役所全職員（非常勤・臨時・パート職員含む） 

 

  ⑥ 出席者： 参加者 10 月 39 人 

     11 月 25 人   計 64 名 

   

  ⑦ 会場：駿河区役所３階 大会議室 

 

  ⑧ 参加者の声 

   ・日頃関係がある課の業務の、気になっていたことが改めて聞けて良かった。 

     ・業務に活かせそうだと思った。今後も連携していけたらいいと思った。 

   ・説明を聞きながら、その都度質問できたのが良かった。 
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（７）接遇研修 

 

① 第１弾「傾聴講座」 

 

ア 研修目的 

  「傾聴スキル」を学び職員の接遇能力の向上を図る 

 

   イ 開催日時 

ⅰ)平成 30 年 10 月３日（木）午前９時から正午まで 

ⅱ)平成 30 年 10 月３日（木）午後１時から午後４時まで 

     ⅲ)平成 30 年 12 月６日（金）午前９時から正午まで 

ⅳ)平成 30 年 12 月６日（金）午後１時から午後４時まで 

   

   ウ 講師 

 一般社団法人 日本傾聴技能普及協会 代表理事 根津 和子 様 

 

エ 研修内容 

・基本的な「傾聴」の考え方、相手に応じた心構技法を学ぶ 

        

オ 研修対象者 

駿河区役所職員（非常勤・臨時・パート職員含む）  

 

カ 出席者 

平成 30 年 10 月３日（木） 午前：24 人 午後：23 人 

平成 30 年 12 月６日（金） 午前：32 人 午後：23 人 

 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 -



  

② 第２弾「わかりやすい行政用語」 

 

ア 研修目的：市民が読みやすい文章を書くスキル、市民にわかりやすく説明するス

キルの習得・向上 

 

   イ 開催日時 

午前：平成 31 年２月８日（金）午前９時 15 分 から 11 時 45 分 まで 

     午後：平成 31 年２月８日（金）午後１時 15 分 から ３時 45 分 まで 

   

   ウ 講師 

  聖心女子大学 准教授 岩田 一成 様 

 

エ 研修内容 

（主な内容） 

○外来語など、市民のほとんどが理解できない言葉は数多くある。 

○しかし、文章の分かりにくさの要因は「言葉」よりも「構造」の方に問題があ

る。 

 

        

オ 研修対象者：駿河区役所職員（非常勤・臨時・パート職員含む）  

 

カ 出席者：午前：34 人 午後 33 人 

 

キ 会場：駿河区役所３階 大会議室 
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（８）教えて！先輩 

① 研修目的 

  職員を講師として、窓口業務ではなかなか触れ合うことの出来ない、市職員

として市政運営にあたるための基礎知識を学ぶ。 
 

   ② 開催日時 

ア 財政編 

ⅰ）平成 30 年７月 30 日（火）午後２時から午後３時まで 

ⅱ）平成 30 年７月 31 日（水）午後２時から午後３時まで 

イ 企画編 

ⅰ）平成 30 年８月 31 日（火）午前 10 時から午前 11 時 45 分まで 

ⅱ）平成 30 年８月 31 日（火）午後１時 15 分から午後３時まで 

ウ 議会編 

平成 30 年 12 月 20 日（木）午後２時から午後３時 30 分まで 
 

   ③ 講師 

ア 財政編 子育て支援課  参事兼課長補佐 安竹 純一 

イ 企画編 企画局  局次長   前田 誠彦 

ウ 議会編 議事課  副主幹  望月 一孝 
 

④ 研修内容 

ア 財政編 予算、財政についての基礎知識を学ぶ 

イ 企画編 静岡市が目指すまちづくりの方向性等についての基礎知識を学ぶ 

   (SDGs についての静岡市の取り組みについて) 

ウ 議会編 議会の仕組みや会議の流れについての基礎知識を学ぶ 
 

⑤ 研修対象者 

駿河区役所に勤務し、受講を希望する職員  
 

⑥ 出席者 

ア 財政編 30 日 21 名 、31 日 29 名 

イ 企画編 午前 42 名 、午後 32 名 

ウ 議会編 51 名 
 

⑦ 会場 

ア 財政編 ウ 議会編  駿河区役所３階 大会議室 

イ 企画編   駿河消防署４階 大会議室 

    

 

 

 

▲財政編 ▲企画編 ▲議会編 
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（９）外部研修等への参加及び外部研修報告会の開催 

  

① 目的 

外部機関が主催する専門研修に区役所職員を派遣し、窓口を訪れた皆様が気持ち良

く手続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 日本経営協会等が主催する研修を職員が受講した。 

 

 

ア ＮＯＭＡ行政管理講座 

「地方自治体職員のためのクレーム対応セミナー（ロールプレイング編）」 

日 時  平成 30 年７月 23 日（月）～24 日（火） 

場 所  ＮＯＭＡホール(東京都渋谷区千駄ケ谷) 

受講者  駿河区役所健康支援課   保健師  北橋朋子 

駿河福祉事務所高齢介護課 主任主事 瀧戸航 

 

イ ＮＯＭＡ行政管理講座 

「地方自治体のための窓口業務の改善、改革ノウハウと実践」 

    日 時  平成 30 年 11 月 21 日（水）～22 日（木） 

場 所  ＮＯＭＡホール(東京都渋谷区千駄ケ谷) 

受講者  駿河区役所保険年金課 主事 塩谷美帆 

    

ウ 専門職研修「標準版家族心理教育研修会」(精神保健福祉士派遣) 

日 時  平成 30 年 12 月１日（土）～２日（日） 

  場 所  名古屋市立大学看護学部 

受講者  駿河福祉事務所子育て支援課 主事 清水麻由 
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 ③外部研修報告会の開催 

ア 研修目的 

区職員が外部専門研修を受講して学んだ内容を報告会で伝え、区役所全体への共

有化を図る 

 

   イ 開催日時 

平成 31 年１月 30 日（火） (一部)午後２時 00 分から午後３時 10 分まで 

(二部)午後３時 20 分から午後３時 50 分まで 

   

   ウ 講師及び内容 

     (一部)「地方自治体職員のためのクレーム対応セミナー（ロールプレイング編）」 

駿河区役所健康支援課   保健師  北橋朋子 

駿河福祉事務所高齢介護課 主任主事 瀧戸航 

     (二部)「地方自治体のための窓口業務の改善、改革ノウハウと実践」 

       駿河区役所保険年金課     主事     塩谷美帆 

 

エ 研修対象者 

駿河区役所職員（非常勤・臨時・パート職員含む）  

 

オ 出席者 

４６人 

 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 

 

報告会の様子 
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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。 

 

地域総務課  

戸籍住民課  

保険年金課  

健康支援課  

長田支所 
ます。 

生活支援課  

障害者支援課  

子育て支援課  

高齢介護課  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※戸籍住民課 

※子育て支援課 

※地域総務課 
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（11）人材リスト  

 

① 目的 

日本語での対応が難しい外国人や、耳が不自由な方が来庁した際、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、外国人等が窓口に来られた時に通訳を依頼し、業務を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度　駿河区役所人材リスト

得意言語 名前 ふりがな 所属 備考

英語 宮部　寛子 みやべ　ひろこ 駿河区役所戸籍住民課

英語 鈴木　こ由祈 すずき　こゆき 駿河区役所高齢介護課

英語 藤田　知佳 ふじた　ちか 駿河区役所生活支援課 日常会話程度。

英語・フランス語 谷口　友美 たにぐち　ともみ 駿河区役所生活支援課 日常会話程度。

英語・スペイン語 笠井　秀訓 かさい　ひでのり 駿河区役所保険年金課 英語は日常会話程度。スペイン語はあいさつ程度。

手話 南條　智則 なんじょう　とものり 駿河区役所地域総務課 日常会話程度。

手話 平松　穂乃香 ひらまつ　ほのか 駿河区役所地域総務課 あいさつ程度なら可。

- 19 -



  

 

 

（12）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 

30 年度版を作成し、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口 内線 外線 課　名

1 　・収入印紙・切手販売 ―

2 　・住民票、戸籍証明、印鑑証明書類の引渡し、手数料徴収に関すること 5114

　・住民票、戸籍証明、印鑑証明書類の交付申請に関すること 5114

  ・住民異動届に関すること 5121、5122

　・戸籍届に関すること 5123、5124

　・印鑑登録に関すること 5114 287-8611 戸籍住民課

　・マイナンバーに関すること 5121、5122 （１階）

　・電子証明書に関すること 5121、5122

9 　・公用請求に関すること、自動車臨時運行許可に関すること 5111、5113

12 　・マイナンバーカードの交付に関すること 5118、5121

16 　・パスポート（旅券事務）に関すること 5127、5128

　・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること

　・身体・知的・精神障害者福祉に係る相談・申請受付に関すること

　・自立支援医療に関すること、重度心身障害者医療費助成に関すること 5552、5555 287-8690 障害者支援課

　・障害福祉サービスの支給に関すること 5554、5555 （１階）

5552

　・限度額適用認定証の発行に関すること

　・国民健康保険の加入、脱退に関すること

　・国民健康保険料の算定、保険証の交付に関すること 保険年金課

21 　・後期高齢者医療（75歳以上）の資格・給付に関すること 保険第１係 5211、5212 287-8612 （２階）

22 　・国民年金の資格、免除、給付に関すること 国民年金係 5216、5217 287-8624

　・市税証明、名寄帳、固定資産評価証明等、地籍図の交付

　・原付（１２５ｃｃまで）、小型特殊の手続きに関すること 287-8669

　・市税の納付（銀行が開いていない時間帯のみ）

　　　○入園に関すること

　　　○利用のための認定に関すること 287-8673

　・保育料に関すること

　・就学前児童の施設利用、子育て相談に関すること 子育て支援課

　・児童手当、児童扶養手当の支給に関すること 5533 （２階）

　・子ども医療費、母子家庭等医療費の助成に関すること 5534

　・母子等福祉資金の貸付、交通遺児等福祉手当に関すること 5535

　・不妊治療費助成に係る申請の受付に関すること 5536

※駿河区役所で対応できないが、問い合わせの多いもの

土地 81-2771～74 221-1546

家屋 81-2775～78 221-1547

　・市税の納税、相談に関すること 81-2431～35 221-1531 納税課（静岡庁舎３階）

　・個人市民税の相談に関すること 81-2785～88 221-1542 市民税課（静岡庁舎２階）

平成30年度　駿河区役所の窓口案内一覧表【職員用】
対応できる業務

6

15

5552～5555

　・特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、重度心身障害児扶養手当等に関すること

20 5213～5215 287-8621

　・高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、その他国民健康保険の療養費の支給に関すること

保険第１係

保険第２係
（０才～74歳）

23 5267～5269
税務センター

（２階）

24

　・認定こども園、保育園、幼稚園（新制度枠組み内の幼稚園）、小規模保育園等

入園係

5531

5532

5540

5541

5542

給付係 287-8674

家庭児童

相談係
287-8675　・児童及び児童をとりまく家庭の相談に関すること 5537～5539

　・土地、家屋に係る固定資産税・都市計画税の相談に関すること。
固定資産税課

（静岡庁舎２階）

　・国民健康保険料の徴収及び納付相談に関すること

　・後期高齢者医療保険料の徴収及び納付相談に関すること

国保収納

第２係
81-2935～39 221-1751

福祉債権収納対策課

静岡庁舎(12階）
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（13）救命講習 

 

ア 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。 

 

イ 開催日時 

平成 30 年 11 月６日（火）午前９時から 12 時まで  

午後１時から４時まで  

 

ウ 講師 

静岡市消防局職員 

 

エ 研修内容 

普通救命講習Ⅰ（３時間コース・修了証書交付あり） 

 

オ 研修対象者 

駿河区役所に勤務する職員(非常勤、臨時職員を含む) 

 

  カ 出席者 

    午前 10 人 

    午後 ８人 

 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 
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（14）「トロベーキャラバン隊」の結成 

 

駿河区応援隊長トロベーを使った区の情報発信を区役所全体でより一層推し進めてい

くことを目的に、駿河スマイル・プロジェクト発！スルキャラグループと一体となって

事業を実施する、プロジェクトチーム「トロベーキャラバン隊」を結成しました。 

   

  １ 結成日時：平成 30 年４月 27 日（金） 

 

２ 対象者 ：駿河区役所職員 35 名（隊長：駿河区長） 

 

  ３ 活動実績：各種イベントにおけるアクター、アテンド、撮影等スタッフ 

          

 

（15）イベントの企画・出演 

 

トロベーの認知度向上を図る各種イベントの企画や、駿河区主催事業または駿河区と

して連携が必要な事業について、トロベーキャラバン隊と連携しながら出演等を行いま

した。 

   

  １ 「しあわせトロベー」お披露目式(平成 30 年４月 24 日) 

    駿河区役所１階の展示スペース「魅力のもり広場」のオープンと合わせて、トロベ

ーの大型木製挽物（静岡市の伝統工芸）のお披露目式を行った。 

 

  ２ 旬穫祭 in 用宗漁港まつり(平成 30 年４月 29 日) 

    毎年、駿河区用宗で開催される用宗漁港まつりにおいて、駿河区役所地域総務課ブ

ースで PR 活動を行った。ステージでのダンスキャラバン・写真撮影や啓発品を配布

した。 

 

  ３ こども園等でのトロベーダンス教室（全４回） 

    トロベー公式応援ソング「トロベーといっしょ」のダンス教室を駿河区内の希望す

るこども園・保育園で行った。平成 30 年度は、東新田こども園・小黒こども園・ゆ

りかご保育園・葵保育園で実施した。 
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  ４ 小学校１年生学級へのスタンプ贈呈式（平成 30 年６月６日） 

    駿河区内小学校１年生学級（全 80 学級）に「よくがんばりました」「いいね」のス

タンプセットを配布し、代表して森下小学校にて贈呈式を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

  ５ まちづくりセッション（６月・７月 全４回） 

    市長とまちづくりセッションの「おもてなし」として来場者のお迎え、お見送りと

セッション開始前にトロべーダンスを披露した。 

 

  ６ 常葉大学草薙キャンパス 一般開放日 (平成 30 年６月 17 日) 

    駿河区弥生町にできた常葉大学草薙キャンパスの地域住民向けの見学会に参加し、

駿河区の PR や啓発品の配布を行った。 

 

 

 

 

 

  ７ 生誕祭＠登呂祭り（平成 30 年 10 月６日） 

    登呂祭りにて、「トロベーといっしょ」を作詞作曲した音楽ユニット「くじら座」

の演奏で、登呂こども園の園児とともにステージでダンスを披露。トロベー金太郎飴

を来場者に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

  ８ テレしず万博 35 市町マルシェ（平成 30 年 10 月６日） 

    あおいくん、シズラとともに、県総合運動場で行われたイベントに参加し、TV 中

継に登場。来場者に啓発品の配布と記念撮影を行った。 
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  ９ 区民体育大会(平成 30 年 10 月８日) 

    各区で開催する区民体育大会について、トロベーも演出のため出演。ボンボンをも

って応援するとともに、トロベー賞としてトロベーデザイン入りクリスタルトロフィ

ーを作成し授与。駿河区民に対しての周知を図った。 

  

  10 清水エスパルス 駿河区民応援デー(平成 30 年 10 月 20 日) 

    清水エスパルスのホーム戦で、「駿河区民応援デー」として、長田唐芋コロッケの

販売や、試合前の区長挨拶、トロベーのグリーティングを行った。 

 

  11 消防見学会(平成 30 年 11 月 20 日) 

    駿河区役所に隣接する駿河消防署において、地域住民向けに消防署の見学等を行う

イベントに参加。火消しコスプレを作成した。イベント内では、公式応援ソング「ト

ロベーといっしょ」の吹奏楽バージョンを消防音楽隊が初披露し、それに合わせて救

急隊と一緒にダンスを行った。 

 

  12 常葉大学学園祭(平成 30 年 11 月３、４日) 

    草薙キャンパスでの初の学園祭に参加。ステージでのダンス披露やキャンパス内で

のグリーティングを行った。 

 

  13 駿河区フォトロゲイニング in 静岡市(平成 30 年 12 月 16 日) 

    駿河区に設定されたスポットを巡り得点を競う同イベントに参加し、県内外からの

参加者へ PR を行った。 

 

  14 SDGｓコレクション (平成 31 年１月 12 日) 

    TOKYO GIRLS COLLECTION と同日にツインメッセ南館で開催された連携イベントに

３区合同ブースを出展。３区キャラで会場内を回り記念撮影等を行った。 

 

  15 トロベー就任２周年記念イベント＠アピタ(平成 31 年１月 24 日) 

    駿河総合高校とコラボして作成した、トロベーのマンホール蓋を２周年記念日にお

披露目した。また、駿河区内小学生児童を対象に作品を募集した。トロベーの 19 学

区地区デザインの完成イラストを含む、全応募作品の展示会を実施した。 

 

  16 トロベー就任２周年記念イベント＠マルイ(平成 31 年１月 27 日) 

    静岡マルイ・モディと連携し、けやき通りでトロベーマンホール蓋の展示と、旬の

食材（久能のいちご、長田唐芋）と駿河総合高校の開発商品の販売イベントを実施。 

   あおいくんや、モディキャラクターの「モディオン」と写真撮影や駿河区の PR を行

った。 
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  17 駿河消防署長委嘱＆街頭 PR（平成 31 年３月１日） 

    春の火災予防週間期間中の駿河消防署長を委嘱され、JR 静岡駅改札前にて、ボー

イスカウトとともに啓発活動を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）グッズの作成 

 

19 学（地）区デザインの新イラスト等を活用した各種グッズを作成した。 

   

  １ 啓 発 品： 

   ①Ａ６サイズシール（19 学地区 ver.） ②新デザイン缶バッジ 

④書類配布用オリジナルデザイン手提げビニール袋 

 

  ２ トロべースタンプセット 

    小学校１年生、２年生学級に対して「よくがんばりました」「いいね！」のスタン

プを配布した。 

 

  ３ トロベーイラスト CD＆ダンス DVD 

    ダンスお手本 DVD を駿河区内のこども園、私立保育園、幼稚園に配布。 

イラストの利用要綱が変更されたことで、教育機関や公共的団体での利用申請が

不要になったため、区内こども園、小中学校、自治会連合会にイラストの利用促

進のため配布した。 

 

４ そ の 他： 

   ①駿河区民体育大会トロフィー 
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（17）その他の活動 

 

  １ 着ぐるみ貸し出し業務 

    市役所内他課、自治会、民間企業等に着ぐるみの貸出業務を行った(実績３３回)。 

 

  ２ トロベーキャラバン隊とダンス練習 

    トロベーキャラバン隊向けにダンスの練習会を平日昼休みに開催した。 

 

  ５ エレベーター音楽を変更(平成 31 年 3 月) 

    駿河区役所及び静岡庁舎エレベーター内の音楽を「トロベーといっしょ（ドラム入

り ver.）」に変更 
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５ 本年度の活動総括と来年度の体制  

 「来庁される市民の皆様が“笑顔”で用事を済ますことができる区役所」を目標に、駿河

スマイルプロジェクトが発足されてから、５年目を迎えました。今年度は、過去４年間の実

績に基づき、より高いレベルの応対を目指し、昨年度に引き続き「環境整備グループ」、「人

材育成グループ」、「発！スルキャラグループ」の３つのグループ体制にて活動を実施しまし

た。 

 

また、今年度より各グループに２名のディレクターを配置することで、メンバーが悩み・

行き詰った際の助言ができる体制が整えられました。これにより、ＳＳＰスタッフがこれま

で以上に思い切りよく、また、より内容の濃い検討を重ねることができたのではないでしょ

うか。 

  

 その一方で、「他のグループがどのような活動をしているかよくわからない」といった声

も多く、グループ間の連携・調整に課題を残す結果となりました。活動内容によっては、グ

ループ相互間での連携が必要な事業もあり、よりよい「おもてなし」の実現には、この「グ

ループ間の連携」が重要となってきます。 

 

 来年度も引き続き、３つのグループ体制を基本とし、グループ同士の横の繋がりを意識し

た活動ができればと考えております。 
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駿河区長 杉山 たか子 

〇メンバーの皆さん、30 年度の活動お疲れ様でした。どのグループも計画とは別（想定

外）の取り組みにも対応していただき、この一年間大きな成果をあげていただきまし

た。心から感謝します。なかでも、人材育成チームは、人事課研修や局長会議での発表

も含めこれまでにないご苦労があったことと思います。いずれにしても、駿河区役所の

SSP 活動は成果とともに注目もあびています。これもメンバーの皆さんの努力の賜物で

すね。感謝と労いの気持ちを送るとともに、来年度の皆さんの活躍を期待いたします。 

 

駿河区副区長 上口 俊明 

〇３０年度の SSP 活動に参加された皆さん、お疲れ様でした。 

それぞれが自発的に参加し、いきいきと活動している姿に、私も元気をいただきまし

た。活動の目的は市民・区民応対の向上にありますが、職員の皆さんにはこの活動を通

じて得た様々な経験と多くの仲間が何よりの財産になっていることと思います。皆さん

がこれからもおもてなしの気持ちと仲間との絆を大切に、さらに成長していかれること

を期待しています。１年間ありがとうございました。 

 

地域総務課長 草分 裕美 

○皆さん、1 年間ありがとうございました。SSP は区全体で取り組むプロジェクトとして、

駿河区に根付き、着実に成果を上げているなあと感じます。 

様々な企画に積極的に取り組む姿勢や、所属が異なる職員が協力しあいながら事業を課長

から若手職員までの、全員で進めていく様子は、SSP の取り組みが駿河区役所をよく変

えていると体感した 1 年間です。 

来年度も、新しい企画、ブラッシュアップする企画など、大変でしょうがみんなで一緒に

取り組んでいきましょう！ 

私自身は、今回も、マネジメントの面で反省点が多いのですが、これを次に活かせるよう

にがんばります！ 

 

戸籍住民課長 萩原 健 

○活動メンバーの皆様、活動に参加された皆様、そして活動参加のため職員を送り出してく

 

SSP スタッフからのコメント 
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れた所属の皆様、１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんの頑張る姿を

目の当たりにして、とても感心し、改めて自分も頑張る元気をいただきました。SSP 活

動は 5 年を経過し、これからは維持継続そして発展期です。今後も駿河区役所の皆さん

全員の力で、SSP の活動がさらに磨き上げられていくことを願っています。 

 

保険年金課長 松村 正明 

○ＳＳＰメンバーのみなさん、たいへんお世話になりました。ディレクターとして環境整

備グループに所属させていただき、みなさんの積極的な活動に接し、たいへん貴重な体

験をさせていただきました。 

環境整備は、自分が前の職場で経験していたことで馴染みがある半面、余計な心配をし

て担当者の対応を難しいものにしてしまったかもしれませんが、それを乗り越えてりっ

ぱな成果をあげてくれたこと、たいへんうれしく思いました。ありがとうございまし

た。 

 

生活支援課長 静賀 誠 

○SSP メンバーのみなさま、事務局のみなさま、１年間本当にお疲れ様でした。自課の専

門外の業務で成果を出すことは大変な苦労があったことと思います。若手の皆さんの発想

力、行動力には正直頭が下がる思いでしたし、私自身もたいへん刺激をいただきました。

来年度もよろしくお願いします。 

 

障害者支援課長 吉永 光男 

○SSP メンバーの皆さん、事務局の皆さん、１年間本当にお疲れさまでした。駿河区に異

動して初めて SSP の活動を知り、何たるかも理解しないまま、ディレクターというこ

とで参加させていただきました。いろいろな課の皆さんと、通常の業務を通じてはでき

ない交流をすることができ、貴重な体験となりました、ありがとうございました。 

 

子育て支援課長 松下 龍一 

〇SSP メンバーの皆さん、１年間お疲れ様でした。所管の担当業務とバランスをとるのは

難しい面もあると思いますが、皆さんの頑張りには敬服です。私自身は発！スルキャラ G

内で、メンバーの苦労を余所に、大した役にもたたず「楽しく」参加させていただきまし

た。区役所最後の一年でしたが、他課の若手職員の皆さんと一緒に活動でき、顔見知りに

なれたことは、また新たな財産になりました。他のグループの皆さんも含め、プロジェク

トの経験と培った人脈を大切にして、今後のキャリアや活かしてください。またどこかで
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「ワニになって」仕事できるといいですねぇ（笑） ありがとうございました。 

 

高齢介護課長 興津 理恵子 

〇人材育成グループと事務局の皆様、一年間お疲れさまでした。相当なボリュームの企画で

したが、すべて無事完結！研修を通じて駿河区役所勤務の職員に提供できたことは多いと

思いますし、達成感もありますね。また、普段の業務では接点の少ない職員同士が一緒に

活動することで出来たつながりも SSP 活動の成果だと思います。来年度も、いい企画を

無理なく実施できるよう、みんなで知恵を出し合いましょう。 

 

戸籍住民課 宮部 寛子 

○人材育成グループのリーダーを務めさせていただきました。他課の職員の方々と、協力

して事業を進めていくという初めての経験でしたが、グループのメンバーや事務局職員

の頑張りと、ゼネラルマネージャー・マネージャー・チーフディレクターのアドバイス

等により、無事、盛りだくさんの事業を完了することができました。感謝の気持ちで一

杯です。SSP が今後益々発展していくことを願っています。一年間ありがとうございま

した。 

 

戸籍住民課 大口 颯太 

○本年度は SSP3 年目ということで、環境グループで活動しました。駿河区役所の普段は

あまり気にしないような点を再認識することができました。また、周囲の方々のご協力も

あり、１年間様々な経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

 

戸籍住民課 青木 優人 

○SSP の活動を通じて、通常の業務では経験できない業務を他課の職員と協力して進める

ことができ、とても貴重な経験をすることができたと思います。１年間ありがとうござ

いました。 

 

戸籍住民課 森 優穂 

○一年間、トロベーグループで活動に参加させていただき、ダンス教室やトロベーの生誕祭

の企画など通常業務では経験できない貴重な時間を過ごすことができました。メンバーの

皆様に様々なことを教えていただきながら、成長できた一年だったと思います。本当にあ

りがとうございました。 
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保険年金課 田代 宗正 

○ＳＳＰの活動は、例年、意欲がある 20 代、30 代の職員が多くいる中で、40 代のもの

ぐさぐうたら気分屋の私がいるのは非常に場違い感が否めませんでしたが、多くの方のご

協力のもと、なんとか１年間を終えることができました。区役所、長田支所及び健康支援

課に所属の皆様、特におもてなし清掃等の清掃活動に毎回、参加してくださった皆様に心

から感謝いたします。 

 

保険年金課 塩谷 美帆 

○入庁１年目で慣れないことも多かったですが、SSP での活動で様々なことを経験させて

いただくことができました。来年度も学んだことを活かしながら、自分自身を成長させる

ために行動していきたいと思います。１年間ありがとうございました。 

 

健康支援課 植山 美佳 

○普段の業務では経験できない、慣れない作業ばかりでしたが、グループのメンバーに助

けていただき、活動することができました。他課の方々と関われ、有意義な 1 年になり

ました。毎回快く送り出してくれた職場の皆様にも感謝です。貴重な経験をさせていた

だき、ありがとうございました。 

 

長田支所 梅原 章裕 

○皆様一年間お疲れ様でした。自分は人材育成グループのサブリーダーというポジションに

ありながら、諸般（おとなの）の事情により、あまり参加できない悪い生徒になってしま

ったことが細川たかしの歌のタイトルです。その分、他の優秀なメンバーの方々に頑張っ

ていただき、感謝の思いしかありません。本当にありがとうございました！ 

 

生活支援課 西脇 慎二 

〇今年度初めて駿河区役所に配属され、SSP の担当をさせていただきましたが、ほかの課

の方と、所属の枠を超えて一つのことに取り組むことができて、新鮮な体験でした。 

横のつながりも作れて、また自分のスキルアップにもつながり、参加できて楽しかった

です。 

 

生活支援課 奥田 かおり 

〇通常業務では関われない業務を経験し、非常に充実した３年間となりました。さまざま

なアイディアを若手職員の方々と共有し形にしていくことがとても楽しかったです。快
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く送り出してくれた課内の方々、またご協力いただいた方々に心から感謝しています。

ありがとうございました。 

 

生活支援課 田村 遼太 

〇皆さん１年間お疲れさまでした。発！スルキャラグループのリーダーを務めさせて頂き

ましたが、正直、特にリーダーっぽいことはしておりません。事務局の皆さま、SSP メ

ンバーやキャラバン隊、そしてくじら座さんや地域学生といった外部の協力もあり、今

年もトロベーは大活躍でした。こんなへっぽこリーダーを支えて頂いた皆さまに感謝し

ています。トロベーといっしょに、充実した１年間を過ごすことができました。 

 

生活支援課 中村 宏介 

〇研修を企画、開催する中で普段出来ない経験や知識、他の課の人との繋がりができまし

た。正直、日常業務との両立が難しくてきつかったですが、終わってみれば無理してで

もやって良かったと思っています。 

人材育成 G のメンバー、外部派遣研修内容報告会の発表者をやってくれた北橋さん、塩

谷さん本当にありがとうございました。 

 

生活支援課 長谷部 康子 

〇この度 SSP の活動に参加させて頂き通常業務だけでは、得ることのなかった貴重な経

験を積ませて頂きました。また SSP として庁内巡視に同行させていただき、今までの

自分にはなかった視点で物事を見れるようになったと思っております。今後とも、機会

があれば様々なことに挑戦し多くの経験・知識を積んでいきたいと思います。ありがと

うございました。 

 

障害者支援課 池田 絢乃 

〇SSP トロベーチームでの活動に微力ながら携わらせていただきました。チームの皆様や

キャラバン隊の皆様のご協力があったからこそ、楽しい活動ができたと思っています。 

イベントへのトロベーとしての参加はとても楽しかったです。また、この場をお借りし

て、本活動へ快く送り出していただいた所属課の皆様へも御礼申し上げます。 

 

子育て支援課 仁藤 大晴 

〇SSP 環境グループメンバーとして活動してみて、通常業務をしているだけでは、知るこ

とができなかったことを学ぶことができました。 
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グループのメンバーの方には、様々な意見をいただき、課内の方々にはご協力いただ

き、感謝しています。一年間ありがとうございました。 

 

子育て支援課 本田 沙月 

〇トロベーに入ったり、子どもたちとダンスを踊ったり、楽しく活動することができました。

また普段の業務では関われない他課の職員とも交流ができ、とてもいい経験ができました。

ありがとうございました！ 

 

高齢介護課 桒原 真理 

〇通常業務では経験しない作業の連続で、悩んだり悔しい思いをたくさん経験した一年で

したが、グループメンバーの若手職員と知り合えたことが一番の財産になりました。快

く送り出してくれた課内の方々、またご協力いただいた皆様に心から感謝しています。 

 

高齢介護課 瀧戸 航 

〇チームのメンバーや課内の方々にご迷惑をおかけしましたが、なんとか１年終えること

ができました。みなさまありがとうございました。失敗しながら多くのことを勉強でき

る良い機会となりました。 

 

地域総務課 南條 智則 

〇昨年度は発！スルキャラグループ、今年度は人材育成グループの事務局をやらせて頂きま

した。今年度は、延べ 502 名という、駿河区役所に勤務する委託業者を含む全職員の 1.5

倍以上の人数に、SSP 人材育成研修事業に参加していただきました。これは、活動５年

目にして駿河区職員に SSP の精神が根付いて来たこと、そして通常業務をこなしつつ、

SSP 業務にも全力をささげてくれたメンバーの頑張りの表れだと思います。これからも

もっともっと駿河区を良くしていきましょう！ありがとうございました。 

 

地域総務課 水野 裕介 

〇昨年度に引き続き、環境整備グループの事務局として参加させていただきました。環境整

備グループは、昨年度から引き続きのメンバーが誰もおらず、新メンバーでの活動となり

ました。グループ会議を通じて、直面する課題・出来事がグループにとって初めてのこと

ばかりで多くの苦労がありましたが、優秀なメンバーの頑張りにより、「明るく、利用し

やすい区役所」に、また一つ近づけたかと思います。１年間ありがとうございました。 
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地域総務課 木下 裕香子 

〇今年度は、発！スルキャラグループの事務局として、参加させていただきました。トロベ

ーの活動は、グループメンバーはもちろんですが、SSP ではない職員の方々にもキャラ

バン隊としてたくさんのご協力いただき進めることができました。また、ほかのグループ

の事業でトロベーが活用される機会が増えたことも印象的でした。１年間ありがとうござ

いました。 

 

地域総務課 髙井 智紀 

〇SSP 活動メンバーの皆さんお疲れさまでした。駿河区役所をより良い区役所にするため

に、多くの職員の方と協力出来たことは、庁舎管理から見ても頼もしくあり、感謝するこ

とが多くありました。職員同士で知識を共有し協力することで実用性のあることに関して

の目標を多く達成できたと思います。１年間ありがとうございました。 

 

地域総務課 鈴木 彩加 

〇SSP は、業務での関わりが少ない課の方と交流できる貴重な機会になりました。 

駿河区での勤務も初めてで何もわからない中、他のメンバーに助けていただきここまで来

ることができました。 

課の垣根を越えて駿河区を盛り上げたこと、トロベーの活動に携わったこと、SSP の活

動すべてがいい刺激になりました。ありがとうございました。 
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