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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。 

平成 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。 

 平成 28 年度には、「トロベー」を「駿河区応援隊長」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くため「発！スルキャラグループ」が発足

しました。 

 それらの取組みの結果、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。 

６年目を迎えた令和元年度も、引き続き３グループの体制を維持し、過去５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て

実施しました。 

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、バス停降

り口への「誘導サイン」の設置や、市政情報コーナーのレイアウト変更を行い、利用しやす

さの向上を図りました。「人材育成グループ」では、接遇研修に外部講師を招き、外国人に

対する理解を促進しコミュニケーション技法を学ぶ「やさしい日本語講座」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」のこども園でのダンス

教室の実施や各種のイベントへの参加など駿河区の魅力の情報発信をしました。また、就任

３周年を記念した LINE スタンプを作成しましたので、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 髙津 祐志 
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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による区民満足度の向上 

・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 ９５％以上 

               ９９．５％（８８０件／総数８８４件）

（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 髙津 祐志 

【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 杉山 たか子 

【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 原田 康弘 

【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   山川 澄人  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 蛯名 倫代 

                子育て支援課長 藤田 喜美子 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：22 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    主任主事 福地 翔     主任主事 水口 敬次 

                主任主事 木下 裕香子  非常勤  鈴木 彩加 

  駿河区役所戸籍住民課    主任主事 糸川 史明   主事     加藤 千佳 

                主事   長井 めぐみ  主事   池田 崚輔 

  駿河区役所保険年金課    主事   渡辺 海里   主事   野口 太輝 

  駿河区役所健康支援課    保健師  河合 絵里佳 

  駿河区役所長田支所     主任主事 加藤 徹 

  駿河福祉事務所生活支援課  主任主事 西脇 慎二   主任主事 中村 宏介 

                主事     長谷部 康子   主事   朝比奈 寛紀 

                主事   谷口 友美 

  駿河福祉事務所障害者支援課 主任保健師 藤田 千尋 

駿河福祉事務所子育て支援課 主査   平田 静香   主事   松浦 直希 

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

◆オブザーバー 

  駿河区役所地域総務課    主査   水野 裕介   主任技師 髙井 智紀 

                   主査   天野 和宏   主任主事 木下 裕香子 
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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（令和２年度）

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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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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４ 実施内容 

【環境整備グループ】 

（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 82 件。（R２/3/29 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 

 ・期限切れや剥がれかけているポスター等の貼り直し 

 ・駿河区役所内の好事例について、各課へ通知 

職場体験の学生さん達と

も一緒に巡視をして、駿

河区役所内の環境向上に

努めました。 
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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  令和元年５月～令和２年２月までは計 16 回実施 

参加者延べ 1,812 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  令和元年 11 月５日（火）～令和元年 12 月 18 日（水）まで 

イ 時間  午前８時 10 分から午前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 

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 日間実施(雨天中止３日含む) 

         参加者延べ 448 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。 

-7-



（３）駿河区魅力のもり広場の活用 

①目的 

H30 年度に設置した駿河区役所１F スペース「駿河区魅力のもり広場」について、使い方

のルールを整備するとともに、市の魅力を発信するために広く活用を図る。 

②活動内容 

【５月 民生委員の活動紹介】 

【６月 土砂災害警戒月間】 

【８月 CCRC の取り組み紹介・トロベーLINE スタンプアンケート調査】 

【９月 長田地区市民活動紹介】 

【10 月 しずまえ(用宗)PR】 

【11 月 日本平動物園イベント PR】 

【12 月 シニアクラブ活動発表】 

【１月 SDGｓ月間】 

【２月 トロベースタンプ PR】 

③今後の予定 

 魅力のもり広場についてさらに利用足趾を促し、施設予約システムへの登録を実施し、

職員が利用しやすいように整備をしていく。 
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（４）バス停降り口に「誘導サイン」を設置 

① 目的 

駿河消防署と駿河区役所を間違えてしまうといった市民の声があったため、市民の方が

駿河区役所へ迷わず来られるように設置。 

② 改善事項 

「駿河区役所静岡新聞社前」バス停の降り口付近に、駿河区区役所と識別できる看板を

設置。 

（５）窓ガラスへの「遮熱・断熱フィルム」の設置 

① 目的 

来庁者より、夏は暑く冬は寒いといった声があったため、室温の寒暖を緩和するため遮

熱フィルムの貼り付けを実施。 

② 改善事項 

駿河区役所西側側面の窓に遮熱フィルムの貼り付けを実施。次年度、２Ｆ高齢介護課南

側側面の窓ガラスに対して遮熱フィルムの貼り付けを実施予定。 

〈改善前〉           〈改善後〉  
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（６）市政情報コーナーのレイアウト変更 

① 目的 

各種行政資料が閲覧できるよう、駿河区役所３階に「市政情報コーナー」が設置されて

いるが、入口が分かりづらく、無駄な書棚等が多く、市民が利用しにくい環境となって

いたため、環境改善を実施。 

② 改善事項 

フリーアドレス化と共に、市政情報コーナーの移設及び市民の方がより利用しやすい空

間作りを実施。書棚や書類の選別、また新市政情報コーナーの床や壁面のデザインの変

更を実施。 
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（７）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

確認及び実動の訓練を行う。 

② 日  時      

  【 事前研修会 】  

１．基礎訓練   令和元年６月 21 日（金） 10 時 00 分から 11 時 30 分 

           令和元年６月 26 日（水） 14 時 30 分から 16 時 00 分 

    ２．大規模訓練  令和２年１月 22 日（水） 10 時 00 分から 11 時 30 分 

             令和２年１月 24 日（金） 14 時 00 分から 15 時 30 分 

【避難誘導訓練】  

１．基礎訓練   令和元年７月１日（月）  17 時 00 分から 17 時 15 分 

２．大規模訓練  令和２年１月 30 日(木)  17 時 30 分から 18 時 00 分 

③ 会  場 

駿河区役所 庁舎内 

④ 参 加 者     

１．基礎訓練  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 

２．大規模訓練 駿河区役所内に勤める全職員のうち参加可能な職員  計 92 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 

基礎訓練      

・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。 

    大規模訓練 

    ・庁舎内（２階南東側給湯室）にて火災発生 

    ・避難場所について北側駐車場とする 
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【人材育成グループ】 

（８）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：令和元年５月 28 日（火）午後２時～３時 45 分 

    令和元年６月７日（金）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 ５月 35 人 

     ６月 36 人   計 71 名 

  ⑦ 会場：駿河区役所３階 大会議室 

  ⑧ 参加者の声 

   ・他の課について知ることができたのでまた開催してほしいです。 

   ・自分の業務にもつながる内容が多く、大変参考になりました。 

   ・聞きなれた用語の定義を改めて知ることができ良かったです。 
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（９）おもてなし研修 

① 第１弾「コンシェルジュ研修」 

ア 研修目的 

    職員のおもてなしマインド及び接遇能力の向上 

   イ 開催日時 

令和元年７月 25 日（木）午後１時から午後３時まで    

   ウ 講師 

 おもてなしコンシェルジュ  保険年金課 主任主事 浦田 高史 

   生活支援課 主任主事 櫻井 国登 

  高齢介護課 主任主事 鈴木 こ由祈 

エ 研修内容 

コンシェルジュ事業の説明及び広報課主催コンシェルジュ接遇研修内容

の区役所職員への共有 

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 30 人（駿河区コンシェルジュ含む） 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 
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② 第２弾「やさしい日本語」 

ア 研修目的：駿河区役所職員の外国人に対する理解の促進、子どもから高齢者まで

すべての人が理解できるコミュニケーションを図るためのスキルの

習得・向上 

   イ 開催日時 

     令和元年９月 11 日（水） 午前９時 15 分から午前 11 時 45 分まで 

                  午後１時 15 分から午後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 

日本における外国人の言語の実態、外国人に対するコミュニケーションの技

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 計 56 人 

キ 会場：駿河区役所３階 大会議室 
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③ 第３弾 認知症サポーター養成講座 

ア 研修目的：認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り

応援する「認知症サポーター」を要請する。 

   イ 開催日時 

     令和元年 10 月 29 日（火）  午後１時から午後３時まで   

ウ 講師 

  認知症サポーター 「キャラバン・メイト」 グループホーム樹 櫻井 知世 氏 

エ 研修内容 

     認知症の基礎知識や認知症の市民と接する際の心構え・対応方法を学ぶ 

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 39 人 

キ 会場：駿河区役所３階 大会議室 
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（10）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 

令和元年８月２日（火） 午前 10 時から午前 11 時 30 分 まで 

   ③ 講師 

戸籍住民課 課長 山川 澄人 

④ 研修内容 

業務の根拠となっている「法令」について、仕組みや適用ルール読みこなすコ

ツの基本を学ぶ 

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 計 52 人 

⑦ 会場 駿河区役所 ３階大会議室 

（11）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 

ア 専門職研修 

「バウンダリー（境界）ワーク １日集中セミナー」 

日 時  令和元年７月３日（水） 午前 10 時 30 分から午後４時 30 分まで 

場 所  アスク研究室(東京都中央区日本橋) 

受講者  駿河福祉事務所障害者支援課 主任主事 小野田 くみ   
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イ ＮＯＭＡ行政管理講座 

「個人情報保護制度をめぐる基本的理解と実務上の課題解決手法」 

    日 時  令和元年 11 月 11 日（月）～12 日（火） 

場 所  ＮＯＭＡホール(東京都渋谷区千駄ケ谷) 

受講者  駿河区役所保険年金課 主事 野口 太輝 

                主事 渡辺 海里 

ウ ＮＯＭＡ行政管理講座 

  「戸籍実務の基本と窓口対応事例研究検討講座」 

日 時  令和元年 11 月 14 日（木）～15 日（金） 

場 所  ＮＯＭＡホール(東京都渋谷区千駄ケ谷) 

受講者  駿河区役所戸籍住民課 主事 海野 沙耶香 

 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 

令和元年 12 月 23 日（火） 午後１時 30 分から午後３時まで 

   ウ 講師及び内容 

     (一部)「個人情報保護制度をめぐる基本的理解と実務上の課題解決手法」 

駿河区役所保険年金課 主事 野口 太輝 

               主事 渡辺 海里 

     (二部)「バウンダリー（境界）ワーク」 

       駿河福祉事務所障害者支援課     主任主事     小野田 くみ 

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 

５０人 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 
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（12）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 明るい笑顔と心配りをもって対応します。 

戸籍住民課 気持ち良い印象が持てる窓口応対をします。 

保険年金課 コミュニケーションを図り仕事のしやすい職場環境を作ります。 

健康支援課 傾聴に心がけ、丁寧に応対します。 

長田支所 お客様が気持ちよく利用できるよう心がけます。 

生活支援課 積極的に声掛けを行い、親切丁寧な職場を作ります。 

障害者支援課 
チームで協力し合い、明るく丁寧な応対に努め、お客様の 「こころの待

ち時間」を減らします。

子育て支援課 お客様の時間を大切にし 親切・丁寧な対応をします。 

高齢介護課 相手の気持ちや立場を考えた応対に努めます。 

※戸籍住民課 

※子育て支援課 

※地域総務課 
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（13）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。 

（14）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 

令和元年度版を作成し、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。 

（15）交流スムージーリスト 

① 目的 

   区役所に勤務する職員が、業務外で活動する様々な分野について、その取組内容を

区役所内で共有し、所属の垣根を超えた人的交流の活発化や相互理解の促進を図る。 

②  活用方法 

   令和元年度版を作成し、各課に配布した。 

（16）接遇マニュアル「おもてなし の心得」の作成 

① 目的 

マニュアルにより応対の基準を示すことで、区役所全体で一体感のあるサービスを

提供し、窓口における市民満足度の向上を図る。 

② 内容 

平成 27 年度に SSP で作成した接遇マニュアルを改訂し、来庁者の立場で正確に・早

く・気持ちの良いサービスを提供するための基準を示した。 
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（17）「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」を結成した。 

  ① 結成日時：令和元年５月９日（木） 

② 対象者 ：駿河区役所職員 29 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 

（18）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 こども園等でのトロベーダンス教室（全７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。今年度は、大谷こども園・あいみずほ保育園・八幡こ

ども園・丸子こども園・小鹿こども園・中田こども園・八幡おひさまの森保育園で実

施、計 480 人の園児が参加した。 

  ② 旬穫祭 in 用宗漁港まつり(平成 31 年４月 28 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。来場者との写真撮影や啓発品を配布した。 

  ③ 大浜ビーチフェスタ（令和元年６月２日） 

    駿河区中島で開催された大浜ビーチフェスタにおいて、

ステージでのダンスキャラバン、来場者との写真撮影、啓

発品の配付を行った。 
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    ④ スルガフェス PR 動画撮影（令和元年９月 11 日） 

    スルガフェスの実施に伴い PR 動画をたぬき探偵ジェリ

ーと撮影し、YouTube「たぬき探偵ジェリー」チャンネル

で掲載された。  

⑤ 生誕祭＠丸子こども園（令和元年 10 月 11 日） 

    丸子こども園でのダンス教室に合わせ、トロベーの生誕祭を実施。園児からは手作

りのトロベーポスターと「パプリカ」の曲に合わせたダンス、髙津区長からはトロベ

ーラッピングカー「トロベー号」、杉山副区長からは誕生日帽子のプレゼントがあっ

た。 

   ⑥ 消防見学会(令和元年 10 月 19 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

うイベントに火消しコスプレをして参加。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。また、翌日開催のスルガフェスの PR 活動を行った。 

⑦ スルガフェス in 登呂（令和元年 10 月 20 日） 

     平成 30 年度の「区長とまちみがきセッション」をも  

とに大学生との協同でスルガフェス in 登呂を初実施。 

来場者との写真撮影や啓発品の配付を行った。 

  ⑧ アピタ 14 周年イベント（令和元年 11 月１日） 

     アピタ静岡店開店 14 周年を記念したイベントに参加。トロベーLINE スタンプ投 

票結果発表会やトロベーじゃんけん大会を行った。 

   ⑨ 常葉大学学園祭(令和元年 11 月３日) 

     常葉大学草薙キャンパスでの学園祭「心薙祭」に参加。「ゆるキャラの部屋」での

PR 活動やキャンパス内でのグリーティングを行った。 

   ⑩ 駿河区フォトロゲイニング in 静岡市(令和元年 12 月 15 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
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の参加者へ PR を行った。 

   ⑪ トロベー就任３周年記念イベント＠八幡おひさまの森保育園(令和２年１月 24 日) 

     八幡おひさまこども園でのダンス教室に合わせ、

３周年記念イベントを実施。トロベーLINE スタンプ

の披露や園児による塗り絵を行った。 

（19）グッズの作成 

トロベーのイラストを活用した各種グッズを作成した。 

   ① トロベーポロシャツ 

    職員向けにトロベーポロシャツを作成、昨年度よりイラストやカラーバリエーショ

ンが増えたポロシャツが完成した。 

② トロベーダンス教室ステッカー 

    ダンス教室を実施した際に配付用のステッカーを作成、配

付した。 

③ トロベーラッピングカー「トロベー号」 

    日頃から駿河区応援隊長として活躍しているトロベ 

ーに駿河区長からラッピングカーをプレゼント。今後は 

トロベーが「トロベー号」と名付けられた車に乗って駿 

河区の PR をする。 

④ トロベーLINE スタンプ 

    トロベーの駿河区応援隊長就任３周年を記念して、トロベーLINE スタンプの販売

を開始した。SSP 職員やキャラバン隊がスタンプ案を検討し、市民による投票を行

なった。 

（20）その他活動 

  １ 区民体育大会トロフィー作成 

  ２ トロベーぬいぐるみ作成 
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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、６年目を迎えました。今年度は、過去５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。 

昨年度から、各グループに２名のディレクターを配置し、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 髙津 祐志 

〇SSP のメンバーの皆さん、令和元年度一年間の活動お疲れ様でした。 

伝統ある駿河区役所若手職員の SSP 活動を楽しみにしていました。お客様に笑顔で帰っ

ていただくため、若い皆さんが自ら考え、行動してくれた各種事業を本当にうれしく思

います。区役所という窓口がメインの職場では経験しない、事業の企画や他課との調整

など大変なこともあったと思いますが、この経験は必ず役に立ちます。これからも、こ

の、「おもてなしの気持ち」を忘れずに頑張ってください。 

駿河区副区長 杉山 たか子 

〇メンバーの皆さん、一年間の活動お疲れ様でした。それぞれの立場でご苦労、努力してい

ただきありがとうございました。心から感謝します。 

4 年間 SSP 活動を見守ってきましたが、今年度も本当に素晴らしい成果をあげていただ

きました。若い職員の皆さんが駿河区民や区役所職員に心を寄せながら様々な取り組みに

チャレンジしてくださったことに敬服するとともに誇りに思っています。4 月から異動さ

れる皆さんは駿河区役所でのこの経験を活かしつつ新たな業務に前向きに取り組んでく

ださい。応援しています。また、残留の皆さんは引続き、おもてなしマインドをもって業

務と SSP 活動に楽しく取り組みましょう。 

地域総務課長 原田 康弘 

○メンバーの皆さん、一年間お疲れ様でした。また、メンバーが活動しやすいようご配慮く

ださった各課の職員の皆さんもありがとうございました。皆さんが、企画し実践した活動

を駿河区の成果として報告させていただき、各方面からお褒めの言葉をいただいています。

今年のメンバーはもちろん、まだ SSP に参加したことのない皆さんも是非活動に参加し

ていただき、駿河区役所全員で、この活動を盛り上げていきましょう。 

戸籍住民課長 山川 澄人 

○ＳＳＰの活動は初めてで、環境整備グループのディレクターを務めさせていただきました。

振り返ってみると、本当にいろいろな事業を行っていたんだなあと感心することしきりで

す。ＳＳＰは、区役所全体が一つになって行う素晴らしい取り組みだと思います。この取

SSP スタッフからのコメント
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り組みに参加することで、職場とはまた違う人のつながりが生まれたり、新たな経験を得

ることが出来たのではないでしょうか。皆さん、一年間本当にお疲れさまでした。

保険年金課長 松村 正明 

○SSP メンバーのみなさんには大変お世話になりました。環境整備グループのディレクタ

ーではありましたが、メンバーの皆さんの積極的な参加に助けられたと思っています。 

市政情報コーナーは見違えるようになったし、今年２回目の消防訓練では、参加人数を心

配しましたが、たくさんの方に参加していただき、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 

○昨年度に引き続き、発！スルキャラグループの一員として参加させていただきました。メ

ンバーの皆様、一年間お疲れさまでした。メンバー皆さんの実行力には頭が下がる思いで

す。自分も元気をいただきました。ＳＳＰの活動は楽しみながら参加できる、そんな活動

だと思います。積極的にかかわりあうことで楽しさが増加しますので、参加することをお

勧めします。 

障害者支援課長 蛯名 倫代 

○駿河区役所 4 年目になりますが、ＳＳＰ活動にかかわったのは初めてでした。メンバー

のみなさんの努力、苦労を身をもって感じ、若手職員の推進力にただただ敬服です。 

人材育成グループでは研修の企画から実施運営、報告まで、みなさん通常業務を抱えな

がら大変でしたが、柔軟な発想と頑張りで、駿河区役所職員の市民応対意識の向上に貢

献できたと思います。お疲れ様でした。 

SSP 活動に来年もかかわる方、離れる方がいますが、今後ともみんなで駿河区役所を盛

り上げていきましょう。最後に…皆さん、「駿河区職員のためのおもてなし の心得」、

よく読んでくださいね！ 

子育て支援課長 藤田 喜美子 

〇SSP のメンバーの皆様、1 年間大変お疲れさまでした。３つのグループのメンバーが活

動内容を企画して、区役所全体で取り組んでいる一体感を感じ素晴らしいと思いました。

私自身は、発！スルキャラグループに所属し、若い皆さんと一緒にダンス教室に楽しく参

加させていただきました。メンバーの皆さんの発想力、実行力って凄いです！！素敵なイ
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ベントの開催ができたと思います。ありがとうございました。 

高齢介護課長 興津 理恵子 

〇昨年度に引き続き、人材育成グループの一員として参加させていただきました。リーダー・

サブリーダーはじめメンバーの皆様、一年間お疲れさまでした。また、活動にあたり快く

送り出していただいた所属の皆様、ありがとうございました。若い世代が多いので、事業

実施を通じて、区役所内の人脈も広がっていくと思います。今まで、SSP 活動に参加し

たことのない方、来年度はあなたの番ですよ。積極的に参加してくださいね。 

戸籍住民課 糸川 史明 

○今年度、初めて SSP に参加させていただき、研修の企画・運営など普段できない貴重

な経験をすることができました。SSP を通じて駿河区を良くしていこう、という若手職

員の熱気に圧倒されました。１年間ありがとうございました。 

戸籍住民課 加藤 千佳 

○この一年間 SSP の活動では、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。今回学んだことを、今後の業務に生かしていこうと思います。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。一年間ありがとう

ございました。 

戸籍住民課 長井 めぐみ 

○人材育成グループとして、１年間活動させていただきました。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たこと、また、活動を通して、他課の職員の方々との

繋がりができたことを嬉しく思います。１年間ありがとうございました。 

戸籍住民課 池田 崚輔 

○発！スルキャラグループのメンバーとして一年間活動させていただきました。こども園の

ダンス教室や、学園祭での PR 活動などを通して、直接市民の方と触れ合えることができ

良い経験になりました。通常業務では関わることのできなかった方々との出会いにも感謝

しています。1 年目の職員にとって非常に得るものが多く、これからも継続していってほ

しい活動だと思います。一年間ありがとうございました。 
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保険年金課 野口 太輝 

○発！スルキャラグループとしての活動に 1 年間携わらせていただきました。不慣れなこ

とも多く、あまり力になることは出来ませんでしたが、多くの方に協力していただき活動

を終えることができました。常に協力していただいた発！スルキャラグループの皆様には

心より感謝しています。１年間ありがとうございました。 

保険年金課 渡辺 海里 

○1 年間、ありがとうございました。入庁１年目で SSP に参加し、失敗だらけでしたが、

各課の SSP 職員の皆様のサポートのおかげで活動をすることができました。良い経験が

できたことに感謝しています。活動内容は大小さまざまではあると思いますが、今後も

SSP の活動を通して駿河区役所全体が活気であふれてほしいと思います。 

健康支援課 河合 絵里佳 

○発！スルキャラグループのメンバーとして、こども園のダンス教室やトロベーポロシャ

ツの作成など多くのトロベーPR に参加させていただきました。各課の方々とも関わる

ことができ、普段の業務とは違う刺激を沢山頂きました。SSP の活動に毎回快く送り出

してくれた職場のメンバーにも感謝致します。一年間ありがとうございました。 

長田支所 加藤 徹 

○毎月２回の「おもてなし清掃」では、ご協力いただきありがとうございました。職場が長

田支所ということもあり、「区役所は別の場所」って感じでしたが、SSP 担当者からの参

加人数の報告、また避難誘導訓練の参加を通じ、区役所がちょっと身近になりました。１

年間ありがとうございました。 

生活支援課 西脇 慎二 

〇２年連続で SSP の活動に参加しました。各課のいろいろな方と協力することで、横の

つながりを広げられてとても有意義な活動でした。SSP の活動は、小さいこともありま

すが、区にとっては必要なことで、重要な活動だと思っています。自分の成長にもつな

がると思いますので、特に若手職員は積極的に参加することをお勧めします。

生活支援課 中村 宏介 

〇課を越えた繋がりが出来ましたし、日常業務では経験出来ないことを経験させてもらい

ました。特に若手の職員の皆様は、ぜひやってみてください！大変なこともあります
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が、終わってみればやってよかったと必ず思えます。人材育成グループの皆様、事務局

の木下さんありがとうございました

生活支援課 長谷部 康子 

〇発！スルキャラグループにて参加させていただきました。通常業務では経験できないこ

とを経験することができました。自分が企画した行事が成功し参加してくれた市民の

方々が笑顔になる姿を見てとても嬉しく思いました。SSP での経験を活かし、これから

も周りの人たちを明るく元気にそして笑顔にできるような人材でいたいと思います。あ

りがとうございました。 

生活支援課 朝比奈 寛紀 

〇発！スルキャラ G メンバーとして参加させていただき、ダンス教室・消防見学会など日

頃の業務では味わえない、貴重な経験ができました。自分の固い頭では奇抜な企画を提

案することはできませんでしたが、トロベーの活動は若手職員の柔軟なアイデアが必要

だと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください！ 

生活支援課 谷口 友美 

〇人材育成グループのメンバーとして参加させていただき、他課の方々と関わりを広げな

がら貴重な時間を過ごすことができました。研修の企画・運営に携わることはやりがい

もあり、これからも継続して駿河区の力になる様々な研修機会を作っていけたらと思い

ます。同じグループのメンバーや事務局の方には本当にお世話になりました、１年間あ

りがとうございました。ぜひ皆さんにも参加をお勧めします

障害者支援課 藤田 千尋 

〇人材育成グループのメンバーとして活動いたしました。駿河区に異動して１年目。担当

業務をとおして、また研修のお手伝いをする中で、駿河区役所の事を知る機会となり、

また他課の方との繋がりもできました。事務局の皆様ありがとうございました。特に、

リーダー・サブリーダーには本当にお世話になりました。 

子育て支援課 平田 静香 

〇発！スルキャラグループにて参加させていただきました。トロベーが出演する各イベン

トを通して多くの市民の方や多くの子ども達の笑顔をみることができ、トロベーの認知
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度が上がっているのを実感した一年でした。このように充実した活動ができたのも事務

局の方々やメンバー、キャラバン隊の皆さんの協力があったからこそだと思います。本

当にありがとうございました。今後も SSP の活動を通して課を超えて人との繋がりを

大事にしていきたいと思います。 

子育て支援課 松浦 直希 

〇環境整備グループで参加させていただきました。SSP を通して、今までとは違った視点

から駿河区をみるきっかけになりましたし、他の課との職員とも関わりということもなか

なかなかったのでいい経験をさせていただいたと思っています。そして、多くの方に協力

していただき、助けてもらいました。一年間ありがとうございました。 

高齢介護課 桒原 真理 

〇日常業務との兼ね合いに苦慮することや、厳しいご意見をいただくこともありました

が、G メンバーと事務局職員の頑張りのおかげで、今年の人材育成 G も着実な成果を挙

げることができました。これからもＳＳＰ活動の精神がより広く深く根付いていくこと

を願っています。人材育成 G メンバーの皆様、１年間お疲れ様でした！ 

高齢介護課 小沼 俊太

〇人材育成グループで活動させていただきましたが、普段経験できないことを経験するこ

とができ、様々な知識を得ることができました。通常業務との両立が難しく、多くの方

にご迷惑をおかけしましたが、この経験を糧にしていきたいと思います。メンバーの皆

様、１年間ありがとうございました。 

地域総務課 福地 翔 

〇発！スルキャラグループの事務局として参加しましたが、SSP 職員やキャラバン隊の皆

さまにご協力いただき、楽しく活動できました。また、当グループが抱える問題を多少解

決できたことや各課の皆さまとのつながりができたことが有意義でした。一年間ありがと

うございました。 

地域総務課 水口 敬次 

〇環境整備グループの事務局として一年間活動をさせてもらいました。駿河区役所の勤務も

１年目になる中で、他課の方々とも多く携わらせてもらい駿河区役所の事を多く知る機会

となりました。日常の業務の中では、やらないことを計画・実施した中で今後の業務に活
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かしていけるよい経験となりました。一年間ありがとうございました。 

地域総務課 木下 裕香子 

〇人材育成グループの事務局として参加させていただきました。途中いくつか追加の事業も

ありましたが、リーダー・サブリーダーを中心にグループ全体で協力しながら進めること

ができ良い経験となりました。一年間ありがとうございました。 

地域総務課 水野 裕介 

〇昨年度までとは立場が変わり、今年度はオブザーバーとして参加させていただきました。

環境整備グループの取組は、SSP に直接参加していない職員の皆さんにもご協力いただ

いて実施するものが多く、駿河区役所の職員が一体となって実施できたのではないでしょ

うか。これからも、よりよい「駿河区役所」を目指し、「オール駿河区」で頑張りましょ

う。一年間、ありがとうございました。 

地域総務課 髙井 智紀

〇SSP の活動は４年目で今年度は、オブザーバーとしての参加でした。『来庁されるお客様

へのおもてなし』『庁舎内の働きやすい環境を考える』など、通常業務を行いながらの別

業務で大変だったと思います。『人から指示されて動くのは作業。仕事とは、自ら考えて

何かを生み出すこと』と感じています。良い経験になると思います。来年度も積極的に

SSP に参加して多くのことにチャレンジをしてください。 

地域総務課 天野 和宏 

〇オブサーバーとして参加させていただきました。異動で駿河区にきて、SSP もトロベー

もなにも知らずからのスタートでしたが、みなさまのおかげで今年はぬいぐるみに LINE

スタンプにトロベー号にと、目にみえる PR が数多く出来たと思います。みなさんと楽し

く取り組むことが出来ました。ありがとうございました。 

地域総務課 鈴木 彩加

〇昨年に引き続き SSP の活動に参加させていただきました。特に印象に残った活動は、キ

ャラクターグループで取り組んだトロベーLINE スタンプ関係です。出した案がいくつか

LINE スタンプに採用されたことは大変嬉しく思いました。もし第二弾の構想があれば参

加してみたいです。一年間ありがとうございました。
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