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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。 

７年目を迎えた令和２年度も、引き続き３グループの体制を維持し、過去６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

きました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で例年通りには進まないこともありま

したが、「今だからこそできること」を考え実践することができました。 

具体的な活動として、「環境整備グループ」では、より良い環境づくりのための駿河区役

所内の巡視や、レストルームに代わる休憩や打合せのための多目的スペース「ほっトロベー」

の整備を行いました。「人材育成グループ」では、バウンダリー（境界）を学び対人スキル

の向上を図るための接遇研修をリモートで行うなど、様々な研修等を企画し実践してきまし

た。「発！スルキャラグループ」では、こども園でのトロベーダンス教室の実施や各種イベ

ントへの参加など駿河区の魅力の情報発信に加え、応援隊長就任４周年を記念し、トロベー

デザインの婚姻届や出生届、マイナンバーカードケースを作成、配布しました。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。 

さらに、新型コロナウイルスの感染者や医療従事者への偏見・差別が問題となる中、ＳＳ

Ｐスタッフが中心となり、誰もが笑顔の暮らしを取り戻すため、「ただいま」「おかえり」と

言い合えるまちを目指す「シトラスリボンプロジェクト」に、駿河区役所全体で取り組みま

した。 

 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。 
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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 

               ９９．４％（４８８件／総数４９１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 田中 朗 

【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 静賀 誠 

【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  望月 秀人 

                生活支援課長   大石 剛久  障害者支援課長 蝦名 倫代 

                子育て支援課長 安本 暢子  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  26 人（前年度：22 人） 

  駿河区役所地域総務課    主査   天野 和宏   主任主事 佐々木 由美   

                主任主事 中村 響    主任主事 山本 悠太郎 

主事   上野山 なつき 会計年度任用職員 鈴木 彩加 

  駿河区役所戸籍住民課    主任主事 髙田 めぐみ  主任主事 加藤 千佳 

                主事   池田 崚輔 

  駿河区役所保険年金課    主任主事 浦田 貴史   主事   亀谷 亜澄 

                主事   知久 優香 

駿河区役所健康支援課    保健師  松本 美穂 

  駿河福祉事務所生活支援課  主任主事 大瀧 佑二郎  主任主事 朝比奈 寛紀 

                主任主事  谷口 友美    主事   杉山 貴哉 

                主事   本田 愛実 

  駿河福祉事務所障害者支援課 主任主事 望月 佑季子  

駿河福祉事務所子育て支援課 主事   小泉 麻由   主事   井村 真奈 

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

観光交流文化局文化財課（登呂博物館） 主任主事 國島 朋子 

◆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 瀧下 賢 

-2-



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。

-5-



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 活 動 内 容 

隔月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。 

③ 活 動 結 果 

改善件数 58 件 

 ・期限切れや剥がれかけているポスター等の貼り直し 

・わかりにくい案内表示等の改善 

≪Before≫      ⇒      ≪After≫ 

好事例件数 16 件 

・駿河区役所内の好事例について、各課へ通知 

長田支所では、チラシ等が 

綺麗に配架されていました。 
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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 

（会計年度任用職員含む。） 

オ 実施状況  令和２年５月～令和３年３月まで計 22 回実施 

参加者延べ 2,566 名 

うち正規職員延べ 1,982 名、会計年度任用職員延べ 584 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２年 11 月２日（月）～令和２年 12 月 14 日（月）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 

（会計年度任用職員含む。） 

オ 実施状況  計 28 日間実施(雨天中止１日含む) 

         参加者延べ 368 名 

         うち正規職員延べ 238 名、会計年度任用職員延べ 55 名 

         原則、雨天中止だが、中止の判断は担当課に任せている。 

         予定していた期間よりも早く落葉しきったため、期間を切り上げて終

了した。 
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（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 

【４月 コロナウィルス感染予防コーナー】 

【５月 民生委員の活動紹介、特別定額給付金Ｑ＆Ａ】 

【６月 下水道維持課、駿河の食紹介(駿河区地域総務課)】 

【８月 平和パネル展示(駿河区地域総務課)、芹沢銈介美術館展示】 

【９月 大里保健福祉センター】 

【10 月 交通政策課 (自転車マップ掲示)】 

【12 月 高松中学校美術部活動発表】 

【１月 シニアクラブ活動発表】 

【２月 環境創造課(エコパーク紹介)】 

【３月 水産漁港課(シズマエ紹介)】 

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）窓ガラスへの「遮熱・断熱フィルム」の設置 

① 目的 

来庁者及び職員より、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 

駿河区役所南側側面（高齢介護課・生活支援課）の窓に遮熱フィルムの貼り付けを実施。 

〈改善前〉            〈改善後〉 

（５）３階大会議室前レイアウト変更 

① 目的 

来年度以降の２・３階のレイアウト変更に伴い、３階レストルームを会議室として本格

運用開始予定。その代替スペースとして、休憩や打合せもできる多目的スペースを確保

した。 

② 改善事項 

３階大会議室前（北側）に机・椅子・パーテーション・ロールスクリーン・飛沫防止ア

クリルパネルを設置した休憩や打合せもできる多目的スペース（愛称：ほっトロベー）

を配置した。 

-9-



（６）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 】 

令和２年 11 月２日（月） 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

  令和２年 11 月４日（水） 午後２時から午後３時 30 分まで 

【避難誘導訓練】 

令和２年 11 月 16 日(月)  午後５時から午後５時 15 分まで 

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 

基礎訓練      

・庁舎内（２階北側給湯室）にて火災発生 

・火災に伴い、庁舎内階段（北側）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。 
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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」 

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 

  ア 第 1 回 

令和２年６月 11 日（木）午前 10 時～午後３時 20 分 

令和２年６月 12 日（金）午前 10 時～午後３時 20 分

  イ 第２回 

令和２年 10 月 20 日（火）午前９時 30 分～午後３時 40 分 

  令和２年 10 月 23 日（金）午前９時 30 分～午後３時 40 分 

 ③講師 

  駿河区役所 各課職員 

 ④研修内容 

  ア 第１回 

    各課の業務について講義を行った。１課につき 15 分間で業務内容や、よく

聞かれる質問、他課の職員に知っておいてほしいことなどを説明した。 

  イ 第２回 

    講師が各ブースに分かれ、参加者は話を聞きたい課のブースに参加（ワールドカフ

ェスタイル）。業務内容について説明を受け、質疑応答や意見交換を行う。これを

１ラウンド 20 分間で行い、各課合計３ラウンド実施した。 

 ⑤対象者 

  ア 第１回 

    駿河区役所１年目の職員 

  イ 第２回 

    駿河区役所職員（会計年度任用職員を含む） 

 ⑥出席者 

  ア 第１回 

    ６月 11 日（木）28 人 ６月 12 日（金）23 人   計 51 名 

-11-



  イ 第２回 

    10 月 20 日（火）29 人  10 月 23 日（金）33 人   計 62 名 

⑦会場 

  ア 第 1 回 

   駿河区役所 大会議室 

  イ 第２回 

    駿河区役所 大会議室、31 会議室、レストルーム  

（９）おもてなし研修 

① 第１弾「バウンダリーワーク」 

ア 研修目的 

   バウンダリー（境界）を学び、他人との適切な距離の保ち方を習得することで、

対市民（窓口、ケースワーク等）、対職員（職場内の人間関係）における対人ス

キルの向上を図る。 

   イ 開催日時 

令和２年９月 16 日（水）午前９時 30 分から午前 12 時まで     

令和２年９月 16 日（水）午後１時 30 分から午後４時まで   

   ウ 講師 

 ヒーリング＆リカバリー インスティテュート所長 水澤 都加佐 氏 

エ 研修内容 

     バウンダリー（境界）について理解し、ワークを通じてその保ち方を習得する。 

     新型コロナウイルス感染対策のため、リモートで講義を実施。       

オ 研修対象者 

駿河区役所職員（会計年度任用職員を含む）  

   カ 出席者 

     午前：27 人 

     午後：29 人  計 56 人 

キ 会場 

駿河区役所３階 大会議室 
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② 第２弾「人生を愉しむためのイロハ。」 

ア 研修目的  

仕事やプライベートを愉しむためのイロハ及び自由な発想で物事に取り組むた 

めのイロハを学ぶことで、行政職員としての意識変革を図る。 

   イ 開催日時 

     令和２年 11 月 24 日（火） 午後１時 30 分から午後３時 00 分まで 

     令和２年 12 月１日（火）  午後１時 30 分から午後３時 00 分まで  

   ウ 講師 甲賀 雅章 氏

エ 研修内容 

      講師のこれまでの経験から、仕事やプライベートを愉しむイロハや自由な発想で 

物事に取り組むためのイロハを学ぶ。     

オ 研修対象者 

駿河区役所職員（会計年度任用職員を含む）  

カ 出席者  

11 月 24 日（火）35 人 

12 月１日（火） 33 人 計 68 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 

 駿河区役所に勤務する職員の市政運営にあたる基礎力の向上。 

   ② 開催日時 

令和２年 12 月 22 日（火） 午前 10 時から午前 12 時まで 

   ③ 講師 

戸籍住民課 課長 山川 澄人 

④ 研修内容 

     業務遂行にあたり生じる「法的紛争」への対応の基本を学ぶ。 

⑤ 研修対象者 

駿河区役所職員  

⑥ 出席者 34 人 

⑦ 会場 駿河区役所 ３階大会議室 

（11）区長＆副区長の Tea Time Meeting 

① 目的 

 ② 開催日時 

   令和２年７月 21 日（火）15：00～16：00 

   令和２年７月 27 日（月）15：00～16：00 

   令和２年７月 29 日（水）15：00～16：00 

   令和２年７月 31 日（金）10：00～11：00 

 ③ 内容 

   各回のテーマに沿って区長・副区長と意見交換を行う。 

   ７月 21 日（火）Enjoy!Work!「職場は劇場だ！」 

   ７月 27 日（月）Enjpy!life!「アフター17：15 攻略の心得」 

７月 29 日（水）Enjoy!network!「人との縁の大切さ」 

７月 31 日（金）Enjoy!step up!「昇任ってなんのため？」 
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④ 対象者 

ア 採用４年目以上で主任主事級以下の職員 

     イ 主査経験 4年目以上の職員 

   ⑤ 出席者 

     ７月 21 日（火） ７人 

     ７月 27 日（月） 10 人 

     ７月 29 日（水） ９人 

     ７月 31 日（金） ７人  計 33 人 

   ⑥ 会場 

     駿河区役所３階 応接室 

（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 明るく、心地よいサービスを提供します。 

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 おもいやりの心で行動しよう！ 

健康支援課 おもいやりの心で行動しよう！ 

長田支所 おもいやりの心で行動しよう！ 

生活支援課 おもいやりの心で行動しよう！ 

障害者支援課 おもいやりの心で行動しよう！ 

子育て支援課 
来課した方に私から声を掛けます 相手のペースに合わせて話します 

一緒に働く仲間に労いと感謝を伝えます

高齢介護課 おもいやりの心で行動しよう！ 

※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などが来庁した際、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 

令和２年度版を作成した。各課に配布し、外国人など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２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利用した。 

（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２年度版を作成し、各課に配布した。 

※戸籍住民課 

※子育て支援課 
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（16）接遇マニュアル「おもてなし の心得」の配付 

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 年度に作成、令和元年度に改訂した接遇マニュアル「おもてなし の心得」

を駿河区役所１年目の職員へ配付し、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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【発！スルキャラグループ】 

（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２年５月 11 日（月） 

② 対象者 ：駿河区役所職員 19 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った。 

  ① 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。今年度は、高松こども園・ふじみ幼稚園・だきしめこ

ども園・富士見台こども園で実施、計 342 人の園児が参加した。 

② エール静岡福袋（令和２年６月 13 日） 

   静岡競輪場駐車場で実施されたエール静岡福袋

の販売において、車での来場者に福袋を手渡しす

るなどの PR 活動を行った。 
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③ 静岡けいりん「駿河区応援隊長トロベー杯」（令和２年８月９日～11 日） 

    静岡けいりん「駿河区応援隊長トロベー杯」におい

て、CS 放送や YouTube チャンネルへの出演、選手への

表彰などを行った。 

  ④ 大道芸ワールドカップ自販機お披露目式(令和２年 10 月 31 日) 

    ３区キャラクターがデザインされた大道芸ワールド

カップ in 静岡応援自動販売機のお披露目式に出演し、

来場者との写真撮影、啓発品の配布を行った。 

⑤ 生誕祭＠高松こども園（令和２年 10 月６日） 

    高松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。園児からは誕生日ケーキの絵と登

呂遺跡で集めたどんぐりで作った首飾りのプレゼ

ント、運動会で披露したダンスの披露があり、駿河

区からは路面が雨で濡れている際にも活動できる

よう「蓑笠」と「赤い長靴」をプレゼントした。 

⑥ 応援隊長就任４周年お披露目式（令和３年１月 25 日） 

    トロベーの駿河区応援隊長就任４周年を記念し、

婚姻届、出生届及びマイナンバーカードケースのお

披露目式を魅力のもり広場で実施した。当日からは、

同日に予定していたダンス教室が中止となってし

まった広野こども園の園児が書いたトロベーの塗

り絵も展示した。 

  ⑦ にじいろ成人式（令和３年１月 10 日） 

 LGBTQ 当事者やそうかもしれない人が「自分らし

く」、そして「なりたい自分になる」ためのイベン

ト「にじいろ成人式」にあおいくん、シズラと共に

出演し、参加者のお出迎えやお祝いを行った。 
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（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。また、市民の方が購入できるよう、登呂博物館

ミュージアムショップ及びわ・ハハでの取扱いを開始した。 

  ② トロベー用の蓑笠、蓑笠 

    トロベーの誕生日（10 月６日）に駿河区から蓑笠と赤い長靴をプレゼントした。

今後、雨天で路面が濡れている際等で着用し PR 活動の幅を広げる。 

③ トロベーデザインの婚姻届、出生届、マイナンバーカードケース 

  トロベーの駿河区応援隊長就任４周年を記念し、トロベーデザインの各種届出書及

びマイナンバーカードケースを作成した。駿河区に益々愛着を持っていただくととも

に、マイナンバーカードの普及啓発を図る。 

④ トロベー紙袋 

    転入者やイベント時に配布しているトロベーのビニールバッグを、環境への配慮か

ら紙袋に変更した。 
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（20）シトラスリボンプロジェクト 

 ①目的 

  「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中、感染者や医療従事者への偏

見・差別を減らし、誰もが笑顔の暮らしを取り戻す」というシトラスリボン

プロジェクトの気運を高める。 

 ②内容 

  ア 区民及びＳＳＰスタッフを中心とした職員有志でシトラスリボンを制

作した。 

  イ 区民や職員から寄付を募ったツリーを駿河区役所 1 階に設置し、来庁

者がシトラスリボンと医療従事者等へのメッセージを飾ることができ

るスペースを設けた。その後、リボンや寄せられたメッセージが飾られ

たツリーを、静岡済生会総合病院及び静岡徳洲会病院へ寄付した。 

  ウ 駿河区役所職員の名札にシトラスリボンを着用した。 
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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、７年目を迎えました。今年度は、過去６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。 

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。 

 来年度も引き続き、３つのグループ体制を基本とし、各グループでの事業を充実させると

ともに、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 田中 朗 

〇SSP メンバーの皆さん、一年間の活動ご苦労様でした。 

本年度は、コロナ禍の中ではありましたが、「今だからできることをできるようにやる」

の精神で、様々な idea を出し合い、お客様も含め参加者全員が笑顔になれる活動に取り

組んでいただきました。予算の減額もあり、思うような企画が実施できなかったかもし

れませんが、その分内容の濃いものになったと思います。このような課を超えた繋がり

で活動することは、他局ではなかなかできないことですので、どうかこの経験を忘れず

に、これからの仕事に役立ててください。 

駿河区副区長 杉山 たか子 

〇令和 2 年度 SSP メンバーの皆さん、一年間の活動お疲れ様でした。 

今年度の SSP 活動は、前年度から始まったコロナ感染症の影響を、１年間ずっと抱えな

がらの取り組みとなりましたが、どのチームも力を合わせ、素晴らしい成果を残してくれ

ました。暗いことばかりでともすると落ち込みそうな中、チャレンジすることを忘れず、

区民の皆様や職員に、明るさ、楽しさ、和み等「素敵なほっこり感」を提供してくれたよ

うに感じています。 楽しかったことも、大変だったことも、貴重な経験になったことと

思います。是非今後の業務や活動に活かしてください。ありがとうございました。 

地域総務課長 静賀 誠 

○メンバーの皆さん、一年間お疲れ様でした。今年度は新型コロナ感染症の影響で SSP の

活動も例年と違ったご苦労があったと思います。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。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。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 

○発！スルキャラグループのディレクターを務めさせていただきました。今年は、コロナの

影響で、いろいろなイベントの中止や縮小があり、当初の予定から大きな変更を余儀なく

されましたが、グループ員の皆さんは、今、どんなことができるのかと一生懸命考えなが

SSP スタッフからのコメント
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ら 1 年間頑張ってくれました。中には、日の目を見なかった企画もありましたが、それ

らに費やした時間や経験は、今後必ず活きてくると確信しています。1 年間、本当にお疲

れさまでした。（個人的にはトロベーダンスを踊れるようになったことがとてもうれしか

ったです。） 

保険年金課長 望月 秀人 

○環境整備グループのディレクターとして SSP の活動に初めて参加させてもらいまし

た。グループ会議に参加してメンバーの自由な発想・斬新なアイデアに驚かされるとと

もに、駿河区役所が一つになって取り組んでいる様子に心を動かされました。これから

も、若手職員が楽しみながら参加できる、職員のつながりが広がっていく活動の継続を

期待しています。一年間ありがとうございました。 

生活支援課長 大石 剛久 

○SSP の活動に初めて参加させていただき驚きの連続でした。メンバーの皆さんが自分た

ちの力で良いものを作ろうという意気込みは特に素晴らしかったです。コロナという特殊

な状況のなかで様々アイデアを出し合い、とても良い活動ができたと思っています。一年

間忙しいなか本当にご苦労さまでした。 

障害者支援課長 蝦名 倫代 

○昨年度は人材育成グループで初めて SSP にかかわり、今年度は環境整備グループ。環

境整備は庁内巡視や避難訓練などのソフト事業からスペース整備というハード事業まで

幅広く、普段あまり認識していなかったとつくづく感じ、改めて考えた 1 年でした。 

区役所を訪れる方が気持ちよく用務を済ませられるように、ということがテーマとは思

いますが、今年度はコロナの影響で、それをどう反映していくか、難しい年でした。そ

の中で着々と事業をすすめていったメンバーの皆さん大変お疲れ様でした。 

来年度もコロナは続くようです。メンバーには環境整備でできること、を考え、協力し

ていってもらいたいと思います。 

子育て支援課長 安本 暢子 

〇SSP のメンバーの皆様、1 年間お疲れさまでした。発！スルグループに所属し、トロベ

ーと一緒にダンス教室に参加させていただきました。こどもの歓声や笑顔を見て癒される

とともに、わくわくできた楽しいひとときでした。また、活動を通じて、皆さんの企画運

営力、行動力、デザイン力は、誇れるものだと思いました。今年は、素敵なトロベーのマ
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ンナンバーカード、出生届、婚姻届も作成できたし、トロベーが（リーダーの佐藤さんも

含めて）、複数回メディアに登場し、駿河区をＰＲできましたね！ 

高齢介護課長 興津 理恵子 

〇今年はコロナ禍の中、初めてのオンライン研修やソーシャルディスタンスを意識した会場

準備など、大変な一年でしたが、予定外の研修まで、リーダーを中心にばっちり。お疲れ

さまでした。SSP 活動は普段はあまり接点のない方とも親しくなるチャンス。皆さん、

駿河区役所ならではの活動に参加して人脈を広げ、次の職場でもキラキラ輝いてください。 

戸籍住民課 髙田 めぐみ 

○人材育成グループのメンバーとして参加しました。令和２年度 SSP の活動について、

すべてが今まで通りには実施できないという逆境を乗り越えて様々な挑戦をした一年だ

ったと感じています。今年度の実績を試金石とした今後の活動がさらに充実することを

期待するとともに、私自身もよりよい市民サービスの実現に向けて自己研鑽に励みたい

と考えています。 

戸籍住民課 佐藤 千佳 

○発！スルキャラグループとして、一年間活動させていただきました。今年度はイベントや

ダンス教室などが中止になってしまったり、思うように活動できない時もありましたが、

グループのメンバーや事務局の皆さんと一緒に考え、工夫して活動できた一年になりまし

た。SSP での活動を通じて得た経験や知識を、今後の業務で生かしていきたいと思いま

す。一年間ありがとうございました。 

戸籍住民課 池田 崚輔 

○環境整備グループのサブリーダーとして活動させていただきました。3 階大会議室前休憩

スペース作成では、日常業務で経験できないことをさせていただくとともに、また違った

達成感を得ることもできました。リーダーをはじめとしたメンバーの皆様、一年間お世話

になりました。 

保険年金課 浦田 貴史 

〇環境整備グループとして活動に参加し、グループメンバーの取組みや他のグループの活

動を通じて、自らの業務に対する姿勢を見つめ直すことができました。SSP は所属の枠

を超えた横のつながりを実感できる貴重な場だと思いますので、たくさんの職員に経験
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していただきたいです。今後も一体となって、市民・職員双方にとってより良い区役所

を目指していきたいと思います。ありがとうございました。 

保険年金課 亀谷 亜澄 

○人材育成グループのメンバーとして活動に参加させていただきました。不慣れなことが多

くご迷惑をおかけしましたが、メンバーの方にサポートしていただき無事に活動を終える

ことができました。SSP の活動を通して、通常業務では経験できない貴重な時間を過ご

すことができ嬉しく思います。一年間ありがとうございました。 

保険年金課 知久 優香 

○発！スルキャラグループのメンバーとして、一年間活動に参加させていただきました。入

庁一年目でわからないことばかりでしたが、リーダーをはじめ、メンバーの皆さんのサポ

ートのおかげで、充実した一年となりました。他課の方々との繋がりもでき、通常業務で

は得られないような経験もできました。本当にありがとうございました。 

健康支援課 松本 美穂 

○環境整備グループのメンバーとして活動させていただきました。おもてなし清掃では多

くの方にご協力いただきありがとうございました。普段とは異なる環境で仕事ができた

ことや普段の業務では関わることの少ない他課の方々と携わることができ、貴重な経験

となりました。一年間ありがとうございました。 

生活支援課 大瀧 佑二郎 

〇駿河区役所 3 年目にして初めて SSP の一員として活動させていただきました。「魅力の

森広場」担当として、他課や区民の活動を紹介する窓口に立ち折衝調整することは、駿

河区の魅力について再認識・再発見する良い契機となりました。また、通常業務では関

わることがないメンバーとの交流・取組みは非常に貴重な時間でした。ありがとうござ

いました。

生活支援課 朝比奈 寛紀 

〇今年度はサブリーダーとして発！スルキャラグループの活動に参加しました。事業計画

を練り直すところからのスタートで、コスプレや啓発品の作成においては大変なことも

ありましたが、完成したときの達成感や園児にお披露目したときの感動は、通常業務で
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は味わえない貴重な経験だったと思います。この経験を活かして今後も頑張っていきま

す。１年間ありがとうございました！ 

生活支援課 谷口 友美 

〇２年連続で SSP の活動に参加し、令和２年度は人材育成グループのサブリーダーを務

めさせていただきました。今回も各課の方と協力して活動に取り組むことができ、コロ

ナ禍という大変な状況の中でしたが新しい企画にも挑戦することができ、大変貴重な時

間を過ごさせていただきました。メンバーや関わっていただいたすべての方に感謝して

います。本当にありがとうございました

生活支援課 杉山 貴哉 

〇 一年間ありがとうございました。人材育成グループの一員として、課の業務とは全く違

った業務に挑戦することができ、市役所２年目の私にはとても貴重な経験になりまし

た。今はコロナ禍のため、研修に参加する機会が減ってしまいました。大変な時期では

ありますが、市の職員の成長意欲を無駄にしない環境が更に整うよう尽力いたします。 

生活支援課 本田 愛実 

〇発スル！キャラグループの一員として一年間活動させて頂きました。恒例のトロベーポ

ロシャツ作成や、こども園でのダンス教室など通常の業務ではできないことをたくさん

経験させて頂き、大変貴重な時間を過ごすことができました。今年度はコロナウイルス

の感染拡大の影響もあり、例年通りにはいかず、あたまを悩ませることもありました

が、そんな時こそ今できることをみんなで考え、トロベーデザインのマイナンバーカー

ドケースや婚姻届けの作成といった新たな取り組みを行うことができました。これから

も駿河発信で静岡市を盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います！事務局の

皆様、リーダー、サブリーダー、メンバーの皆様、キャラバン隊の皆様、ありがとうご

ざいました！

障害者支援課 望月 佑季子 

〇環境整備グループのメンバーとして活動いたしました。区役所内巡視では、多くの方か

らのご協力及び指摘事項に対する改善への対応をいただきまして、ありがとうございま

した。駿河区役所に異動して１年目でしたので、活動をとおして、皆様のおもてなし意

識の高さを感じられる機会となりました。メンバー、事務局の皆さま１年間お世話にな

りました。 
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子育て支援課 小泉 麻由 

〇人材育成グループで活動しました。普段はなかなか接点のない方とお話しする機会があり、

楽しく活動することができました。今年度は新型コロナが流行し、その対策等で大変なこ

ともありましたが、SSP の皆様にたくさんサポートしていただきました。SSP の研修に

ご協力いただいた皆様にも感謝しております。ありがとうございました。 

子育て支援課 井村 真奈 

〇発スル！キャラグループとして参加させていただきました。新職員の自分にとっては、

全てが新しい経験でしたが、その中でも SSP の活動は良い意味で市職員のイメージと

は異なるもので、楽しく貴重な経験でした。SSP のメンバー含め 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 

高齢介護課 瀧戸 航 

〇人材育成グループのリーダーを１年間務めさせていただきました。計画通りにいかない

ことばかりでしたが、メンバーの皆さんのがんばりのおかげで充実した活動ができたの

ではないかと思います。メンバーほか関わっていただいた方々には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。本当にありがとうございました。 

高齢介護課 舟木 理絵

〇今年度、初めて SSP に参加させていただきました。日頃の業務では経験することので

きないことに携わることができ、充実感を持って活動することができました。活動にあ

たり、快く送り出してくれた課内の皆様に心から感謝しています。今後も、SSP の活動

を通してできた皆様とのつながりを大事にしていきたいと思います。一年間ありがとう

ございました。 

登呂博物館 國島 朋子

〇発！スルキャラ G メンバーとして参加させていただき、ダンス教室や啓発品デザインな

ど、貴重な経験ができました。区役所以外の職員ということで、はじめはドキドキして

いましたが、話し合いを通じ、区役所ならではの視点をとても新鮮に楽しめました。お

蔭様で、区役所が今までより身近な存在になりました。温かく受け入れてくださったメ

ンバーの皆さま、ありがとうございました！ 
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地域総務課 水野 裕介 

〇SSP の活動に参加させていただき、気づけば４年目となりました。SSP の活動を通して、

グループで達成できた成果はもちろんのこと、それ以上に自身の所属以外の職員の皆さん

と繋がることができた「人脈」こそ、大きな財産だと感じています。今後も SSP メンバ

ーのみならず「オール駿河区」で頑張りましょう。一年間、ありがとうござました。 

地域総務課 佐々木 由美 

〇環境整備グループの事務局として一年間参加することができました。異動で駿河区役所に

来て１年目である中で、他課の方々とも多く携わらせていただきましたので、駿河区役所

の職員のこと・駿河区役所のことをたくさん知ることができ、日常の業務でも、SSP で

築いた人間関係が活きる場面がありました。皆さま一年間ありがとうございました。 

地域総務課 山本悠太郎 

○今年度初めて SSP の事務局として参加させていただきました。コロナ禍でも、創意工夫

してやれることをやってくださった皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。活動を通じて

知り合えたことも何かのご縁だと思いますので、これで終わりではなく、今後の役所生活

においても何卒よろしくお願いします。 

地域総務課 瀧下 賢

〇環境整備グループのオブザーバーとして一年間活動をさせてもらいました。SSP の良い

ところは他課の職員と多く携われる事だと思います。入庁一年目で全く職員との人脈も無

い私にとって、他課のグループメンバーと協力し日常業務ではやらないことを計画・実施

したことがとても良い経験となり、今後の業務でも活かせると思いました。一年間ありが

とうございました。 

地域総務課 上野山 なつき 

○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。コロナ禍で当初の予定通り

には進まないことも多々ありましたが、リーダー・サブリーダーを中心に、グループメン

バーで協力しながら事業を行うことができました。様々な経験ができたことに加えて、他

課の皆様と関わる機会が増えたことを嬉しく思います。一年間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。コロナ禍の影響を多大に受け、
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やりたいことが思うようにできない中でしたがメンバー同士協力して無事に年度を終わ

ることができたと思います。トロベーの蓑づくりは特に思い出深い出来事です。一年間あ

りがとうございました。
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