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はじめに
私たち職員は、
「全体の奉仕者」であり、行政サービスの提供者です。
私たちは常にお客様の立場に立ち、お客様が満足する応対を心がけなければなりません。
接遇はその基本となるものです。
西条市接遇向上ワーキンググループ「スマイルアップ SAIJO」は、平成１７年１１月に
自主研究組織として設置され、職員の接遇向上に向けて調査・研究を行ってまいりました。
経験人数は延べ９０人を超え、これまでに毎月庁舎入口でのあいさつ運動、接遇に関す
る情報誌「すまいるあっぷ」の発行、市民アンケートの実施等、活動を広げてきました。
その中で平成１８年３月には、基本的な接遇マニュアルとして「スマイルアップ・ハン
ドブック」を作成し、新規採用職員研修等に活用されてきました。
今回、マニュアル作成から８年が経過したことから、求められる接遇の変化、環境の変
化等への対応が必要であること、職員にも広く活用してほしいとの思いから、マニュアル
の改訂・発行に至りました。
このマニュアルは、職員には市民サービス向上を目指した接遇マナーの手引書として、
新規採用職員や嘱託・臨時職員等においては、入門書として常に手元に置いて活用してい
ただきたいと考えています。内容は基本的なことを掲載しておりますので、市民サービス
の向上・職員間の円滑な意思疎通を図るためにもぜひ参考にしてください。
行政サービスに携わる者として、お客様の立場に立ち、思いやりの心をもって接するこ
とは非常に大切です。職員一人一人が意識して行動することで西条市役所がお客様にとっ
ての快適な空間となり、西条市のイメージアップにもつながります。
来庁されたお客様に笑顔でお帰りいただけるよう、「すまいるあっぷ」を図りましょう。

2014 年 3 月
西条市接遇向上ワーキンググループ
「スマイルアップＳＡＩＪＯ」

基 本 編
私たちは西条市全体の奉仕者であり、行政サービスの提供者です。私たち一人ひとりが
西条市役所の代表という自覚を持ち、お客様に満足していただける接遇を心がけましょう。

身だしなみ

◎

お客様に清潔感・安心感を与えるよう整えましょう！

私たちも西条市役所の風景の一部です。私たちの身だしなみが西条市役所全体の印
象を決めます。お客様にとって、市役所が快適な空間となるよう心がけましょう。

チェックリスト
チェック項目
□清潔に整えていますか

髪

□職場にふさわしい髪形・髪色ですか
□眼鏡は汚れていませんか

顔

□（男性）ひげの剃り残しはありませんか
□（女性）ナチュラルメイクですか
□爪の伸びすぎや汚れはありませんか

手元

□（女性）マニキュアは濃すぎませんか
□業務にふさわしい服装ですか

服装

□衣服はほころびやシワがなく、汚れていませんか（特に襟や袖口）
□名札をお客様に見やすい位置につけていますか
□ストッキングや靴下のたるみ、ほころびなどはないですか

足元

□靴は磨いていますか
□スリッパやサンダルで席を離れていませんか
□華美なアクセサリーをつけていませんか
□体臭、口臭、香水等の匂いに気をつけていますか

その他

□ポケットに手を入れて歩いていませんか
□ガムを噛みながら業務をしたり、歩いたりしていませんか
□階段やロビーで、職員同士立ち止まって話していませんか

第一印象は、出会って数秒のうちに決まると言われ、それを決める要
素の大部分を占めるのが「見た目」
、すなわち服装や身だしなみです。

最初の見た目が肝心なのです！！
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聴き方・話し方：５つのポイント

１

明るい声と笑顔で話す。
お客様をあたたかく迎える気持ちで！

穏やかな雰囲気で話すことで、相手にとっても話しやすい雰囲気をつくることが
できます。緊張した時、忙しい時ほどおろそかになりがち。普段から意識してみま
しょう。

２

真摯な態度で用件を伺う。
呼ばれたらすぐに「はい」と返事！

顔と体をお客様に向け、目線は同じ高さになるようにします。手が離せない時に
も「～しながら」の対応はしないようにしましょう。素直な気持ちで、話の腰を折
らず最後まで聴きましょう。また、内容を記録、整理するためにメモを取ります。
メモを取ることで「あなたの話をしっかりと受け止めています」という態度を示す
こともできます。

３

お客様に合わせた話し方を工夫する。
丁寧でわかりやすい対応を！

丁寧すぎず、なれなれし過ぎないよう工夫しましょう。はっきりと聞き取りやす
く話し、特に高齢の方にはゆっくり話すなど、配慮しましょう。また、専門用語や
略語、あいまいな言葉は使わず、わかりやすい説明を心がけましょう。

４

一方的に話をしない。
会話のキャッチボールを！
こちらが一方的に説明をするだけでは、お客様が内容を理解されたかどうかわか
りません。「ここまでで分からない点はございませんか」など、説明の合間に確認を入れ
てみましょう。また、話を伺っている時も、「そうですね」「なるほど」など効果的にあ
いづちを打ち、話の内容を復唱するなど、意思疎通を図りましょう。

５

正しい敬語・クッション言葉を使う。
会話がより円滑に！

敬語を正しく使うことで「立場の調和」が生まれ、
円滑な業務につながります。また、クッション言葉
は会話にやわらかい印象を与え、人の心を和らげる
役割があります。
声をかける時、お願いする時、お断りしなければ
ならない時など、タイミングよくクッション言葉を
付け加えることによって、お客様への思いやり、申
し訳ない気持ち、敬う気持ちを伝えやすくします。

敬語・好ましい表現は次ページ以降を参照
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クッション言葉
・恐れ入りますが
・申し訳ございませ
んが
・お手数をおかけし
ますが
・差支えなければ
・あいにくですが
・・・等

聴き方・話し方：敬語
よく使う敬語の例
尊

敬

語

謙

譲

語

丁 寧

語

丁寧に表現することによ
り、相手に敬意を表す

基本

自分がへりくだることに
より、相手に敬意を表す
語尾に
語尾に「れる」
「られる」
「…させていただく」
「お…なる」
「お…する」

言う

おっしゃる

申し上げる

言います

聞く

お聞きになる

うかがう

聞きます

見る

ご覧になる

拝見する

見ます

する

される なさる

いたします

します

行く

いらっしゃる

参る うかがう

行きます

来る

お越しになる

参る うかがう

来ます

居る

いらっしゃる

おります

居ます

相手を敬って表現する

「です」「ます」
「ございます」

よくある間違いやすい敬語
×好ましくない表現

Point

○好ましい表現
「なる」は変化を表

こちらが資料になります

こちらが資料でございます

すので×

1,000 円からお預かりいたします

1,000 円お預かりいたします

「から」は不要

以上でよろしかったでしょうか

以上でよろしいでしょうか

おっしゃられる

おっしゃる

お客様が参りました

お客様がお越しになりました

言われる

正しい敬語はもちろん大事ですが、多少
間違っていても感情がこもっていれば、
相手に敬意は伝わります。敬語を意識す
るあまり、消極的にならないで！！
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意味のない過去形
は不要
二重敬語は×
相手に謙譲語は
使わない

聴き方・話し方：好ましい表現
好ましい表現
分類
質問

×好ましくない表現

○好ましい表現

何の用ですか

どのようなご用件でしょうか

ちょっといいですか

今よろしいでしょうか

どうですか

いかがでしょうか

え？もう一度言ってください

恐れ入りますが、もう一度おっしゃって
いただけますか

回答

依頼
謝罪

わかりました

かしこまりました

ないです

ございません

わかりません

わかりかねます

すみませんが

お手数ですが

少し待ってください

少々お待ちください

ごめんなさい

申し訳ございません

すみません

失礼いたしました

恐れ入りますが

ご迷惑をおかけしました
その他

今、席にいません

ただいま席をはずしております

言っておきます

申し伝えます

こんな言葉にも気をつけて！
あいまいな
印象を与える
言葉

クッション言葉を効果的に使いましょう♪

「多分」
「一応」
「～と思う」
「まあね」
「ちょっと」
「じゃあ」
「とりあえず」

例えば・・・
＊否定や断り→クッション言葉＋代案
「申し訳ございませんが、私
ではわかりかねますので、た
だいま係の者を呼んでまいり

癖になって
いる言葉

「えーと」
「あのー」
「はぁー」
「あぁ」
「うん」

ます。少々お待ちください。」
＊指示や命令→クッション言葉＋依頼形
「恐れ入りますが、○○して

否定的な言葉

コミュニケー
ションを分断
する言葉

「できません」
「わかりま
せん」
「知りません」
「無理です」「不可能です」
「ありません」

いただけますでしょうか。」

「いたしかねます」「わかりかねます」
と表現しましょう。

「つまり」
「とにかくね」
「だからぁ」
「いや」
「でもね」
「あのねぇ」
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聴き方・話し方：基本的な姿勢
立ち方

○

かかとを揃え、つま先を１５°～３０°
に開く。
（男性は４５°）

○

足の内側と親指のつけ根に力を入れる。

○

胸を張り、背筋を伸ばす。

○

あごを引き、正面を見る。

○

ひざの後ろを伸ばし、お尻をあげるよう
に意識する。

お辞儀

○

指を揃えて前で手を組む

①

相手と目線を合わせる。

②

かかとを揃え、正しい姿勢で立つ。

③

手は自然に前で組む。（男性は両サイドも可）

④

あごを引いて、上体を腰から倒す。

⑤

いったん止めて、ゆっくり上体を起こす。

⑥

相手と目線を合わせる。

種類

会釈（15°）

おじぎ（30°）

丁寧なおじぎ（45°）

状況

・廊下などですれ違った

・応接室などへ入った時

・深く感謝の気持ちを表

時

・相手と向かい合って、

・お客様の姿が少し離れ
た所に見えた時

きちんと挨拶を交わす

す時
・お詫びの時

時

・目礼として使う
視線

足先より２ｍ

足先より１ｍ～1.5ｍ
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足先より４０cm～５０cm

聴き方・話し方：基本的な姿勢
歩き方

指し示し方

受け渡し方

○

胸を張って、背筋をのばして歩く。

○

なるべく足音を立てない。

○

廊下の中央を歩かない。（中央はお客様のスペース）

○

指を揃えて、手のひらをお客様に見せる。

○

指し示す腕の高さと距離感の関係を意識する。

○

受け取りやすいよう、腰より上の位置で、
両手で渡す。

案内の仕方

○

手のひらを使う。

○

ペンなどの針先は手前に向ける。

○

「どうぞ」などの言葉を添える。

○

行き先を告げてから案内する。

○

真正面を外し、２，３歩先を歩く。

○

お客様の歩調に合わせる。

○

曲がる時には、方向を示す。

○

エレベーターには、先に乗り、後に降りる。

○

ドアの開閉時は、押ドアの場合は先に入り、
引ドアの場合は後に入る。

お客様に安心感を与える表情づくりも大切です！
口角を上げることを常に意識すると、やわらかい表情
になります。
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あいさつ

◎

心のこもったあいさつで、明るく声をかけましょう！

あいさつはコミュニケーションの第一歩。お客様より先に声をかけ、心のこもったあ
いさつを行うことが、スムーズな対応につながります。窓口に限らず、廊下などですれ
違うお客様にも積極的にあいさつをしましょう。

基本的なあいさつ
例

使用時及び心がけ等

「おはようございます」

時間で使い分ける（目安 午前 10 時 30 分頃まで）

「こんにちは」

時間で使い分ける（目安 午前 10 時 30 分頃から）

「いらっしゃいませ」

来庁いただいた感謝の気持ちをはっきり伝える

「どちらへご用ですか」
「ご用件は承っておりますか」

迷っているお客様にも積極的に声をかける

「ありがとうございました」

感謝の気持ちをはっきり伝える

「申し訳ございません」

お詫びの気持ちが伝わるよう、言葉の調子に注意

「少々お待ちくださいませ」

少しでもお待たせする場合

「しばらくお待ちくださいませ」 待つ時間で使い分ける （目安 3 分以上）
「(大変)お待たせしました」

お詫びの気持ちが伝わるよう、言葉の調子に注意

「失礼いたします」

部屋への入退場 お客様に気づいてもらうとき

「はい、かしこまりました」

自分が受けたことをお客様にはっきり伝える

「お疲れさまでした」

外から帰った職員、先に帰る職員への声かけ

「お先に失礼します」

他の職員より早く帰るとき

通路やエレベーター等でお客様とすれ違う時、会釈

あ かるく・○
い つでも・○
さ きに・○
つ づける
○
明るく笑顔で、自分から積極的に、はっき
りと声をかけましょう。

（心のあいさつ）も心がけましょう。
また、職員同士も気持ちの良いあいさつをしましょう。
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職場内のマナー
ビジネスマナーは、お客様、取引先に対してだけではなく、上司と部下、同僚との間で
も大切です。職場内のマナーを向上させて、気持ちよく円滑に仕事ができる環境を作っ
ていきましょう。

さわやかマナー
１ あいさつをする

○状況に応じたさわやかなあいさつをしましょう。

２ ほめる

○相手のよいところは、素直に評価して、具体的にほめましょう。

３ ねぎらう

○相手がひとつの仕事を終えたとき、課題を解決したときなどは、ねぎらい
の言葉をかけましょう。

４ 指摘する

○注意すべきところは、お互いに率直に指摘しあいましょう。

５ 受けとめる

○率直な指摘については、素直に受けとめましょう。

６ 感謝する

○「ありがとう」の一言を忘れないようにしましょう。
○みんなが自由に意見を言える雰囲気をつくりましょう。

７ 話し合う

○相手の話の腰を折らずに、最後まで聞きましょう。
○自分の意見をきちんと伝えることを心がけましょう。
○他の人のプライベートな話をするときはお互い配慮しましょう。

８ プ ライバシーを
守る

（本人にとっては秘密にしたいこともあります。）
○職務上知り得た情報は、たとえ友人や知り合いであっても絶対に漏らし
てはいけません。

勤務の心得
１．一日の作業の予定をたててから始業できるよう、出勤時
間には余裕を持つこと
２．勤務時間中に外出する場合は、上司に承諾を得、戻って
きたら「ただいま戻りました」と報告すること
３．職場や席を離れるときには、自分の行き先、用件、所要
時間を明らかにすること
４．遅刻や休まなくてはならない場合は、始業前に本人から
直接上司に連絡し、その後、出勤したときにはすぐに報告
すること
５．日常のあいさつは、必ず「すべての人に自分から」を心が
けること
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職場全員の意思疎通が
でき、あいさつや報告、連
絡、相談が十分に行われて
いれば、仕事はスムーズに
進みます。
また、相手へのちょっと
した気配りや思いやりが、
人間関係を円滑にし、仕事
の効率を大きく
変えるのです!

仕事の進め方（指示・実行・報告）
１．指示

上司

自分

１

呼ばれたら速やかに側に行く。
机の正面は避け、近づきすぎない。

２

指示は、メモをとる。

３

質問は指示が終わった後にする。

４

指示内容を復唱、確認をする。

５

期限を確認する。

６

仕事が重なった場合、優先順位や進め方に
ついて指示を仰ぐ。

７ 進言する場合は、提案型で。
（「○○してもよろしいでしょうか。」）
し
ま
す
。

２０
部
す
ぐ
に
用
意

２０
部
頼
む
。

わ
か
り
ま
し
た
。
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西
条
君
、
コ
ピ
ー
を

仕事の進め方（指示・実行・報告）
２．実行

自分

１

優先順位、手順を確認する。

２

所要時間を把握する。

３

関係者との打合せ及び協議等の後に実行
する。

３．報告

自分

上司

１

報告のタイミングは、原則すぐに。

２

悪い結果の場合は、一刻も早く。

３

連絡・相談という「中間報告」も忘れない。

指示

上

自

実

司

分

行

報告
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庁内環境編
お客様の目の届くところはすべて窓口です。お客様から見られているという意識を常に
持ち、すべてのお客様が分かりやすく気持ちよく利用できる空間づくりを目指しましょう。

快適環境づくり：ポイントは５Ｓ

１ 整理

物を減らすこと

２ 整頓

物を使いやすく配置すること

３ 清掃

きれいにすること

４ 清潔

きれいな状態を保つこと

５ しつけ

１～４までの習慣化

整理整頓が苦手な人へ…

いきなり「整頓」から始めていませんか？

大量の物を上手に配置・収納しようとして、途中で挫折することはありませんか？大事
なことは、整理(物を減らす)から整頓(物を配置)という順番です。下記のチェック項目を
参考にして、まずは整理から始めましょう！

□

捨てる日を決めて、定期的に捨てていますか？

□

文具など、一つあれば十分なものを、二つ、三つ持っていませんか？

□

ちゃんと捨てずに、見えないところに隠して終わりになっていませんか？

□

壊れたものや古くなったものをそのまま放置していませんか？

□

机の上が、書類置き場になっていませんか？
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場所別チェックポイント
チェック項目
□ お客様用の椅子は常に清潔ですか
□ 子ども連れのお客様の待ち時間を緩和する取り組みを行ってい
ますか(待合席に子ども用の絵本等を用意するなど)
フロア・ロビー・
通路・階段

□ 記載台のボールペンは、いつも気持ちよく書ける状態ですか
□ 必要な備品がそろっていますか(朱肉・ゴム板・ティッシュ・カ
レンダーなど)
□ 記載台の老眼鏡は清潔ですか(レンズはくもってないですか)
□ 記載台には記入例を配置し、申請書類はわかりやすくまとめて整
頓していますか
□ カウンターの上には、必要最小限度の物だけですか

カウンター

□ 常備品が切れていませんか(ボールペン・朱肉・ゴム板・ティッ
シュ・カレンダーなど)
□ 記載面に凸凹はないですか

掲示物

□ ポスター等は、きれいに見やすく貼り、期限切れや変色がありま
せんか(傾いたり、はがれかけていませんか)
□ 不要な段ボールや書類は、整理整頓してまとめていますか
□ お客様から見える位置に個人情報はありませんか
□ 会議机、椅子は清潔ですか(特に机・椅子の下に、ほこりがよく

事務室内

たまります)
□ 会議机に不要な物を置いていませんか
□ 許可なく備品以外の電気製品などを置いていませんか
□ カーテンやブラインドなどの備品を傷んだままで放置していま
せんか(蛍光灯が切れかかっていませんか)

情報の整理整頓が物理的な整理整頓につながる
整理整頓には「物理的な整理整頓」だけでなく、

「情報の整理整頓」があります。
情報を整理し、集中させることができれば、自然
と片づける対象が少なくなり、物理的な整理整頓も
可能になります。重複した情報を廃棄したり、電子
化で共有するなど、情報の整理整頓も行いましょ
う。
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場所別チェックポイント
チェック項目
□ 開けっ放しにしていませんか
□ キャビネットの中には私物が入っていませんか
□ 誰が見ても分かりやすく整理して入れていますか
キャビネット

□ 利用の少ない書類は書庫へ移していますか
□ 基本的にキャビネットの上に、物を置いていませんか
□ キャビネットに貼られた資料などは、きれいに貼られていますか
□ 退庁時に鍵をかけていますか
□ 机の上は、常に整頓し、物や書類を乱雑に置いていませんか
□ 机の中は、常に整理整頓されていますか

執務机

□ 個人情報保護のため、机の上の書類やパソコン画面の向きなどに
留意していますか
□ 執務時間中に菓子類を机の上に置いていませんか

目指すのは「誰が見ても分かる」デスク周り！

×私物化 → ○共有化

「自分はどこに何があるか分かるから、別に整理整頓しなくても大丈夫」……そんな考え
はＮＧです。
本人不在時にお客様から問い合わせがあっても、デスク周りが雑然としていて他の職員で
は資料が探せない、という状況は避けたいですね。仕事の書類は市役所全体の物です。私物
化せずに職場で共有化できるようにしましょう！

パソコンの整理整頓、
できていますか？
仕事をスムーズに進めるうえで、パソコンの整理整頓
もおすすめです！ポイントは次の４つ。ぜひ実践して
みてください。

デスクトップのフォルダは３列以内に
必要なファイルは３クリック程度で見つ
けられるところに置く
ファイル名は、日付を頭につけると
検索しやすい
「削除候補」フォルダを作ると、
データの削除がスムーズに
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目指せ

快適環境!

応対編
応対の基本・３つのポイント

１

応対の 4 つのＳ
○
○
○
○

２

Ｓｍｉｌｅ
Ｓｐｅｅｄ
Ｓｍａｒｔ
Ｓｉｎｃｅｒｔｙ

（スマイル・笑顔で）
（スピード・迅速に）
（スマート・効率よく）
（シンサリティ・誠意をもって）

応対の心得
○
○
○
○
○
○
○

３

身だしなみを整える。
礼儀正しく親しみを持って接する。
お客様の氏名と状況を把握する。
庁内知識を豊富に持って早く確実に対応する。
積極的な態度でお客様の意図を確実につかむ。
相手を気遣い、誠意を持って応対する。
約束は必ず守る。

職員としての注意点
○
○
○
○
○
○

お客様に無関心な様子を示さない。
納得のいかない待たせ方をしない。
職員同士の私語やお客様の批評などをしない。
お客様と論議や口論をしない。
他部署のことを聞かれても「知らないのが当然」という印象を与えない。
忙しい状況の時こそ丁寧に対応する。
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窓口での応対
迎え方
あいさつをする

「こんにちは（おはようございます）。」

動 きと言 葉 で応 対 し

・素早く立って窓口まで出る。
（対面式でない場合） ましょう。
・声をかけられる前に、先手を。
・応対しない近くの人も、他人事のような態度をとらないように。

check

「こんにちは。お待たせしました。」
・お客様に先に声をかけられたら丁寧な言葉で対応しましょう。

腰掛けるよう
促す

「どうぞお掛け下さい。」

相手の気持ちを落ち着かせる意味でも。

・コミュニケーションを取り
ながら誘導する。

自分も座る

「失礼します。」

相手が座ってから自分も座る。

・ゆっくり話を聞く姿勢を示す。

用件の処理
・正確に聞き取る。
（メモや復唱）

用件を聞く

お客様の気持ちを考慮したり、相手
の状況を把握したりして、お客様が
話しやすい雰囲気を作りましょう。

・自分で処理できるか。

判断する

処理する

・どこへ連絡したらよいか。

「申し訳ありませんが、○○分ほどかかります。」
「恐れ入ります。少々お待ちください。」
「○○分ほどかかります。お掛けになってお待ちください。」
・待たせる場合は、処理予定時刻をお知らせする。
・丁寧に説明する。

説明する

・専門用語は、相手に分かりやすく伝える。
・内容について、正しく伝わったか確認する。
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見送り方

「お疲れ様でした。」「大変お待たせいたしました。」
「お時間をとらせまして申し訳ありませんでした。」
「お気をつけて」

あいさつをする

check

・見送った直後の笑い声などは誤解を与えるので厳に慎む。

自己点検
整理整頓

・自分の応対を分析し、反省すべき点を次に活かす。
・次の案件の為に整理整頓を行うとともに、
気持ちを切り替える。

個人情報の管理の
徹底も

～お客様への好印象は、職員にも好影響～
市役所へは、不安な気持ちでこられるお客様が多い
「どこの窓口へ行ったらいいのか？」「記入がわからない」
「時間はかかるだろうか？」
「恥をかかないだろうか？」
・・・

お客様の不安を解消する応対を職員が行う
「聞きやすい」
「親身になってくれる」
「プライドが傷つかない」
「税金の払いがいがある」
・・・

そのような職員の応対にお客様は満足する

お客様に満足され、職員自身も仕事のやりがいを感じる
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庁舎内での応対
応対は窓口だけではありません。常に「目配り」「気配り」「手配り」が大切です。こん
なときどうしますか？

庁舎内で迷っているお客様を見かけたとき

①

速やかに笑顔で声をかける。
「おはようございます（こんにちは）。どちらを
おたずね（お探し）でいらっしゃいますか？」

②

的確に場所をご案内する。
「○○でございますね。○○は（進行方向）の
（場所）にございます。お願いいたします。」

エレベーターでお客様と乗り合わせたとき

①

職員が「開」のボタンを押してお客様が乗るのを待ち、
「どうぞ。
」と声をかけましょう。

②

可能な限り、職員がボタン操作を行うようにしましょう。
「何階に行かれますか？」

廊下、階段、出入り口でお客様と出会ったとき

お客さまを優先させる行動をとることを心がけましょう。
「おはようございます（こんにちは）。どうぞ・・・」
すれ違うときには、会釈をするようにしましょう。職員同士の私語は厳禁です。
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心の接遇

～体の不自由な方等への心づかい～

相手の人格を尊重し、相手の立場に応じた心遣いをしましょう。
また、障害の内容を問うのではなく、どのような手助けが必要か、本人に尋ねることも
有効です。

目の不自由な方へは
まず、こちらから声をかけ、「こちら」「あちら」などの指示語は使用しないようにしま
す。案内をするときは白い杖の反対側につきましょう。
（杖が右手なら左斜め前に立つ）
また、座っていただく時には、椅子や机の位置を説明しながら介添えしましょう。

耳・言葉の不自由な方へは
大きく口をあけて、ジェスチャーを交えてゆっくり話をします。会話ができないときは、
筆談で行います。簡単な手話を覚えるとより効果的です。手話通訳、要約筆記などの必要
に応じ、応援を求めてください。
※問合先：障害者福祉係

身体の不自由な方へは
まず、お手伝いすることはないか、本人の意向を伺いましょう。車いすの方に対しては、
身体的・心理的負担をかけないよう、同じ目線で話しましょう。なお、体の不自由な方に
椅子を勧める時は、人によっては立ったままの方が楽な人もいるので注意しましょう。

高齢者へは
耳が遠いことがありますので、ゆっくりはっきりと話します。状況に応じてメモを渡す
など思いやりの心で接します。なお、高齢者扱いされたくないと思っている方もいますの
で、しっかりとご様子を観察することも必要です。

妊婦・赤ちゃん連れの方へは
お身体（体調）に気を遣うようにしましょう。異なるフロアへのご案内では、階段では
なく、エレベーターを案内します。
また、小さなお子さんを連れている時は、話している間にお子さんが離れてしまうこと
があるので、お子さんがどこにいるのかを気遣う必要もあります。
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来訪者に対する応対事例
お客様を上司に取り次ぐとき（上司が在室の場合）

お客様

職員

失礼いたします（こんにちは）
。
いらっしゃいませ（こんにちは）。
私、株式会社○○の△△と申します。
（名刺を出す）
お預かりいたします。
（名刺を受け取る）
○○の△△様でいらっしゃいますね。
恐れ入ります。
山田部長様、お願いいたします。
山田でございますね。
かしこまりました。取り次ぎますので、
少々お待ちくださいませ。
＜取り次ぐ＞
山田部長、○○の△△様がお見えになって
います。
いかがいたしましょうか？

お預かりいたします。
お預かりいたします。
○○の△△様でいら
○○の△△様でいら

【ポイント】

っしゃいますね。お預
っしゃいますね。
かりいたします。

○ 仕事の手をとめ、速やかに応対する。
○ 気がついた人が即、対応する。
○ 笑顔を忘れずに応対する。

○○のお預かりいたし
ます。お預かりいたし
ます。
○○の△△様でいらっ
しゃいますね。
○○の△△様でいらっ
しゃいますね。

△△様でいらっしゃ
- 19 -

いますね。

来訪者に対する応対事例
上司が不在の場合のお客様への対応

お客様

職員

失礼いたします（こんにちは）
。
いらっしゃいませ（こんにちは）。
私、株式会社○○の△△と申します。
（名刺を出す）
お預かりいたします。
（名刺を受け取る）
○○の△△様でいらっしゃいますね。
恐れ入ります。
山田部長様、お願いいたします。
申し訳ございません。
山田は只今外出しておりまして、15 時頃
には戻ってくる予定になっておりますが、
いかがいたしましょうか？
さようでございますか。
それでは、恐れ入りますが、こちらの書類
をお渡しいただけませんでしょうか？
かしこまりました。
私（名前）がお預かりいたします。
よろしくお願いいたします。
かしこまりました。
失礼いたします。
ありがとうございました。
失礼いたします。

【ポイント】
○ 気持ちよくお迎えする。
○ 相手の社名、名前を復唱確認する。
○ 状況を伝え、意向を伺う。
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来訪者に対する応対事例
上司が電話中のときの、お客様への対応
上司の鈴木さんを訪ねて、お客様がいらっしゃいました。
お客様は名乗りませんでした。
鈴木さんは電話中です。

お客様

職員

失礼いたします（こんにちは）
。
いらっしゃいませ（こんにちは）。
恐れ入ります。
鈴木様いらっしゃいますか。
失礼ですが、どちらさまでしょうか？
失礼いたしました。
私、株式会社○○の△△と申します。
いつもお世話になっております。
こちらこそ、いつもお世話になっておりま
す。○○の△△様でいらっしゃいますね。
申し訳ございません。鈴木は只今電話中で
ございます。恐れ入りますが、少しお待ち
いただけますでしょうか？
はい、それでは待たせていただきます。
どうぞ、そちらの椅子にお掛けになってお
待ちくださいませ。
失礼いたします。

【ポイント】
○ 気持ちよくお迎えする。
○ お客様の名前を確認する。
○ 状況を伝え、お待ちいただく旨お願いする。
○ 椅子をお勧めする。

- 21 -

訪問
訪問のマナー：４つのポイント
１
２
３
４

アポイント
準備物
名札、名刺
緊急時

到 着

事前に相手と連絡をとり、訪問日時、用件を確認します。
用件の内容を十分に把握し、必要なものをそろえます。
名札をつけ、名刺を持参します。
（市外の場合は、名札なしでも可）
遅れそうな場合は、分かった時点で先方に連絡します。

・あいさつは丁寧に。

「こんにちは、西条市役所△△課の○○と申します。いつもお
世話になっております。」

用 件

・はっきりと明確に。

「先日ご連絡いたしました△△の件で参りました。」
《本人が不在のとき》
伝言を依頼し、訪問したことを確実に本人に伝える。
「もう一度、○時に参ります。」

処 理

・あわてず確認しながら、話をすすめる。

「まず、○○の件ですが、…。次に、…。」
《お茶を出されたとき》
勧められてからいただきます。
上司と同行の場合は、上司が口をつけてから自分も
口をつけます。

予定確認

帰るとき

・次回の予定があるときは再確認を。

「次は○○の件で、△日◇時に参ります。」

・あいさつは丁寧に。

「本日は、大変ありがとうございました。」 「失礼いたします。」
「○○様にも、よろしくお伝えくださいませ。」
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名刺の受け渡し
渡すとき：５つのポイント
１ 準備
２ 順番

きれいな名刺を用意する。
立場や年齢が下の者、訪問した人から先に渡す。
上司と一緒のときは上司から先方の立場の高い人に渡し、それに続いて渡す。

３ 渡し方
４ 高さ
５ 注意

名乗ってから相手の名刺入れの上に乗せるようにする。
胸の高さから胸の高さへ渡す。
座って交換しない。
テーブル越しに受け渡ししない。

受け取り

・軽く会釈して、両手で名刺入れの上に受け取る。

「頂戴いたします。」 「恐れ入ります。」
文字やロゴの上に指がかからないようにする。

復 唱

確 認

扱 い

・胸の高さに保ち、会社名と名前を確認し、必要に応じて復唱する。

「○○会社の△△様でいらっしゃいますね。」
・読み方がわからない時は、お聞きしても失礼ではありません。

「恐れ入りますが、下のお名前はどのようにお読みすればよろし
いのでしょうか。」
「失礼いたしました。○○様ですね。」
・受け取った名刺はすぐにしまわず、座って話す場合は名刺入れの上
に乗せテーブルに置き、立って話す場合は腰の高さから降ろさない
ようにする。
話の最中に相手の名刺を不用意に触らない。
名刺はその人の分身です。その人自身だと思って、
丁寧に取扱いましょう。

帰庁後

・受けとった名刺には、帰庁してからその日のうちに面会日時、場所、
内容等をメモしておくとよい。
（相手の目の前では失礼になる。）
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お茶の接待

準備

・手指をきれいに洗ったか。
・容器が欠けていないか。ひびが入っていないか。
・茶渋はついていないか。
・容器の数は足りているか。
・茶托やお盆は汚れていないか。塗りがはげていないか。
・ふきんは清潔か。

入れ方

・茶碗と急須を温める。
・お茶の量は６分目位。コーヒーの量は７分目位。
・お茶の濃さが均一になるように入れる。
・糸底の水分は、ふき取っておく。

出し方

・ノックを 3 回し、「失礼いたします。」と言って入る。
・お盆は胸の位置で両手で持ち、サイドテーブルに置く。
・お茶をセットし両手で運ぶ。
・丁寧に出しながら、「どうぞ。」「失礼いたします。」などと
声を掛ける。
・お盆を左手で持ち、「失礼いたしました。」と言って退室する。

お茶の接待：６つのポイント
１
２
３
４
５
６

置き場所
向き
位置
お菓子
順番
2 杯目

お茶は書類や名刺の上には置かない。
茶碗のセットはお客様の方に絵柄を向ける。
出す位置は、日本茶は右寄りに、コーヒーなどは中央に出す。
お菓子を出す場合には、お菓子を先に出す。
来客が複数の場合は上座のお客様から順に出す。
2 杯目のお茶を出すときは、1 杯目のお茶を下げてから出す。
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席次マナー

応接室や会議室での席順（基本）
・お客様をお迎えする時は上座を勧めましょう。
・応接室等では、ドアや出入口から遠い方が上座です。
・職場内の応接スペースの場合、業務エリア（デスク）に近い側が職員用
となります。
・椅子は、ソファ→ひじ掛け椅子→普通の椅子の順で、一人掛けの椅子よ
り複数が座るソファの方が上座です。
・乗り物では、相手の好み等があるため、その場の状況に応じて臨機応変
に対応しましょう。

Case １

応接室

Case ２

上座

会議室

上座

来客

職員

①

④

① 議長 ②

②
⑤

③

ドア

Case ３

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

下座

ドア

Case ４

自動車

エレベーター

①

運転手

④

②

③

④
②

③

①
操作盤
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下座

ドア

Ｅメールマナー編
Ｅメールは手軽で便利な伝達手段であり、日常業務に欠かせないコミュニケーションツ
ールとなっていますが、万能ではありません。長所と短所を把握し適切に使用しましょう。

ビジネス E メールの構造
To

①メールの宛先

Cc
Bcc

再確認の習慣を

件名：10 月 10 日（木）10 時 打ち合わせの件

②件 名
簡潔に分かりやすく

〇〇株式会社

③送信先の宛名

□□部◇◇課
△△様

いつも大変お世話になっております。

④書き出し

西条市役所◆◆の××です。
簡単な挨拶文を入れる
さて、先ほどお電話でお話しした打ち合わせ場所に
ついてご連絡申し上げます。

⑤本 文
・日時：10 月 10 日(木) 午前 10 時
・場所：西条市総合福祉センター3Ｆ
地図（※ここに地図の URL 等があると便利）

簡素を心掛け、要点や
結論のみを述べ、補
足・参考資料等は別フ
ァイルにして添付

以上、ご確認のほどよろしくお願いします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
西条市役所◆◆部××課
×× ××
〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷 164 番地
TEL:0897-56-5151 FAX:0897-52-1200
E-mail: #####@saijo-city.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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⑥署 名
送信者と連絡先がす
ぐに分かるように

ビジネス E メール作成ポイント
①メールの宛先
送信相手、メールアドレスを間違えないように、必ずチェックしましょう。
To：メールの本来の送付先を指定します。意味は、
「あなた宛てのメールです。ご
確認ください。
」です。
Cc：本来の送付先ではないが、関係者に対して参考までに情報を通知する場合な
どに使います。
「To」に指定した相手にも、「Cc」に誰が入っているか（誰に送信
しているか）が分かります。意味は、「念のため、ご覧ください。
」です。
Bcc：
「To」
「Cc」に指定した相手には、
「Bcc」のアドレスに送ったことが記載され
ません。
意味は、
「To や CC の人には知らせませんが、ご覧ください。
」です。

②件

名

本文を開かなくても内容が分かるようにしましょう。
メールを受け取った相手は、まず件名を確認します。日時（曜日まで書く）や
用件などを概ね 20 字以内に書き、本文を開かなくても内容が分かるようにしま
す。また、件名の冒頭に【重要】
、
【緊急】、
【情報】などのキーワードを入れるこ
とで、多忙な中でも、積極的に相手にメールを見てもらいやすくなります。

×悪い例

○良い例

Check Point

打ち合わせの件

10/10(木)午前 10 時の打ち
合わせの件

日付が不明である

松本さんへ

「～のご連絡」等

宛先で分かるので用
件を書くべきである

ご報告

研修会日時決定のご報告

内容が不明である

システムアップ作業のため、
庁内メールは 10 月 10 日は使
えません。

10/10 は庁内メールが使え
ません

タイトルが長すぎる
用件を端的に伝える
必要がある
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③送信先の宛名
相手の社名、所属、役職、氏名を省略せずに書きます。
社名は、前株か後株かに注意。(株)(有)など省略記号は使いません。
同じメールを複数の人に送る場合は「各位」を使います。
「各位」は皆様方とい
った敬称です。
「様」は必要ありません。
「各位様」は誤りです。

④書き出し
時候の挨拶など形式的な言い回しは不要で、まずは名乗ります。庁外にメール
を送付する場合は、冒頭に「いつもお世話になっております」のような簡単な挨
拶を入れます。

⑤本

文

１行の文字数は、30～35 文字になるように適宜改行を入れ、引用は最小限にしま
す。行数が長くなる場合は、段落ごとに空行を入れます。全体の文量は、モニター
画面に収まる程度の量にします。案件は１メールにつき１つが原則です。
また、あいまいな表現はトラブルの元なので避けるようにしましょう。

×悪い例

○良い例

多数の・・・

600～700 の・・・

なるべく

〇〇〇までに

この前

〇〇〇の際

・・・と思われる。

・・・である。

でき次第 / 本日中に

〇日〇時までに / 〇時までに

できるだけ/ そのうち / あの・その
などの指示語

⑥署

使わない

名

誰が出したメールかはっきりさせるために、メールの最後には所属・名前・電話
番号などの入った署名を入れます。自動的に入るようにしておけば便利です。あま
り長くなり過ぎないように６行程度にまとめましょう。
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ビジネス E メールの注意事項

１

読まれないことを想定する。

重要な用件は電話でも確認する。

２

誤読されるものと思うこと。

連絡、通知文書等に限定し、交渉には利用しない（揚げ足を取られる）。
感情的な文章は書かない（形容詞は使わない）。

３

E メールだからこそ推敲は不可欠。

送信ボタンをクリックする前に、宛先・内容等を再度確認する。
添付ファイルのついたメールを返信するとき、必要のない添付ファイルは削除する。

４

E メールの回答は速やかに。

すぐに回答できない内容の場合は、回答を保留し、時間を指定して待って頂く。

５

添付ファイルに注意。

重要な内容は本文に記載する。
データの容量やウィルス対策で、添付ファイルを制限している場合があるので注意する。
知らない相手からの添付ファイルを不用意に開封しないなど、日頃からウィルス対策を
心掛ける。

６

リスクを回避するため

個人情報の取り扱いは原則禁止。

の確認・対策を怠らな
いようにしましょう。

７

私用メールは厳禁。

８

携帯電話へのメールは特に簡潔に。

９

文字化けしないよう注意する。

環境依存文字（①、№、㏍、℡、㈱、㍼、Ⅰ、㍉、㎜ など）は相手先のパソコンで文字
化けする可能性がある。
HTML メールはセキュリティソフトで受信拒否される場合があるので、通常はテキスト
形式を使用する。
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電話応対編
電話は、お互いの表情が見えません。そのため勘違いや行き違いが起こりやすく、相互
の信頼関係が崩れてしまうことがあります。メモを取ったり、復唱するなど、より一層の
細かい気配りが必要です。見えないからこそ丁寧に、そして常にスマイルで、感じのよい
電話応対を心がけるようにしましょう。

電話応対：５つのポイント

１

ベルがなったらすぐ出る。
目安は３コール以内！

電話応対は全員の仕事です。「誰かが出るだろう」と思うのはやめ、自ら率先して
電話に出ましょう。４コール以上で電話に出た場合は「お待たせいたしました」の
一言を。

２

声は大きくハキハキと。
気持ちのよいあいさつを！

電話応対は最初が肝心です。相手に好印象を持ってもらえるよう、明るくはっき
りした声で電話に出ましょう。
「おはようございます」
「いつもお世話になります」などの
あいさつは、相手の気持ちを明るくさせ、リラックスさせ
る効果もあります。積極的にあいさつをしましょう。
５W１Ｈとは

３

必ずメモを取りながら聞く。
メモは５W１H で！

取り次ぎや伝言の場合、必須となるのがメモを取ること。
５Ｗ１Ｈを基本にメモを取りましょう。

４

最後にもう一度、要点を確認。
会話の復唱で間違いを防ぐ！

When(いつ)
Who(だれが)
Where(どこで)
What(なにを)
Why(なぜ)
How(どのように)

電話で多いのは「聞き間違い」「聞き漏らし」「話の誤解」です。たとえ簡単な内
容であっても、要点を復唱することは基本です。また復唱は間違いを防ぐだけでな
く、相手に「この人はきちんと対応してくれている！」という安心感を与えます。

５

受話器はゆっくり静かに置く。
受話器を置くまでが電話応対！

せっかく丁寧に話ができても、激しく受話器を置いたために相手の受話器に「ガ
チャン！」と大きな音が鳴り響く…これでは後味が悪くなりますね。受話器はゆっ
くり置く癖をつけましょう。
相手が切ったのを確認してから、切るように心がけましょう。
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電話応対：好ましい表現
×好ましくない表現

○好ましい表現

もしもし、○○ですけれど…

はい、△△課○○です

どなたですか？

恐れ入りますが、どちら様でしょうか

いつもどうも

いつもお世話になっております
あいにく○○は、ただ今ほかの電話に出

○○課長はただ今電話中です

ております
申し訳ございません。○○は本日お休み

○○さんは今日お休みです

をいただいております

○○課長は△時にお戻りになりますが…
ちょっとお聞きしたいのですが…

○○は△時頃戻ります。戻り次第こちら
からお電話いたしましょうか
少々お伺いしたいのですが…
恐れ入ります、どのようなご用件でしょ

どのようなことですか？

うか
お電話が少し遠いようですので、恐れ入

お声が小さくて聞こえないのですが…

りますが、もう一度お願いできますで
しょうか
申し訳ございません。わたくしでは分か

担当が違うので分かりません

りかねますので、担当の者に代わります

○○課長がこちらから電話するとおっ

○○がこちらから電話すると申しており

しゃっております

ます

帰ったら伝えます

帰りましたら申し伝えます
お手数ですが、お電話いただけますで

またお電話ください

しょうか
・失礼いたします。

(電話の最後に)それでは…

・よろしくお願いいたします。
・お電話いただきありがとうございます。
電話応対が苦手な人へ…

もし、間違ってしまったら…

無理に尊敬語や謙譲語を使おうとすると、

「失礼いたしました」の一言を。

言葉が詰まってしまいがちに。慣れてない敬

失敗や言い間違いは誰にでもあるもの。

語は使わず、丁寧語でハキハキと話したうえ

その時は黙って流してしまうのではなく、

で、自分が使える敬語を使いましょう。誠意

「失礼いたしました」の一言を添えて言い

を持った電話応対ならば、相手に不快な思い

直しましょう。

をさせることはないでしょう。

無理に敬語を使おうとしない!
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電話応対：電話のかけ方
準 備

・相手の電話番号、名前等を確認する
・話す用件、順序をあらかじめ整理
・必要な資料は手元に用意

かける

( )

・相手の時間の都合を考慮する

か
け
方
メ
モ
例

○月×日 PM3：00
■■株式会社へ電話
担当者の名前：
Ｑ：イベントで用意するもの
Ａ：
Ｑ：イベント中止の時の連絡先
Ａ：
・電話番号の復唱
・最後にお礼

・市役所名、所属名、名前をきちんと告げる

「わたくし、西条市役所△△課の○○と申します。いつもお世
話になっております。○○様は、いらっしゃいますか」
「わたくし、西条市役所△△課の○○と申します。いつもお世
話になっております。○○についてお尋ねしたいのですが、ご担
当の方はいらっしゃいますか」
電話には「かける側の一方
的な行為」という側面がありま

用 件

・お客様の都合に配慮した一言から入る

「今、お時間よろしいでしょうか」

す。 相手の都合を聞いてから
話を始めるようにしましょう。

・5Ｗ1Ｈに基づき、順序良く要点をはっきりと伝える
・専門用語、略語は使わない
・話が一方的にならないよう注意。相手の話をよく聞く

確 認

電話を切る

・要点の復唱。必要に応じ相手に確認を求める

・話の内容にあった締めくくりのあいさつをする

「失礼いたします」
「よろしくお願いいたします」
「お待ちしております」
・相手が電話を切ったのを確認してから受話器を置く

「声」だけが頼りです。
電話は、見えない市の窓口であることを
常に意識しましょう。
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電話応対：電話の受け方
受話器を取る

・所属部署名と名前を告げる。第一声は明るくさわやかに

「はい、△△課○○です」
不在の席の電話も気付いた人がとりましょう。
「はい、○○課長席です」 「はい、○○係です」

相手を確認

・相手が名乗られた場合

「はい、△△会社の○○様でいらっしゃいますね。
いつもたいへんお世話になっております」
・相手が名乗らない場合

「恐れ入りますが、どちら様でしょうか」

制度の説明など、名前を
確認する必要がない場
合は、名前を聞かない。

用件を聞く

・必ずメモを取りながら話を聞く
「はい、○○のことですね」
・相槌をうつなど、話を伺う態度にも配慮する
待たせるときは「保留

用件に答える

・分かりやすいように話す
・自分で判断できない場合や、
すぐに答えられない場合は、
折り返し電話をする等の対応を取る

ボタン」を活用しましょう。
待たせる時間は 30 秒程
度とし、それ以上は折り
返し電話を掛けるよう
に。

電話を取り次ぐ場合は次ページへ

復 唱

電話を切る

・すべて聞き終えたら、復唱して確認

・簡単な挨拶をして、ゆっくり受話器を置く

「失礼いたします」
「よろしくお願いいたします」
「お待ちしております」
・相手が電話を切ったのを確認してから受話器を置く

- 33 -

「ただ今○○に代わります。少々お待ちください」

電話を取り次ぐ

・取り次ぐ相手に電話をかけてきた人の名前、用件を伝える

名指しの人が
出られない

「申し訳ございません。ただ今○○は、○○のため外出して
おります。△時頃には戻る予定でございますが、いかがいた
しましょうか」

① こちらから電話を折り返しかける

基
本
の
選
択
肢
は
３
つ

相手の都合と

相手「それでは、折り返しお電話ください」

こちらの状況を踏

自分「恐れ入りますが、電話番号とご都合の

まえ、どのように対

よい時間をお聞かせいただけますか」

応するか判断しま
しょう。
もし相手が迷っ

② 電話をかけ直していただく

ているようでした

相手「こちらから再度お電話いたします」
自分「恐れ入りますが、念のためご連絡先を

ら、こちらから電話
を折り返しかけるよ
うに伝えましょう。

お聞かせいただけますか」

③ 伝言を承る
相手「それでは○○の件は・・・と伝えていただけますか」
自分「○○の件、・・・ということでよろしいですね。
わたくし○○が承りました。恐れ入りますが、
念のために電話番号をお聞かせいただけますか」

取り次ぎ電話メモ：５つのポイント
電話メモは、電話と並行して取るのが基本。5 つ
のポイントを押さえ、メモを残す相手に正確に伝
えましょう。
１ 誰から誰宛の電話か
正確に。折り返し電話を掛ける際、優先
２ 日時
順位を決める参考になる。

３ 連絡先

連絡先だけは必ず復唱して間違いのな
いように！

４ 用件

まとめて簡潔に。

５ 取り次ぎ者名
緊急性の有無に関わらず電話メモは
残しましょう。
- 34 -

例

○月○日(14 時 23 分)

△△様へ ○○受付
△△会社○○様より
□ お電話がありました
☑ 折り返しお電話ください
TEL 0123-45-6789
□ 後ほどお電話します( 時頃)
☑

ご用件は次の通りです

○月○日の
打合せの件について

電話応対：こんな時どうする?
Case １

相手の名前が聞き取れなかった

「申し訳ございませんが、お名前をもう一度お願いできますでしょうか」
相手の名前が分からなければ、もう一度お聞きしましょう。あやふやにした
ままでは、後で余計なトラブルが発生することも。聞き取れなかった場合は、そのこ
とを伝え、再度しっかりと尋ねるようにしましょう。

Case ２

どこへ取り次いでいいのか分からない

「お待たせして申し訳ございません。お問い合わせの件ですが、至急担当課
を調べまして折り返し電話をさせていただきます。恐れ入りますが、お電話
番号をお聞かせいただけますか」
用件によっては、周りの人に聞いてもどこの課に電話を回したら適切か、即座に
判断がつかない場合も。そんなときはいったん電話を切り、できるだけ早く担当課
を調べて折り返しのお電話を入れましょう。

Case ３

自分では対応できない用件。だけど相手が延々と話をして…

「お話の途中、大変失礼ですが、その件でしたら担当が違うようでござい
ます。至急担当課を調べまして折り返しお電話させていただきます」
電話をかけてきた方の身になれば、何度も名前を名乗り、長々と用件を説明した
挙句に「担当が違うので分かりません」と言われたら怒るのも当然。自分では対応
できない用件だと気づいたら、なるべく早く会話を切り上げてしかるべき処置を。

メールの方がいい場合

連絡方法に迷ったら？
ちょっとした用件を連絡するとき、電話
にすべきかメールにすべきか迷う…
そんな時はそれぞれの特徴から判断して

・日付、時間、場所や金額など後で確認
を必要とする場合
・順を追って説明したり、経過を伝える
場合

みましょう。場合によっては、電話で要点
だけを話し、詳細はメールで連絡するのも
いいでしょう。

電話の方がいい場合
・返事や確認を急ぐ場合
・書くより話した方が判断や理解が早い場
合
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電話応対：こんな時どうする?
Case ４

急ぎの案件だからと、外出中の職員の携帯番号を聞かれた

「こちらから本人に連絡するよう伝え、お電話させるようにいたします。
恐れ入りますが、お名前とご連絡先をお願いいたします」
個人の携帯の電話番号は、本人の了解なしに教えてはいけません。この場合は、
電話をかけてきた人の連絡先を聞いておき、担当者に連絡を取ってその人から折り
返し連絡を入れてもらうようにしましょう。

Case ５

間違い電話をしてしまった

「間違えました。失礼いたしました」
いきなり「ガチャン」と電話を切るのは失礼です。相手にこちらの着信履歴が
残っている場合もあります。必ずお詫びの言葉を述べましょう。どんなに短い電話
でも、「電話＝市役所の顔」という意識は忘れないで。
また、間違い電話を受けた場合でも「こちらは○○でございます。失礼ですが、ど
ちらへおかけでしょうか」など丁寧に対応しましょう。

Case ６

電話をかけたら留守番電話に。伝言はなんて残せばいい？

留守番電話に伝言を残すポイントは、要点をつかんだ短い伝言にまとめること。
以下の必要事項を踏まえ、伝言途中で録音時間が切れることのないように簡潔に
話しましょう。

① 「いつもお世話になっております」というあいさつ
② 伝言を聞いてほしい相手の名前
③ 西条市役所○○課・自分の名前
④ 用件は簡潔に。「○○の件でお電話しました」と件名だけでもよい
⑤ 連絡先の電話番号
⑥ 「また後ほどお電話いたします」「よろしくお願いいたします」「失礼いたします」
などと結び、静かに切る
＊用件が長くなるようであれば、自分の名前と「また後ほどお電話いたします」
だけでも大丈夫。
「このことを知りたい」
「このことをお願いしたい」など、
市役所では日々お客様から様々なお電話をいただきます。
当然のことながら、私たちはその要望に、誠意を持って対応し
ていくことが大切です。
「お電話いただき、ありがとうございます」という気持ちを込
めて、お客様に満足していただける応対を目指しましょう。
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クレーム対応編
現在、自治体、官公庁に限らず、一般企業でも、クレームが増えた
といいます。
クレームが起こらないようにどんなに気を付けていても、クレーム
を０にするのは非常に困難です。クレームは、職員の過失だけで起こ
るのではなく、お客様の勘違いだったり、法律や条例に対して不満が
あったりと、お客様それぞれ不満を持っていることは違います。
どうしても避けられないクレームを業務に活かすためにも、クレー
ム対応を学び、より良いお客様対応に活かしましょう。

クレーム原因別対応例
自分や同僚など市側にミスがある！
①まず「お詫び」をする！
「失礼いたしました」
…呼び間違いなど軽いミス
「申し訳ございません」
…誠心誠意謝罪するとき

②今後の対応について説明する。
○責任を持って処理することを、
約束する。
○ミスは二度と起こさないと伝
える。

相手が誤解している！
①相手を責めない！
相手が勘違いしているとわかっ
ても、責めずに丁寧な説明をする。

②謝罪する。
誤解を招くような説明、応対で不
快にさせたことについて謝罪する。

市側にミスはないが、対応に不満がある！
①相手の不満を十分に聞く！
相手の感情を理解し、相槌を打ち
ながら話に耳を傾ける。

②謝罪する。
やわらかな表現で、不満を与えた
ことを詫びる。

法律、条例、規則などに反する要求！
①まずは説明する！
具体的事例をまじえて説明する。
②法律を根拠に断る。
法律等の根拠で応じられないと、
はっきり伝える。
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「法律が…」と突き放すように言
うのではなく、「現在の法律では…
なっておりますので…」と理解を求
める。

トラブル処理のフローチャート
トラブルの発生

事実関係の確認
自分の部署の問題が
含まれていますか？

対応の注意点

担当部署に案内する。
担当者に来てもらう。

は
い

真意の把握
複数の部署の問題で
すか？

対応策の検討と実施
自分で解決できます
か？

は
い

は
い

上司・関係部署を含め
対応策の検討と実施

・組織を代表する気持ち
で！
・迅速かつ毅然と対応！
・感情的にならない！
・相手の言い分をよく聞
く！
・相手のミスは露骨に指
摘しない！

上司の指示を仰ぐ

ト ラ ブ ル 解 決 ！

トラブル・クレーム内容を分析して、
再発防止の取り組みを！

原因の分析
原因は、市役所にあり
ますか？
は
い

クレームを活かそう！

原因 は、ルー ルや 仕
組みですか？それとも
職員個人の応対能力
や知識不足ですか？
個
人

市役所外の原因改善にむけて、働きかける。

ル
ー
ル

クレームは、今まで気付かなかったことを教えてくれる
大事な情報源です。クレームに真剣に取り組み、誠意を尽
くし対応することで、お客様との信頼関係を深めることに
つながります。

クレーム情報は共有する！
クレームを隠すことは、同じクレームが起こる原因です。
クレーム内容、原因、経過、対処についてまとめ、事実
を正確、速やかに上司に報告します。

※自分の感情・感想・意見を事実と混同して報告しない。

改個
善人
の
反
省
と

み
の
再
検
討

ル
ー
ル
や
仕
組

☆職場全体でクレーム情報を共有し、再発防止に役立て
ましょう。
☆クレームから得たことを、日々の接遇や仕事の進め
方に積極的に活かしていきましょう。
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クレーム対応のプロセス
＜ポイント＞
●「よく話を聞く⇒説明する」の対応ではいけません。段階的に進め、即答は避けます。
●録音・録画・メモすることは、悪質クレームには有効です(相手の許可不要)。
●クレームには市への「アドバイス」が含まれています。クレームを大切にしましょう。

１

受ける
□迎える
□聞く
□事実を抽出する
□感情処理

5W1H を確認！
オーバーリアクション(驚き・同意)でクレーム
対応が上手な人になります。
例）
「え？そんなことが？」とオーバーリアク
ションで反応すると信頼度 UP！
例)「それからどうなったでしょうか？」

2

「結局は？」と話を聞きたいことをアピール。

判断する
□評価する
□分析する
□予測する

反論に逆質問！
「とおっしゃいますと？」と逆質問で、相手の
クレームに誠意があるかどうかを見極める。
※非常識に対する武器は常識です。

3

説明する
□情報を送る
□処置する
□行動する
□話し合う
□断る

4

シフトチェンジ！
犯罪に近いときは、聞き流す・法的に対応する
などにシフトチェンジをします。

満足させる
(認めてもらう)
□十分に話せた(分かってもらえた)
□認めさせた(たとえ一部でも)
□自分が変えた(結論、姿勢、態度)
●すべての人に理解を得ようと思うのは間違いです。
●あきらめてもらうことも立派なクレーム対応です。
●何度も同じことで来庁する人には担当を決めて対応しましょう。
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ハードクレームへの対応
クレームはお客様からのアドバイス
です。しかし、相手が怒鳴ったり、あ
まりに威圧的な態度をとったり、長い
時間居座られたり…と、業務が滞るほ
ど不当な手段を使ったハードクレーム
（対応が困難な過大要求、不当要求）
に対しては、通常どおりでは対応しき
れません。
ハードクレームと思われる場合、上
司に相談したうえで組織として対応す
ることが必要です。

もしかしてハードクレーム？

なかなか落ち着かないお客様には…
①人をかえる…上司や詳しい人に代わる。
②場をかえる
…場所をカウンターから会議室等へ移る。

③時をかえる
…人を変え、場所を変えても解決しない場
合は、日を改めることも考える。

ハードクレーム対応のチェックリスト
チェック項目
相手の確認

□住所、氏名、電話番号など確認する。

用件（クレーム）の確認

□用件、要求をできるだけ相手に話させる。

対応の場所

□相手の家や店などには出向かない。

説明の仕方

□自分や市の考えではなく、法律があること
を示す。

記録を残す

□メモをとる、録音・録画する。

対応人数

□相手より多い人数で対応する。

容易な約束をしない

□念書等は作成しない。
□その場ですぐに返事をしない。

対応時間（いつも同じ案件で来る常習的
な人の場合）

□最初に時間を定め、短時間で切り上げる。
（２０分程度）

どうしてものときは…

□脅迫、傷害、暴力、器物損壊等に及んだ際
は速やかに警察へ！

相談窓口
・西条市危機管理課
・西条警察署

代表（０８９７）５６－０１１０

刑事課

・西条西警察署

代表（０８９８）６４－０１１０

刑事課
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クレーム対応の具体例
クレーム対応の状況はすべて違うため、一概に決まった対応はあり得ません。しかし、
あらかじめさまざまなクレームを想定し、実際にその状況におかれたときに、どのように
考え対応するかを考えておくことが大切です。

Case １

「上司を出せ！」と迫られたら

「私が本件の担当です。責任を持って対応いたします。」
「上司を呼んでまいりますが、その前にもう少し私に説明させていただけま
せんか。」
上司を呼んで解決するなら、それで良いと思われます。上司を呼ぶ前に「上司が
説明したらご納得いただけますね」と確認しておくとよいでしょう。
相手方の言動や状況から上司を出しても事態が好転しないことが予想される場合
は、拒否するか、タイミングを考える必要があるでしょう。

Case ２

「即答しろ！」
「時間がない！」と迫られたら

「上司と協議いたします。この場での即答はできかねます。」
「本日はお忙しいようですので、後ほど（○日に）、……いたします。」
時間がないことを理由にこちらを慌てさせ、言質や甘い条件（発言）を引き出そ
うとするテクニックです。安易に発言にのらず、原則論を繰り返しましょう。
しかし、このような主張をするお客様には、バスの時刻が迫っている…など切実
な事情のこともありますので、冷静に判断しましょう（ハードクレーマーと決めつ
けない）
。

Case ３

「他の組織では対応してくれるぞ」と迫られたら

「現時点では、当方はこのようにしております。お願いいたします。」
「その事例について、もう少し詳しくお聞きしてもよろしいですか。他では
どのように対応しているのでしょうか。こちらでも詳しく調べてみます。」
ハードクレームにおいて、このような言い方は、多くの場合あいまいな情報によ
る威圧だと思われます。仮にそれが真実だとしても、現時点での市の決まりに従っ
ていただきたいことを、毅然とした姿勢で表明します。
自治体も経営の時代に入り、サービスが他と一律ではなくなっています。住民か
らの情報にも素直に耳を傾け、調査できることは調べ、採用できそうなことについ
ては積極的に検討する姿勢を示しましょう。

- 41 -

Case ４

「それが正論でしょう」と理屈で迫られたら

「お客様の言うことはごもっともです。しかし、現実には違う立場のお客様
もいらっしゃいます。」
「お客様のお気持ちはよくわかりますが、現在私どもでは行っておりません。」
「お客様のご意見は上司に伝えて、出来ることは改善してまいります。」
意見や主張は立場によって正当性が変わります。相手の主張に正当性がある場合
は素直にそれを認め、現実にはやっていない、違った立場の人もいる、と論じるの
も方法です。
このような主張の応酬は往々にして平行線をたどることになりがちです。話し合
いの中で、相手に誠意を感じるのであれば、上司に報告すること、今後の課題とし
て検討することなどを約束して、その場を収めます。

Case ５

「誠意をみせろ！」と迫られたら

「私どもは、すべてのお客様に同様のサービスを提供することが、誠意だと
考えております。」
「今『誠意をみせろ』とおっしゃいましたが、お客様のおっしゃる誠意とは、具
体的にどのようなことでしょうか。」
「誠意をみせろ」とは「自分だけ特例を認めろ、便宜を図れ」と言っていること
と同じです。さまざまなクレーム対応にあたって、行政にとってどのようなケース
では申し出を断るのか、どの程度まで例外や便宜を図ることが可能なのか、あらか
じめ話し合って、共通理解を深めておきましょう。

クレーム処理にはバックアップ体制を
クレームが寄せられたとき、すぐに十分な体制が
取れるよう日ごろから準備しておきましょう。
◎係長は係員の窓口、電話等の応対に注意を払い、
すぐに応援体制がとれるようにしておきましょう。
◎課長は窓口対応の最終責任者です。常に職場の状
況を把握しておきましょう。
◎１つの課で対応が難しい場合は、関連部署と連携
して対応しましょう。
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クレーム対応者に
心のフォローを
クレーム対応後
は「自分は悪くない
のに怒鳴られた」「上手く対
応できなかった…」など、マ
イナスな気持ちになりがち
です。
フォローやアド
バイスなど、課全
員で協力し合って
クレーム対応にあ
たりましょう。

Case ６

「訴えてやる！」
「議員に言う」と迫られたら

「お客様のご意向を止める権利は私どもにはありません。しかし、それは私
どもにとっても本意ではありません。もう少し説明させていただけませんか。」
訴える、マスコミ、議員等に言う…などの多くは、こちらに威圧を与えようとす
るものです。慌てて「そのようなことは困ります」と言っては、相手の思うつぼです。
訴える…などはお客様の自由意志ですので、それを止める権利はありません。し
かし、合法的な対応をしている限り、実際に行動に移す人は多くありません。
「どうぞご自由に」は禁句！売り言葉に買い言葉となり、お客様も引っ込みがつ
かなくなって訴訟に発展する可能性も…。

Case ７

「表に出ろ！」
「夜道は暗いぞ」と脅迫されたら

「ただいまのお話は、具体的にどういうことでしょうか。」
「今『○○』とおっしゃいましたが、その言葉はいかがなものでしょうか。
脅しと思われますが…。」
「…しないと、…するぞ！」という言い方は、明らかに脅迫です。
ほとんどはクレーマーの捨て台詞で、実際に暴力行為に発展することはないので、
聞き流すか意味が分からないということで対応し、問題にしなくて良いでしょう。
ただし、あまりにも執拗に繰り返される場合には、例文のように警告し、その後
の会話の記録を上司、組織に報告し、警察に相談しましょう。

Case ８

「例規集のどこに書いているのか」と迫られたら

よく質問のあるものについては、例規等のコピーがあると便利！
よく質問のある事例については、条例、例規集等のどの部分に書いているか、該
当箇所をコピーしておくと、すぐに対応できて便利です。
上記のように言うお客様の場合、対応できなくて困るだろうと思って言う人と、
自分が納得できるまで説明してほしい人の場合があります。どちらにせよ、納得し
ていただけるように、詳しく説明することが大事です。

不当な要求をした１人に対して特別扱いしたことが、
市民に広まるのはあっという間です。そうなると同じ扱
いをするように多数の市民から要求されるでしょう。相
手が言っていることは法律的に例外や便宜を図ることが
適当であると認められる事案か、不当要求としてお断り
すべき事案か、あせらず判断することが大事です。
- 43 -

【参考文献】
●『マニュアル作りの前の接遇研修』（㈲能力開発システム研究所発行，2006 年）
●『鎌ヶ谷市役所接遇ハンドブック』（鎌ヶ谷市発行）
●『バラの心～職場のマナーハンドブック』
（福山市人事研修課発行，2005 年）
●『愛媛県研修所 接遇指導者養成講座』（㈱キャップ発行，2005 年）
●『患者満足を高める接遇実践セミナー』（総合メディカル㈱発行，2005 年）
●『安曇野市職員「接遇マニュアル」』(安曇野市総務部人事課発行，2011 年)
●『茅ヶ崎市職員接遇マニュアル』
（茅ヶ崎市総務部職員課発行，2010 年改訂）
●『三条市職員のための接遇マニュアル』（三条市接遇向上推進チーム編集，2008 年）
●『小千谷市職員接遇ガイドブック』（小千谷市総務課発行，2010 年）
●『垂水市職員ワークブック』
（垂水市総務課職員係制作・編集，2010 年）
●『福生市職員接遇マニュアル』
（福生市職員接遇マニュアル改訂委員会・福生市総務部職員課作成・編集，2011 年）
●『豊川市職員接遇向上マニュアル』（豊川市企画部人事課発行，2012 年）
●『ご案内おまかせバイブル ～各課等業務概要～』（豊川市発行，2013 年第 2 次改訂）
●『おもてなし（接遇マナー向上マニュアル）』
（美濃市職員接遇マナー向上委員会発行，2012 年改訂）
●『接遇応対マニュアル』
（松山市市民課発行，2012 年）
●『ｉＢＥＣ平成 24 年度クレーム対応講座（ハードクレーム）』
（アイベック・ビジネス教育研究所発行，2012 年）
●『基本マナーマニュアル』
（三重県南伊勢町行政改革推進室編集，2007 年）

2006 年 3 月 31 日 初版
2014 年 3 月 31 日 改訂

編集 西条市接遇向上ワーキンググループ
「スマイルアップＳＡＩＪＯ
発行 西条市 総務部職員課
〒793-8601
愛媛県西条市明屋敷１６４番地
TEL：(0897)56-5151

」

