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 お客様は、市民の方、市外の方、業者、外国人など様々です。毎週のよ

うに足を運ばれる方もいれば、初めて訪れる方もいます。初めて訪れる方

は“役所の手続きは何かと難しい”と、不安に感じている方が私たちの想

像以上に多いようです。 

 お客様の用件を的確に把握して、スムーズにご案内をすることで、お客

様の不安を取り除き、気持ちよく用件を済ませて頂けるように配慮しまし

ょう。 

 

■■■■    窓口応対の基本窓口応対の基本窓口応対の基本窓口応対の基本    

    

◎名札はきちんとついていますか？◎名札はきちんとついていますか？◎名札はきちんとついていますか？◎名札はきちんとついていますか？    

◆名札は、職員であることを表す重要なツールです。 

また、お客様は、“どの課の職員が対応してくれているのか” 

気になっているものです。名札はいつもきちんと着用しま 

しょう。 

    

    

    

◎まずは積極的にあいさつ！◎まずは積極的にあいさつ！◎まずは積極的にあいさつ！◎まずは積極的にあいさつ！    

 ◆朝１０時頃までは「おはようございます」「おはようございます」「おはようございます」「おはようございます」    

その後は、「こんにちは」「こんにちは」「こんにちは」「こんにちは」など。明るい声で！ 

  

    

    

◎お客様がカウンターの前に立ち止まったら、すぐに自席から◎お客様がカウンターの前に立ち止まったら、すぐに自席から◎お客様がカウンターの前に立ち止まったら、すぐに自席から◎お客様がカウンターの前に立ち止まったら、すぐに自席から    

立ち上がってご用件を伺いましょう！立ち上がってご用件を伺いましょう！立ち上がってご用件を伺いましょう！立ち上がってご用件を伺いましょう！    

◆常にカウンターの前の状況に気を配りましょう。 

◆お待たせした時は、「お待たせいたしました」「お待たせいたしました」「お待たせいたしました」「お待たせいたしました」と一言添えま 

 しょう。 

 

◎迷っている様子のお客様には積極的に声をかけましょう！◎迷っている様子のお客様には積極的に声をかけましょう！◎迷っている様子のお客様には積極的に声をかけましょう！◎迷っている様子のお客様には積極的に声をかけましょう！ 

 ◆案内板を見ているお客様 

 ◆周りを見渡しているお客様 

    ◆廊下で立ち止まっているお客様 など 

        →→→→「何かお探しですか？」「どちらにご用ですか？」「何かお探しですか？」「どちらにご用ですか？」「何かお探しですか？」「どちらにご用ですか？」「何かお探しですか？」「どちらにご用ですか？」など、    

            積極的に声をかけて用件を伺いましょう。 

    

①お出迎え①お出迎え①お出迎え①お出迎え    

→詳しくは「あいさつ編」（Ｐ３）へ→詳しくは「あいさつ編」（Ｐ３）へ→詳しくは「あいさつ編」（Ｐ３）へ→詳しくは「あいさつ編」（Ｐ３）へ    

→詳しくは「服装（身だしなみ）編」（Ｐ１１）へ→詳しくは「服装（身だしなみ）編」（Ｐ１１）へ→詳しくは「服装（身だしなみ）編」（Ｐ１１）へ→詳しくは「服装（身だしなみ）編」（Ｐ１１）へ    
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◎お客様のご用件を伺う◎お客様のご用件を伺う◎お客様のご用件を伺う◎お客様のご用件を伺う    

～「本日は、どのようなご用件でしょうか？」～「本日は、どのようなご用件でしょうか？」～「本日は、どのようなご用件でしょうか？」～「本日は、どのようなご用件でしょうか？」    

◆相手の身になって、まずは話を聴きましょう。 

（先入観念は捨てる！）    

 ◆用件を正確に把握し、相手が何を求めているか理解しましょう。 

（復唱（オウム返し）することで、用件の内容を確認。） 

 ◆必要に応じて、メモを手元に置いておくとよいでしょう。 

 

 

◎自分の課（係）の内容か、他課（係）の内容か、素早く判断する。◎自分の課（係）の内容か、他課（係）の内容か、素早く判断する。◎自分の課（係）の内容か、他課（係）の内容か、素早く判断する。◎自分の課（係）の内容か、他課（係）の内容か、素早く判断する。    

 ◆日頃から、他課や自分の課の他係の仕事内容を把握しておく。 

 ◆自分で判断できないときは、上司や周囲の職員などに確認する。 

 

◎他課（他係）に引き継ぐ場合、二度手間・たらいまわしに注意！◎他課（他係）に引き継ぐ場合、二度手間・たらいまわしに注意！◎他課（他係）に引き継ぐ場合、二度手間・たらいまわしに注意！◎他課（他係）に引き継ぐ場合、二度手間・たらいまわしに注意！    

◆誤った部署へ案内しないように、他課に引き継ぐ場合には必要 

に応じて内線電話などで事前に確認する。 

◆庁内では、原則としてその窓口まで直接お客様をご案内する。 

◆お客様から伺ったお話の内容は、確実に担当者に引き継ぐ。 

お客様に同じ内容を二度も伺うことのないように！ 

 

 

◎相手をお待たせしないように迅速・的確に。◎相手をお待たせしないように迅速・的確に。◎相手をお待たせしないように迅速・的確に。◎相手をお待たせしないように迅速・的確に。 

◆お客様を立たせたままお待たせしない。 

（例）「お掛けになってお待ちください」「お掛けになってお待ちください」「お掛けになってお待ちください」「お掛けになってお待ちください」などの声がけを 

忘れずに。    

◆専門用語などはなるべく避け、分かりやすい表現を心がける。 

◆一般的・定型的な業務は、マニュアルを作成して備え付けて 

おくなど、担当者が不在のときでもお客様をお待たせしない 

ようにする。 

◆処理・手続きに時間がかかりそうな時は、あらかじめ具体的 

な所要時間をお知らせする。 

（例）「○○分ほどお時間がかかりますが、よろしいでしょうか」「○○分ほどお時間がかかりますが、よろしいでしょうか」「○○分ほどお時間がかかりますが、よろしいでしょうか」「○○分ほどお時間がかかりますが、よろしいでしょうか」    

  ◆書類などは、顔見知りの方でも丁寧に必ず両手で受け渡しを 

する。 

  ◆最後に、お客様のご希望の用件が満たされているかもう一度 

確認する。 

（例）「必要なものは、これで揃いましたでしょうか？」「必要なものは、これで揃いましたでしょうか？」「必要なものは、これで揃いましたでしょうか？」「必要なものは、これで揃いましたでしょうか？」 

   

 

 

 

②用件の確認②用件の確認②用件の確認②用件の確認    

③内容の判断③内容の判断③内容の判断③内容の判断    

④用件の処理・④用件の処理・④用件の処理・④用件の処理・    

回答など回答など回答など回答など    
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◎帰られる時も、まだ接遇は続いています。最後まで気を抜かずに！◎帰られる時も、まだ接遇は続いています。最後まで気を抜かずに！◎帰られる時も、まだ接遇は続いています。最後まで気を抜かずに！◎帰られる時も、まだ接遇は続いています。最後まで気を抜かずに！    

 ◆忙しい中、わざわざ市役所までおいでいただいたことに、感謝 

の気持ちを表しましょう。 

（例）「ありがとうございました」、「お疲れさまでした」、「ありがとうございました」、「お疲れさまでした」、「ありがとうございました」、「お疲れさまでした」、「ありがとうございました」、「お疲れさまでした」、    

「お気をつけてお帰りください」「お気をつけてお帰りください」「お気をつけてお帰りください」「お気をつけてお帰りください」など、お礼の言葉を。 

          ◆「「「「ごごごご苦労さまでした」苦労さまでした」苦労さまでした」苦労さまでした」とは言わない！ 

 → 上から目線の言葉です。 

 

               

窓口でお客様と応対中には、周囲の職員はその妨げに 

ならないように気を配りましょう。 

  ※周囲の職員同士で話をする必要がある場合には、 

窓口から離れる、声のトーンを落とす、などの 

配慮が必要です。 

私語は言うまでもなく厳禁です。 

 

 

■ こんなときは…。 

  時には、お客様に合わせてより配慮をした対応が必要になる場合があります。スムー

ズに的確な対応ができるように心がけましょう。 

    

◎高齢者の方には◎高齢者の方には◎高齢者の方には◎高齢者の方には    

◆いつも以上に丁寧に、ゆっくりと大きな声で話す。 

◆省略語・外来語（ヨコ文字）はなるべく避ける。 

◆申請が複数の課にわたる場合は、状況に応じて最初の受付課に職員   

が出向くなど、臨機応変に対応しましょう。 

  ◆立ったままでは辛そうな場合は、近くのイスなどにおかけいただい 

 て対応する。 

  ◆窓口に老眼鏡を置いている場合は、いつもきれいに手入れをしておきましょう。 

    

    

    

    

    

    

⑤お見送⑤お見送⑤お見送⑤お見送りりりり    

◎クレーム（苦情）の場合は…。◎クレーム（苦情）の場合は…。◎クレーム（苦情）の場合は…。◎クレーム（苦情）の場合は…。 

時としてクレーム（苦情）に対応する場面があるかと思います時としてクレーム（苦情）に対応する場面があるかと思います時としてクレーム（苦情）に対応する場面があるかと思います時としてクレーム（苦情）に対応する場面があるかと思います

が、冷静に、かつ真摯に対応することが必要です。が、冷静に、かつ真摯に対応することが必要です。が、冷静に、かつ真摯に対応することが必要です。が、冷静に、かつ真摯に対応することが必要です。    

→詳しくは「クレーム（苦情）対応編」（Ｐ３４）へ→詳しくは「クレーム（苦情）対応編」（Ｐ３４）へ→詳しくは「クレーム（苦情）対応編」（Ｐ３４）へ→詳しくは「クレーム（苦情）対応編」（Ｐ３４）へ    
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◎障がいのある方には◎障がいのある方には◎障がいのある方には◎障がいのある方には    

  ◆障がいのある方に進んで声をかけて、どんなお手伝いが必要か要望を確認しましょ

う。 

  ◆必要に応じて、絵、図、写真を使って説明します。 

  ◆相談内容を把握することが難しい場合は、本人の理解を得た上で、複数の職員で対

応します。 

  ◆順番を待つことが苦手な方には、周囲の理解を得た上で、手続き順を入れ替えて対

応しましょう。 

◆筆談ができるように、窓口にはメモ用紙を備え付けておきます。（聴覚障がいの方） 

◆体調に配慮し、必要に応じていす等に案内し、職員が窓口から出て対応しましょう。

（内部障がい・肢体不自由・難病の方） 

  ◆行政用語など難しい言葉は、分かりやすい言葉に置き換えるなど、注釈をつけます。

（知的障がいの方） 

◆「小千谷市障がい等を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を確認

しましょう。 

    

◎外国人の方には◎外国人の方には◎外国人の方には◎外国人の方には    

   日本にお住まいの方は、多少なりとも日本語が分かる場合があります。日本語が分

からない場合でも、ジェスチャーなどを交えて積極的にコミュニケーションを図るよ

うにしましょう。 

◆やさしい日本語で、ゆっくり丁寧に話します。 

◆省略語や方言などは使わないようにしましょう。 

◆尊敬語や謙譲語を使うよりも普通の話し言葉の方が伝わりやすいことがあります。 

   ◆外国語で話す場合は、文法にこだわらず、単語の羅列でも理解していただける場合 

    もあります。 
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電話は、相手の見えない接客応対です。声、言葉遣いに人柄、誠意などが表れます。 

また、電話では１トーン声が低く聴こえがちです。 

ハキハキと、明るい声で応対しましょう！ 

  

■ 電話の受けかた 

◎３コールまでに電話をとりましょう。 

◎「小千谷市役所○○課 〇〇（名前） 

でございます。」と自分の名前を名乗る。 

 ◆朝 10時頃までは「おはようございます」 

 ◆呼び出し音が３回以上鳴った場合は「お待たせしました」 

 ◆メモの用意を忘れずに！ 

  

◎「いつもお世話になっております」など 

 ◆あいさつは相手より先に！ 

  ①相手が名乗られなかった場合 

   「失礼ですが、どちらさまでいらっしゃいますか？」 

  ②相手のお名前が聴き取りにくい場合 

   「恐れ入りますが、お電話が少々遠いようですので、 

もう一度お願い出来ますでしょうか？」 

 

◎話の要所では、“あいづち”をうつ。 

「はい、そうですね」、「かしこまりました」、「承知いたしました」  

など 

 ◆あいづちは、“あなたの話をしっかり聴いていますよ”と 

いうサイン。 

 ◆話のポイントをメモし、復唱して確認する。（５Ｗ１Ｈ） 

 

◎相手をお待たせしないように迅速・的確に。 

 ①自分の担当用件の場合 

  →要点をハッキリとわかりやすく明示すること（５Ｗ１Ｈ） 

 ②課内の他の人への用件 

 ③他課への用件 

 

①名乗る 

②あいさつ＆ 

相手の確認 

③用件の聴取＆ 

確認 

④用件の処理・ 

回答など 

→「電話の取り次ぎかた」（Ｐ２７）へ 

「もしもし」はＮＧ！ 
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◎「よろしくお願いいたします」、「ありがとうございました」、 

「失礼いたします」など 

 

◆「○○課の○○（名前）が受け賜りました」と一言添える 

と良い。 

◆相手が電話を切ってから、静かに受話器を置く。 

 

 

■ 電話のかけかた 

 

 こちらの都合で相手の時間をさくことになります。 

短時間で済ませられるよう事前準備をしっかり行いましょう。 

         ◆相手の電話番号の確認 

         ◆メモの用意、資料等の用意、用件の確認 

          

 

◎「（おはようございます） 

小千谷市役所○○課○○（名前）と申します。」 

  

◆朝１０時頃までは「おはようございます」 

 

 

◎「いつもお世話になっております」など 

 「恐れ入りますが、○○様をお願いします。」 

 「恐れ入りますが、○○様はご在宅でしょうか？」 

 

 

◎「○○の件でお電話させていただきました。 

今、お時間よろしいでしょうか？」 

  

◆５Ｗ１Ｈに基づき、要領よく話す。 

  

 

◎「お忙しい中ありがとうございました。失礼いたします。」 

   

◆心の中で２秒数え、静かに受話器を置く。 

 

 

 

 

⑤終わりの 

あいさつ 

①名乗る 

②あいさつ＆ 

相手の確認 

③用件を伝える 

 

④終わりの 

あいさつ 
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■ 伝言メモ （例） 

◎伝言メモには５W１Hに基づき、要点を簡潔に記入しましょう。 

           さんへ   月   日   時  分 受信者 

□電話がありました        □来訪されました 

用     件 

□電話をいただきたい   （℡           ）   （      時頃に） 

□また電話をします    （   月   日   時頃に） 

□電話のあったことを伝えてください 

□もう一度来訪します   （   月   日   時頃に） 

伝 言 内 容 

 

  

５Ｗ１Ｈとは・・・ 

     ◆When いつ      ◆Where どこで      ◆Who 誰が 

     ◆What 何を      ◆Why   なぜ       ◆How どのように 

 

■ 電話の取り次ぎかた 

◎課内の他の人へ取り次ぐ場合 

  ◆在席の場合  「○○ですね、少々お待ちくださいませ。」 

           取り次ぐ相手に聴き取った内容の要点を伝えます。 

           ※内部の人に対して敬称はつけない。   

○：課長の○○  ×：○○課長 

  

◆不在の場合  「申し訳ございませんが、○○はただいま××のため席を外して 

おります。△時頃戻る予定になっておりますので、戻りました 

らこちらからお電話を差し上げましょうか？」 

           ⇒「恐れ入りますが、お電話番号をお聴かせください。」 

           ⇒「私、○○課の××と申します。確かに承りました。」 

  

◆伝言を頼まれた場合 

          「私、○○課の××と申します。確かにこの旨申し伝えます。」 

           ※伝言メモを記入し、念のため口頭でも伝えましょう。 
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 ◎他課の人へ取り次ぐ場合 

  「○○課○○係の担当におつなぎします。 

少々お待ちください。」    

   

◆転送する前に、転送先の課名、係名を伝えておくと良い。 

  ◆相手の用件内容を正確に把握し、適切な課へ転送する。 

たらい回しにならないように！ 

  ◆聴き取った話の要点を正確かつ簡潔に伝える。 

  ◆トラブルが起きた時のため、転送する際には必ず自分の所属、氏名を名乗りましょ 

う。 

  ◆取り次ぎを受けた場合  

「大変お待たせいたしました。○○課××でございます。△△の件でよろしいで 

しょうか。」 

 

◎その他 

  ◆相手を待たせる場合 

   「ただいまお調べいたしますので、このまま少々お待ちいただいてよろしいで 

しょうか。」 

   「お調べして○分後に折り返しお電話差し上げます。よろしいでしょうか。」 

    ※１分以上待たせる場合は、折り返し電話する。 

  

◆クレーム（苦情）電話の場合 

   ・誠意を持って、相手の話を最後まで聴きましょう。 

   ・相手の用件内容を確認します。（５W１Hを忘れずに） 

   ・即答できない場合はその旨を伝え、いつどのように返答するかを伝えます。 

   ・自分で判断しかねる場合は上司へ相談しましょう。 

 

 

 

  ◆業者等から職員個人の電話番号照会があった場合 

    電話番号照会は個人情報保護の点から、回答はしてはいけません。 

どうしても職員と連絡が取りたいという場合には、相手の電話番号を聴き、職員 

からかけ直させる旨伝えましょう。 

 

 

「お回しします」はＮＧ！ 

→詳しくは、「クレーム（苦情）対応編」（Ｐ３４）へ 
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■ お客様のご案内 

会議等の用務で市役所に来たお客様をご案内する際、声をかけながら歩くなど、相手

に心遣いをしながらご案内しましょう。 

 

◎廊下・階段 

◆お客様の歩調に合わせ、２・３歩斜め前を歩きましょう。 

◆曲がり角では、「こちらでございます」と声をかけると、お客様も分かりやすいで

しょう。 

 ◆近道でもトイレ前の通路は通らないでご案内しましょう。 

 

◎エレベーター 

◆乗る前に「○階へご案内いたします」と行き先を告げましょう。 

◆エレベーターの到着を待つ際には、扉の脇に立ち、乗っている人が降りたら、その

後にお客様、目上の職員が乗ります。 

◆エレベーターを操作する際は、次のどちらかの方法で行います。 

   ①自分が先に乗り、「開」のボタンを押してお客様を招きいれる。 

   ②外のボタンを押してドアが閉まらないようにし、お客様に先に乗ってもらう。 

  ◆案内するお客様以外の方が乗ってきたら、「何階ですか？」と声をかけましょう。 

◆エレベーターが着いたら、「開」ボタンを押し、お客様に先に降りてもらいましょう。 

 

◎会議室等 

◆部屋の前に着いたら「こちらでございます」と言い、３回ノックをして部屋へご案

内します。 

◆お客様を上座の席に進め、席に着いたら、「少々お待ちくださいませ」とおじぎをし

て退室すると、案内終了です。上司を呼びに行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室等のドアの開き方によって変わります！ 

外開きのドア → ドアを開け、お客様を先に通します 

内開きのドア → ドアを開けて先に入り、お客様を招きいれます。 
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■ 名刺交換 

ビジネス上のお付き合いで、名刺交換をする場面があります。 

いただく名刺はお客様自身を表すものですので、失礼のないように扱いましょう。 

◎順番 

  ◆通常、訪問者から先に差し出します。複数の時は目上の者から先に名乗り 

差し出します。 

 

◎名刺を受取るとき 

◆両手で「頂戴いたします」と一言添え、丁寧に受取りましょう。 

◆名刺入れがあれば、その上でいただくとよいです。 

◆受取った名刺は、すぐに名刺入れにしまわず面会や会議中は机の上に置きます。 

 

いただいた名刺は、相手の座っている順に置くと、氏名と顔が覚えやすいです！ 

◎名刺を渡すとき 

◆会議室等に通され待っている場合、相手が部屋に入ってきたら、すぐに立ち上がり

歩み寄りましょう。 

◆相手が読みやすいように名刺の向きを変え、名乗りながら渡します。 

◆相手の胸の高さで両手、または、名刺入れを持っている場合は右手で持ち、左手を

添えて渡しましょう。 

 

 

 

◎同時交換をするとき 

◆相手が差し出した名刺の上に重ならないように、低めに右手で差し出します。 

◆左手で名刺を受取り、渡し終えた右手を添えるとよいでしょう。 

 

◎扱い方 

◆自分の名刺は、すぐに取り出せる場所にしまっておきます。 

◆退席する時は、いただいた名刺は名刺入れへ。なければ上着ポケット等へしまう。 

◆名刺を持っていない、忘れた場合は、お詫びしフルネームを名乗りましょう。 

 

 ◎名刺の取り次ぎについて 

◆受付などで名刺を差し出され、取り次ぎの依頼を受けた場合はお預かりし、相手の

会社（役所）名・お名前を復唱して確認します。 

  ◆お預かりした名刺は、取り次ぐべき職員に手渡します。（いただいた名刺は、原則

としてお返しする必要はありません。）応対の際に改めてお客様から名刺を差し出さ

れた場合は、そのまま再度受け取ります。 

 

名刺はあなた自身の顔です。 

名刺を持つ手は、なるべく文字にかからないようにしましょう！ 
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■ 席順 

席順は目上の人に対しての「敬意」を表すものです。目上の人を「上座」にご案内し

ますが、会議等、さまざまな状況で変わりますので、その度、役職に応じた対応をしま

しょう。 

 

◎会議室等での席順 

① 議長がいる場合は、議長が上座 

② 上座は、入口から一番遠い席（入口が見える席・部屋の奥） 

③ 議長に近い方がより上座 

④ 会議等主催者は、下座（入口に近い方）に座ることが多い 

⑤ 議長がいない場合は、入口より遠い側の真ん中が上座 

 

◎応接室等での席順 

① 入口から遠い席が上座 

② 一人掛けイスと二人掛けイスが両方ある場合、二人掛けイスが上座 

③ 長いテーブルに 3名つく場合は、中央の席が上座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本１ 

車の席順 

基本２ 基本３ 

電車の席順 
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■ お茶の出し方 

お茶は、わざわざ来ていただいたお客様の喉を潤し、落ち着いていただくおもてなし 

の心の表れです。おいしいお茶を入れるように心がけましょう。 

～お客様が席に着いてから５分以内にお出ししましょう～ 

お茶の準備 

↓ 

お茶を入れる 

↓ 

会議室等へ入室 

↓ 

 

お茶を出す 

 

↓ 

 

 

退室 

・ 茶碗にひび割れや汚れがないか確認 

 

・ 量は７～８分目が目安 

 

・ ３回ノックをし、「失礼します」と言って入り一礼する 

→ノックやあいさつは会議の妨げにならないよう配慮しましょう 

 

・ 役職の高い順からお茶を出す 

→お客様の上座から下座、次に応対者の上座から下座へ配る 

・ お客様の右側から右手で、「どうぞ」と一言添えて 

・ 絵柄のある茶碗のときは絵柄を来客へ向ける 

 

・ お盆は表を外側に向けて抱え、軽く会釈をして下がる 

 

■ お客様のお見送り 

◎見送り方 

◆何度も頭を下げるより、一度丁寧におじぎをします。 

◆お客様が見えなくなるまで、お見送りをするとより丁寧です。 

 

■ その他のビジネスマナー 

 ◎携帯電話 

◆勤務中はマナーモードに設定し、自席での私用電話は避けましょう。 

◆運転中は通話禁止です。車を安全な場所へ停車させてからかけ直しましょう。 

 

◎訪問時 

  ◆事前のアポイントメントをとります。 

◆短時間で用件が済むよう、事前の準備をしっかりと行っておきましょう。 

◆約束の時間を厳守しましょう。万が一間に合わない時は、必ず連絡をいれ、 

到着予定時刻を伝えます。 

 

◎公用車の運転時 

◆交通ルールを守りましょう。 

（シートベルト、スピード、一時停止、横断歩道での歩行者優先など） 

◆駐車時はアイドリングストップを心がけましょう。 

 ◆車を離れるときは必ず施錠をし、文書や貴重品を車内に置いたままにしないこと。 

◆他人の敷地内や玄関・ガレージなどの入り口前などに勝手に駐車しないこと。 


