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窓口や電話でクレーム（苦情）をいただくことがあります。クレーム（苦情）は、お客

様からの「貴重な意見」として受け止めましょう。  

私たち市役所職員には、  

◆お客様からの意見や要求に対して、法令や決まりごと、社会の常識、秩序に合わせ

て公平に判断して対応すること  

◆いただいた貴重な意見を日常業務に活かしていくということ  

が求められています。  

 

■ クレーム（苦情）対応のプロセス  

 

 

◆相手の立場になって用件をしっかり聴きましょう。  

◆共感を示しながら話を聴きましょう。（「あいづち」を打つなど。）  

◆十分な時間を取って、落ち着いて対応すること。  

急いでいる印象を与えないこと。また、感情的に対応してはいけません。  

 

 

 

◆必ずメモを取りましょう。（5Ｗ1Ｈ）  

◆用件やクレームの内容を確認・整理をし、相手が何を求めているのかを理

解しましょう。  

◆内容を理解したら、確認のため補足質問を投げかけましょう。  

 

すぐに説明をしない！すぐに反論をしない！  

相手の用件を誤解する恐れがあります。  

 

さあ、いざ対処となりますが･･･ 

 

どのようなクレームでも、自分の担当ではない場合でも、まず  

‘お詫びの言葉’をお伝えしてからお話を聴きましょう。  

 

 

   

    ◎担当課（係）以外の場合  

◆電話であれば、一旦切って担当課（係）を探し、こちらから掛け直しま  

す。相手を待たせるのは長くても１分です。  

◆担当課（係）にお連れするか、担当者に来てもらいます。  

◆何度も同じ質問をしないように、用件のメモを担当者に渡します。  

①用件を聴く  

 

②内容を確認する  

 

③自分の課（係）の問題かどうか   
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◎担当課（係）としての対応  

◆事実関係を確認し、解決策を示します。  

◆わかり易い説明を行うよう努めましょう。「条例・規則で決められている  

ので・・・」の様な言い方は避けましょう。  

◆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。  

説明は誠意を持って、粘り強く、根気よく！  

 

１人の職員が対応して解決しない場合は、必ず同僚・上司に相談し２人目の職

員が同席して対応しましょう。  

         

 

 

    ◆改めてクレームに対するお詫びの言葉を述べましょう。  

    ◆貴重な意見をいただいたことに対してのお礼の言葉を添えましょう。  

         

 

  

 

◎トラブルとなった原因を分析し、改善を図りましょう。  

◆こちらの対応に誤りがあれば、改善策を検討します。  

・ルールの改善   

・事務のやり方の見直し  など  

◆こちらの対応に明らかな誤りがなかったとしても、  

同様のトラブルや誤解を招くことがないよう職場内  

で改善の必要性を再確認しましょう。  

◎職場内でクレーム（苦情）に関する情報の共有化を図りましょう。   

次ページに掲載の「お客様からのクレーム（苦情）受付票」などを活用しま

しょう。  

◎いただいた貴重な意見を日常業務に活かしましょう！  

 

■  クレーム（苦情）対応のチェックリスト  

項    目 自己点検 改善策 

相手の立場になって用件をしっかり聴

くことができたか。 
・はい ・いいえ 

 

誠意のこもった、わかり易い説明を行

うことができたか。 
・はい ・いいえ 

 

トラブルの原因を分析し、再発防止の

ための改善策を図ったか。 

・はい ・いいえ 

・対応中 

 

職場内でクレーム（苦情）情報の共有

化を図ったか。 

・はい ・いいえ 

・対応中 

 

再発防止のための取組み  

④最後に   

 

こんな場合は !? 
 
「キミでは話にならない。課長・

市長に代ってください！！」のよ
うな場合があります。  

 

そんな時・・・。  
 
まずは、「担当の私がお話を伺い

ます」など、なるべくあなたが出
来る範囲で対応してみましょう。  

 

それでも納得していただけない
場合は、段階的に代わっていきま
しょう。  
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お客様からのクレーム（苦情）受付票  

 

受  

 

 

 

付  

日    時  平成   年   月   日   午前・午後   時   分  

受  付  課  

（場  所）  

 

お客様情報  
（住所）  

（氏名）          （連絡先）  

内    容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応期限等  平成   年   月   日   （終了：   年   月   日）  

受  付  者  （所属）        （氏名）  

 

 

対  

 

応  

 

・  

 

処  

 

理  

日    時  平成   年   月   日   午前・午後   時   分  

対応・調査者  （所属）        （氏名）  

経過・結果  

（概   要）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足事項  
 

 
 

課 長 課 長 補 佐 係 長 係     員  
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■ ５Ｓ活動を行おう！！   整理・整頓・掃除された職場は、気持ちよく、仕事もはかどりますよね♪  整理整頓を行うことにより、職場をよく見るようにもなり、業務の効率化や新たな問題 点の発見などの目を養うことができる！といわれています。 さぁ！みんなで５Ｓ活動にチャレンジしよう☆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 長時間自席を離れる場合は、パソコンの電源を切りましょう！ ◎小さなところから省エネを始めよう！  
■ 公用車の使用後は、きれいにしましょう。 ◎みんなが使う車です。汚れたら掃除をして返しましょう。  
■ 食べ物、飲み物等にも気配りを。 ◎湯呑み・缶・ビン・ペットボトル・水筒等、お客様の目にふれないよう配慮し、飲み終えたらすぐに所定の場所へ片付けましょう。   ◎ドリップコーヒーは、昼休みを除き禁止です。   ◎昼食時に自席でカップ麺を食べるのは禁止です。談話室を利用してください。 昼食後、換気などで食べ物のにおいがこもらないよう配慮しましょう。   ◎昼休み以外は、机の上に食べ物を置くことのないよう注意しましょう。 ◎机の上の整理整頓を心がけましょう！   
■ 市役所と外部施設は、敷地内禁煙です。 ◎平成 31 年 4 月 1 日から、敷地内禁煙です。 

                           

①整理（Ｓeiri）：必要なものと不要なものを区別し、不要なものを捨てること。 ②整頓（Ｓeiton）：決められた物を決められた場所に置き、いつでも取り出せる状態  にしておくこと。 ③清掃（Ｓeisou）：掃除をし、職場を清潔に保つこと。 ④清潔（Ｓeiketsu）：上記の３S を維持すること。 ⑤躾（Ｓhitsuke）：決められたルール・手順を正しく守る習慣をつけること。 
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■ 職場の規律とエチケット 

◎勤務時間の厳守 

  ◆始業時刻（８：３０）は、登庁時刻ではなく業務を始める時刻です。 

始業時刻５分前には席につき、仕事ができるようにしましょう！ 

   勤務時間・・・  ８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５ 

   休憩時間・・・ １２：００～１３：００ 

        

◎出勤簿、休暇簿 

     ◆朝、登庁したら必ず出勤簿に押印しましょう。また、休暇は前日の正午

までに届け出ましょう。 

  （例）年次休暇の取得時間の考え方 

   ①午前中半日（8:30～12:00）の年休を取得する場合・・・・・４時間 

    ※4 時間休の場合 13:30 まで連続して取得も可能 

   ②午後から半日（13:00～17:15）の年休を取得する場合・・・５時間 

    ※5 時間休の場合 11:15 から連続して取得も可能 

   ③午後の 13：15～17：15 の年休を取得する場合・・・・・・４時間 

   ④午前、午後と断続する断続する断続する断続する年休を取得する場合 

      10:00～11:30（1 時間 30 分） ・・・・・・２時間 

      16:00～17:15（1 時間 15 分） ・・・・・・２時間 

                   （注：通算して３時間とはならない。） 

   ⑤午前、午後と引き続く年休を取得する場合 

      10:30～15:00（3 時間 30 分）・・・・４時間 

 

◎その他 

  ◆備品、用品は大切に！ 

    事務用品、事務機器等は大切にし、無駄にしないようにしましょう。 

また、破損・汚損した場合は、必ず主管課に報告しましょう。 

 ◆エコオフィスに心がけよう！ 

    電気・ガス水道の使用、電話・コピー機の使用などは、「コスト意識」

を持って経費節減に努めましょう。 

    ・パソコンの電源及び電気（照明）は、こまめに電源を切る。 

    ・両面コピーやリサイクルできる書類の分別の励行。 

        ◆歯磨きもエチケットを守って 

職場はみんなで使う場所です。歯磨きは洗面所で行い、自席や談話室、

給湯室では行わないようにしましょう。 

◆インターネットの使用について 

    私用での使用は禁止されています。公私の区別をきちんとつけましょ

う。 
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        ◆離席、外出するとき 

    職場のデスクは仕事の拠点です。常にそこに自分がいることが組織上

も実務上も前提となっています。 

    席を離れるときは、必ず同僚・上司に告げて行きましょう。また、外

出するときは、上司の許可を得てから出かけましょう。自動車で出かけ

るときは、必ず免許証を携帯し安全運転に心がけましょう。 

  ◆時間外勤務の命令 

    時間外勤務命令については、係長に勤務の理由・終了予定時間を告げ

るとともに、原則として所属長から事前に決裁を受けましょう。 

    22 時を超えて勤務を行わなければならないことが見込まれる場合は、

事前に総務課職員係へ連絡してください。 

    なお、照明については必要箇所以外は点灯しないようにしましょう。 

  ◆ノー残業デー！ 

   毎週水曜日はノー残業デーです。退庁時間になったら速やかに帰りま

しょう。特別に時間外勤務を行う場合は、事前に総務課職員係へ連絡し

てください。 

  ◆地球とあなたの健康デー（ノーマイカーデー）の実施！ 

    通勤に自家用車を使用している全職員が対象です。地球温暖化の原因

となるＣｏ2 排出量を抑制し、環境意識の醸成を図りましょう。 

 

 

■ セクシュアル・ハラスメント 

  職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、職場環境を悪化させ、業務

の遂行を阻害する行為であり、ひいては市民サービスの低下につながりかね

ません。 

 また、信用失墜行為等に該当し、懲戒処分の対象にもなりますので注意し

ましょう。 

◆セクシュアル・ハラスメントとは 

 「不快に感じる性的な言動」・・・視線を浴びせる行為、性的な発言、身

体への接触、性的な暴行、容姿・年齢・

結婚等の話題など、受け手が不快に感

じればセクハラの対象になります。 

 

 

 【職場のセクハラ集】 

 ・人事などを条件に性的な誘いをかける。 

 ・地位を利用し、食事やデートにしつこく誘う。 

 ・接待の席でお酌やデュエットを強要する。 

 ・性的魅力をアピールする服装を強要する。 

 ・性別によって差別的な扱いをする。 

 ・抱きついたり胸や尻に触ったりする。 

 ・性的な冗談をしつこく言う。 

 ・職場にヌードカレンダーなどを貼ったりする。  
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◆もし、セクハラを受けたら 

 ・具体的な事実関係を記録する・・・いつ、どこで、どのような内容か。 

 ・仲間で行動する・・・同じ状況、被害にあっている人がいれば、話し

合って一緒に行動する。 

 ・嫌なことは、相手に対して明確に意思表示をする。 

 ・相談する・・・上司や同僚、職場の相談窓口（総務課職員係）などに

相談しましょう。 

 

 

■ パワー・ハラスメント 

  セクシャル・ハラスメントと同様に、職場全体のモラルとメンタルヘルス

を低下させる恥ずべき行為です。 

  ハラスメントが与える心の痛手は、行為者が思いもつかないほど深いもの

だということを職場の全員が認識しておきましょう。 

◆パワー・ハラスメントとは 

 法令上の定義はありませんが、一般に「職権などのパワーを背景にし

て、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を

行い、それを受けた就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用につい

て不安を与えること」を指すといわれています。 

 

◆もし、パワハラを受けたら 

セクシャルハラスメントと同様に対応しましょう。 

 

 

■ メンタルヘルス 

経済情勢と産業構造の変化を背景に、働く人々の心は、ますます不安定に

なっています。 

心の疾病は今後も増加することが予想されます。この問題は、特別な人の

問題でなく、誰にでも起こり得る問題として非常に重要となってきます。 

知識だけでなく、あなたが悩んだ時、悩んでいる人を見つけた時、行動を

起こしてください。 

【職場のパワハラ集】 

・人前で大声でどなる。 

・「死んでしまえ」「給料泥棒」などの暴言を吐く。 

・些細な失敗を執拗に非難する。 

・人事評価に響くぞと脅す。 

・机を激しく叩く、書類を投げつけるなどの威圧的な行為をする。 

・合理的な理由もないのに、仕事を全く与えない。 

・発言を無視する、会議に参加させないなどして、職場内で孤立させる。 
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◆第一にセルフケア 

労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを

予防、軽減することをセルフケアといいます。 

◆次のステップは相談 

   メンタルヘルスに関する相談は、プライバシー保護のため総務課職員

係を窓口としますが、健康管理委員会委員で衛生管理者の保健師と一緒

に相談を受けます。 

また、本音を話せないようであれば、ためらわずに専門医に相談しま 

しょう。 

  ◆「メンタルヘルスガイドブック（発行：小千谷市健康管理委員会）」を確

認しましょう。 

 

         

 

 

 

 

■ パソコンでのＶＤＴ作業の基準 

  ＶＤＴ（Visual Display Terminals）作業とは、パソコンでディスプレ

イを見ながらキーボードを操作し、文書作成やデータ入力、修正、作図を行

うことです。 

◎作業時間帯等 

一連の作業時間が１時間を超えないようにし、疲労の蓄積を防止する

ため他の作業を組み込むなどの工夫をし、かつ、一連続作業時間内にお

いて１～2 回程度の小休止を設けましょう。 

◎ＶＤＴ機器等 

       ディスプレイは、文字・図形の大きさ・背景の色彩等が見やすく読み

取りやすいもの、キーボードは使いやすいものにしましょう。 

◎作業時の正しい姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早めの受診と休養で、元気の回復を早めの受診と休養で、元気の回復を早めの受診と休養で、元気の回復を早めの受診と休養で、元気の回復を 

画面での照度は 

500 ルクス以下  

キーボード・書類での 

照度は 300～1000 ルクス  

40 センチ以上はなす 

やや下向き 

背もたれに  

背を十分あてる  

90 度以上 
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◎その他 

    必要のない時は、こまめに電源を切るようにしましょう。 

    公私の区別をはっきりさせ、適切な使用に努めましょう。 

 

 

■ 交通事故、飲酒運転等の防止 

◎交通事故の防止 

  ◆安全運転の確保 

     運転（自転車を含む。）に際しては、関係法規を遵守のうえ常に良好

な体調を保持し、十分な安全運転と余裕を持った慎重な運転に心がけ

ること。 

   ◆適切な事故処理 

   交通事故が発生した場合や交通違反をした場合は、公務内外を問わ

ず、速やかに所属長に報告するとともに、警察署へ届け出をして適切

な事後処理を行うこと。 

なお、交通事故の場合は「事故発生報告書」を提出すること。 

 

◎飲酒運転の撲滅 

        飲酒運転は、公務全体あるいは職員全体の信用を失墜させる行為であ

ることから、厳罰をもって対処しているところであり、飲酒したときは

絶対に運転（自転車も含む。）しないこと。 

   なお、飲酒した翌日でも「酒気帯び運転」となることがあるので、自

分の体の状態に特に注意を払い、運転を避けるなど適切な措置を講ずる

こと。 

 

・運転するなら酒を飲まない。   ・酒を飲んだら運転しない。 

・運転する人には酒をすすめない。 ・酒を飲んだら運転させない。 

 

◎飲酒による不祥事の防止 

     職場における懇親会、忘新年会等は、職員間の親睦と融和を深め、ま

た明るい活気ある職場づくりのためのコミュニケーションの機会であ

るが、絶対に飲酒による不祥事を起こすことのないよう職員間で注意す

ること。 

◆職場内飲酒の禁止 

職場内においては、勤務時間の内外を問わず飲酒はしないこと。 

◆健康管理への配慮 

     過度の飲酒は、心身の健康に重大な障害をもたらし、不祥事の原因

ともなりがちなので注意すること。 
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■ 汚職事件の防止 

◎公務員秩序の確立 

   全体の奉仕者としての自覚を高め、一部の人の利益や個人の利益のた

めに行動することがないよう厳しく自重すること。 

◎利害関係者との接触 

       職務上の利害関係のある者との飲食・旅行等、市民の疑惑を招くよう

な行為は、理由のいかんを問わず絶対に行わないこと。 

◎贈答品の受領拒否 

     職務上の利害関係のある者（業者）からの贈答品は、理由のいかん・

金額の多少を問わず絶対に受け取らないこと。やむを得ず受領した場合

は、直ちに返品する等の措置を必ずとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献等 

《参考》 （小千谷市例規類集 第４編 人事） 

  ◇職員の服務規律について  

・小千谷市職員服務規程 

       ・小千谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び規則 

 

《参考図書》・・・総務課所蔵 

  ◇市町村職員研修テキスト 

   地方公務員新任職員研修テキスト 小林節夫（学陽書房） 

  ◇地方自治行政 

   ファーストステップ 新任職員研修研究会 小林光男（学陽書房） 

  ◇職員相談員・セクハラ相談員必携 

   職員からの相談実務のてびき 職員相談研究会 （日本人事行政研究所） 

  ◇国家公務員とメンタルヘルス 人事院職員福祉局 

  ◇働く人の新メンタルヘルス 山岡昌之（社会保険出版社） 



~ 44 ~ 

 

 

 

  身だしなみに気をつけていますか？ 

   名札は正しく付けていますか？ 

 あいさつは笑顔でできていますか？ 

   お客様に積極的に声をかけていますか？ 

   ゆっくり、はっきり相手に伝わるように話していますか？ 

   相手の気持ちを最後まで聴いていますか？ 

   呼び出し音の 3回以内に受話器をとっていますか？ 

   てきぱきとスムーズに取り次ぎ、応対ができていますか？ 

   職場の整理整頓はできていますか？ 

『もう一度訪れたくなる市役所』となりましたか？ 

 

 

 



 

小千谷市職員接遇ガイドブック 

編集／接遇向上推進チーム 

発行／小千谷市総務課 

平成２２年１０月作成 

平成２９年１０月改正 

 

 


