
No. 分類 所管 日付 事例 原因 所管の対策 委員会の検証

1
制度・体制
に問題

臥竜公園
管理事務所

4月19日

竜ヶ池のボートは午後4時で券
売を止めているため、4時以降
の券売はお断りしていたが、遠
方から来たお客様に「是非」と
頼まれ、券売したところ、他の
その前にお断りしたお客様か
らクレームが寄せられたケース

①不公平な取扱いとなった
点

②クレームを寄せた方に、券
売担当者が十分な説明をし
なかった点

①午後４時前に券売時間を園内
放送で周知
②「どうしても」と頼まれた場合
は、短時間の乗船になることを納
得いただいた上で券売し、他の
お客様との公平が保たれるよう
に配慮

①所管の対策のとおりとした
い。杓子定規ではなく、相手の
立場に立った対応で良い。他
の業務でも参考にしたい。

2
職員のミ
ス・見落と
し

税務課 6月18日

市税滞納者のお宅に徴収員が
伺った際に、そのお宅を掃除し
ていた女性を家人と思い込
み、滞納がある旨を話したとこ
ろ、本人から「滞納に係る情報
を第３者に話した」というクレー
ムが寄せられたケース

徴収員が、第３者を同居の
親族と誤認した点

①クレームを寄せた方には謝罪
し、間違えてしまった経過を説明
②徴収員に対し、個人情報の取
り扱いには注意するように徹底

①同居の家人に対しても滞納
に係る情報を話すことができる
のか確認し、個人情報の取り
扱いについて滞納対策本部で
研修する。

3
職員のミ
ス・見落と
し

生活環境課 7月23日

資格試験の願書が市役所に
置いてあるかどうか、電話で問
合せをいただいた市民に対し、
置いてあるにもかかわらず「無
い」と答え、地方事務所へ行く
ようにご案内してしまったこと
からクレームが寄せられた
ケース

①職場内の業務を把握して
いない点
②思い込みで答え、確認をし
なかった点

①職場内の業務について、担当
以外も把握するようにした
②担当以外の業務で自信が無い
場合は、確認をしてから連絡する
こととした

①問合せが予想される業務
は、朝礼時に情報を共有す
る。
②取扱業務の年間予定表や
一覧表を検討する。

4
応対・態度
に  問題

総務課 7月24日

市民が市役所に電話した際
に、職員から「あんた」と言わ
れる等、丁寧ではない対応をさ
れたことからクレームが寄せら
れたケース

会話の雰囲気の中で不適切
な言葉づかいになったと思わ
れる点

①該当すると思われる職員に注
意
②相手が感情的になっても、職
員は冷静に対応するように徹底

①所管の対策のとおりとした
い。接遇マニュアルにも、相手
の話を感情的にならず、謙虚
に冷静に聞く、となっている。

平成21年度に寄せられたクレーム報告一覧
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5
制度・体制
に問題

総務課 7月24日

住民説明会において、説明し
た内容とは直接関係無いもの
の、同じ課の業務に関する質
問を受けた際に、市報等を確
認して欲しい、と答えたところ、
もっと適切な説明をして欲し
い、とのクレームが寄せられた
ケース

①説明内容とは直接関係の
無い質問に対し、準備が不
十分だった点
②説明者が担当している業
務に関する質問では無かっ
たため、十分な説明ができな
かった点

①該当すると思われる職員に注
意
②自分の業務ではなくとも、よく
ある質問やありがちな質問につ
いては課の全員が勉強

①手持ち資料が無くとも、携帯
電話等で担当者に確認し、可
能な限りその場で回答する。
②どうしてもその場で回答でき
ない時は、後日改めてしっかり
説明する、という対応をする。

6
制度・体制
に問題

総務課 7月27日

市が呼びかけたボランティア作
業を実施する際に、作業の内
容や流れに関する説明が不十
分だったために、参加した方か
らクレームが寄せられたケース

何度も参加している方を中心
に、例年通りということで作
業を進めてしまい、初参加の
人に十分な説明をしなかった
点

①該当すると思われる職員に注
意
②参加者には作業の流れをしっ
かりと説明

①毎年参加している方にも確
認の意味を込めて、作業の流
れを十分に説明する。
②作業手順をまとめてマニュ
アルを作成し、作業開始前に
配布すると分かりやすい。

7
応対・態度
に  問題

総務課 9月28日

（応対マナーアンケートより）
来庁した市民から、職員の応
対の仕方（あいさつ、説明の仕
方、職員同士の会話）、待ち時
間の長さについて、クレームが
寄せられたケース

①職員同士の会話が、お客
様に不愉快と受け止められ
た点
②窓口対応が丁寧さを欠い
た点

①窓口でのあいさつと説明の徹
底
②時間がかかる場合は、その事
をあらかじめ説明

①職員は、お客様から見られ
ているという意識を常に持つ。
②クレームの原因となった職
場は、事実確認を行って、検
証する。

8
職員のミ
ス・見落と
し

生涯学習推
進センター

10月31日

まなびーず情報に寄せられた
原稿の解釈を誤り、「着物着用
の方は茶席料無料」とすべきと
ころを、「入館料無料」と記載し
て広報してしまい、原稿提供者
からクレームが寄せられた
ケース

①校正を内部だけで行って
いたため、解釈の誤りに気付
かなかった点
②完成したまなびーず情報
を原稿提供者に送付してい
るが、信頼関係の上で校正
を任されていた点

①原稿提供者を訪問して謝罪
②原稿どおりの表記を徹底
③スペースの都合などで、表記を
変更する場合は必ず原稿提供者
に確認
④日程、郵送料との絡みもある
が、1回は原稿提供者に校正を
依頼
⑤金銭的な表記に関しては、特
に注意

①原稿提供者に校正を依頼す
る際は、FAXや電子メールを有
効に使う。
②校正依頼を前提にしたスケ
ジュールをたてる。
③相手によっては、入力表を
データで送って、原稿を作成し
ていただく事も検討する。
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9
職員のミ
ス・見落と
し

生活環境課 11月8日

来庁した市民が、堤防でのご
みの野外焼却について、注意
看板等の設置などを職員に依
頼した。ところが、依頼された
職員が、ゴミ処理を担当してい
る生活環境課へ伝言した際、
内容が正確に伝わらなかっ
た。このため、生活環境課では
周辺のパトロールを依頼され
たと判断し、注意看板を設置し
なかったため、クレームが寄せ
られたケース

①担当課へ正確に情報が伝
わらなかった点
②担当課が、内容について
確認を怠った点

①該当すると思われる職員を注
意
②苦情の内容、申し立ての場所
を必ず確認
③よくわからない場合は、苦情を
申し出た市民に確認

①伝言を正確にするために、メ
モなどに文書化して伝える。
②情報提供者には、不明な点
の確認や、対応状況の報告を
行う。

10
制度・体制
に問題

生活環境課 11月19日

行方不明になった飼い猫を探
している市民から、市が事故
等で回収した小動物の記録に
ついて問い合わせがあった。と
ころが、回収した小動物の情
報を記録している小動物処理
表に記載漏れがあり、確認が
できなかった。また、小動物処
理表に写真等の記録が無かっ
たことから、記録が不十分であ
るとのクレームが寄せられた
ケース

①小動物処理表への記載が
もれた点
②猫死体の写真等記録を
取っていない点

①小動物処理表に確実に記録さ
れるよう複数職員で確認
②猫死体の写真を半年ほどパソ
コン上で保存

①見るに堪えない状態の死体
については、特長の記述にと
どめるなど、担当課の判断で
柔軟に対応する。

11
応対・態度
に  問題

生涯学習推
進センター

12月4日

市報と一緒に全戸配布した、
まちづくり出前講座の一覧に
ついて、左綴じを右綴じに替え
て欲しい、との要望が電話で
寄せられた。この要望に対す
る対応を検討している間、電話
がつながったまま、３分以上相
手を待たせてしまったことから
クレームが寄せられたケース

①相手からの電話にもかか
わらず、電話をつなげたまま
対応を検討して、３分以上待
たせてしまった。

①電話をつなげたまま待たせて
しまったことに対して、相手に謝
罪
②相手には左綴じの経過を説明
③綴じ方については、検討会な
どを開いて、多くの意見を取り入
れながら、改善

①相手の気持ちになって応対
する
②質問等に答えられない場合
は、いったん切って、改めて電
話をする
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12
制度・体制
に問題

総務課 12月9日

12月16日に開催予定の、政治
倫理審査会開催通知を、12月
4日に発送したところ、Ａ委員か
ら、「開催日まで間が無さすぎ
る」「委員は7人なのだから、全
員の都合を聞いて調整するぐ
らいしても良いではないか」と
のクレームが寄せられたケー
ス

①通知日が開催日の12日前
で、期間が短かった点

①なるべく早く通知
①急を要する会議を除き、
開催日の２週間以上前に通
知を発送する

13
職員のミ
ス・見落と
し

生涯学習ス
ポーツ課

12月14日

市誌編さん室では、市誌発行
に向けて、区や個人が所有し
ている古文書をお借りしてい
る。この古文書を展示し、それ
が地元新聞に掲載されたとこ
ろ、所有者から「①展示するつ
もりで貸していない。新聞掲載
についても同様　②写真撮影
など、古文書を記録することは
事前に知らされていない　③貸
出品の使用方法について、文
書で明確にして欲しい」との申
し出が寄せられたケース

①借用時に、借用資料の取
り扱いに関する説明が不足
していた点
②書面による借用依頼に、
不足していた点があった点

①借用品の取り扱いを記載した
文書で、改めて依頼
②今後借用する場合は、借用先
に借用依頼書を提出し、承諾い
ただく

①同意事項は文書で明確に
し、記録を残すことを徹底する

14
応対・態度
に  問題

総務課 12月15日

（総務課への電話）
来庁された市民の方から、い
つも対応する職員が、見下した
ような対応をするのが我慢でき
ない、との電話によるクレーム
が寄せられたケース

①匿名の電話であり、応対
者も教えていただけなかった
ので、状況が確認できない
が、相手の立場に立った対
応では無かった点

①電話の相手には、不愉快な思
いをさせてしまったことを謝罪
②職員向け掲示板で、来庁者の
立場に立った対応を呼びかけ

①相手の気持ちになって応対
する
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15
職員のミ
ス・見落と
し

税務課 12月16日

償却資産申告書を発送した
際、Ａさんの封筒に、Ｂさんの
明細書が、Ｂさんの封筒にＣさ
んの明細書が入ってしまった。
このうち、ＡさんからＢさんの明
細書が入っていたとの連絡が
あり、「Ｂさんは近所なので、直
接届ける。」との申し出を受け
て、届けていただいたところ、
「個人情報の載っている書類
を、他人が持ってくるとはどう
いうことか」とのクレームが寄
せられたケース

①発送前に、送る必要の無
い書類を抜き取る作業を、5
種類の書類毎に分担して
行ったが、抜き取りミスがあ
り、組み合わせた際に送付
先と書類がズレてしまった点
②Ａさんからの申し出を受け
て、安易にお願いしてしまっ
た点

①他に誤送付が無いか調査し、
誤送付は3件のみであることを確
認。
②17日にＡさん、Ｂさん、Ｃさんの
お宅を訪問して謝罪
③係内全員で個人情報の取り扱
いには十分に注意するよう徹底
④今後は抜き取り作業を事前に
行うか、抜き取り作業をせずに、
全送付
⑤申告書発送マニュアルを作成

①発送先を声に出して確認し
合うなど、複数の職員で確認
作業する
②誤送付に気付いた時点で、
自ら早急に対応すること

16
応対・態度
に  問題

商業観光課 2月8日

６月に市民の方から、観光振
興のために資料の提供や関係
方面との仲介をしても良い、と
の提案をいただいていたが、
11月に当人から問合せがある
まで対応していなかったこと
と、天地人のパンフレットの発
行責任の説明が不十分であっ
たことからクレームが寄せられ
たケース

①６月に提案をいただいた時
点で対応すべきだったが、他
の業務が忙しく、対応が遅れ
てしまった。
②パンフレットの発行責任に
ついて、説明が不十分だっ
た。

①対応が遅れてしまったことと、
パンフレットの発行責任につい
て、説明が不十分だった点を相
手に謝罪
②今後、口頭による提案も文書
に残し、課内の情報共有を図る
③複数の課と連携が必要な場合
は、連絡を取り合って検討経過を
記録
④対応に時間がかかる場合は、
提案者に状況を報告

①以前にも、口頭による引き
継ぎで対応が遅れ、クレーム
につながったケースがあり、教
訓が活かされていない。文書
で記録を残すことを、再度徹底
すること。

17
職員のミ
ス・見落と
し

税務課 2月16日

国保税の更正決定通知書（減
免対象者）を送付する際、世帯
主が死亡していないにもかか
わらず、世帯主が死亡した際
の説明文書を同封して送付し
たために、クレームが寄せられ
たケース

①同時に更正通知を発送し
た5件のうち、世帯主死亡に
該当するものが1件あったた
め、その方に送るべき文書を
間違えて封入してしまったと
考えたれる。

①クレームをいただいた翌日に、
課長、担当係長、担当者で市民
宅を訪問して謝罪
②今後、世帯主死亡の際の事務
処理を分離
③発送作業時に、複数職員によ
る確認を徹底

①類似のミスが続いているの
で、封筒での発送の確認につ
いて、全庁で徹底すること
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18
制度・体制
に問題

政策推進課 2月17日

統計調査員が、農林業センサ
スの調査票を市役所に提出す
る際、調査票のチェックに時間
がかかり、スケジュールどおり
に受領が進まず、スケジュー
ルどおりに来庁した調査員を
長時間待たせてしまい、クレー
ムが寄せられたケース

①前回実施時の検証が不十
分だった。
②書類の審査項目や手順に
ついて、マニュアルが不徹底
だった。
③チェックする指導者の人員
体制に余裕が無かった。

①統計調査員に文書で謝罪
②次回（H27）に向け、改善事項
をまとめた

①長時間お待ちいただく場合
は、その場で謝罪し、状況を説
明すること。
②待たされる人の立場になっ
て、お茶や雑誌を用意したり、
応対職員を配置する等、配慮
をすること。
③他の統計調査にも、今回の
教訓を活かすこと

19
職員のミ
ス・見落と
し

総務課 3月16日

審議会等の委員に、個人情報
が印刷された裏紙を使って資
料を提供したところ、提供を受
けた委員からクレームが寄せ
られたケース（提供は平成19
年4月）

①個人情報等の秘密情報が
印刷された用紙を適切に処
分せず、裏紙にまわしてし
まった。
②審議会等の委員の求めで
提供した参考資料に、裏紙を
使ってしまった。
③裏紙利用の手順が徹底さ
れていなかった。

①掲示版、部課長会議等で裏紙
利用の手順を徹底

①外部資料については一切裏
紙を使用しないこと
②各フロアのプリンター横に、
シュレッダーを設置すること
③各課の朝礼等で徹底を図る
こと
④プリントアウト後に×印を付
けることで、秘密情報が含まれ
ていないか、ダブルチェックを
すること
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