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～～ はじめに ～～ 

 

私たち職員にとって“接遇”がなぜ必要なのでしょうか。それは、市役所は市民にとって、

信頼され、頼りにされるところだからです。市役所は市民にとって利用しやすいところでなけ

ればなりません。 

職員の接遇のよしあしで、市役所全体のイメージが判断されてしまうこともあります。一人

ひとりが、常に相手の立場に立ち、思いやりの心を持ちたいものです。 

 

この接遇マニュアルは、平成６年 10 月に発行された接遇マニュアルを、22 年４月に職員

からの意見を反映させながら見直してきました。今回一般社団法人橘流恕学アカデミー 橘 

凛保様に講師をしていただきました職員接遇研修で内容を確認しながら、助言により監修いた

だきました。(※)「恕
じょ

」の精神で、常に「相手の身になる」を心がけた接遇の実践を目指しま

しょう。 

 

接遇に関する基本的な内容をまとめましたので、「今さら」との思いを抱く方も多いと思いま

す。また、多様な業務の中では、マニュアルにそぐわない場面もあると思います。 

しかし、接遇に関するクレームの多くが、基本手順の丌徹底や、手順自体が何のためにある

のかを、理解していなかったために発生しています。その基本として、この接遇マニュアルで

は、私たち職員が市民の皆様をはじめ、全ての方に対して「もてなす」という気持ちを持つた

めに、接する全ての方を「お客様」と表現しています。 

 

これは、マニュアルによる基本を踏まえたうえで、その場その時に合わせた応対が求められ

ていることを、示していると思います。 

実際の現場の接遇は、年々向上しています。ただ、個人の努力による部分も多く、組織の中

にバラツキがあります。優れた取組みを組織全体に広める等、マニュアル自体も随時見直し、

組織全体の接遇向上に役立つようにしていきます。 

 

お客様の要件を満たす「カスタマー サティスファクション」は当然行うことで、その上の、

用件が済み、気持ち良く帰宅していただく「カスタマー ディライト」を目指すだけでなく、

さらにその上の、須坂市に愛着を持っていただく「カスタマー ロイヤリティ」のための接遇

により、「日本一の笑顔とあいさつの市役所」をめざしましょう。 

 

※ 孔子のことば 「己の欲せざる所人に施す事勿れ」 

 

平成 28年３月 

須坂市総務部総務課 
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須坂市接遇マニュアル  

 

 職場の規律 １ 

 

市民に信用されるためには、事務処理の正確さ・迅速さだけではなく、社会人として

の基本的なマナーを心得ている必要があります。そして、快適な職場にするためにも

基本的なマナーは重要です。マナーの心得のない職員の応対は、市民に丌快な思いを

させ、市役所のイメージを悪くし、ひいては業務遂行にも影響を及ぼします。 

知らないでは済まされない職場における基本的なマナーについて改めて確認しましょ

う。 

 

 始業時間と就業時間  (1) 

始業時刻は登庁時刻ではなく業務を始める時刻ですので、

業務が平常どおり遂行できるように準備時間が必要です。 

始業時刻５分前を目安に席につきましょう。 

また、終業時刻は退庁時刻ではありません。終業時刻は一

日の区切りをつける目安の時間です。帰る前に仕事の進み具

合等を確認しておけば、翌日はスムーズに仕事に入れます。 

終業時刻が近づいて帰り支度をするなど、お客様に対してぞんざいな扱いをすること

のないようにしましょう。 

 

 公私のけじめ  (2) 

勤務時間中に職務と関係のない本や新聞、インターネットのサイトを読んでいたり、

携帯電話で私用の通話やメールをしたりすることは止めましょう。（緊急時等やむを得な

い場合の携帯電話の使用は、同僚に一言断りをし、席をはずすなどの配慮をしてくださ

い） 

一ヶ所に大勢集まって無駄話をしたり、人目をはばからずに大声で笑ったりすること

などは慎みましょう。 

仕事の手が一時的に空いたとしても、職場の整理整頓をしたり、他の人の業務を手伝

ったりと、すべきことは必ずあるはずです。 

湯茶等で水分を補給することは健康管理上必要です。その際にも、市民から『見られ

ている』という意識を持って、節度ある水分補給をしてください。 

お菓子（アメ、ガム含む）を食べることは、勤務時間中は止めましょう。 

無制限な喫煙は健康によくありません。節度ある喫煙を心がけましょう。また、勤務

時間中の喫煙は控えましょう。 

公私のけじめは、仕事に慣れていくにしたがって甘くなりがちです。特に、職務上知

り得た秘密を漏らすことが無いように気をつけましょう。 
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須坂市接遇マニュアル  

 席をはずすとき  (3) 

一時的であったとしても席をはずすときには、上司や同僚に行き先と用件を伝えまし

ょう。無断で席をはずしていると業務に差し支えるばかりか、本人宛のお客様や電話に

対して的確に忚対できません。 

最低限「どこに」「何の用で」「どれ位の時間」行っているのかを伝えましょう。（職場

内の出張等の状況を把握しておきましょう） 

逆に上司が席をはずすようなときには、留守中の忚対を指示し、行き先がわからなく

て困ることのないようにします。 

また、席をはずすときは、椅子が邪魔にならないように椅子を中に入れて席をはずし

ましょう。 

 

 お昼休み時間中のマナー  (4) 

全職員が昼食をとることのできるスペースがないため、自席での食事となる旨を風除

室に掲示しお客様にも伝えていますが、お昼休み時に職場に来られたお客様には速やか

に忚対しましょう。 

お昼休み時間は私たちの権利ですが、休憩時間だからといってお客様から見える場所

において大勢でさわいでいたり、お茶菓子等を広げてみたり、眠っていたりといったこ

とは、お客様にとっては好ましい光景には見えないでしょう。 

休憩をしっかり取ることは大切ですが、正規の休憩時間だから何をしてもよいという

姿勢ではなく、常に見られているという意識を持つことが大切です。 

 

 私語等  (5) 

お客様が窓口で待っているのに、他の職員と話をしていて窓口

に出なかったりすることがないように気をつけましょう。お客

様と目が合ったにも関わらず、素知らぬ顔で話し続けることは

もってのほかです。また、明らかに仕事とは関係のない話を声

高らかに話すようなことは慎みましょう。逆にひそひそと小声

で話すことは不快な気分にさせてしまいます。注意しましょう。 

 

 担当外での応対  (6) 

お客様にとって、市役所は不慣れな場と心得ましょう。自分の行きたい部署を探すの

は一苦労ですし、担当係がよくわからない場合が多いものです。案内表示も多々ありま

すが、困っている方を見つけたら自発的に声をかけて差し上げれば、お客様の不安な気

持ちのいくらかは軽減されるでしょう。 

また自分の担当でなくても、わかる範囲で説明して、用事のある職場に同行し案内を

するなど誠意ある態度で接しましょう。体の不自由な方などには、特に心配りを忘れず

にしたいものです。 
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須坂市接遇マニュアル  

 

 通路・階段でのマナー  (7) 

市役所は単なる職場ではなく、公共の場であるという認識を持つことが必要です。 

庁舎内では常にお客様が最優先となります。お客様の通行を妨げるような行為は厳に

慎みましょう。 

市役所の場合、職場は単なる「事務所」というような感覚で行動や言動を行うことは

慎み、常に注目されているという緊張感を持って業務を遂行することが大切です。 

廊下での歩行は基本的に右側通行とし、お客様とすれ違う際には、状況に合わせて、

笑顔であいさつや会釈をしましょう。そうすることで慣れない場所でのお客様の不安を

和らげることもできます。 

大声で話したり笑ったり、通路や階段での立ち話は止めましょう。サンダル・スリッ

パなどお客様に不快感を与えるようなはきもので廊下を歩行することは止めましょう。 

ガムをかんだり、ペットボトルの飲料を飲みながら歩いたりすることは止めましょう。 

通路や階段など、通行の妨げになる場所での歯磨きは止めましょう。トイレ内で歯磨

きをする際は、お客様の使用を妨げないとともに、不快感を与えないように注意してく

ださい。 

 

 エレベーターでのマナー  (8) 

通常、職員はエレベーターを使用できません。 

荷物の運搬、足のケガ等で職員が使用する場合は、お客様の乗り降りを優先し、職員

は開閉ボタンの操作や扉を押えるなど、周囲の安全に配慮してください。 

お客様を案内する場合には、お客様の安全確保を第一に考え、エレベーターには、案

内者が先に乗り「開」のボタンを押して、お客様には後から乗っていただきます。降り

る時には「開」のボタンを押して、お客様に先に降りていただき、「降りましたら右手で

ございます」などと伝えます。エレベーターの案内では、「開」のボタンを押すとともに、

空いている手を扉に添えましょう。 

 

 庁舎前駐車場のマナー  (9) 

庁舎前駐車場はお客様専用です。公用車及び公用登録車は駐車できません。 

送迎等で庁舎の近くに短時間駐車する場合は、防災広場の公用車スペースを活用して

ください。 
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須坂市接遇マニュアル  

 

  「須坂５Ｓ」の徹底（接遇としての５Ｓ） ２ 

 

気持ち良く市役所を利用していただくために、まず人の「清潔感」が重要です。 

そして、必要なものがすぐに取り出せる環境を整えておきましょう。 

 

 「須坂５Ｓ」とは  (1) 

①「整理」・・必要なものと不必要なものを区別して、不必要なものは処分すること 

②「整頓」・・必要なものをすぐに使えるように、身の回りを整えておくこと 

③「清掃」・・職場および身の回りをきれいにすること 

④「清潔」・・３Ｓ（整理、整頓、清掃）を維持すること。加えて人の清潔な印象です。 

⑤「習慣」・・決められたルールを守り、定期的に職場内をチェックすることです。 

 

 窓口・カウンター・通路での５Ｓ  (2) 

お客様が最初に目にするところです。さわやかにお迎えするためにも、私たちが気持

ち良く仕事をするためにも、窓口は清潔に常に整理整頓を心がけましょう。 

① 使ったものは必ず元に戻すことを常に心がけましょう。(椅子の中入れも含む) 

② ほこりやごみが無いように毎日掃除する。 

③ 書類・パンフレットなどはきれいに揃えておく。 

④ 記載台の申請書類は分かりやすい様に整理し、不足が無いかチェックする。 

⑤ 記載例などは分かりやすく見やすい位置にあるかなど、お客様の目線でチェックす

る。 

⑥ 通路には歩行の支障になるような物は置かない。 

⑦ 個人情報など大切な書類がお客様の目に触れる状態で放置されていることのない

ように、十分気をつけてください。 

⑧ 清潔感とは「清潔と相手が感じる」ことによるものです。 

 

 事務所内の５Ｓ  (3) 

整理されていない机やキャビネットは見苦しいだけでなく、仕事の能率を低下させる

要因にもなります 

① 不要なものは捨て、資料や書類の量を減らす。 

② 必要なときにすぐに書類が出せるように整理整頓を心がける。 

③ 帰宅時の机上にはパソコン、決裁箱のみとし、袖机やキャビネットの上には何も置

かない。 
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須坂市接遇マニュアル  

 

 身だしなみ ３ 

 

私たち公務員は、身だしなみ、特に服装には常に気をつける必要があります。 

相手に不える第一印象で、職員の評価を左右してしまう事もあります。第一印象は最

初の３秒で決まってしまうとも言われます。よく「人を見かけで判断するな」と言いま

すが、この教訓は裏を返せば外見で人を判断する人が多いという事実があるからです。 

特に窓口業務に係る職員はお客様からいつも注目されています。そうした中で仕事を

している私たち職員が心がけなければならないのは、職場にふさわしい清潔感のある身

だしなみをすることです。 

 

 基本的な身だしなみチェックポイント  (1) 

☆ 髪は清潔にして、きちんとクシを通して寝ぐせをなおし、フケが無いかチェックし

ましょう 

☆ 無精ひげに見えないよう、ひげはきちんと剃りましょう 

☆ 朝、顔を洗ったら鏡でチェックしましょう（鼻毛、目やに、耳垢） 

☆ 爪は伸びすぎていないか、小まめに切りましょう 

☆ 歯磨きをきちんとして、口臭予防に努めましょう 

☆ メガネの汚れはきちんとふきましょう 

☆ 衣服やハンカチは洗濯してアイロンをかけていても、見た目の清潔感が大切です 

☆ 香水やヘアクリームの香りの強いものは避けましょう 

☆ 靴はよく磨いておきましょう。型くずれにも注意しましょう 

☆ 靴下の穴にも注意をはらいましょう。不意に靴を脱ぐこともあります 

☆ 職場にふさわしい服装にしましょう。(動きづらいもの、露出の高いものは NG です) 

☆ お化粧は自然な感じにしましょう。ノーメイクも人が見た時に顔色が悪いと心配を

かけさせてしまいます。そうさせないための配慮が必要です。 

☆ マニキュアを塗る場合は、肌に近い色で単色にしましょう。 

☆ 名札は名前を知って頂くためにつけるものです。相手がよく見える位置に付けまし

ょう。特に紐で着用する場合は、胸の中央に来るように長さを調整し、裏返しにな

っていないか気をつけましょう。 

☆ 髪は明るすぎる色は止めましょう。 

☆ 仕事のしやすい髪型にしましょう。 

  ポイントはお辞儀をしたときに顔にかからないスタイルです。 

☆ 靴は動きやすくシンプルなデザインのものを履きましょう。 

  ビジネスでの女性のヒールの高さは３～５cm くらいが好ましいです 

※ 身だしなみは相手に与える印象。オシャレは自分が楽しむもの。「この服はどうか

な？」と迷ったときは、職場では着用しない方が良いでしょう。 
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須坂市接遇マニュアル  

 笑顔とあいさつ ４ 

 

あいさつは接遇の第一歩です。「ようこそ須坂市役所へ」という気持ちで、お客様には

積極的にこちらから声掛けができるようにしましょう。笑顔で応対することで安心感を

不えるとともに、業務をスムーズに運ぶ第一歩になります。 

 

 笑顔でお迎えしましょう  (1) 

☆ にこやかにあいさつしましょう。笑顔の苦手な人も明るい声であいさつしましょう。 

☆ 庁舎内で案内板を見ている方、周りを見渡している方に声掛けをしてみましょう。 

☆ にこやかに忚対することで話を進めやすい環境をこちらから作っていきましょう。 

 

 気持ちの良いあいさつ  (2) 

あいさつの基本 

☆ 「あかるく」笑顔を添えて大きな声でハッキリと！ 

☆ 「いつも」心を込めて！ 

☆ 「さきに」自分から進んで！ 

☆ 「つづけて」相手があいさつを返さなくても止めないで！ 

☆ 「先語後礼」ていねいなあいさつは、言葉が先、お辞儀は後からです 

☆ お迎えする時、お送りする時は、立ちましょう 

 

 あいさつの基本用語  (3) 

☆ 『おはようございます』 

一日の始まりのあいさつです。「今日も一日よろしくお願いします」という気持ちを

込めて大きな声でさわやかに！ 

☆ 『こんにちは』 

「おはようございます」は午前 10 時頃までです。 

それ以降は「こんにちは」がよいでしょう 

☆ 『ありがとうございます』 

素直に感謝の気持ちを表す美しい言葉です。上司や先輩、同僚に対しても素直な気

持ちでいつもこの言葉を言えるようにしましょう。職場全体の雰囲気が良くなります。

大切にしましょう。 

☆ 『これでよろしいでしょうか』『他にご用件はありませんか』 

締めくくりのあいさつの前に一言確認しましょう 

☆ 『おつかれさまでした』『お気をつけてお帰り下さい』 

相手をねぎらう言葉です。「ご苦労様」は目上の人から目下の人への言葉です。お客

様には使いません。「おつかれさまでした」は、外出していた職員が戻った時には明

るくこの言葉で迎えましょう。また、帰り際のあいさつにも使えます。 
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須坂市接遇マニュアル  

頭と背中は一直

線。頭だけが下が

らないように！ 

アイコンタクトと

笑顔を忘れずに！ 

15°

30°

ただし、教えて頂いた、お世話になった後はねぎらいよりお礼の言葉を述べましょ

う。「ありがとうございました」となります。使え分けが必要です。 

☆ 『お先に失礼致します』 

帰り際のあいさつは一日の疲れを癒す泉です。残っている人への帰宅の報告にもな

ります。必ず一言あいさつをして帰りましょう。 

☆ 職員同士でも、年齢問わず自分から先にしっかりあいさつをしましょう!! 

 

 お辞儀の種類  (4) 

お辞儀のポイント 

☆ アイコンタクトと笑顔を忘れずに。 

☆ 頭を下げるという感覚ではなく、頭と背中を一直線にして、腰から上体を倒すイ

メージで。 

☆ お辞儀をしているときは目は伏せます。 

☆ 頭を下げることは相手への信頼の表明です。目線をあげることは相手を信頼して

いない印象を与えます。気をつけましょう。 

☆ 手の位置は、体に添わせて自然体で。（男性は脇におろした状態のままで良い） 

☆ あいさつは呼吸を大切に。上体を下げたときに一瞬止め、鼻から息を吸いながら

ゆっくりと上体を起こします。動作は後半に心を込めます。 

 

 会釈（目礼及び軽いあいさつ）  ア 

 お辞儀の角度のめやすは 15° 

 視線は足先から 3m くらい先をめやすに 

 目礼、通路ですれ違う時やエレベーターの中などの軽いあいさつです 

 朝夕のあいさつ「おはようございます」「こんに

ちは」「こんばんは」 

 入退室時の「失礼致します」「失礼致しました」 

 

 普通礼（一般的に「お辞儀」と言われるもの）  イ 

 お辞儀の角度のめやすは 30° 

 視線は足先から 1.5mくらい先をめやすに 

 お客さまや目上の人に対して敬意をもって行

うあいさつです 

 「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」

他、どんな言葉でも使えます 

 

 敬礼（より深い気持ちを伝える）  ウ 

 お辞儀の角度のめやすは 60 度の深いお辞儀 
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すっと上体を倒し、 

一瞬止めるのがコツ。 

鼻から息を吸いなが

らゆっくりと上体を

起こす。動作は後半に

心をこめる。 

 視線は足先から１m くらい先をめやすに 

 非常に重要な相手へのあいさつや、重要な依

頼や謝罪をする時、冠婚葬祭の場などで使用 

 「誠におめでとうございます」、「誠にありが

とうございました」、「どうぞよろしくお願い

申しあげます」、「大変申し訳ございませんで

した」、「ご愁傷さまでございます」などのて

いねいな言葉を添える 

☆角度はあくまでも「めやす」です、心を込めて行うことが大事です 

 

 表情と動作（態度） ５ 

 

態度は「目から入る言葉」と言われます。それは、言葉を使わなくとも態度によって

自分の気持ちなり、感情なり相手方に伝わっていくからです。 

 

 明るく豊かな表情、相手の目を見て誠実に  (1) 

「目は口ほどに物を言う」また「目は心の窓・心の鏡」と

いうほど目には心の動きが現れます。輝きのある真剣な優

しいまなざしで忚対しましょう。体調の悪いときもあるし、

不愉快な気分のときもあるでしょう。 

しかし、そんなときこそ笑顔を忘れぬ心がけが必要です。 

口角があがっていると明るく肯定的な感じがします。 

口角が下がっていると暗く否定的な感じになってしまいます。 

笑顔で忚対することでお客様の不安も軽くなります。お客様が尋ねやすい表情でお迎

えしましょう。 

 

 動作は機敏に姿勢を正しく  (2) 

事務を効率よく処理するのは当然のことですが、要所で内容を確認しつつ、きびきび

した行動の中にもゆとりある動作・雰囲気で忚対しましょう。 

お客様が窓口に立ったとき、声が掛かるまで忚対しないなどということのないよう、

速やかに立って忚対しましょう。 

ひじをついたり、手足を組んだりしないようにし、常に礼儀ただしく忚対しましょう。 

 

 的確な応対  (3) 

一人ひとりの職員が自分の仕事を理解するのは当然ですが、担当以外の仕事の概要も

日頃から把握しておくことが大切です。不確かなことは担当課に確認を取り、また担当

課に引き継ぐ場合には話しの旨を伝えてからしましょう。 

60°



 

 

 
9 

 

須坂市接遇マニュアル  

相手を待たせるほか、たらい回しにすることは絶対に避けましょう。 

お待たせしたときには「お待たせして申し訳ございません」とひと言添えましょう。 

 

 公平な応対を心がける  (4) 

職位・年齢・性別に関係なくどのお客様にも、公平な忚対をこころがけます。 

特に、何度もお見えになるお客様でも特別扱いすることなく、相手によって接し方を

変えないようにしましょう。 

 

 チェックしてみましょう  (5) 

好ましい態度チェックリスト ５ 

□ 自分が忙しいときに、ろくに返事もしない無愛想な応対をし

ていませんか 

□ 自分が説明していることに対して、相手がなかなか理解しな

いようなとき、「教えてあげているんだ。」というような態度

をしていませんか 

□ 応対しているとき、体を動かしたり、視線をそらすような落ち着きのない仕草で、

相手に不快な思いをさせていませんか 

□ 時間を気にして、つい、あるいは、あからさまに時計を見たりしていませんか 

□ 相手が一生懸命に話しているのにもかかわらず、相手を見ない、返事もしないとい

うことはありませんか 

 

 言葉遣い ６ 

 敬語（尊敬語・謙譲語Ⅰ Ⅱ・丁寧語・美化語）を正しく使い分ける  (1) 

敬語には、『立場の差を埋める』役割と『自分はどんな人間か』を表す役割があります。

敬語が使えることは第一印象を決める要素ともなります。 

 

 尊敬語  ア 

相手を直接立てる。 

相手の動作・状況・所有物に使います。 

 

 謙譲語Ⅰ  イ 

自分をへりくだって表現することで、相手を間接的に高める自分の動作・状況・所有

物に使います。 

 

 謙譲語Ⅱ  ウ 

自分の話すことを聞いてくれる第三者に敬意を示すものです。 
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例）「海が見えて参りました」「電車が参ります」「子どもたちがこちらにやって参りま

す」本来は立てるべき相手でない「海や電車や子ども」です。ここで謙譲語を使う

のは、この話を聞いて下さっている人を尊重する「丁重に述べる」いい方です。 

 

 丁寧語  エ 

「です・ます」調の言葉です。ビジネスの場では最低でも丁寧語は使いましょう。 

 

 美化語  オ 

もののいい方を美しくする言葉です。 

自分の仕事を「おしごと」と表現しないよう気をつけましょう。 

ただし、相手に差し上げる手紙や電話は「お手紙」「お電話」となります。 

市役所でも是非使いたい美化語  足→御御足（おみあし） 

まちがっても「お足」と言わないように。お足はお金のことです。 

 

～使い分けができていますか？～ 

 尊敬語 謙譲語 丁寧語 

意味 相手の動作、相手に関

する物事に対して直

接敬意の気持ちを表

す。 

話題に登場する人物を低める

ことで、その相手方の人を高

め、敬意の気持ちを表す。 

謙譲語Ⅰ＝自分を下げること

で相手を高める 

謙譲語Ⅱ＝聞き手を重んじ、

聞き手に対して丁重に申し

述べる 

自分、相手に関係

なく物事を丁寧

に言い、相手に敬

意の気持ちを表

す。 

場面 ・直接、お客様や上司

に話しかける時 

・お客様や上司の事を

話題にする時 

・自分の事をお客様に伝える時 

・自分の事を上司に伝える時 

・庁内の事をお客様に伝える時 

謙譲語Ⅰ＝動作の対象となる

人を持ち上げて、自分を下

げる 

謙譲語Ⅱ＝自分の動作を丁寧

に言う 

・お客様や上司に

直接話かける時 

・目下、同僚でも

語尾を丁寧に言

う時 

 

例 尊敬語 謙譲語 丁寧語 

いる いらっしゃいます おります います 

する なさいます いたします します 

行く いらっしゃいます 参ります・伺います 行きます 

言う おっしゃいます 申します・申し上げます 言います 

見る ご覧になります 拝見します 見ます 

もらう お受け取りになります いただきます・頂戴します もらいます 
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 敬語は内と外の使い分けが大事  (2) 

対外的な場においては、上司も同僚も「身内」とみなし、先方を立てます。上司の動

作であっても相手に対して謙譲語をつかいます。 

× 「お客様、ただいま市長がいらっしゃいます」 

◯ 「お客様、ただいま市長が参ります」 

また、対外的な場で、上司のことを呼ぶときは敬称を用いません。先方に対して自分

の上司を呼ぶ場合は「佐藤部長が」ではなく、「佐藤が」のように、苗字を呼び捨てにし

ます。なかなか呼び捨てに言えないという場合には、「部長の佐藤が」というように、敬

称の部分を肩書きとして使いましょう。市役所内で自分の上司を呼ぶ場合は、「部長」、

「○○部長」と呼びます。内と外の使い分けをわきまえましょう。 

 

 敬称  (3) 

「様」「さん」「ちゃん」と同様に「社長」「部長」など役職名も敬称です 

役職名には「様」「さん」はつけません。「◯◯社長様」←×、「◯◯社長」←◯。 

 

 気をつけたい敬語表現  (4) 

二重敬語は誤りですから控えるべきですが、相手を尊重する気持ちの表れとしては寛

大に受けとめられます。むしろ、謙譲表現の「させて頂く」をよく使う方がいますが、

『相手の許可を得てしている』というようなニュアンスもありますので、多様は控えま

しょう。また、美化語の「お」と「ご」の多様も禁物です。 

 

 気をつけたい言葉使い  (5) 

「ご苦労様です ／ でした」は目下の人に対して使う言葉なので、目上の方やお客様

に対しては「お疲れ様です ／ でした」を使いましょう。 

時によっては「ありがとうございます ／ ました」を使う必要もあります。 

 

 気持ちのよい表現への言い換え  (6) 

① ちょっと待ってください。 ····· →少々お待ちください。（１分程度） 

 しばらくお待ちください。（３分程度） 

② また電話してください。 ········ →後ほど改めてお電話いただけますでしょうか。 

③ もう一度来てください。 ········ →申し訳ございませんが、もう一度お出かけいただ

けないでしょうか。 

④ できません。 ······················· →いたしかねます。◯◯ならできます。 

⑤ うちでは、 ·························· →私どもでは、○○課では、同じことを言う場合で

も物腰を柔らかに表現することで、相手に敬意を

表すことができます。 
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 敬語のもうひとつの働き  (7) 

敬語には、話し手と聴き手との間に、距離を置く働きもあります。 

敬語が、人の関係を遠ざけてしまうことも考えた上で、臨機忚変に使い分けましょう。 

相手に十分敬意を持ち、それを伝える努力が必要です。 

 

 専門用語のあつかい  (8) 

役所言葉や専門用語は一般の方にとっては分りづらい言葉です。職員は普段使ってい

ても、一般の方には耳慣れない言葉が沢山あります。そうした言葉は気をつけて使わな

いようにし、誰にも分りやすい表現を心がけて下さい。 

 

☆ 使わないように気をつける言葉  

専門用語、役所言葉、略語、あいまいな表現、若者言葉、カタカナ言葉、～になりま

す、～の方 

役所言葉や略語の例 言いかえ例 

被扶養者 扶養されている人 

被保険者 保険を受けている人 

国保 国民健康保険 

生保 生活保護 

児相 児童相談所 

 

 話すとき・聞くときの態度 ７ 

 

毎日多くのお客様が、様々な手続きを行っています。 

しかし、ほとんどの方は行政のプロではない訳ですから、書類の書き方、手続きの方

法などについて、必ずしも詳しくありません。そこで私たち職員は、単に手続きを受け

付けるだけではなく、一人一人に合わせた手助けをする必要があります。相手が何をし

たいのか、きちんと聞いて、いかにわかりやすく説明できるかということが重要です。 

 

 説明は簡潔明瞭に  (1) 

丁寧に説明しているつもりでも、だらだらと話していると、

どこが重要かわからず、一番大切な部分が伝わらないこともあ

ります。 

明示できる資料があるときには、それを示しながら説明をす

るとわかりやすくなります。また資料がない場合でも、簡単に

図示しながら説明するのが好ましいでしょう。 
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 要点をしっかり伝えるポイント  ア 

(ア) 何についての説明か明瞭にする 

(イ) 結論→理由→経過、全体→個々の説明の順に話す 

(ウ) ５W１H でまとめて話す 

(エ) ビジュアル化した資料・メモで示すことも必要 

(オ) 大切な部分は繰り返すなど強調する 

 

 理解度の確認  イ 

一度に全ての事柄を伝えるのではなく、相手に伝わっているかどうかの理解度を確認

しながら、話しを進めることが大切です。理解していないように見受けられたときには、

表現を変えてみることも必要です。最後に質問はないかを尋ねます。 

 

 話す速さ  ウ 

説明するときには、理解していない人に話すのが前提になる訳ですので、ゆっくりと

話すことによって、より理解してもらいやすくなります。 

特にお年寄りで耳の遠い方には、大きな声で話すのはもちろんですが、ゆっくりと話

すなど、相手を気遣う心が必要です。 

ただし、相手が急いでいるようなときや、イライラして明確な回答を求めているとき

には、少し早めにテキパキと忚対するなど、柔軟に忚対しましょう。 

 

 クッション言葉  エ 

謙虚で柔らかな表現になる“クッション言葉”をはさむようにするとよいでしょう。 

例えば… 

 恐れ入りますが ····················· ○○をお願いしてよろしいでしょうか 

 あいにく ······························ ○○は席を外しております 

 よろしければ ························ ご用件をお伺いします 

 お手数ですが ························ こちらにご記入いただけますか 

 申し訳ございませんが ············ もう一度お願い致します 

 差し支えなければ ·················· 教えていただけますか？ 

 

 否定的表現は肯定表現へ 命令的表現は依頼表現に  オ 

否定的な言葉で説明されると、自分が全て否定されたような印象を受けてしまいます。

どうすれば良いのか分るように、解決に向けた道筋が見えるような表現にしましょう。

特に、「決まりですのでできません」「ありません」「無理です」「わかりません」という

ような「戸閉め言葉」には気をつけましょう。「○○は致しかねますが△△ならば可能で

す」など代替案を示すことも場合によっては必要です。 

締め切りがあるような内容を伝えるときも「○○日以降は受付けません。」と言うので
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はなく、「○○までに申し込んでいただけますか。」と言うことによって、同じ意味合い

のことを言っている場合でも、相手の印象は違ってくるものです。「◯◯までに申し込ん

で下さい」は命令的表現ですので、「〜して頂けますか」の依頼的表現で伝えることが望

ましい忚対です。 

 

 聴き方  カ 

忚対のとき、最も大切なのは相手が聞こうとしていること、あるいは手続きをしよう

としていることについて「職員がきちんと誠意をもって忚対してくれている」と感じ取

れることです。職員にとっては、日常的な簡単な手続きだと思っても、ほとんどの方は

普段はあまり接することのないことです。必要以上に難しく感じている場合もあります。

加えて、市役所は堅い、不親切、融通が利かないという先入観を持っている人もいます。

心がけて注意深く話しを聞く姿勢をとることが大切です。 

話を聞く時は先入観を持たないで、相手の話す内容、相手の気持ちをよく理解するこ

とが肝心です。そのために要点は何かをよく考えながら相手の目を見て、まず聞きまし

ょう。質問を交えて聞くことも大切です。 

 

聞き方基本チェックリスト  ５ 

□ 話の腰を折らないで最後まで聞いていますか 

□ 揚げ足を取らない、言葉尻を捉えないで聞いていますか 

□ 相づち、うなずき、効果的な繰り返し（おうむ返し）を使っていますか 

□ アイコンタクトをしていますか 

（じっと見つめるのが辛いときは、首の辺りまで上下に動かして下さい） 

（横に動かすのは不快な印象をあたえてしまいます。注意しましょう） 

□ 「でも」、「しかし」など「戸締め言葉」を多く使っていませんか 

 

 話し方  キ 

話す時は「相手にとっては耳慣れない言葉かもしれない」「慣れていない手続きかもし

れない」という認識を持って話しましょう。 

 

話し方基本 チェックリスト ５ 

□ クッション言葉を使っていますか 

「恐れ入りますが」「申し訳ございませんが」「お手数お掛け致しますが」など 

□ 否定的な表現を肯定的な表現に替えていますか 

「できません」→「致しかねます」「◯◯ならできます」 

□ 命令的表現「～してください」は威圧的です。依頼的表現「～していただけます

か」に替えていますか 

□ 腕を組んだり、机に肘をついたり、ポケットに手を入れたままの応対をしていま

せんか 



 

 

 
15 

 

須坂市接遇マニュアル  

□ 相手にあわせた声のトーン・大きさ・スピードで話していますか 

（高齢者や身体の不自由な方もいることを常に念頭に置きましょう） 

 

 窓口でのマナー ８ 

 

明るいあいさつでお迎えしましょう。 

毎日、市役所には大勢の方が来庁されます。しかし、どの課や窓口に行けばよいのか

を、あらかじめご存知の方は少数です。丌安と緊張に包まれた来庁者お客様にとって、

あなたの対応はとても重要です。おもてなしの心をもって、相手より先に、明るい声で

あいさつするように心がけましょう。 

 

 お客様の気持ちに立って応対しましょう  (1) 

お客様に忚対する際、最も印象の悪いのが横柄な態度

です。決して横柄な態度やものの言い方をすることのな

いように心がけましょう。常に「お客様の気持ち」にな

って振舞うことが大切です。 

個人情報など、プライバシーに関する情報は、周りの

人に聞かれないように、声のトーンを下げる、場所を変

えるなどの配慮をして話しましょう。 

 

 お迎えする姿勢も大切です  (2) 

◇ どんなに忙しくても相手に正対する。 

（半身での忚対は相手に失礼です） 

◇ 相手の目を見てお話をする。 

◇ 笑顔で忚対する。 

 窓口アンケートより、耳の痛～いご意見  

 見下されているようで嫌だった。 

 職員さんはもっと気持ちの良い対忚をしてほしい。相手の気持ちに

なって対忚してほしい。 

 もう少し笑顔で対忚してもいいのではないでしょうか。 

 

 お客様をお呼びするときは、「様」付けです  (3) 

お客様の名前が分かっていれば「○○様」、分らない場合は「お客様」とお呼びしまし

ょう。ていねいで「大切にされている」という印象を与えます。ただし、部署によって

は、親しみを込めて「○○さん」とお呼びした方が好ましい場合もあります。 
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 書類の受け渡しは相手の顔を見ながら両手で  (4) 

申請書を受け取る、許可証を交付するなど、書類などの受け渡しはできるだけ両手で

行いましょう。また、印鑑をお預かりする場合も両手で受け渡しを行いましょう。 

手数料等、金銭の受け渡しはトレイを使うなど丁寧に行いましょう。 

 

 常に窓口に注意してください  (5) 

窓口に座っている時はもちろん、座っていなくても、窓口付近に気を配ってください。 

お客様が窓口に立った時、声がかかるまで忚対しないなどという事のないよう、迅速

に立ちあがりそばに行き忚対しましょう。 

また、困っている様子のお客様を見かけたら、一言、声をかけましょう。 

 窓口アンケートより、耳の痛～いご意見  

 ある課を訪れたときに、「すみません」と声をかけたが、職員の人

は何人もいたのに、直ぐに対忚してくれませんでした。一般の企業

や商店とくらべてどうなんでしょうかね。 

 

 お客様にお待ちいただく場合  (6) 

あらかじめ、事務処理に時間がかかると判断される場合は、受付時に目安となる待ち

時間を伝えましょう。特に、他のお客様より時間のかかる場合は、その理由も説明して

おきましょう。待ち時間を知らされずに待たされているお客様は、通常よりも待ち時間

を長く感じるものです。 

 ～  役所で、どれくらい待たされるとイライラしますか？  ～  
 

5分 10分 15分 20分 30分 30分～ 

7.3% 40.6% 73.6% 87.4% 95.4% 100% 

シチズンがビジネスパーソンを対象に実施した「待ち時間」の意識調査による

と、役所では『10分』経つと 4割強の人が、『20分』で 9割近くの人がイライラ

するという結果が報告されています。 

（調査時期 2009.4.10～4.12 調査対象 首都圏のビジネスパーソン 有効

回答数 400人） 

 

 お客様の立場に立った応対をしましょう  (7) 

 高齢のお客様への応対  ア 

 ゆっくり、はっきり、大きな声で相手のペースに合わせて話しましょう。 

 わかりやすい言葉で、少しずつ、相手の理解を確かめながら進めましょう。 

 必要に忚じて、椅子に座っていただき、要点をメモして渡しましょう。 
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 障害をもったお客様への応対  イ 

 介助（椅子・手話通訳）は必要か確認し、声をかけてから行いましょう。 

 車いすのお客様には同じ目線に立ち、歩行が困難なお客様には、こちらから出向くこ

とも大切です。 

 必要に忚じて書類の代筆など可能な範囲で協力しましょう。 

 プライバシーへの配慮を忘れず、関係各課への取次は必要に忚じて付き添って案内し

ましょう。 

（※ 手話通訳 福祉課に嘱託職員 1 名配置） 

 

 外国人など、日本語の通じにくいお客様への応対  ウ 

結論からはっきりと説明し、必要に忚じて要点をメモしてわたしましょう。 

身振り手振りを使って、誠意をもって忚対しましょう。 

 

 取り次ぎと案内 ９ 

 

市役所を訪ねるお客様は、丌慣れな場所で丌安であることをふまえて応対しましょう。 

お客様は、市役所に来た目的を、スムーズかつ確実に果たしたいと思っています。二

度手間、三度手間かけさせてしまったり、”たらい回し”は厳禁です。 

 

 取次の流れ  (1) 
 

お客様がいらしたら 

① 立ち上がり、笑顔とともに「こんにちは（おはようございます）。どのようなご用

件でしょうか。」という言葉でお迎えします。 

※ 事前に訪問の連絡があった場合には、「お待ちしておりました」と一言添えまし

ょう 

② ご用件を復唱し確認します。「○○の件ですね」 
  

 ③ お客様のお名前を伺います。 

④ 担当者にお客様のお名前、ご用件を伝えます。 

⑤ 担当者も「○○の件ですね」とお客様に尋ね、二度手

間をさせないようにします。 
  

 担当者がいないとき 

③ お客様のお名前を伺います。 

④ 「申し訳ございません。○○は席をはずしております」

とお詫びし、用件をメモ等に書き留めて、担当者に確

実に伝えます。 

担当者がいる時 

担当者がいない時 



 

 

 
18 

 

須坂市接遇マニュアル  

⑤ 担当者から連絡した方がよいかの確認もします。 
  

 
～状況によって～ 

「休暇をとっております」「出張で、◯日に戻ります。」 

「外出しております。○時頃に戻る予定です。」 

など、適切な言葉を選びます 

  

 ③ 用件が複雑な場合やどの課が担当かわからない場合は 

担当課を確認してから取次を行います。 

※ とりあえず自課でないからと安易に他課に取次するの

は厳禁。必ず確認をしましょう。 

④ 庁内案内図等を使って、担当課の場所を分りやすく説

明します。 

（例）「恐れ入りますが、担当は○○課でございます。 

○○課は東庁舎１階になります」 

※ 状況によって(お客様が高齢者等)、担当課まで付き添

いご案内しましょう。 

⑤「伝えておいてほしい」と言われた場合は、お客様のお

名前と連絡先を伺い、担当課にはメモ等で引継ぎまし

ょう。口頭のみは危険です。 
  

 ③ 「わかりません」ではなく、問い合わせ先（電話番号、

住所等）を調べるなど信頼される対忚をします。 

※ 地域の関係公共機関等の地図、連絡先等を事前に用意

しておくと便利です。 

 

一口に「取次」と言っても、色々なパターンがありますが、 

いずれも押えるポイントは同じです。 

① 笑顔、② あいさつ、③ 二度手間をさせない！ 

相手の立場に立った信頼される対忚を心がけましょう。 

 

～ 伝言メモを上手に書きましょう ～ 

伝言メモは、メモを見る人に対して、用件がわかりやすく、しかも、きれいな字で

書くことも大切です。 

メモには、少なくとも次の点が記載されていることが必要です。 

① 誰から、② 誰へ、③用件、④ 月/日/時間、⑤ 受けた人 

用件が他課の場合 

用件が市役所以外
の場合 
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特に、相手の名前は正確に書くこと、数字を間違えないように注意することが求め

られます。（相手の名前を書いたときは、敬称をつけて復唱し確認します） 

伝言メモは、冷静に事実だけを書くこ

とが原則です。しかし、相手が非常に感

謝していたとか、少し怒っていたなど、

相手の態度が電話ではっきりと表れてい

る場合には、一言書き添えておくと、電

話をする当人にとって、話を効果的に進

められるという場合があります。 

 

 

 

 案内のマナー  (2) 

◇ 心構え  

このようなお客様を見かけたら声をかけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伝言メモ 

○月○日 午前・午後○時 受付 

誰 か ら  

誰 へ  

用 件 
 

 

受けた職員  

 

・記載台等で悩んでいるなど、職員を探している様子のお客様 

・案内板を見ているお客様 

・立ち止まっているお客様 

・まわりを見渡しているお客様 

「こんにちは、
いかがなさい
ましたか?」 

「こんにちは、
なにかお困り
ですか?」 

うかがった用件を復唱し確認します 

「○○の件で
ございますね」 

庁内案内図等を使って、担当課の場所を分りやすく説

明します。 

※ 担当する課がわからない場合は、必ず調べて、間違

いのないようにしてから説明します。 

は厳禁!! 
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スムーズな取次ぎ・案内のためには日頃から各部署の業務について、

把握しておくことが重要です！ 

 

 電話・FAXのマナー １０ 

 

電話はお互いの表情が見えません。相手を目の前にしている応対以上に、自分が相手

にどんな印象を不えているのかわかりにくいものです。電話機を通しての会話は、より

一層の細かい気配りが必要です。 

 

 電話のマナー  (1) 

 応対の基本  ア 

応対の基本チェックリスト 

□ 筆記用具そしてメモ用紙はおいてありますか。 

□ 背筋を伸ばして姿勢はよいですか。 

（例えば、椅子にふんぞり返った姿勢での応対は、使う言葉息づかいや発声で、相手

に対して横柄な態度であること、イヤイヤ応対している事が、自然と伝わるもので

す） 

□ 相手の名前、社名、所属、用件を復唱していますか。 

□ 説明は、はっきり、ゆっくり、聞き取りやすい発音で丁寧に伝えていますか。 

状況によっては担当課まで付き添って案内します。 

「よろしければ、ご案内しましょうか」等と声をかけ、

押し付けがましくならないように気をつけます。 

相手の意向を
尊重し、行き過
ぎにならない
ように注意し
ましょう！ 

付き添って案内する場合は、歩く速度を相手にあわせながら、１～２

歩斜め前で時々振り返り声を掛けながら歩きます。 
「今日は暑い
中お疲れさま
です」など 

担当課に着いたら、お客様に到着したことを伝え、担当職員に取次ぎ

ます。 
「お疲れさま
でした。こちら
が○○課です」 

「○○のご用件でお越しのお客
様です。よろしくお願いします」 
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□ カタカナ言葉や専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉を使っていますか。 

□ 笑顔で発声していますか。 

（少し声のトーンが上がり、明るい印象を与えることができます） 

□ 「たらい回し」はしないと心得ていますか。 

 

 電話を受けるとき  イ 

 着信音が２回で電話にでる。（1 回は相手が驚くので避ける） 

（例）「はい、○○課○○（名前）でございます。」または、 

「おはようございます、○○課○○（名前）でございます。」（おおよそ午前 10 時まで） 

やむをえず、着信音が３回で出たときは「おまたせしました」、４回以上は「大変お待

たせいたしました」を第一声にしましょう。  

 相手を確認しあいさつをする。 

（例）「□□様でいらっしゃいますね、いつもお世話になっております」 

「失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」 

 メモをとりながら話を伺い、要点を復唱する。 

相手の話を理解することが大事。他の職員に取り次ぐ場合には、正確に伝えられる 

ようにする。（忚対者が代わった時に、なるべく相手に同じ話を繰り返させない） 

 

※ 復唱するときは周りの職員にも聞こえるようにしましょう。その間にフォローして

もらえるなど、精通している適任者に迅速な忚対（引継ぎ）ができます。 

 『たらい回し』は避けたいところですが、結果として、『たらい回し』になりそうな時

は、先に断っておきましょう。 

（例） 「ただいまお調べいたしましたところ、△△課が担当のようです。 

お電話をおつなぎいたしますが、確認のためもう一度同じ内容についてご説明

をお願いするかもしれません。また、転送中にもしお電話が切れてしまった場合

は、大変申し訳ありませんが、△△課に再度お電話いただければと存じます」 

 即答できないとき、また、他の職員に相談しなければならないときは、お待たせする

より『折り返し』をした方が適切です。その際、相手の電話番号と名前を必ずメモし、

目安の時間を伝えましょう（目算の 1.5 倍くらい） 

 必ず最後に「私、○○が承りました」となのります。最初に名乗るよりむしろ最後に

名乗ることが必要です。電話は基本的には掛けた人が切りますが、相手がお客様の場

合は、先には電話を切らないようにします。 

 

 指名された職員が電話に出られないとき  ウ 

職員が何をしているか把握し、状況によっては本人に聞き、出られないときは、折り

返しこちらから電話するか、お待ちいただくか、判断しましょう。 
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 (ｱ)   指名された職員が電話中だった場合 

（例）「申し訳ございません。○○はただ今別の電話に出ております。まもなく終わると

思いますので、お待ちいただけますでしょうか。」 

「お待たせして申し訳ございません。時間がかかりそうなので、終わり次第こち

らからお電話させていただきます。」 

「申し訳ございません。○○はただ今別の電話に出ております。終わり次第○○

から、お電話申し上げましょうか。念のためお電話番号をお願いいたします。」 

 

 (ｲ)   指名された職員が席をはずしているとき 

（例）「申し訳ございません。あいにく○○は席をはずしております。戻りましたら、折

り返しお電話申し上げましょうか。」 

「申し訳ございません。あいにく○○は外出中（会議中）で△△時までには戻る

予定ですが、いかがいたしましょうか。」 

 

 電話をかけるとき  エ 

電話は、かける側にとっては非常に便利なものである反面、相手が何をしていようと

一方的に呼び出して拘束することになります。好印象を与え、一層明るい雰囲気を醸し

だすために、発声、態度に気をつけなければなりません。相手の立場を考えて、電話を

かける時間にも気を配り、早朝や深夜、家事や仕事で忙しいと思われる時間帯は避けま

しょう。 

また、こちらからかけているのに、途中で「少々お待ちいただけますか…」といわざ

るをえない状態にならないように、電話をかける前に、様々な想定をして、準備をして

おく必要があります。 

 

 事前準備を怠らない。 

相手の役職、氏名を確認しておく 

話す用件、順序をあらかじめ整理しておく 

必要な関係書類、資料は手元に用意しておく 

 呼び出し音は１０回までを目安に。 

（留守番電話に切り替わった場合は、所属、名前、再度かけ直す旨を吹き込んでおく） 

 電話が繋がったら、まず名乗ります。「私、○○市役所○○課の△△と申します。」 

 先方を確認してください。(うっかり間違い電話をしている可能性や、個人情報の場合、

家族であっても本人であるかの確認も必要です。) 

 本人不在の場合、基本的にはかけ直しますが、場合によっては伝言や折り返しお電話

いただく旨をお願いすることもあります。 

 相手の都合に配慮した一言から入ります。 

（例）「お呼びだてして申し訳ありません」 
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「お忙しいところ失礼いたします」 

「今、○分ほどよろしいでしょうか」 

「朝早くから申し訳ありません」（目安として 9 時前） 

 必要な場合は相手にメモの用意をしてもらう。 

（例）「お持ちいただきたい書類が何点かございますので、メモをお願いしてよろしい

でしょうか・・」  

 多くの用件を伝えるときには、 

「○点ほどお話したいことがあります。先ず、一点目は・・・」 

と 5W１H を心がけ、要点を簡潔にまとめて話す。 

 用件は必ず繰り返し確認すること。 

 数字・同音異義語などは言い換えが必要です。（しち時→なな時など） 

 締めくくりのあいさつを言う。 

（例）「お電話ありがとうございました」 

「どうぞよろしくお願いします」 

「お大事になさってください」 

「失礼いたします」 

など、組み合わせて使ってください。 

 

 電話を切るときは…  オ 

 基本的に電話をかけた方から受話器をおきますが、相手が目上の方やお客様の場合は、

相手が切るのを待ちましょう（受話器を置くときはガチャンとならないように静かに置

きましょう。） 

 

 FAX のマナー  (2) 

 FAX の送信  ア 

・当たり前のことですが、宛て先のＦＡＸ番号を間違えないようにしましょう。よくや

ってしまうのが、電話番号とＦＡＸ番号の間違いです。 

FAX は受け取る本人以外にも見られてしまう可能性があります。そのことに配慮し、

送る内容、送り方に注意して送信しましょう。 

・送信枚数が多いときは事前に先方に確認しましょう。（FAXの使用状況、紙の有無） 

一度に送信するのは 10 枚くらいまでとし、それ以上になる場合は郵送するか、電子

メールの添付ファイルで送るのが親切です。 

・重要な文書については、FAXは避け、郵送します。 

・送付物が２枚以上あるときには通し番号をつけると分かりやすくなります。 

・FAX で送ると原本より不鮮明になります。特に小さい文字はつぶれて判読不可能にな

ることがあるので、文字の小さいものは拡大コピーをするなど、薄い原稿は濃度を「濃

い」に設定して送りましょう。 
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・送信前か後に電話で必ず確認しましょう。FAXの送りっぱなしは NGです。番号間違い

や機械の不調によって相手に届かないことがあります。トラブルを避けるためにも、

事前に電話をかけて、「これから FAX をお送りしますがよろしいでしょうか」、あるい

は、送信後に「先ほど FAX をお送りしましたが、届きましたでしょうか」と確認しま

しょう。 

 

 FAX の受信  イ 

FAXを受け取ったときは、送られてきた文書の枚数が揃っているか、文字を十分に判読

できるかなどの確認が必要です。また、重要な文書については、発信元に文書が無事に

届いたことを伝えましょう。 

 

 電子メールでのマナー １１ 

 

メールは手軽なコミュニケーション手段として広く普及し、仕事上でもメールでやり

とりする機会が増えてきました。誰もが気軽に利用しているメールだからこそ、きちん

とマナーを知っておくことは大切です。 

 

 メールの宛先は正確に  (1) 

間違ったアドレスにメールを出した場合、 

「MAILLER DAEMON」「Inter Scan MSS」等のアドレスから英語のメールが届 き

ます。場合によっては一日以上過ぎてから「配信できない」との英語のメールが届くこ

とがあります。 

英語の「l」（エル）と数字の「1」、英語の「O」（オー）と数字の「0」、ピリオドの「.」

とコンマの「,」は特に間違えやすいので注意が必要です。 

 

 「to」「cc」「bcc」の使い分けに気を付ける  (2) 

「to」は宛先、「cc」は宛先以外の人に同じメールを送る機能です。参考までに見てほ

しい、という意味で使います。しかし「to」や「cc」では、受信者間でお互いのメール

アドレスがわかってしまい、個人情報の漏えいになりかねませんので、受信者のアドレ

スを隠したい場合は「bcc」を使いましょう。 

 

 件名は用件がわかるものに！無題は厳禁！  (3) 

「こんにちは」「お元気ですか」といった件名ではメールの用件（内容）が分かりませ

ん。一日に多数のメールを受信する人にとっては、内容が不明な件名は迷惑です。具体

的、かつ簡潔な件名を付けましょう。 
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 相手の名と自分の名を明らかに  (4) 

メールの冒頭で誰宛かを明記しないと、代表アドレスのメールは受信者がわかりませ

ん。 

また、職員以外であれば「須坂市役所○○課 ○○と申します。」、職員であれば「○

○課 ○○です。」等と、最初に自分の名を明らかにするのは電話忚対と同じです。 

 

 本文は一行に 30 文字が目安  (5) 

横書きの 30 文字は、人の目で読む「ひとかたまり」としてちょうどいい分量だと言わ

れています。30 文字ごとに自分で改行してください。受信者のメールソフトには「強制

改行」機能がありますが、30 文字であれば「強制改行」が入って読みにくくなる心配も

ありません。 

 

 本文には改行やスペースを入れて読みやすく  (6) 

内容が変わるごとに文章を改行すると、意味が分かりやすくなります。また、大幅に

話題が変わる場合は、一行スペースをあけてあると読みやすくなります。 

 

 署名を付ける  (7) 

メールの最後には必ず署名を入れるようにしておいてください。職員以外であれば須

坂市のＰＲや業務のＰＲも可能ですが、あまり多いと迷惑です。特に携帯電話にメール

を送信する場合は、受信者の料金に影響しますので、極力短くしてください。 

署名の内容は複数登録することができますので、送信相手によって適切な署名を選択

してください。 

 

 半角カタカナや機種依存文字、絵文字などを使わない  (8) 

半角カタカナを使うと、文字化けをおこして文章が読めなくなることがありますので、

使わないでください。 

記号等もパソコンの機種や OSの種類の違いによって読めない場合があります。そうい

った記号を機種依存文字（環境依存文字ともいう。）といいます。次の記号が機種依存文

字の一覧ですので参考にしてください。 

 

 返事はすみやかに  (9) 

少なくとも朝・夕に一回ずつメールをチェックしましょう。 

メールを受け取って何か返事をする必要がある場合、すぐには

答えられず、返答に時間がかかる場合は「○○日までに返事をし

ます。」と返信してください。相手から「無視された」という誤解

を与えないためにも、２日以内には返信した方がいいでしょう。
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回答の期限がある場合は、期限に間に合わない場合に限り同様の返信をしてください。 

また、メール受信者に対して受信確認メッセージを要求できる機能もありますが、受

信者によってはこのメッセージを不快に感じることもあるので、使う場合には注意しま

しょう。 

 

 引用文の使い方  (10) 

返信を書くときに、必要な部分を消さずに引用文として残すのは、話をスムーズに展

開させるためです。もう不必要となった部分まで引用として残しておくのは、かえって

マナー違反ですので、引用したい部分を除き削除します。また、引用文と返信文は対忚

させながら書くのが基本です。 

ただ、部分的な引用だけでなく全体のやり取りを把握するために、全文を引用で残し

てやり取りを行う場合もあります。相手の業種や、人によっても賛否がありますので、

状況によって使い分けることも必要です。 

 

 個人情報は送れません  (11) 

個人情報や機密情報は、職員以外のアドレスに送信してはいけません。メールが配送

されていく全てのサーバで「覗き見」される可能性があることを念頭に置き、ネット上

では電子メールの秘密を守ることはできないことを肝に銘じてください。 

 

 電子メールは信書です  (12) 

電子メールは、特定の人が特定の人に意思などを通ずる信書に該当しますから、書い

た人に無断で公開してはいけません。どうしても相手のメールの内容を公開する必要が

ある場合は、メールを書いた人に許可を取ってください。 

つまり、メールは手紙と同様の取り扱いとなり、記録として残ります。業務で送信す

る際は上司に内容を確認してもらう等、内容に間違いが無いように注意してください。 

 

 電子メールに頼りすぎない  (13) 

上司への報告など、何でもメールで済ませようとする人もいるようですが、電子メー

ルが便利だからといって、何でも電子メールに依存することはしないでください。例え

ば、上司への報告は言葉だけで成立するものではありません。報告する時の語気、表情

も含めて上司は判断します。 

また、相手にお詫びしなければいけない時も電子メールは不適当です。まず面会、あ

るいは電話、あるいは自筆の封書です。 

電子メールは便利ですが、それだけに気持ちを表す手段として適切とは言えません。 
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 苦情対応 １２ 

 

 「苦情を言う市民も、大切なお客様です」 

私たちが、日ごろ耳にする苦情・抗議は氷山の一角にしかすぎません。何らかの苦情・

抗議があったとすれば、その市民の後ろに、同じ思いの市民がたくさんいる可能性があ

ります。また、苦情の中に業務改善のヒントが隠されていることがあります。そのこと

に気づかせてくれたという“感謝の気持ち”を持って対応しましょう。 

市民の方等から寄せられてくる苦情には様々なものがあり、職員の態度や言動から、

法律についての専門的問題に至るまで、多岐に渡っています。苦情処理には様々なケー

スがあるので、適切な対応を行うには経験と努力が必要です。日頃から担当業務に精通

するよう努め、適切な判断力、応用力を養うことが大切です。私たちは、苦情に対して

誠意を持って説明を行わなければならないのです。 

 

 苦情対応の流れ  (1) 

 相手の気持ちや感情を第一に考える  ア 

感情の高まっている相手の気持ちをまず受け止めましょう。その上で、苦情の内容に

ついてではなく、不愉快な思い・手間取っていることに対し、「ご不快な思いをさせて申

し訳ありません」の一言を添えます。 

←嫌がらず、相手との距離を縮め、感情的にならずに、冷静に謙虚に話をしましょう。 

 

 話を十分に聞く  イ 

話を聞くことで苦情の直接的な原因や間接的な要因（感情のこじれ等）がはっきりし

ます。 

14ページ 聞き方チェックリスト参照 

←相手が苦情を出すときは、ある程度自分の中に抑えていたものが、我慢できなくな

ったときです。 

話を聞いてもらうだけで、落ち着く場合もあります。 

相手の話の腰を折らずに、目を見ながら相づちをうったりして、じっくりと話を聞く

姿勢で忚対しましょう。 

 

 事実の確認に努める  ウ 

５Ｗ１Ｈの要領で事実を整理・確認します。

（When、Where、Who、What、Why ＆ How） 

←相手の話を聞きながら、重要なことは復唱し、

メモをとりましょう。 

たらい回しや、２度手間にならないように注意し

姿勢を伸ばし、
きちんとした姿勢

説明は、ゆっくり
はっきり丁寧に

笑顔で

常にメモ
の取れる
状態
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ましょう。（担当課を間違えない！同じ話を２度させないように、担当者に要点を伝え

る！） 

※ 相手が感情的になっている場合、人（職員）、場所、時間を変えることで冷静にな

ることもあります。 

 

 対応及び提案を伝える  エ 

相手にわかりやすい言葉で話しかけます。要求に忚じることができない場合であって

も、「法律ですから・・・」の言葉はできるだけ避け、可能なら代替案を提示しましょう。 

14ページ 話し方チェックリスト参照 

←・誤っていた点は素直に謝罪し、改善方策を示すようにしましょう。 

・「わがまま」と思われる相手に対しても、まず、「おっしゃるお気持ちはわかります

が・・・」の言葉を添えてから、話をします。 

・肯定的な表現で説明します。「○○ですのでできません」ではなく、「△△すると□

□できます」の表現をつかいます。 

・自分で判断できない場合は、上司の判断を仰ぎましょう。 

 

 問題提起に感謝の意を伝える  オ 

苦情が解決したら双方とも納得できますが、解決しなくても問題を提起してくれたこ

とに対して感謝の言葉を伝えましょう。 

←苦情(クレーム)ではなく、貴重なご意見をいただいた、という姿勢が大切です。 

 

 苦情の内容を上司へ報告する  カ 

相手の名前、苦情内容を上司へ報告しましょう。 

内容を分析することにより、同じような苦情の発生を防ぐことができます。 

←・苦情の発生した原因を分析し、再発しないように対策を講じてください。 

・担当職員間、関係部署に連絡し、情報を共有することが大切です。 

・市の落ち度による苦情で再発性のあるものは、総務課長に報告して下さい。 

※ グループウエア内のネットフォルダ＞総務部＞総務課＞行政改革推進係＞５S、業

務改善関係にクレーム報告様式があります。 

 

 対応ポイント  (2) 

 対応しているあなたは冷静ですか？ 誠実ですか？  ア 

苦情の対忚をしていると、こちらまで感情が高まり意地になりがちです。もう一度、

冷静になるように自分に問いかけましょう。また、慌てずゆっくり話すことを心がけま

す。 

対忚の最後に、苦情に感謝の気持ちを伝えることが望ましいです。相手は嫌な思いを

したことを、わざわざ自分の時間を割いてまで訴えています。苦情と考えると嫌なもの
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ですが、同じことが起きないようアドバイス・意見を下さっていると思い、相手の気持

ちを重んじ感謝を伝えましょう。 

 

 自分の対応で苦情が大きくならないように  イ 

間違った判断をして、できるものをできないと言うような、初歩的な対忚は絶対に行

わないようにしましょう。そのために日頃から自分の仕事に精通して、的確な判断がで

きるようにしておくことが大切です。 

他部署の業務（事務分掌）についても、ある程度は把握しておきましょう。尋ねられ

て違う部署を教えてしまったりして、それがたまたま苦情を言いに来た方だった場合に

は、納まるものも納まらなくなってしまいます。 

 

 いろいろなマナー １３ 

 席次の決め方  (1) 

 会議室・応接室  ア 

室内では、出入口から遠いほど上席、近いほど末席です。 

会議室の席次は議長席を中心に、議長に近いほど上席になります。 

忚接室の場合は、椅子の種類によっての席次があるので要注意です。ソファーが一番

上席となります。 

※ 訪問先の忚接室で待つときは、入り口に近いところ

に立ちますが、案内者から座るように勧められた場合は、

入り口に近い席に浅く腰掛けて待ちます。 

先方が見えたら立ち上がってあいさつし、「どうぞこち

らへ」と上座を勧められたときは、遠慮せずにその席につ

きます。 

 

 

 

議長議長 市役所側 来客側

☆コの字型の会議室 ☆円卓型の会議室 ☆対面型の会議室

来
客
側

市
役
所
側

☆応接室
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 車内  イ 

運転手付の車の座席は、後部座席右が最上席。後部に 3 人座る

ときは、中央が末席になります。助手席も使う場合はここが末席

になります。道案内や支払いなどを担当します。 

 

 

 

 

 

 名刺のあつかい方  (2) 

名刺は相手の顔です。紙片の中にそれぞれの思いが込められていると言ってもよいで

しょう。名刺をいただいたとき、失礼のないよう扱いたいものです。 

 

 名刺交換の基本  ア 

名刺交換は必ず立って行います。 

基本的にテーブル越しには致しません。 

他の人が名刺交換をしている間は立っています。 

名刺を折り曲げたりしない、その場ではいただいた名刺に書き込まない。 

 

 名刺を渡す順番  イ 

基本的には名刺を渡すのも自己紹介も訪問者、もしくは、目下の者から先にします。

ですが、先に渡されてしまった場合、順番にこだわらずに「ありがとうございます」と

受け取り、即座に「申し遅れましたが」と言い、自分の名刺を渡しましょう。同時に受

け渡しの場合は、右手で差し出し左手で受け取ります。 

人が何名かいる場合は上位の者から名刺交換をしていきます。 

 

相

手

市
役
所

部
長

課
長

担
当
者

担
当
者

課
長

部
長

相
手

市
役
所

部
長

課
長

担
当
者

担
当
者

課
長

部
長

部
長

課
長

担
当
者

担
当
者

課
長

部
長

部
長

課
長

担
当
者

担
当
者

課
長

部
長

☆車内

※最後は、担当者
同士が名刺交
換をして終了
です。 
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 名刺の渡し方  ウ 

 (ｱ)  原則は両手で渡しましょう。 

自分の名刺を胸の高さに持ち、相手の胸の高さに差し出します。名刺を渡す際には、

軽くお辞儀をして、「私、須坂市役所の○○課の△△と申します。よろしくお願いします。」

とあいさつをします。 

相手が読める向きに差し出しましょう。 

 (ｲ)  同時に受け渡しの場合（現実的には多いです） 

右手で、お互いに相手の名刺入れに載せるように差し出します。左手で受け、すぐに

右手を添えます。 

 

 名刺の受け取り方  エ 

名刺は相手の分身だと思って丁寧に扱いましょう。原則は両手

で受け取ります。同時交換の場合、一瞬は片手になりますが、す

ぐに両手を添えましょう。 

受け取る際に、相手の名刺の会社のロゴや氏名などを、指で隠

さないように注意して持ちましょう。 

「ありがとうございます」もしくは「頂戴いたします」と言っ

て、恭しく押し頂きます。この時、何度も名刺を上下させている

光景を多く目にしますが、気をつけましょう。 

相手の氏名、所属部署、肩書きなどを確認します。社名や名前の読み方がわからなか

ったら、その場で遠慮なく聞きましょう、後から聞くほうが失礼になります。 

名刺を受け取ったらしばらくは机の上（自分より上座）に置いて、名刺のお名前と相

手を一致させるようにします。その際、相手が複数いる場合は、席の並んでいる順に名

刺を並べておくと良いでしょう。 

しまうタイミングは、名前を覚えたら、資料で机がいっぱいになった、お茶が供され

たなどのタイミングを見計らい、名刺入れにしまいます。辞去するときに慌ててポケッ

トや手帳に挟まないように心がけましょう。 

面接の日時、用件、相手方の印象などの名刺への書き込みは、忚対後に書くようにし

ましょう。（相手の目の前での記入は厳禁！） 

 

 お茶の出し方  (3) 

～ スマートな湯茶接待は、場の雰囲気を和らげます ～ 

美味しくいれるには、煎茶の温度は 80 度くらいが適温です。人数分のお茶碗に少しず

つ、同じくらいの濃さになるように注ぎます。お盆に茶たくとお茶碗を別々にのせて運

びます。これは茶たくにお茶がこぼれないようにする為です。ふきんの用意も忘れない

ようにしましょう。 



 

 

 
32 

 

須坂市接遇マニュアル  

１ ドアノック(3 回)してから「失礼します」と声を掛けてから入室し、軽く会釈をし

ます。 

（会議の邪魔にならない程度） 

2 いったんお盆をサイドテーブルに置きます。(サイドテーブルがないときは、テーブ

ルの下座に置くか、持ったままでもよい) 

3 お客様の上位の方から茶たくを両手で持って、お客様の正面にお出しします。書類

などがある場合、あるいは会議の話の最中であれば、お客様の邪魔にならないところ

から、邪魔にならないところにお茶をお出しします。（下げるときも同順）「どうぞ」

と一言添えて出しましょう。 

4 全員に出し終えたら、お盆を左胸左脇に表が見えるように立てて持ち、お客様に軽

く会釈してから静かに退室します。 

 

 

 物の受け渡し  (4) 

物の受け渡しは、大事にお持ちした意味を込め、ものの向きは自分の向きにお持ちし

ます。相手との距離を測り一度立ち止まり、「お持ち致しました。」と声をかけ、改めて、

向きを相手の方に替え、一歩近づいて、両手でお渡しします。一歩後ろに下がりお辞儀

して、1〜2 歩後ずさりして方向を変え立ち去ります。 

受け取るときも、鷲掴みにすることなく、両手で静かに受け取りましょう。 

相手の顔を見て気持ちを込めて致します。

お茶碗は欠けたり、ひ
びがはいったりしていま
せんか？汚れや茶渋にも
気をつけましょう。

茶たくとお茶
碗は別々に運び
ましょう。

お茶碗の７分くらい
を目安にいれましょう。

ふきんは
忘れずに！

茶碗に絵柄がある場合
は絵柄をお客様に向けて
お出しします。

☆冷たい飲み物

コースターを敷き、そ
の上にグラス・コップ
を置きます。

☆コーヒー・紅茶

カップの取っ手は右側にして、
ソーサーと一緒に両手でお出
しします。スプーンやミルク、
砂糖はソーサーの手前に置き
ましょう。

☆お茶菓子・おしぼり

お茶菓子はお客様から見
て左側に、おしぼりはお
客様から見て右側に置き
ます。
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