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は じ め に

　自治体職員にとって折衝能力は、住民に対して説明責任を果たすうえでも、強く求められて
います。住民との折衝のなかでもクレーム対応は、正直なところ、「楽しくない業務」と考え
ている人がほとんどではないでしょうか。特に最近では価値観の多様化に伴い、行政に対する
クレームも千差万別となり、なかには公平公正の観点からもその期待に応えられないような要
望、主張をする住民も増えてきており、対応に苦慮することが多くなっているのも事実です。
また、その対応を誤ると、気力、体力ともに必要とされることが多く、それにより他の業務に
支障を与えている例が少なくありません。事案の多くは初期対応に問題があることが多いこと
も特徴です。
　そこで、大阪府内 11 自治体から 14 名で構成された「折衝能力向上研究会」を立ち上げ、住
民満足向上を主眼において、業務をスムーズに遂行すべく、基本的な接遇・マナーはもとより、
庁内環境整備・住民サービスのあり方、そして行政事案の多種多様なクレーム、さらには反社
会団体等による行政対象暴力に至るまで、さまざまな事例研究をおこなってきました。
　本書はその研究成果を報告書としてまとめたものです。4 部構成となっており、第 1 章の概
論では、そもそもクレームとは何か、その発生する原因、社会的背景など根底にあるものを分
析し、クレーム対応するうえで必ず押さえておかなければならない基本的な認識について論じ
ました。第 2 章スキル編では第 1 章を踏まえて実際に 1 対 1 においてのクレーム対応について、
技術面を中心に実務に即した内容となっています。第 3 章の組織編ではクレームを個人の問題
として捉えるのではなく、組織として対応することによりあらゆるクレームを解決に結びつけ、
住民の福祉の向上につなげる仕組みを論じます。最後の第 4 章では事例集として 30 のケース
スタディを集録し、問題形式にするなど、より興味を持って理解し易いものとなるよう工夫し
ました。
　いずれの章も共通しているのは、「いかなる場合であっても住民の立場で物事を考え、そし
て行動する」ということです。これが、行政と住民との信頼関係を築くうえで非常に重要な視
点になることを「クレーム対応」という側面から本書をすすめていきます。行政不信といわれ
て久しいですが、今こそ、クレーム対応を通じて住民から信頼を得られる行政へと生まれ変わ
るチャンスと捉え、行政と住民とのより良い関係を目指して本書を活用していただければ、幸
いです。
　最後に本研究会でご指導いただきましたアイベックビジネス教育研究所の関根 健夫先生、
鈴鹿 絹代先生、先進事例視察を快く受け入れてくださった各団体様、そして運営面でサポー
トいただいたマッセ OSAKA（おおさか市町村職員研修研究センター）の皆様に心から感謝い
たします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 23 年 3 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　折衝能力向上研究会研究員一同
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第 1 章　概論

１．クレームとは何か

（１）本書におけるクレームの定義

　クレームとは、原義では「要求」や「正当性の主張」とされていますが、日本においては
一般的に「苦情」を意味し、マイナスのイメージに捉えられています。また、単なる「苦情」
にとどまらず不当な強迫行為として捉えられている場合もあり、この言葉には、多種多様な
意味が含まれています。
　そこで、本書におけるクレームの定義を決めるため、まず「クレームとは何か」について
考えていきます。
　そもそも、なぜクレームは発生するのでしょうか。クレームが起こる場面に必ず存在する
ものがあります。それは「サービス」です。サービスとは、「お客さまに効果や満足などを
提供する無形の財」のことを指し
ます。
　そしてお客さまにサービスを提
供する時、または提供した後に
サービスに何らかの不具合が生じ
る、または不具合がなくても何ら
かの原因で不満を感じることによ
りクレームは発生します。どちら
の場合においても、「サービスに
対する不満」をきっかけとしてお
り、ほとんどのクレームはこの感
情から発生しています。
　たとえば、案内表示がわかりにくい、説明が不足していることなどによって、誤解や勘違
いをさせてしまうことから発生したクレームも、起因は「サービスに対する不満」です。
　また、近年では金品を受け取ることを目的とした悪意をもったクレームも発生しており、

「サービスに対する不満」という感情だけではない場合もあります。しかし、この場合にお
いても「サービスに対する不満」があることを演じているという点からいえば、起因は「サー
ビスに対する不満」であると言えます。
　このことから、本書におけるクレームとは「サービスに対する不満」から起こる改善を求
める提案や意見を含む主張や要求だけではなく、違法行為を含んだ悪意をもった要求など、
全ての主張や要求のことと定義します。また、自治体に寄せられるクレームは、住民以外か
ら受ける場合も多くありますが、本書では「住民」と表現します。また、接遇やマナー等の
説明の際には、「お客さま」という表現を使用します。
　さらに、クレーム対応の必要性や方法を述べるにあたり、クレーム対応の不備などを原因
として、本来の目的から違う目的へと発展してしまったクレームのことを「二次クレーム」、
暴力行為など違法行為を伴うクレームのことを「ハードクレーム」と定義したうえで、「クレー

期待 現実

ギャップ ⇒ 不満
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ムをまずしっかりと受け止め、住民満足の向上につなげる。二次クレームを防ぎ、ハードク
レームには屈しない。」
　本書では、そのために必要な手法について、それぞれの段階に応じて述べていきたいと思
います。

（２）クレームの社会的背景

①消費者社会とクレーム
　戦後の日本では、物不足の時代が長く続いていました。当時は、商品（サービス）があ
るということ自体が「満足」につながっており、商品（サービス）の不備に対する「不満」
は生まれにくく、また「不満」があったとしても生産者（売り手）側に主導権があったた
め、表面化することはなく、法的な側面から見ても消費者を守るといった主旨の法律はあ
りませんでした。その後、高度経済成長を迎え、豊かになるにつれて、消費者の権利を守
るという風潮が広がりました。
　米国では 1962 年（昭和 37 年）にケネディ大統領が消費者保護特別教書の中で「安全の
権利」「知る権利」「選ぶ権利」「意見を聞いてもらう権利」という消費者の四つの権利を
提唱しました。それが、日本にも大きな影響を与え、1968 年（昭和 48 年）に消費者保護
基本法（2004 年に「消費者基本法」に改正）が施行され、その後、消費者を守るための
さまざまな法律が施行されるに至りました。こうした時代の流れを受けて、1970 年（昭
和 45 年）に特殊法人
として国民生活セン
ター（現在は独立行
政法人国民生活セン
ター）が設立され、都
道府県及び市町村には
消費生活センターが開
設されたことにより、
消費者保護の意識が全
国に広がりました。ま
た、国もこれまでの生
産者側にたった行政を
改める必要があるとして 2009 年（平成 21 年）9 月に消費者庁を新たに創設し、消費者・
生活者の立場に立った行政機関が誕生しました。こうした環境整備により「サービスに対
する不満」が軽視されることは減少しました。その一方で、経済至上主義が一段と進展し
た 1980 年代以降、サービス提供者である企業は、業界内での生き残り競争が激化するな
か、「お客さまは神様です」という言葉からも伺えるように、CS（顧客満足：Customer 
Satisfaction）を標榜し、生き残るために、いかにして顧客を満足させて、利益をあげる
かということに重心を置くことになりました。一方、消費者は「対価を払ってサービスを
受ける」という意識を強く持つようになり、この結果サービスを提供する側、される側の
双方が、より高水準のサービスを追求することとなり、その過程においてクレームも複雑
多様化していくことになりました。

　　消費者保護に関する法律等の歴史

1968 年（昭和 43 年）　　「消費者保護基本法※」
1994 年（平成 6 年）　　「製造物責任法（PL 法）」
2000 年（平成 12 年）　　「消費者契約法」
2009 年（平成 21 年）　　「消費者安全法」
2009 年（平成 21 年）　　消費者庁設置
※ 2004 年（平成 16 年）「消費者基本法」に改正
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②情報化社会とクレーム
　これまでクレームを伝える手段は、企業が設置したサポートセンターへ電話するしかな
く、多くの時間や費用がかかってしまうことでクレームを言うこと自体をあきらめたり、
他の消費者へそのクレーム内容が広く伝わることはありませんでした。
　しかし、近年におけるインターネットや携帯電話の急速な普及により、クレームを伝え
る手段が増加し、クレームの情報が広がるスピードも急激に上昇しました。そのため、企
業にとってクレームは消費者のニーズを知り得る「宝」でもあり「脅威」にもなったのです。
代表的な例として、1999 年に起こった「東芝ビデオ修理クレーム事件1」が挙げられます。
　これは、担当者が通常対応が困難な事例であると誤った認識を持ったことで起こりまし
たが、男性がインターネットという新しい媒体を活用して、録音した東芝とのやり取りを
公表したことによって、この事件が全国に知れ渡りました。特にそのやりとりの中で東芝
側担当者が使った「クレーマー」という言葉が「クレーマー＝理不尽な要求をする人」と
いう今日のイメージをもたらす要因となっています。
　2009 年度（平成 21 年度）の国民生活センター発表「PIO-NET2 にみる消費生活相談の
概要」によると、アフターサービス、販売時の接客対応に関する相談が近年増えており、
過去最高の 114,647 件という相談件数になっています。このことからも、時代の流れの中
で「クレーム」は日々変化し、さらに範囲を広げていることが読み取れます。

　

　

1　ある男性が購入した東芝製ビデオデッキでテープを再生した際、画面に白いノイズが出たため、修理を依
頼しましたが、修理内容に納得できなかったので事情説明を求めたところ、部署をたらい回しにされた挙
げ句、通常対応が困難な総会屋などを主に担当する警察官OBによって構成された東芝本社の「渉外監理
室」に回され、暴言を浴びたという事件です。（参考：日経BPネット）

2　国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワークシステムのこと。同センターと全国の消費生
活センターを専用回線で結び、消費生活に関する情報を収集・活用する。

2009 年　PIO-NET にみる消費生活相談の概要より
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③ストレス社会とクレーム
　①②では、主に生産者（企業）、消費者との関係におけるクレームの背景を述べてきま
したが、少し視点を変えて、現在、個人がおかれている社会状況からクレームの発生する
要因を考えたいと思います。現代社会は「ストレス社会」と言われるほど、人はさまざま
なストレスを抱えて生きています。特に 2000 年以降の「格差社会」の進行が深刻な影を
落としています。自己決定・自己責任の時代と言われ、企業ではグローバル化による合理
化がすすめられ、正規社員になれず、やむを得ず非正規社員として働く人が増大するなど、
経済的な格差が広がっています。いわば、サバイバル競争の様相を呈しており、多くの人
が将来に希望を見出せない社会となりつつあります。このような閉塞的な社会においてさ
まざまな歪みが生じています。
　例えば、自殺者の増加です。過去 13 年連続 3 万人を超えるという異常事態となっており、
対策が必要となっています。また、生活保護受給者が増大していますが、その中でも特筆
すべきは、働く能力があるにもかかわらず、仕事がないため受給しているケースが増えて
いるということです。一方、子どもを虐待する親が後を絶たず、児童相談所に寄せられる
児童虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっています。その背景に経済的な要因
が少なからずあると言われています。
　社会全体が心の余裕を失いつつある状況においては、“人”の受容する心が狭まってし
まい、ささいなことに対してもクレームが発生するひとつの要因となっているのではない
でしょうか。

④個人主義社会とクレーム
　人は社会生活を営むうえで、「地縁」、「血縁」、「社縁」の 3 つの縁があると言われています。

「地縁」とは地域との繋がりのことですが、今、それが弱まっていると言われています。元々、
日本社会は農耕社会であり、地域の人々と助け合わなければ生活が成り立たないほど地域
とのつながりが不可欠でした。ところが、戦後、都市化により、その繋がりがなくても生
活ができる社会となり、生活していくうえで必要のない（と考える）地域の繋がりをでき
るだけ避けるようになりました。
　これを表している 1 つの例として自治会・町内会への加入率の減少傾向が続いています。
　次の「血縁」について言えば、核家族化が進んだことにより、親族との繋がりは希薄と
なり、最近では、「無縁社会」という言葉が表しているように、最小単位である核家族の
なかの繋がりも疎遠になる傾向があります。「社縁」とは会社との縁のことで、かつての
日本は終身雇用制度のもと、欧米諸国と比べて、所属している会社との強い繋がりがあり
ました。しかし、2000 年以降、その終身雇用制度の崩壊や前述の非正規雇用の増加など
により、そうした縁も弱くなっています。
　前述の東芝クレーマー事件により「クレーマー」という言葉が定着し、時期を同じくし
て「ジコチュー（自己中心的で周りを顧ない人）」という言葉が流行し、2000 年代中盤以
降「モンスターペアレント・ペイシェント（学校や病院など公共施設で理不尽な要求を繰
り返す人）」がクローズアップされるなど時代が進むにつれて、クレームの性格もエスカ
レートしているようにみえます。このような人たちが登場する背景のひとつに、これらの

「縁」を絶つ、あるいは絶たれることにより、周りに対して無関心を生み出し、自分さえ
よければという個人主義（利己主義）の風潮が根底にあるのではないでしょうか。
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⑤行政不信とクレーム
　行政に対するクレームも複雑多様化しています。そこには少なからず、行政に対する不
信が存在します。その原因をこれまで述べてきた社会的背景と関連付けて考えたいと思い
ます。まず、①の消費者社会との関係においては、企業のみならず行政においても「対価（税
金）を払ってサービスを享受する」という意識が浸透していきました。これに対し、次項

「行政サービスの特性」で詳しく述べますが、行政は企業と違い、市場原理が働かないサー
ビスを基本としているため、コスト意識の欠如、融通が利かない、横柄な態度など、依然
としてお上意識から抜け出せない体質に要因があるといえます。②の情報化社会では、記
憶に新しいところで、消えた年金問題や公務員の飲酒運転事故などの不祥事をマスコミ等
で大きく取りあげられました。公務員に対して厳しい目が向けられています。③のストレ
ス社会では、社会の構造が変化しているなかにおいて、公務員の身分保障や給与など労働
環境が民間との格差として表れるようになり、不公平感を生み出している点などがあげら
れます。以上のように、これまで述べてきた社会的背景が集約される形となって行政への
不信に繋がっていると言えそうです。
　われわれ自治体職員を取り巻く環境は、バブル経済崩壊後、経済が停滞し、これま
　　での国主導の画一的な政策が行き詰まりをみせるなか、地域のことは地域で行なう「地
方の時代」を迎えつつあります。自立した自治体を目指すにあたり、まず、住民からのク
レームの一つひとつを真摯に受け止め、行政に対する不信を取り除く努力をしなければな
りません。そのうえで、住民との新たな関係づくりを模索しなければならない時期にあり
ます。今こそ、職員一人ひとりの意識改革が必要となっています。

２. クレームの原因を考える
　
　民間企業では「クレームは宝の山」と言われています。クレームの中からビジネスチャンス
を掘り起こし、事業を発展させることもあれば、クレーム対応に失敗したために悪評が広まり、
事業継続が困難になることもあります。
　企業活動を持続・発展させるためには、商品競争力を高めることも必要ですが、企業の知名
度やイメージ、口コミなどによる評判も大きく影響を与えます。最近では、ブログやツイッ
ターなど情報伝達技術の発達により、誰でも手軽にいつでも情報を発信することができるよう
になったことで、これらが企業に与える影響がますます強くなっています。
　しかも、前述の東芝の事件では、インターネット上に流された両者のやり取りが、インター
ネット上に存在し続け、現在でも聞くことができます。一度流れた「情報」は回収することが
できないのです。
　「クレームのつけ方」でインターネット検索をしてみると、万単位の件数でヒットします。
また、クレームをつけるためのマニュアル本も発行されるなど、悪意のクレームを言ってくる
のは決して一部の人だけではなくなっています。
　だからといって、行政に寄せられるクレームには、はじめからから悪質であるケースはごく
一部で、ほとんどのクレームは悪意のないものです。当初は窓口で「ちょっと問い合わせたつ
もり」のものが、対応した者の態度や処理の仕方によってクレームにつながっているケースも
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見受けられます。クレームの初期対応次第では二次クレームや、さらには訴訟問題にも発展し
たりすることがあります。そして、それが行政不信へとつながっていくのです。

（１）行政サービスの特性

　行政に寄せられるクレームを理解するために、まず行政サービスの特性について触れてお
きたいと思います。行政サービスには、次の 4 つの特性を挙げることができます。

①非営利性
　行政サービスの目的のひとつに公共の利益を追求することが挙げられます。そのため、
多くの事業は社会的に必要性は高いけれども利潤が得られないなどの理由から企業では取
り扱わない非営利的なサービスを行っています。
　しかし、業務にかかる費用は税金で賄っており、かつ利潤を上げることを直接の目的と
していないため、「コスト意識が低い」、「能率が悪い」「役所はのんびり仕事をしている」
と批判を受けることがあります。

　
②公平性
　「公務員は全体の奉仕者」（地方公務員法第 30 条）であるため、特定の人に有利または
不利に働くことがないように心掛けなければなりません。また、法令に基づいて仕事を行
う（地方公務員法第 32 条）ため、「法令に従っていれば十分」「行政側には非がない」と
考えてしまう傾向があります。
　確かに誰に対しても同じ対応をすることや法令に従うことは大切ですが、それにより「融
通が利かない」「前例踏襲主義」と批判されることがあります。

　
③独占（寡占）性
　企業の場合、他社との競争関係にあり、どの企業のサービスを受けるかどうかは個人の
選択に委ねられますが、行政の場合は、独占（寡占）的に行う業務が多く、住民の選択の
余地は多くありません。そのため「サービス精神が低い」といった批判を受けることがあ
ります。

　④権力性
　業務によっては法令に基づく強制力を持っていることがあり、住民の意思に関係なくそ
の強制力が行使されることがあります。例えば納税の義務を果たさない場合には、差押さ
え等の権力行使などが挙げられます。そのため、法令に基づいて強制力を行使することが
高圧的と取られることがあります。

　
　このように行政サービスの特性によって起きやすい「クレーム」を理解しておくと、クレー
ム対応の際に相手の感情を理解しやすいのではないでしょうか。
　そして、これらの特性を理解したうえで、クレームの原因は自分自身の態度や言動にある
かもしれないと振り返ってみることが大切であり、それが今後のクレーム対応につながりま
す。
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（２）行政と住民とのギャップ　

　「１．クレームとは何か」でクレームはサービスに対する期待と現実のギャップから発生
すると言いましたが、行政の特性から発生するクレームには、住民と行政の意識、知識の
ギャップが根底にあると言えそうです。ここではもう少し具体的にクレームが起きる原因と
住民心理について考察したいと思います。
　まず、「意識」の違いとしては、行政側は「住民全体に、公平・正確・統一されたサービ
スを提供すべきである」と考えているのに対し、住民側は「行政は住民のためにあるのだか
ら、住民が困っている時はなんとかするのが当然」と考えています。
　「知識」の違いとしては、行政側は「相手もこれくらい知っているだろう」と思い、説明
不足になってしまったり、職員それぞれの知識の違いにより、統一した対応が取れない場合、
クレームが起こる可能性があります。住民側としては行政担当者ほど専門知識がないため、
自分の判断や間違った知識などにより認識のずれが生じてしまい、結果として「役所は聞い
たことに対してしか教えてくれない」というクレームに繋がる可能性があります。
　これらの原因で発生するクレームを減らすためには、まず、職員各自が常にそのことを認
識して、クレームの原因を放置しておかないことが大切です。クレームの原因は「相手の勘
違い」かもしれませんが、勘違いするに至った原因は何か、改善すべき点はあるかというと
ころまで踏み込んで考えない限り、クレームは減らないのではないでしょうか。クレーム対
応はいわゆる「対処療法」であり「応急処置」なのです。病気で例えるなら、風邪を引いた
ので風邪薬を飲んで風邪は治った、というのが「クレームに対応した」ということです。し
かし、今回の風邪は治ったかもしれませんが、風邪を引くことになった原因である不規則な
生活や偏った食生活などを改善しないことにはまた風邪を引くことになります。
　職員アンケートによると、クレームの原因の多くを相手側にある（アンケート問 4 参照）
と思っている傾向が見られます。
　原因が相手方にあると思っている以上、なぜこのようなクレームが発生したのかといった
考察がなされていない可能性が高いと思われます。　

（３）だからクレームがこじれてしまう　

　クレーム対応をしていてなぜかこじれてしまうという経験はないでしょうか。なぜクレー
ムはこじれるのかを考えていくと、その原因の多くは初期対応の失敗にあると言えます。
　消費生活センターに持ち込まれる苦情の大半は企業の対応の悪さ、返事の遅れ、無回答、
説明不足、知識不足となっています。いずれも初期対応次第では、センターに持ち込むほど
のクレームにはならなかったはずです。
　しかし、行政には、難解な制度や、同じような制度にもかかわらず所管が違う場合なども
数多くあります。また、住民は、行政の全ての業務内容を把握しているわけではありません
ので、当課所管のクレームだと思って話を聞いていたけれどもよくよく聞いてみれば違う課
の所管だったというように、結果的に部署をたらい回しにしてしまうことがよくあります。
　一方、先ほど自治体職員は、クレームの原因の多くを「相手」に求める傾向があると述べ
ましたたが、裏を返せば「自分は悪くない」と思っているということです。自分（又は行政
側）が悪くないと思っている場合、相手のミスや勘違いを指摘するような対応をしがちです。
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　仮に相手にミスや勘違いがあった場合、その場で相手が自分の勘違いに気づいて理解して
くれるのであれば良いですが、多くの場合、理解を得られず「二次クレーム」に発展してい
ます。もし、住民のミスや勘違いを指摘するならば、相手の尊厳を傷つけないように「クッ
ション言葉」などを使用するなどの配慮をする必要があります。また、たとえこちらに非が
ないとしても、「ご不快な思いをさせて、申し訳ありません。」と相手を不快な気持ちにさせ
てことに対して謝罪します。（第 2 章スキル編参照）
　いずれにしても、本当にこちらに非がないのか、説明不足やわかりにくい表現などはない
かなど、何度も同じクレームを受けるようならば、現状を考え直す必要があるでしょう。　

（４）ハードクレームに対する対応

　しかし、残念ながらそれだけでは解決できないクレームもあります。近年増加しつつある、
いわゆる「ハードクレーム」です。
　「ハードクレーム」とは、暴力行為や威圧行為、脅迫行為などの違法な手段を用いて要求
を通そうとするクレームのことを指します。職員アンケートによると、多くの職員がクレー
ム対応の際、「怒鳴るなどの暴力行為」を受けたことがある（アンケート問 7 参照）と答え
ています。
　このような場合、相手は強い不満を持っているため、興奮のあまり大きな声を出したり机
を叩いたりすることがあるかもしれません。しかし、多くの場合、傾聴を心がけ、説明を重
ねることで態度が軟化します。このため、これらのすべてをハードクレームと片付けるので
はなく、なぜその要求をしているのかを探り、原因を突き止める必要があります。
　しかし、どの程度から暴力行為や威圧行為、脅迫行為であると感じるかは個人差がありま
すが、さまざまな手段・方法を駆使して何とか要求を通そうとする人がいるということは確
かです。
　住民の要望に応えることがクレーム対応ですが、説明を重ねても理解が得られず、受け入
れがたい要求を繰り返す場合には毅然とした対応を取るということもクレーム対応です。相
手の強硬な姿勢に押され、安易に例外的な要求を認めてしまうと、そこからなし崩し的に要
求が続き、最終的に大きな問題に発展することも少なからずあるのです。
　また、ハードクレームに関しては個人での対応では限界がありますので、組織として対応
しなければなりません。組織的な対応をしている例として、埼玉県深谷市があります。深谷
市では生活保護費の不正請求をきっかけに、行政監察室を設置し、現在は不当要求行為に対
する組織的対応に全庁を挙げて取り組んでいます。また、神奈川県相模原市では、保健所に
精神保健相談として寄せられる「近隣苦情」の対応に追われ、職員が疲弊していく現状を打
破しようと職員で検討チームを結成し、2 年をかけて組織として対応する仕組みを作り上げ
ていきました。
　しかし、残念ながら「クレーム対応」に組織を挙げて取り組んでいる自治体は非常に少な
いのが現実です。ゴネ得を許すことは、公平性を確保できず、大半の住民に不利益を与える
ため、「役所はゴネれば通る」と思われてはなりません。社会秩序や法を遵守するためにも、
個人として、組織としてクレーム対応能力を高める必要があります。
　ハードクレームに対する対応の具体的な方法については、「第 3 章クレームを活かす組織」
で詳しく述べたいと思います。
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（５）クレーム対応に必要なポイント

①相手が求めているもの　～「心理的ニーズ」と「実質的ニーズ」
　クレームには、『心理的ニーズ』と『実質的ニーズ』という大きく分けて二種類のニー
ズが含まれており、まずそのニーズを見極める必要があります。
　『心理的ニーズ』とは「自分の心情や自分の立場、状況に対する不満や不愉快な気持ち」
を解決してほしいという要求であり、『実質的ニーズ』とは「自分の目的や用件の未達成」
を解決してほしいという要求を指します。しかし、両方のニーズが混在している場合も多
く、クレームを言っている本人も明確に自覚してない場合があります。
　「精一杯対応しているのに、ちっとも相手は納得してくれない、理解してくれない」と
いう経験をお持ちの方は多くいらっしゃると思いますが、対応する側は、相手のこうした
二つのニーズを見極めることが必要です。
　クレームに関する職員アンケートにおいて、クレーム対応の際に困ることとして「相手
が説明を聞かない」という回答が最も多く（アンケート問 7 参照）、これは相手のニーズ
にこちらの対応がかみあっていない可能性が高いと思われます。
　わかりやすくするために、例を挙げてみます。喫茶店で店員にコーヒーをこぼされ、洋
服を汚されたとします。普段着を着ていたのであれば、店の人の「申し訳ありません。」
という謝罪と「熱くなかったですか。」などの気遣いや対応によって「どうせ家で洗濯す
れば済むし、いいか」と思うこともあるでしょう。
　では、これが今から披露宴に出席するところだったらどうでしょうか？「申し訳ありま
せん。やけどはされていませんか。」とどんなに誠意をこめて謝罪されても「まあいいか」
とは思えないでしょうし、「クリーニング代を出します」と言われても同じです。なぜなら、
この時の関心事は「披露宴に出席すること」ですので、「披露宴に出席できるような代わ
りの服」を提供してもらうか、「披露宴に出られるように今すぐにこの服をきれいにして
もらう」ことが求められているのです。「クリーニング代」はその次の話であり、この場
合では適切な対応ではないのです。
　つまり、相手が問題の解決を求めているのか、感情の解決を求めているのかを判断して、
対応を変える必要があるのです。そのためには、相手のニーズを把握し、クレームの本質
を見極めることが不可欠です。

　
②相手の「気持ち」を受け止める
　先ほどの「心理的ニーズ」と「実質的ニーズ」は、「積極的に対応し解決を図らなけれ
ばならないもの」、「対応は必要だが、解決できないもの」と言い換えることができます。
　例えば、間違えて納税通知を送ったなど行政のミスや不手際が原因のクレームなどは、
前者に当てはまります。住民に迷惑をかけたことに対して謝罪することは当然であり、な
ぜミスが起こったのか、チェック機能は働かなかったのかなどの原因を探り、今後同じよ
うなことが起こらないように改善することが必要です。
　一方で後者の場合には、国や府などの制度に関するクレームなどが当てはまり、クレー
ムを言う側の気持ちはわかっても、どうしようもないものが多くあります。「そんなこと
私に言われても、法律で決まっているのでどうしようもありません。」というのが対応者
の正直な気持ちでしょう。
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　職員アンケートでは、「市町の制度や手続きに関するクレーム」を一番多く受ける（ア
ンケート問 3 参照）という回答となりましたが、そのクレーム対応の際に「決まりであり、
行政に落ち度はないので、理解して引き下がってくれ」という対応をしていては、相手の
感情を受け止めることはできません。
　市町村は施策を直接実施する機関ですので、住民から国や府の施策についてのクレーム
を受けることがあります。
　例えば、2008 年（平成 20 年）4 月に後期高齢者医療制度が発足した当時、制度に関す
るクレームが多く自治体に寄せられました。「制度の説明がわかりにくい」といった内容
であれば、職員の努力で解決できるところもありますが、「75 歳で区切るとはけしからん」
といった制度そのものに関するクレームなど、「制度」そのものを変えることには対応で
きません。
　私が以前、後期高齢者医療制度を担当していたとき、窓口で制度に関するクレームを受
けた際に、厚生労働省がこの制度についてパブリックコメントを募集していることを紹介
したところ、多くは「いやそこまでする気はない」とか「あんたが聞いてくれたからそれ
でいい」と言って帰られ、「是非そうする」と答えた方はいませんでした。
　つまり、クレームを言っている側も役所に言って制度が変わるものではないことを承知
しているのです。「制度を変えたい」のではなく、「私の憤懣やるかたないこの気持ちを受
け止めてくれ」と言っているのです。
　解決できないことはお互いわかっているのですから、この場合も解決することではなく、
相手の感情を受け止めることが大切なのです。　

（６）クレーム対応はなぜ必要か。

①住民のためのクレーム対応
　自治体は住民のために存在し、目的は公共の利益の追求にあります。少ない財源で、よ
り効果の高い施策を展開しようと思えば、住民ニーズを把握し、住民目線で考えることが
要求されます。
　クレーム対応力を高めることによって、クレームに潜む住民ニーズを敏感に感じ取るこ
とができるようになり、それを何らかの形で改善につなげることができれば、住民満足の
向上につながっていくのではないでしょうか。
　例えば、「手続き書類の字が見にくくて書きにくい」という高齢者からのクレームがあ
れば、「書類のフォントを少し大きくする」といったような改善や、様式の変更ができな
いなら「高齢者が手続き書類に記入しやすいように窓口に老眼鏡を設置する」といった改
善でも良いのです。何も大げさに考える必要はなく、住民の声に耳を傾け小さな改善を積
み重ねることによって、住民満足の向上につながっていくはずです。
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コラム　「住民の声を聞く」取り組み事例

　
　クレームに限らず、パブリックコメントや公募など住民の声を施策に反映させる試
みは色々あるかと思いますが、実際のところ、「中々意見が集まらない」や応募いた
だけるのは「いつも同じ顔ぶれ」というのが正直な感想ではないでしょうか。
　「住民の声を聞く」、「潜在的ニーズを探る」…文章で言うと簡単ですが、では実際
にどうしたらよいのでしょうか？いくつかの取り組み事例を紹介したいと思います。

【無作為抽出・住民討議会】神奈川県茅ヶ崎市、埼玉県飯能市など
　住民基本台帳から無作為に抽出した住民に対し、事前に示された課題などについて、
話す討議会に参加を呼びかける通知を送付する方式。
　これは、1970 年代にペーター・C・ディーネル氏（ドイツ・ヴパタール大学名誉教
授）が考案した「プラーヌンクスツェレ」という住民参加の手法を、日数や討議時間
などをコンパクトにしたもので、これまで行政に対して働き掛けはなかったが、行政
のことに関心がある住民の参加が期待される。

【住民パブリックインボルブメント】千葉県流山市、鳥取県米子市など
　公募しても実際に参加するのはいつも同じ顔ぶれで、公募委員も他の市民からは、

「住民の信託を受けたわけではない」と言われる。
　そのため、公募委員が街に出て、住民の話を聴き、意見を反映させることで公共性
を獲得していく方式。
　「地域住民、事業者、関係団体など」＝（パブリック）
　「巻き込む、仲間に入れる」＝（インボルブメント）
　

【オープンスクエア】神奈川県小田原市
　在住・在勤・在学の市民が、誰でも自由に参加し、議論できる方式。

　
　

②自分のためのクレーム対応
　クレームが発生すると、その対応に時間と労力を消費することとなります。クレーム対
応に追われ続けると、本来の業務に支障をきたすこともあるでしょう。さらには業務過多
やストレスから心身に変調をきたす可能性もあります。過剰に心理的負荷が掛からないよ
うにするためには常日頃からクレーム対応における心の準備が必要です。
　そもそも、行政の活動に対して、住民がどのように感じるかは主観によるところが大き
いため、どのような場面でもクレームは起こりえます。また、クレーム自体は、行政に向
けられたものであって、あなた自身に向けられているわけではありません。
　このことを踏まえて、クレームを避けようとするのではなく、客観的に「受け止める」
という心構えを持つことで、クレームに対するイメージが変わり、ストレスも軽減される
のではないでしょうか。
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　また、クレーム対応に必要なスキルは他の場面でも活用できることがあります。
　例えば、財政担当と各課との予算折衝や、人事担当と各課との人員要求の折衝を思い浮
かべてみてください。担当課は、担当課側の論理として現状を説明し、必要と考える要求
を提出します。それを査定する側は、査定する側の論理で査定することになります。
　担当課の要求を退けた際に、「現場のことを知りもしないで、カットするなんて」とい
う不満やわだかまりが残るようならば、担当課は自分たちの思いを十分に受け止めても
らっていないと考えていることになります。クレーム対応の時と同じような構図がここに
あります。
　このように、内部業務を円滑に進めるためにもクレーム対応で培われた能力は役立ちま
す。
　クレーム対応の基本は「対話」であり、人と人とのコミュニケーションです。「説得」やディ
ベートのような「勝ち負け」といった一方向的な流れではなく、相手の状況、要求、心情
を理解し、こちらの状況を説明することです。自分の伝えたいことを相手にわかりやすく
伝える能力が必要となりますので、クレーム対応に必要な能力は日々の業務にも必要な能
力と言えるのです。
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３．「クレーム」に関する職員アンケートについて

　2010 年（平成 22 年）12 月に府内 9 自治体の職員を対象に、「クレーム」に関する職員アンケー
トを実施したところ、1,599 人から回答をいただきました。
　アンケートの集計結果をもとに、行政に対する「クレーム」を職員がどのように考えている
のかについて考察します。
　
　　　アンケート参加自治体と回答者の内訳

　
　この職員アンケートは、原則として管理職を除く係長級以下の全職員（非常勤・アルバイト
等除く）を対象として実施しました。
　回答期間が約 10 日間と短く、年末の多忙な時期に実施したにもかかわらず、1,599 人の方か
ら回答を得ることができました。
　回答者の勤続年数をみると、1 ～ 5 年目の職員数が 6 ～ 10 年目の職員数の約 2.6 倍となって
います。これは、近年の団塊世代の退職に伴う新入職員の増加によるものと思われます。
　そのため、多くの自治体では、職員の平均年齢が下がっており、知識・経験の浅さによるク
レームの増加が懸念されます。　
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問１　現在所属している課（あるいは部）の業種は、次の選択肢のうち、どれに該当しますか。

　「福祉・民生」には、福祉担当課や戸籍・住民票担当課、国民健康保険担当課など所属職
員数が多い部課が含まれており、全体の約 4 割を占めています。
　「財政」には、同じく職員数が多い税務（課税・徴収）担当課が含まれているため、職員
数が多くなっています。
　「その他」には、行政委員会や水道局、図書館、消防、議会事務局などに所属している職
員が含まれています。
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問２　現在所属している課（あるいは部）における住民からの「クレーム」の発生頻度につ
いて、あなたは多いと思いますか。

　このアンケートでは、「クレーム」とは何かを定義せず、個人の主観で「クレーム」と思
うものを思い浮かべて答えていただきましたので、個人では解決できないような困難事例だ
けではなく、質問や問い合わせ、相談から生じたちょっとしたトラブルも、「クレーム」に
含まれています。
　結果として、「クレーム」の発生頻度が多い（はい）と答えたのは 1,599 人中 642 人で、
全体の約 4 割の職員でした。
　福祉・民生部局や財政部局のうち特に税務部門では、半数以上の職員が「クレームは多い」
と回答しており、逆に総務部局や企画部局では、9 割が「クレームは少ない（ない）」と回
答しています。これは、住民と接する頻度が影響していると思われます。
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問３　現在所属している課（あるいは部）で、あなたが受ける住民からの「クレーム」の内
容はどのような種類が多いですか。（複数回答可）

　「市町の制度や手続きに関するもの」が最も多い回答となりましたが、「相手の勘違いや不
備によるもの」とあわせて、現行の周知方法の見直しや解説手引の作成など、組織として「ク
レーム」を減らすために取り組むべき課題があると言えます。
　次に「担当部署（市町）では対応・解決できないもの」が続いていますが、「国の制度な
のでわからない」や「ここでは対応できない」といった対応をするのではなく、住民に身近
な自治体として、日頃から国・都道府県の制度や他市町村の動向にも注意を払い情報収集し、
一歩進んだ住民対応を行うことが、「住民から信頼される組織」につながると思われます。
　「職員の接遇や説明の仕方に関するもの」が意外と多い結果となりましたが、接遇や制度
説明は日常的に取り組んでいかなければならない課題であり、減らすことのできる「クレー
ム」です。自身の接遇や説明に問題があるなら、OJT などにより組織的に取り組んでいか
なければなりません。
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問４　あなたが受ける住民からの「クレーム」の原因は何だと思いますか。（複数回答可）

　「悪意はないが、相手の勝手な言い分」と「相手の勘違いや思い込み」の回答が圧倒的に
多い結果となりましたこれは、「クレーム」の原因が、自分ではなく、他者に求める傾向が
あると思われます。
　説明不足などにより、住民の「勘違い」を引き起こしていないかどうか、一度検証する必
要があります。まずは「相手の言い分」を「勝手な言い分」と決め付けず、しっかりと「聴
き」、要求が何なのかを見極めることが大切です。
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問５　あなたは、住民からの一般的な「クレーム」が発生したときに、多くの場合どのよう
に対応していますか。

　「個人で解決してから、必要と判断したものは上司などに報告する」と「上司などに報告・
相談し、判断を仰ぐ」にほぼ二分される結果となりました。
　この設問では、一般的な「クレーム」（日常的によく起こるクレーム）を想定していまし
たので、毎回上司などへの報告・相談を行うことは、現実にそぐわないのではないかと感じ
ますし、個人で解決した後に「必要と判断したもの」を上司に報告することは、個人の力量
によるところが大きく、組織的対応に則していません。
　同僚で情報を共有し、均質な対応を心がけることや、報告書を作成し、今後の対応に活か
していくことが必要です。
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問６　所属する部署でクレームが発生した際、部署内の環境をどのように感じますか。

　「上司・同僚が呼べば同席してくれる環境である」または、「上司・同僚が自発的に同席し
てくれる環境である」という回答が大半であり、多数の職場で良好な職場環境を保っている
と思われます。
　しかし、「上司・同僚を呼んでも同席してくれない場合がある環境である」、「基本的に個
人での対応が強いられる環境である」という回答があり、組織的対応の在り方を考えなけれ
ばならない職場も見受けられました。
　組織的対応には、上司や同僚との信頼関係が必要不可欠です。
　個人での対応を強いられる職場とならないよう、どのような対応をしたのか、なぜクレー
ムが起こったのかなどの情報を職場内で共有し合うことから始めてみてはいかがでしょう
か。
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問７　あなたが「クレーム」対応をしている際に、よく困ることは何ですか。
　　　（複数回答可）

　「相手が説明を聞かない」が半数以上の方の意見として挙がっています。
　相手に話を「聴かせる（伝える）」技術を学ぶ必要があります。また、相手は何を伝えよ
うとしているのかを「聴く」技術も必要です。
　そして、特筆すべきことは 425 人もの職員が「怒鳴るなどの暴力的行為」を受けた経験が
あると回答していることです。程度の差はありますが、怒鳴るなどの威圧的なクレームが日
常的に起こっている可能性は否定できません。
　これらに対応するためには、相手の感情を静める環境を整え、気持ちを落ち着かせ、話を
聴くためのスキルを学ぶ必要があります。
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問８　現在所属する課（あるいは部）における住民からのクレーム対応についてどう思いま
すか。

　

　「改善すべき点が多くある」「改善すべき余地がある」を併せて半数を超える回答となりま
した。
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問８－２　問８で１・２に回答いただいた方に伺います。改善すべきと思われる点はどのよ
うなところですか。（複数回答可）

　問８で、所属部課に改善点があると感じている方に対して、現状の問題点について、調査
を行いました。
　その結果、「クレーム対応を個人の技量、経験に頼っている」「対応に個人差があり、トラ
ブルになることがある」が、多い回答となりました。
　「クレーム対応に関するマニュアルがない」という回答が 287 人から挙げられていますが、
すべての市町村や所属部課に共通したクレーム対応マニュアルは存在しません。個人の技量
や経験で対応してきた事例を集め、組織で検証し、それぞれの市町村や所属部課オリジナル
のクレーム対応マニュアルを作成してはいかがでしょうか。
　特に、経験豊かな職員の異動や退職、若い職員が増えたことによって事務引き継ぎが課題
となっている部課は、すぐにとりかかる必要があるでしょう。
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問９　「クレーム問題」を解決する方法として、一番有効である（効果がある）と思うこと
はどれですか。

　
　「報告書の作成などによる情報の共有」の回答数が、問８−２の「クレームに関する情報
共有ができていない」点を改善すべきという回答数の半分以下に減っている点に着目すると、
改善すべきであると認識しているが、人員不足などによる業務多忙のために、報告書を作成
することや、上司・同僚等と打ち合わせをする時間がないことから、有効な解決方法ではな
いということなのでしょうか。
　また、その他の記述では「役所はクレームを言われるところだから仕方がない」「解決策
はない」などの意見も見受けられました。
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　このアンケートを集計している際に、同一職場からの回答でも「クレーム」の発生頻度や受
ける「クレーム」の内容の回答が異なっていましたので、「クレーム対応」が個人（担当）の
判断に委ねられており、情報の共有・活用に至っていないということを強く感じました。
　日常的（一般的）な「クレーム」の場合は、マニュアルや経験による「個人」の判断による
対応で差し支えないことも多いと思われますが、怒鳴る、机をたたくなどの行為が徐々にエス
カレートするクレームや金品などの要求を繰り返し行う悪質なクレームは「個人」の判断で対
応する「クレーム」ではありません。
　ぜひ、このアンケート結果や報告書「第 2 章スキル編」、「第 3 章クレームを活かす組織」を
参考にして、今後のクレーム対応についての組織としての在り方を見直す機会をつくっていた
だければと思います。
　
　最後になりますが、年末の多忙な時期に、ご協力くださった各自治体並びに職員の皆様に厚
く御礼申し上げます。

　　（参考文献）
　・鈴木 正仁「クレーム社会化する日本」『都市問題』東京市政調査会、第 100 巻、第 2 号、

2009 年 2 月号、P54 ～ 61
　・齋藤 孝『あなたの隣の〈モンスター〉』NHK 出版、2008 年 5 月
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第２章　スキル編

はじめに
なぜ、クレーム対応技術（スキル）の取得が必要なのか

　「私は間違った説明をした訳ではないのに、お客さまは全く理解してくれない」「他の人と
同じことを説明しているのに、私が説明するとお客さまを怒らせてしまう」そのように悩ん
でいる方も多いのではないでしょうか。
　お客さまとの対応がスムーズな職員を観察してみると、見習うべきところがたくさんある
ことに気付くはずです。たとえば、お客さまとのファーストコンタクト、すなわち、いち早
くお客さまの存在に気付いて、声をかけるところから始まり、要件や目的をしっかりと聞き
取り、要望に沿ったサービスを提供する。そのなかには、対応する時の口調や表情、立ち居
振る舞いなど、お客さまに不快感を与えない対応技術が隠されており、これら一つひとつが
クレームを最小限に抑えることである事に気付くはずです。
　そして、これらに共通していることは、「ホスピタリティ」すなわち「おもてなしの気持ち」
を持って接することであり、これを実践することによってお客さまの満足につながるのです。
　第 1 章ではクレームの社会的背景や、自治体におけるクレーム対応の重要性について述べ
てきましたが、本章では、いわゆる「接遇」における基本的技術について紹介しつつ、クレー
ム対応のプロセスとして「迎える」「聞く」「説明する」「満足させる」をキーワードに、図
らずもクレームが発生してしまった場合の対応技術の習得を目指します。

１．迎える

　お客さまは、「こうしたい」「こうして欲しい」など、何らかの思いをもって来庁されます。一方、
職員は、これらをうまく聞き取り、迅速に対応することが求められます。
　そのためには、お客さまを「迎え入れる」という気持ちが重要であり、それができていない
とクレームにつながることがあります。ここでは、クレーム対応の最初のプロセスとして、お
客さまを「迎える」ための接遇、心構え、環境について説明します。
　

ポイント
　（１）お客さまを迎える環境を整える
　（２）クレーム対応の心構え
　（３）「印象」は大切
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（１）お客さまを迎える環境を整える

①落ち着いた環境で対応する
　実際のクレーム対応の場面では、お客さまが感情的になっていることも多くあります。
そのような状況では、クレームの解決の糸口を見つけるどころか、事情さえつかむことが
できません。そこで、まずお客さまの気持ちを落ち着かせて、じっくり話を聞くための環
境を事前に整えておくことが必要です。

　
　　　【お客さまを迎える環境で注意すべきチェックポイント】
　　　　１．案内表示はわかりやすいか
　　　　２．窓口は入りやすく、声をかけやすい配置か
　　　　３．窓口にお客さまが来たら、すぐに対応できるか
　　　　４．カウンターの上が乱雑な印象はないか
　　　　５．十分な接客スペースがあるか
　　　　６．清掃は行き届いているか
　

　また、クレームを受けることが多い職場では、「お客さま相談室」のようなお客さまと
落ち着いて話をすることが出来る場所をあらかじめ設置しておくとクレームを積極的に受
け入れているという前向きな印象を与えることが出来ます。　
　しっかりと話を聞くために別室に案内したほうがよいケースとして次の 2 つが挙げられ
ます。

　
　　　１．周囲が騒がしい場所

　お互いの声が聞こえにくいばかりでなく、大きな声を出さなければならないため、
興奮しやすくなってしまいます。

　
　　　２．窓口が混雑している状況

　対応する側も時間的な余裕がなく、相手の話を聞く姿勢が取りにくくなるため、ぞ
んざいな扱いをされているという印象を与えかねません。

　
②座る位置を工夫する
　一般的に、窓口で対応する場合、お互いの座席の位置関係は向かい合わせになることが
多いですが、これは心理的に「対立の位置」とされており、特にクレーム対応においては、
お互いが嫌悪感を強くし、対立状態に拍車がかかる可能性があります。こうした場合、少
し右側に移動し、ちょうど心臓と心臓が向かい合わせになるぐらいまで、ずれると心理的
に落ち着くといわれています。
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（２）クレーム対応の心構え　

①お客さまが望んでいる対応を理解する
　すべてのお客さまは、「行政側にこういう対応をして欲しい」という望みをもって来庁
します。お客さまが望んでいる、5 つのポイントを理解しておくことが大切です。

　
　　　【お客さまが望んでいる 5つの対応】
　　　　親　　　切 …… 自分自身の立場になって親切に対応して欲しい　
　　　　丁　　　寧 …… 言葉使い、態度に気を配って丁寧に対応して欲しい
　　　　迅　　　速 …… 早く用件が済むように迅速に対応して欲しい
　　　　公　　　平 …… 常に他の人と同じように公平に対応して欲しい
　　　　正確な理解 …… 自分の言い分を正確に理解して欲しい
　

②自分の気持ちを落ち着かせる
　お客さまからクレームがきたら、「嫌だな、また怒られる」と思ってしまいがちです。
しかし、このような意識を強く持ち続けていると、クレームに対して消極的な対応になっ
てしまい、事態はますます悪化してしまいます。
　これを防ぐためには、あえて前傾姿勢で「アイコンタクト」することで、お客さまへの
真摯な受け入れ姿勢が表明できます。このように姿勢を工夫することにより、気持ちを前
向きにする状況を作り出すことが出来ます。
　そもそも行政へのクレームの多くは、サービスに向けられたものであって、あなた個人
に向けられたものではありません。また、このような気持ちは誰もが当然抱くものであり、

「自分だけが」と自分を責めたりする必要はありません。日常業務の一つであるという風
に考えることも大切です。もちろん、現実にクレーム対応するのは個人です。職員は自治
体を代表して、行政へのクレームを聞いているに過ぎないのです。ですから、対応するあ
なた自身の感情を切り離して、冷静にクレーム対応するよう心がけなければなりません。

　
③感謝、歓迎の気持ちで対応する
　そして何より大切なことは、お客さまに対し「何とかしてあげたい」「自分に出来るこ
とは？」という意識を待つことであり、「お客さまから貴重な情報をもらえる」とクレー
ムを前向きに捉えるようにしましょう。
　わざわざ来ていただいたのですから、たとえそれがクレームであっても、常に歓迎の気
持ちを持つことが大切です。来庁したのに気づかない、声もかけないというのでは、誰で
も気を悪くします。お客さまが見えたら、積極的に声をかけるようにするべきです。時間
をかけて足を運んでくれたことに対して感謝の意を示し、相手をねぎらうのが礼儀です。
たとえ、相手が頻繁にクレームを言いに来られる方であっても、「話をしに来てくれてあ
りがとう」という気持ちで、積極的に受け入れるぐらいの気持ちをもって対応しましょう。
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（３）「印象」は大切

　表情や身だしなみ、態度（しぐさ）、視線などの印象が悪いことが原因で、クレームに繋
がることがあります。たとえば、表情が硬い、無表情、視線が定まらない。また、身だしな
みについては、清潔感がなく、名札さえ付けていない。しぐさに至っては、ほかの作業をし
ながら対応している。もし、このような対応をしたら、お客さまは「誠実に対応してくれる
のだろうか？」という疑念を瞬時に感じとるでしょう。特にクレーム対応においては、相手
側は何らかの訴え、不満を持っていますので、受ける側の対応如何によっては、深刻な事態
に発展する可能性があります。
　心理学用語に「初頭効果」というものがあります。最初に受け取った情報が後々まで影響
するというもので、最初に悪い印象を与えてしまうと後々まで引きずり、挽回することは容
易ではありません。また、お客さまは、対応時のみならず、常に私たちの仕事ぶりを見てい
ます。そのときの印象が自治体全体の印象につながることになりますので、普段から常に見
られているという意識を持って業務に取り組むことが大切です。

①自己紹介の効果
　自分が何者であるかを伝えることで、お客さまへの与える印象が違ってきます。「今回
対応させていただく○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします」と言うだけで、
担当者の責任感と誠意が伝わり、お客さまの不満、不安な気持ちが和らぎ、親近感・安心
感を与える効果があります。また、職員にとっても、名前を名乗ることで責任が生じ、問
題の解決に向けての意識が高まります。

　
②言語によらない（ノン・ヴァーバル）コミュニケーションがある
　人間は意思疎通を図るため、「言語」を用いますが、それだけではなく、「視覚」「聴覚」
でも、コミュニケーションをおこないます。これらは、ノン・ヴァーバル（非言語）コミュ
ニケーションと呼ばれるもので、北
アイオワ大学助教授のマジョリー・
ヴァーガスは、その著書「非言語コ
ミュニケーション」の中で、各種調
査により影響力の強い非言語コミュ
ニケーションには、右の 9 つをあげ
ています。このうち、たとえば激昂
して冷静さを欠いている人と話をす
る時に、場所を変えたり、または話
をする日（時間）を変えたり、ある
いは、経験豊富な職員が同席するな
ど、環境（空間的・時間的・人的環
境）を変えるというメッセージを送
ることも、感情の沈静化を促すとい
う点で、言語によらないコミュニ
ケーションのひとつといえます。

◆ 非言語の種類 ◆

１　人　　　体
　　（性別、年齢、体格、肌の色）

２　動　　　作
　　（姿勢や動き）

３　　　目
４　周 辺 言 語
　　（話しことばの音声上の特徴）

５　沈　　　黙
６　身 体 接 触
７　対人的空間
８　時　　　間
９　色　　　彩
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　このように、「視覚」「聴覚」で得られた情報によって、よい印象か悪い印象か左右され
るのです。

③気づきにくい「癖」などにも注意しましょう
　みなさんは、人と話をする時、どのようなことに気を付けていますか？コミュニケーショ
ンとは、意識して行うものばかりではありません。癖や習慣が無意識に出て内面が伝わっ
てしまうことがあります。たとえば、早く話を終わらせたいと思っている時に、自然と早
口になったり、時計を見たり、はたまた貧乏ゆすりをする。あるいは内心では、自信がな
い説明をしている時は、相手と視線を合わせられないなど、自分でも気づかないうちに、
癖が出て、それが相手に見透かされてしまっているかもしれません。このため、癖や習慣
を出ないように心掛けるとともに、自分では気づかないことも多いので、周りから指摘し
てあげることも大切です。
　そのほかにも、相手の心象を害さないよう服装や髪型、装飾品などに気を配りましょう。
あなた自身の気づいていないところで、お客さまに不快感を与えているかもしれません。
特に昨今、経費削減の観点から制服の貸与が廃止され、服装については各自の判断に任さ
れている自治体も増えていますから、より一層、相応しい身だしなみに注意が必要です。

　

　
コラム　やっぱり見た目が大事？

　
　ある自治体において、公民館が主催する高齢者対象講座にお寺の住職が招かれた時
の話です。スーツ姿で到着した住職は、「やはり、こちらのほうが良いですかね」と言っ
て、おもむろに法衣に着替え、参加者たちの前に立って仏教の教えについての講演を
行いました。
　話す内容は同じであっても、スーツ姿と法衣
では、参加者の受け止め方もおのずと変わって
くるものです。住職の「法衣に着替える」とい
う行為は、自身の存在を強く印象付け、参加者
に対して、より多くの人に理解を深めてもらう
ための、非言語コミュニケーションのひとつで
あると言えます。
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－３つの情報「視覚」「聴覚」「言語」における注意点－

①視覚情報　
　　　○普段の「身だしなみ」に気を付ける
　　　　★清潔感のある服装・髪型・場所のあった服装
　　　　　・靴を磨く
　　　　　・洋服の襟元や袖口は清潔にする
　　　　　・男性のひげは清潔感を第一に考えて手入れする
　　　　　・女性のアクセサリーは控えめなものを選び、派手な化粧はしない
　　　　　・髪型、髪の毛の色にも気をつける
　　　

　　　　　　　　　　　　「おしゃれ」と「身だしなみ」は違います！

　　　　　　　おしゃれ　　⇒　自分の好みの服装
　　　　　　　身だしなみ　⇒　周りに不快感を与えない、目的を意識した服装

　
　　　○「表情」に気をつける
　　　　★優しい・明るい・笑顔

　暗い表情、威圧感のある表情は、お客さまに与える印象も悪くなり話しにく
くなります。話やすい雰囲気づくりを心がけましょう。
　まずは笑顔であいさつをしましょう。あいさつはコミュニケーションのきっ
かけになります。大きな声で心のこもったあいさつを心がけましょう。

　
　　　○態度（しぐさ）や目線に気をつける　
　　　　★態度
　　　　　　しぐさに気をつける・丁寧に対応する・敏速な対応をする　　
　　　　★視線
　　　　　　相手と目線をあわせる・同じ高さの目線で話す・目配りをする　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②聴覚情報
　　　○声の質や大きさ、話す早さなどに気をつける。
　　　　★明るい声でゆっくりと話す。　　　　　　　

　こちから一方的に話したり、さえぎったりせず、相手のペースに合わせる。
また、小さい声や暗い声など聞き取りにくい発音で話すと、対応に自信がない
ととられたり、何より正確に聞き取れないことにより誤解を招く可能性があり
ます。
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③言語情報　
　　　○言葉遣いや話す内容に気をつける。
　　　　★正しい言葉使い・敬語の使用・クッション言葉の有無

　丁寧な言葉遣いは、接客する際の基本ですので、正しい敬語を使用し、なる
べく専門用語は使わず、お客さまにわかりやすい言葉・表現を用いるようにし
ましょう。
　話す際に、「え～」「あの～」「その～」などの言葉を無意識に使ってしまい
がちですが、多用すると話を混乱させてしまいますので、このような言葉は使
わないようにしましょう。
　また、同じ内容を繰り返す際に「ですから～」「だから～」という表現を使っ
たり「○○できません」などの否定的な表現で言い切ってしまうと、お客さま
の反発を招く可能性があります。このため「先ほどの繰り返しになりますが～」
という表現にしたり、お客さまの要望に応えるという気持ちで、「△△ならで
きます。」などという肯定的な表現に言い換えるようにしましょう。どうして
もできない場合は「申し訳ございませんが、○○できかねます」など、否定語
の前にクッション言葉を用いるようにすると、お客さまに配慮した表現になり
ます。
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２．話を聞く

　お客さまを迎えることが出来たら、次のプロセスとして「話を聞く」ことになります。ここ
では、お客さまの立場に立ち、具体的に何を伝えようとしているのか、また、どのようなこと
を望んでいるかを理解し、それらをしっかりと受け止める技術を学びます。
　
　　ポイント
　　　（１）お客さまの言い分をじっくりと聞く
　　　（２）あいづちを活用する・共感を表す
　　　（３）客観的事実を 5 Ｗ 2 Ｈから導く
　　　（４）質問の仕方を工夫する
　　　（５）判断する

（１）お客さまの言い分をじっくりと聞く

　お客さまが話し終える前に、こちらの見解や立場を一方的に説明したり、反論したりして
はいけません。なぜなら、こちら側の思い込みによって対応してしまう恐れがあり、2 次ク
レームに発展する可能性があるからです。また、たとえ、その説明が正しいものであっても、
お客さまは納得してくれません。そもそもクレームは、「不満」から発生しています。このため、
お客さまには、まず「自分の不満を理解して欲しい」という思いがあるのです。
　担当者にとっては「いつものケースか」と感じることもあると思いますが、クレームに至っ
たお客さまの感情までは、そう簡単に理解できるものではありません。このような状況で、
お客さまが話し終える前に反論などをすると、お互い感情的になってしまい、たとえその場
では解決したとしても、心の中では自分の気持ちを理解してもらえなかったという思いは払
拭されず、今後、行政への協力を拒まれることになりかねません。
　このため、話の途中で誤解があることが判明したり、解決方法が見えてきたりしたとして
も、お客さまの主張や気持ちをまずはじっくり話を聞き取り、受け止めることに専念するこ
とが大切です。こちらからの説明はお客さまがすべて話し終えてからでも十分に間に合いま
す。まずはお客さまの感情も含めて「すべてを受け止める」事が重要なのです。

（２）あいづちを活用する・共感を表す

　話を聞くときには、お客さまが望んでいることを正しく聞き取ることが重要ですが、それ
だけではしっかりと聞いている（理解している）のかどうかは、相手に十分伝わりません。
理解している事を伝える為には「あいづち」を打ったり、「共感」の気持ちを表わしたりす
ることが必要です。「あいづち」や「共感」は、「あなたの話を聞いていますよ」というメッ
セージであり、そのメッセージが伝わってこそ、お客さまは安心して話を続けることができ
るのです。
　ここでは「あいづち」の役割と効果的な使い方、「共感」の種類について紹介します。
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●「あいづち」の種類と役割
　ご存知のように、相槌（あいづち）とは相手の話に調子を合わせて頷いたり、言葉をは
さんだりすることです。あいづちが単調にならないよう、状況に応じて、驚きや同意など
共感の気持ちが伝わるように、少し演技をするぐらいのつもりで表情に変化をつけたりす
ると効果的です。

　
　　　①受　　付　　「はい」「そうですね」「なるほど」
　　　　　　　　　　　⇒お客さまの話を受け付ける、会話の基本となるあいづちです。
　　　②驚　　き　　「えっそんなことがあったのですか」「いや、驚きました」

⇒受付のあいづちに驚きのニュアンスを加えると、相手の話を真剣に
受け止めている印象を与えます。このようなあいづちを打つことで、
相手も積極的に話をしたいと思うようになります。

　　　③同　　意　　「そうですね」「まったくです」「おっしゃるとおりです」
⇒お客さまの話をより深く受け止めたことを表すのに有効なあいづち

です。
　　　④展　　開　　「それから」「他に」「次に」「最後は」

⇒話を先に進めるあいづちです。お客さまがスムーズに話せるように
なり、話が効率的に進みます。

　　　⑤切り返し　　「と、おっしゃいますと？」「え、どういうことですか？」
⇒話を具体化するためのあいづちで、お客さまの発言の背景を探り、

話の糸口を見つけることができます。
　

●「共感」の種類
　ここでの「共感」とは、立場の違いはあれ、お客さまの立場で物事を考えた場合に、理
解出来ることを示すものです。行政の立場を主張するだけでは、お客さまの望んでいるこ
とを正確に聞き取ることはできません。
　「共感」には 4 つの種類があり、状況によって使い分けると効果的です。
　
　①全面的共感

　　　　「まったくです」「あなたの言うとおりです」
　②部分的共感

　　　　「その点については、私もそう思います」「先ほどの○○については、同じ気持ちです」
　③条件的共感

「お客さまのようなご苦労をされたのでしたら、（お立場でしたら）、そう思われるで
しょうね」

　④個人的共感
　　　　「実は私も・・・なので、個人的にはよく分かります」
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（３）客観的事実を 5 Ｗ 2 Ｈから導く　　　

　まず、お客さまの話を聞くうえで、それが事実であるかどうかを確認する必要があります。
ここで重要なのは、お客さまの言っていることが、客観的事実（客観性の高い事実）か主観
的事実（主観性の高い事実）かということです。
　例えば、あるお客さまから「この職員は態度が悪い」とのクレームがあったとします。し
かし、他のお客さまがそう思わなければ、この事実はクレームを言ったお客さまの主観的事
実ということになります。それに対して「そんなことはありません」と説明しても、お客さ
まは納得せず、「ある」「ない」の水掛け論になってしまう可能性があります。したがって、
主観的事実が含まれるクレームの場合は、それ自体を問題にするのではなく、「いつ（When）」

「どこで (Where)」「誰が (Who)」「何を (What)」「なぜ (Why)」「どのように (How)」「どのく
らい (How much)」（5 Ｗ 2 Ｈ）から客観的事実を導く必要があります。
　　先ほどの例で示した、「態度が悪い」というお客さまの主張が主観的なものであったと
しても、そう感じた根本原因は、例えば「証明書が出てくるまで時間がかかった」とか「挨
拶をしなかった」などの客観的事実から生まれているかもしれません。お客さまの話から客
観的事実を見つけ出し、それに対応することが、クレームの根本的な解決につながるのです。

（４）質問の仕方を工夫する

　お客さまのクレームから客観的事実を把握し、解決を図るためには、質問を効果的に取り
入れていくことが必要となります。
　質問の技法には「直接質問」「択一質問」「確認質問」「自由質問」の 4 つが挙げられます。
　例えば、たくさん話をするお客さまには、択一質問をすることにより、話しの要点が整理
しやすくなります。逆に、無口なお客さまであれば、情報をたくさん引き出すために直接質
問を使うとより効果的です。また、確認質問は、お互いの誤解を避けるために使います。自
由質問では、ある事柄について自由に答えてもらうことにより、お客さまの考えがより明確
になる可能性があります。
　いずれにしても、漫然と質問をするのではなく、これら 4 つの質問技法を、状況に応じて
効果的に使い分けてください。

　
　　①択一質問 …… 相手の言い分を確認したい場合

「お客さまの言いたいことは・・・ですか、それとも・・・ですか？」　
　　②直接質問 …… 相手に詳しく、具体的に答えてもらいたい場合

「それはいつのことですか？」「どちらにお住まいですか？」
　　③確認質問 …… 相手に「イエス」「ノー」で答えてもらいたい場合

「・・・ということですね？」「・・・で間違いないですよね？」
　　④自由質問 …… 相手に自由に答えてもらいたい場合

「この件について、どう思われますか？」「この件について、他に何かあ
りませんか？」

　　　



35おおさか市町村職員研修研究センター

第 1 部　研究レポート

第
1
部

（５）判断する

　第 1 章で、クレームには「心理的ニーズ」と「実質的ニーズ」の 2 つあると述べましたが、
お客さまの求めているものが、そのどちらであるのかを見極めなければなりません。
　「心理的ニーズ」と判断した場合には、お客さま自身が「これ以上、話を続けても変わらない」
と納得していただくまで、お客さまの気持ちを受け止めたり、客観的事実に基づいて、こち
らの立場を説明したりする必要があります。
　「実質的ニーズ」と判断した場合には、応えられるものかどうかを行政の特性である公平
性を考慮した上で、対応していくことになります。
　しかし、不当な手段を用いて要求を実現させようとする不当要求行為、いわゆる「ハード
クレーム」と判断されれば、毅然とした態度で臨み、組織としての対応を進めていく必要が
あります。これらは対応者のみでは判断しかねる場合もあり、周りの人間をはじめ、組織全
体のサポート体制が不可欠となります。詳しくは「第 3 章 組織編」で述べたいと思います。

３．説明する

　ここまでは、お客さまのクレームに対し質問を交えながらその内容や背景などをお客さまの
立場に立って十分聞くことの重要性に触れました。それを踏まえて、ここでは、いかに説明し、
解決に導くかについてのポイントを整理していきます。
　しかし、解決に導くといっても、法的根拠や客観的事実に基づいて説得するだけではなく、
お客さまが自分で判断して納得出来るように、必要な情報を提供することが重要であり、最終
的に受け入れるかどうかの判断を下すのはお客さまであるということを忘れてはいけません。
　
　　ポイント
　　　（１）謝罪（ねぎらい）の言葉を述べる
　　　（２）法律や専門用語を前面に出さない
　　　（３）次善の解決策を提案する
　　　（４）日本語は誤解されやすい
　　　（５）「マジックフレーズ」で円滑なコミュニケーションを

（１）謝罪（ねぎらい）の言葉を述べる

①謝罪の目的
　お客さまからクレームを受けた時は、まず、謝罪の言葉を述べましょう。謝罪の目的は
大きく分けて 2 つあります。1 つはお客さまの気持ちを鎮めること。もう 1 つは、問題を
解決に導くことです。
　みなさんの中には、「謝罪」と聞くと、「こちらの非を全面的に認める行為」と思われる
方も多いでしょう。もちろん、こちら側の対応に問題があった場合には、お客さまに指摘
されるまでも無く、すみやかに「謝罪」しなければなりません。しかし、ここで言う「謝
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罪」とは、非を認めてお詫びすることではなく、あくまで、クレームを言うに至った「お
客さまの不満や不安な気持ち」に対して、ねぎらいの言葉を掛けるということです。
　謝罪の言葉がコミュニケーションの中で果たす役割の主なものとしては、

　
　　　・人間関係の潤滑油
　　　・表現の強さを和らげる
　　　・人の心をいやす
　　　・対立、緊張をほぐす
　　　・人の心を動かす
　

　などが挙げられます。「謝罪する」ことは、非を認めて謝るばかりではなく、日常のコミュ
ニケーションにおいて幅広く活用されているのです。
　例えば、あなたが別居している家族の住民票をとるため、仕事を休んで役所に行ったと
します。その時に「委任状が無いから受付けられません。」とむげに断られたらどう感じ
ますか？あるいは、地域の問題を相談しに行って「自治会を通じて要望してもらわないと
対応できません。」と門前払いを受けたらどう感じるでしょうか？
　「せっかくお越しいただいたのに、申し訳ありません」などのねぎらいの言葉を掛ける
ことが出来れば、お客さまの「目的を達成できない」という不満を和らげる効果があります。

　
②謝罪のタイミング
　謝罪の言葉を述べるタイミングとしては、3 つの段階があります。最初は、お客さまの
クレーム内容を把握した時。次に、解決に向けた提案をする時。最後にこちらの提案を受
け入れてくれた時です。この 3 つのタイミングで謝罪の言葉を述べることにより、お客さ
まの感情を鎮め、良好なコミュニケーションを図ることができます。これにより、お客さ
まにも客観的事実を受け入れる気持ちの余裕が生まれ、こちらの提案にも耳を傾けられる
ようになるのです。逆に、これらのタイミングを逃し、お客さまとの関わりが進んでから
謝罪の言葉を述べると、不満や不安の気持ちに対するねぎらいの意味が薄れ、謝罪の意味
合いが強まってしまいます。また、お客さまから促されて謝罪の言葉を口にすると、たとえ、
ねぎらいの意味であったとしても、こちらの非を認めたと受け止められかねません。謝罪
の言葉を述べるタイミングとしては、お客さまの真意がつかめた時が最も効果的で、「・・・
したことによってお客さまの心象を害し、ご心配をおかけしたことについて、心よりお詫
びします」など、お客さまの心情に配慮する姿勢を伝えることで、以後のお客さまとのコ
ミュニケーションが円滑になっていくのです。

（２）法律や専門用語を前面に出さない

　第 1 章でも触れましたが、法律や専門用語を前面に出すことは、かえって印象を悪くする
ことがあります。たとえそれが、正しいものであったとしても、「そんなことはわかっている。
住民が困っているのだから行政が何とかするのは当然」となることが少なくありません。
　日常生活においては、法律や専門用語などはお客さまにとってはあまり馴染み深いもので
はありません。また「一般的には」とか「公共の福祉のためには」などの言い方も、多くの
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お客さまには、理想論・観念論にしか聞こえず、説得力を持ちません。このため、法律や専
門用語を持ち出すときは、お客さまに配慮をして、日常的に使われている解りやすい言葉に
置き換えるなどして丁寧に説明していく必要があります。
　　しかし、お客さまへの配慮のあまり、曖昧な説明をして誤解を与えてしまったという経
験はないでしょうか。最終的には「おっしゃる事はごもっともですが、当方ではこれまでそ
のような対応はいたしておりません」、「今後の検討課題としてご意見を承りますが、現時点
ではご要望に沿うことは出来ません」など、こちらの立場を明確に伝えることも忘れてはい
けません。　　

（３）次善の解決策を提案する

　そこで、いよいよ問題の解決に向けた提案を行っていきます。お客さまのクレームには、
少なからず意向に添えないものがあります。ここで「できない」と言うことは簡単ですが、
それではお客さまは納得しないでしょう。クレーム対応の解決として、理想的な形はお客さ
まが満足（納得）していただくことです。
　このためには「ご事情は大変よくわかりました。ですが、・・・」とお客さまの立場に立っ
ていることを示したうえで「次善の解決策」を提案することがポイントです。たとえば「・・・
して頂ければ、ご意向に沿うことが出来るのですが・・・」や「例えば・・・という方法で
はどうでしょうか」など、次善の策を提示することが、お客さまを配慮した行為となり、そ
れが相手に伝わり、クレームが満足に変わる瞬間となるのです。
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　　　【解決に導く４つのポイント】

①責任を強調する
　「私、○○が責任を持ってご説明します」などと自分の名前を
名乗り、責任を持って対応することを強調します。そうすること
で、お客さまの信頼感が増します。
　
②解決策は複数提案し、比較して選択していただく
　人は誰でも、相手から提示される解決策が一つであるより、二つ以上あって自由に
選択出来るほうが満足度は高くなります。「Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、がありますが・・・・・・・」
などと複数の案を提示し、相手に選択してもらいます。自分自身で選択してもらうこ
とにより、納得していただける可能性が高まります。
　
③依頼型で提案する
　法律や一般論など、理屈を押し付けるのではなく、「このようにさせていただけま
せんか」「お願いします」などのように依頼的に提案し、自尊心を傷つけないように
表現を用いて相手方のあきらめを促します。
　
④今後の行動を具体的に示す
　いただいたクレームに対し、こちらも何らかの改善に役立てることを説明します。
いつ、誰が、どのように、どう改善するかを具体的に説明することで、お客さまの満
足が向上します。

　

（４）「日本語」は誤解されやすい

　「説明している時は、理解してもらっていると感じていたのに、実際は正しく伝わってい
なかった」そういう経験をお持ちの方も多いと思います。また、その場では解決したつもり
でも、後になって「言った」「言わない」の問題になることもあります。これは時間の経過
とともに記憶が不鮮明になることによって起こりますが、それ以外にも、これまであまり重
視されてきませんでしたが、気をつけなければならない事があります。それは、「日本語が
誤解されやすい言語である」ということです。言語統計学のある統計によると、日本語の会
話の判読率（正しく理解できる確率）は 2 割に過ぎないとされています。
　誤解を生じさせる要因としては二つのものがあげられます。
　一点目は話す側・聞く側の姿勢によるものです。お互いが言い分を伝えることばかりに意
識が集中して、相手の言い分を聞こうという意思がなくなり、お互いが誤解したまま、会話
が進んでしまうということが起こりうるのです。それを防止するためには、前述した 5 Ｗ
2 Ｈに気をつけながら相手に誤解を与えないよう客観的事実について説明することが重要で
す。
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　また、伝えたいことが多く、要点があいまいになってしまう恐れがある時は、同じ調子で
説明するのではなく、特に重要な点を強調して説明したり、これまでの説明した内容を繰り
返して誤解の無いことを確認しながら進めていくことが必要です。

　二点目として、日本語の持つ構造的な問題があります。日本語の会話の特徴として、

　　・主語がなくても成立すること
　　・イントネーションを変えるだけで肯定文にも疑問文にもなること
　　・指示語が多いこと
　　・尊敬語・謙譲語・丁寧語があること
　　・若者言葉などによる言葉の多様化

　などが挙げられます。
　これらの要因により、日本人同士の会話であっても相手が伝えようとしていることを正確
に理解するのは難しいとされています。
　クレーム対応の際には、上記のことを念頭において、お客さまの言い分について、質問等
を交えながら、いかに誤解がないように聞き取るか、また、いかに誤解を与えないように説
明するかということがポイントであると言えます。繰り返しになりますが、お客さまの言わ
んとするところを理解し、認識にズレがないかを確認するため「お客さまのおっしゃる事
は・・・ですね？」と、「確認質問」を活用して誤解によるクレームを防ぐようにしましょう。
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　　　　　コラム
　「言わなくてもわかる」時代？、「はっきり伝え合う」時代？

　平成 13 年度に文化庁が実施した「国語に関する世論調査」では日本人同
士の会話の中で古くから用いられてきた、「行間を読む」とか、「言葉の裏に
隠された真意を読み取る」という、いわゆる「察しの能力」が低下してい
ると思うかどうかについて尋ねたところ、「非常にそう思う」、「まあ、そう
思う」と答えた人の合計が 56.1％と全体の過半数を占め、「そうは思わない」
の 13.8％を大きく上回りました。
　さらに、今後「察しの能力」はどのように意味付けられると思うかを尋ね
た質問では、「これからの時代は、きちんと言葉に出して言うべきだと思う」
が全体の 34.0% を占め、「相手や状況によっては「察し合い」の会話をし、
必要に応じてきちんと最後まで言うようにすればいいと思う」が 32.1％を占
めていることから、全体の 7 割近い人が、きちんと言葉に出して言うことの
必要性を認識していることが伺えます。
　一方、平成 20 年度に実施された同調査で、人と付き合う時に「①互いの
考えていることをできるだけ言葉に表して伝え合うこと」「②考えているこ
とを全部は言わなくても互いに察し合って心を通わせること」のどちらを重
視しているかを尋ねたところ、①言葉に表して伝え合うを選んだ人が 38.3％
と最も多かったのですが、平成 11 年度と比較すると 12 ポイント減少してい
ます。②互いに察し合って心を通わせるを選んだ人が 33.6％と平成 11 年度
比で 10 ポイント増加する結果となりました。
　これは言葉にして伝え合うことの重要性を多くの人が感じている一方、昨
今、KY（空気が読めない）という言葉が流行語となったように、その場の
空気を読む、あるいは相手の気持ちを察し合う能力の低下を感じてか、それ
を重視する人が増えていることから、人とコミュニケーションを図るには、
どちらも必要であることが示された結果と言えるのではないでしょうか。

　

（５）「マジックフレーズ」で円滑なコミュニケーションを

　マジックフレーズとは、相手からの要求を断るとき、また、相手に依頼するときなどに用
いることにより、相手の不快感を和らげるための言葉です。これらの言葉を使いこなせるよ
うに普段から会話に取り入れていきましょう。使用される場面により、クッション言葉、謝
罪言葉、共感言葉、依頼言葉、感謝言葉などに分けられます。交渉の場で使用することは避
けたいいわゆる、「NG ワード」とともに、紹介します。
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1 クッション言葉

〔目的〕命令口調にならないよう、言葉の意味を和らげる。

申し訳ございませんが　恐れ入りますが　恐縮ですが
差し支えなければ　お手数ですが

2 謝 罪 言 葉

〔目的〕相手の怒りを静める。

誠に申し訳ございません　大変ご迷惑をおかけしました
深くお詫び申上げます　お詫びの言葉もございません
お役に立てず申し訳ございません　今後このようなこと
がないよう、周知徹底いたします。

3 共 感 言 葉

〔目的〕相手の気持ちに理解を示していることを伝える。

おっしゃるとおりだと思います　ご指摘はごもっともで
す　私が○○様の立場なら、同じように不快に感じたと
思います

4 依 頼 言 葉

〔目的〕威圧的であると受け止められないよう、謙虚な
気持ちを表す。

よろしくお願い致します　お返事をお待ち申上げており
ます　ご理解いただけないでしょうか　お許し下さいま
せんでしょうか　ご了承いただけませんでしょうか

5 感 謝 言 葉

〔目的〕今後の業務の参考にするため感謝の気持ちを伝
える。

ありがとうございます　貴重なご意見を賜りありがとう
ございます　恐れ入ります　恐縮しております

NG ワード

〔目的〕相手を疑ったり否定したりすると、良好な関係
を維持できません。

そんなはずはございません　本当ですか　それは違いま
す　できません／わかりません　存じません　よろしい
ですか　規則ですから　そうはおっしゃいますが／おこ
とばですが
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４．満足させる　　
　　　　　　　　　　　　
　行政に向けられるクレームに対する解決策は、代替策がある場合を除いては、正直なところ、
お客さまに諦めていただく他ありません。しかしこの場合でも、お客さまの心情と向き合い誠
心誠意、趣旨を説明したことにより、「あなたに言われたら仕方が無い。諦めます」と言って
いただくことが理想です。
　お客さまに満足（納得）していただくためのポイントを以下に 5 つ紹介します。
　
　　ポイント
　　　（１）即実行する　
　　　（２）クレームを価値あるものとして位置づける
　　　（３）再来を促す
　　　（４）世間話をする
　　　（５）ていねいに見送る

（１）即実行する

　お客さまから指摘を受けた事ですぐに出来る事はすぐに実行しましょう。しかし、即改善
できることであるにもかかわらず、改善を先送りにしていると、「そういえば、例の件はど
うなっていますか？」と突然尋ねられ、改善できていないことを説明すると、誠意を疑われ、
行政不信を招きます。問題解決を先送りにせず迅速に対応することでお客さまの満足を向上
させるのです。

（２）クレームを価値あるものとして位置づける

　「ご指摘いただいた貴重なご意見を、今後の業務の改善のために参考にさせて頂きます」
と伝えるで「私が嫌な思いをしながらも伝えた意見が業務の改善に生かされる」と感じてい
ただくことが出来ます。

（３）再来を促す

　クレーム対応が今回限りのことではなく、今後も責任を持って対応することを伝えるため
に、「何かご不明な点などがございましたら、いつでもお越しください」など、再来を促す
一言を添えることで、お客さまとの信頼関係も強まり、住民満足度の向上が期待できます。

（４）世間話をする

　時には世間話を盛り込みましょう。制度的にどうしようもない場合などは、これによって
お互いの親密度を深める効果があり、お客さまのどうしようもない行き場のない気持ちに安
心と信頼感が生まれます。
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（５）ていねいに見送る

　お客さまが帰る際には、「この度は、お客さまの心象を害し誠に申し訳ありませんでした」
などともう一度謝罪の言葉を述べ、見送る時には、丁寧にお辞儀をするなど、感謝の気持ち
で見送りましょう。場合によっては、エレベーターの乗降口や、建物の出入り口まで見送る
事も大切なお客さまに誠意を伝えるための対応技法です。
　
　以上の 5 つのポイントを、実際の場面で活かしてみてください。クレーム対応から何か違っ
た自分が見えてくるかもしれません。お客さまが満足して帰られるのを見送っていると、そ
んな応対が出来た自分に自信が持て、次のクレーム対応にも積極的に関わる勇気が湧いてき
ます。
　お客さまに満足していただくことは、自治体職員として自分自身を高めていくことにもつ
ながります。これまでの「わずらわしいもの」、「出来れば関わりたくないもの」といったク
レーム対応に対するマイナスの印象が薄れ、「住民満足度の向上に向けてお客さまに積極的
に関わっていきたい」という気持ちが高まっていくはずです。

　

　【番外編】クレーム予防のための電話対応及び接遇チェックシート 

　ここではクレーム予防のための電話対応を紹介するとともに、チェックシートを利用し、
普段の自らの接遇を確認していただきます。
　電話では、お互いの表情や様子を見ることが出来ないので、言葉遣いや声のトーンが重要
になります。相手に誤解されたり、こちらの聞き取りがうまくいかなく勘違いしたりしてし
まうことがあります。
　また、通話している者だけでなく、電話の周りの声にも気をつける必要があります。受話
器を通して周りの声は意外と聞こえています。周りの言葉が相手に対して失礼にならないよ
う通話中は、周囲も気をつけることを忘れてはいけません。
　なお、通話中は直接的な費用が発生するので、かける時は事前に要点を整理し短時間で相
手に伝わるようにし、また、受ける時もできるだけ速やかに正確に聞き取れるよう努力する
ことが必要です。
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①電話のかけ方
　　　・かけ方の順序　
　　　　１　自分を名乗る　「所属・氏名」
　　　　２　相手を確認する
　　　　３　あいさつをする
　　　　４　用件が何件あるかなど予告する
　　　　５　順序良く話す。
　　　　６　終わりのあいさつをする　「どうぞよろしくお願いします」
　　　　　　「ありがとうございました」など
　　　　７　静かに受話器を置く　（先方の切ったのを確認してから切る。）
　
　　　　（注意点）
　　　　　・番号を確認して、正確に。
　　　　　・相手が目の前にいるつもりで姿勢よくかける。
　　　　　　かける態度も気をつける。
　　　　　・用件を 5 Ｗ 2 Ｈに整理し、話す内容、順序
　　　　　　（急ぎの用件、重要な用件など）をメモしておく。　　　　　　　　
　　　　　・必要資料も用意しておく。　
　　　　　・相手の状況を配慮した対応が必要
　　　　　・大きな声で「はっきり」、「ゆっくり」とわかりやすく　　
　 

②電話の受け方
　　　・呼び出し音が 3 回以内で取れるようにする。
　　　・あいさつを忘れずに。「お待たせいたしました」「おはようございます」
　　　　「こんにちは」など
　　　・自分を名乗る　「ハイ。○○課の○○でございます」をはっきりと。
　　　・相手を確認する
　　　　「失礼ですが、どちら様でしょうか」「いつもお世話になっております」
　　　・用件を聞く　5 Ｗ 2 Ｈに注意しメモをとる。　用件を復唱し確認する。
　　　　「承知いたしました」「今後ともよろしくお願いします」
　　　　「確かにお伝えします。」など
　　　・静かに受話器を置く
　

③電話で謝罪する時の注意点
　まず電話での謝罪で済むのか、改めて訪問する必要があるのかを判断することが大切で
す。電話で謝罪する場合は、結論から伝えるようにします。結論を先に伝えることで、お
客さまも冷静に判断する心の余裕が生まれます。そのうえで、謝罪するに至った経緯を説
明します。また必要があれば、改めて謝罪に伺うことを伝えます。
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　　【接遇チェックシート】　
　

□身だしなみは整っていますか はい 　いいえ　
　　１、洋服や制服などしわや汚れがないですか （　　） （　　）
　　２、服装は派手すぎないですか （　　） （　　）
　　３、髪型、爪などは清潔にしていますか （　　） （　　）
　　４、机の上は、整理整頓できていますか （　　） （　　）
　　５、共用で使用するものを、元の場所に戻している （　　） （　　）
　　６、靴は汚れてないですか （　　） （　　）
　 

　
□自分自身の行動を振りかえってみましょう はい 　いいえ　
　　１、さわやかなあいさつはできていると思う （　　） （　　）
　　２、いつもにこやかに明るい雰囲気をもっている （　　） （　　）
　　３、だらだらした態度で仕事をしていない （　　） （　　）
　　４、約束時間や期限を守っている （　　） （　　）
　　５、席を離れるとき行先を告げていく （　　） （　　）
　

　
□言葉づかいはどうですか。 はい 　 いいえ　
　　１、お客さまには丁寧な言葉づかいができている （　　） （　　）
　　２、先輩、上司には敬語ではなしている （　　） （　　）
　　３、声が小さい （　　） （　　）
　　４、そっけない言葉づかいをしているほうだと思う （　　） （　　）
　　５、説明が長いとよく言われる （　　） （　　）
　　６、早口にしゃべっている （　　） （　　）
　 

　
□電話でのマナーはできていますか はい  　いいえ　
　　１、呼び出し音 3 回以内で出ていますか （　　） （　　）
　　２、あいさつはしていますか （　　） （　　）
　　３、自分を名乗っていますか（所属・氏名） （　　） （　　）
　　４、イスにもたれたり、足を組んだりしていませんか （　　） （　　）
　　５、メモは取っていますか。（5 Ｗ 2 Ｈ） （　　） （　　）
　　６、はっきりした発音でゆっくり話していますか （　　） （　　）
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　　７、あいづちをして無言で聞いていませんか （　　） （　　）
　　８、質問や復唱して内容の確認をしていますか （　　） （　　）
　　９、相手が切ってから静かに受話器を置いていますか （　　） （　　）
　　10、長時間保留にしていませんか （　　） （　　）
　　11、たらい回しをしていませんか （　　） （　　）

　

　

　◆笑顔の練習をしてみよう

　　　準備運動　
　　　　１）両手でそれぞれのこぶしを作る
　　　　２）そのこぶしで両方の頬をマッサージする（前回し 5 回、後回し 5 回）

　　　練習する
　　　　３）大きく口を開いて、竹串（鉛筆でも可）を左右の奥歯のところまで
　　　　　　入れて強くくわえる　　　
　　　　４）くわえたまま口角をしっかりあげる
　　　　５）そのまま 5 秒数える
　　　　６）口角をあげたまま竹串（鉛筆）を静かに抜く
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　（参考文献）
　・深堀清『平成 18 年接遇研修指導者養成研修』深堀人材開発研究所、2006 年
　・船橋清之『平成 20 年 9 月泉大津市クレーム研修』船橋清之、2008 年
　・疋田幸子『公務員のためのコミュニケーションお役立ち手帳』ぎょうせい、2010 年
　・関根建夫『クレーム対応完璧マニュアル』大和出版、2002 年
　・関根建夫『公務員のためのクレーム対応マニュアル』ぎょうせい、2009 年　
　・山﨑一『クレーム対応の技術』すばる舎、2007 年
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　・玉本美砂子『クレーム対応聞く技術断る技術』ぱる出版、2009 年
　・千名貴志『スピード解決！クレーム対応これで万全』実業之日本社、2005 年
　・古谷治子『速習クレーム対応』日本実業出版社、2007 年
　・工藤アリサ『クレーム対応の超技術』こう書房、2005 年
　・HRS 総合研究所『徹底クレーム対応力をつける』すばる舎、2002 年
　・日本経済新聞出版社『その話し方がクレームを生む』日本経済新聞出版社、2005 年
　・創元社『プロカウンセラーの聞く技術』東山紘久、2000 年
　・講談社＋α新書『誤解されない話し方』梅田悟司、2010 年
　・日本・精神技術研究所『アサーション・トレーニング深く聴くための本』、森川早苗、
　　2010 年
　・春秋社『悩みを聴く技術＜ディープ ･ リスニング入門』ジェローム・リス、2009 年
　・経財界『高感度が 300％ UP する「謝り方」』福田健、2007 年
　・クロスメディア・パブリッシング『仕事がデキるといわれている人が必ずおさえている
　　謝罪・クレーム対応の鉄則』小川貴之・浅井真紀子、2008 年
　・新潮社『非言語コミュニケーション』マジョリー・F・ヴァーガス／著石丸  正／訳、
　　1987 年
　・青春出版社『クレーム対応のプロが教える“最善の話し方 "』中村友妃子、2007 年
　・誠信書房『対人援助の技法』尾崎新、1997 年

　
　
　（ホームページ）

　・今日からできる、クレーム対応の基本ステップ（１）クレーム応対には守るべき手順が
あった！

　　　　URL　http://www.webinsource.com/archive/090827000627.html
　・今日からできる、クレーム対応の基本ステップ（５）基本手順３：問題の解決策や代替

案などの『解決策を提示』する　
　　　　URL　http://www.webinsource.com/archive/091009000655.html
　・平成 13 年度「国語に関する世論調査」の結果について
　　　　URL　http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/yoronchousa/h13/kekka.html
　・平成 20 年度「国語に関する世論調査」の結果について
　　　　URL　http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/yoronchousa/h20/kekka.html
　・虹彩学（イリドロジー）と
　　　　URL　http://www.club-ee.com/cgi-bin/iridology.jp/sitemaker.cgi?mode=page&
　　　　　　　page=page1&category=0
　・【連載】説得と交渉の営業心理学 第 9 回　初頭効果と親近効果
　　　　URL　http://allabout.co.jp/gm/gc/292260/
　・顧客満足の営業テキスト　第 4 回　クロージング
　　　　URL　http://www.cosmogas.co.jp/member/study/detail.aspx?cid=198
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第 3 章　クレームを活かす組織

１．住民満足と自治体の社会的責任

（１）CS（顧客満足）という考え方

①「サービス＜期待」の状態がクレームを生む
　第 1 章で述べたように、クレームは、「サービスに対する不満」という感情をきっかけ
に発生します。お客さまの「期待した水準」に対して、提供されたサービスの内容が、お
客さまの「期待」どおりではなかった、「期待した水準」に至らなかったとき、つまり、「提
供されたサービス＜お客さまの期待」の場合に、お客さまからクレームが発生し、逆に「提
供されたサービス≧お客さまの期待」の場合には、お客さまの満足が得られてクレームは
発生しません。

　
② CS（顧客満足）向上の取り組み
　CS（Customer Satisfaction・顧客満足）とは、「企業が顧客に製品やサービスを提供す
ることによって、顧客のニーズ・要求がどの程度満たされたか」を指します。実際に、多
くの企業が、顧客満足の向上を経営理念として掲げ、そのための様々な体制を整えていま
す。
　昔はモノの普及率が低く、家電製品をはじめ、商品開発によって次々に新しい顧客を獲
得できていました。しかし現在では、技術開発が進み、生活水準が向上した結果、人々の
需要・欲求は多様化し、商品の価値や品質だけで顧客を獲得することはできなくなってき
ました。
　そこで、企業間競争に勝ち抜き、他者との差別化を図るために出てきたのが、「顧客満
足を高める」という考え方です。顧客満足を高めることは、企業の利益、時には企業の存
続まで左右するため、どうしたら顧客が満足するかについて、いろいろな方法で情報を集
め、それをもとに何をどのように提供していくのかを考え、実施することが、民間企業で
は当たり前になっています。

　
③誰が顧客満足を決めるのか？ 
　「顧客満足」とは、企業が顧客を満足させることではなく、顧客が自らの基準で判断す
ることです。すなわち「提供されたサービス≧顧客の期待」であったか否かを判断するの
は顧客です。
　そのため、ここにサービス提供者の考える満足と、顧客が考える満足との間に、ギャッ
プが生まれることがあります。そのギャップをしっかりと確認し埋めていくきっかけとな
るのが、「お客さまの声」です。
　一般的に顧客からのクレームの有無は、顧客満足の指標であると考えられますが、クレー
ムが無いことが、必ずしも顧客満足が高いことを意味するわけではありません。また、顧
客が要求する事項が満たされている場合でも、それが必ずしも顧客満足が高いことを保障
するものではないことも、忘れてはいけません。
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④グッドマンの法則
　では、顧客の満足度によって企業にはどのような影響があると考えられているのでしょ
うか。ここでは、「グッドマンの法則」を紹介します。

　　（引用：NPO 法人顧客ロイヤルティ協会ホームページ）
　

ⅰ）グッドマンの第 1 法則（不満はあってもその商品は買う）
　「不満を持った顧客のうち、苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の該当商品・サー
ビスの再購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客のそれに対して比較
的高い」

　

　
　

コラム　＜サイレントクレーム＞

　商品やサービスに不満を持ったときに苦情を言うのは、一部の顧客にすぎません。
多くの人は黙って再購入を停止するのです。

　◇苦情を言わない理由
　　・苦情を言う暇が無い。トラブルに巻き込まれたりしないだろうか・・・
　　・苦情を言っても誰もまともに扱ってくれない
　　・どこへどうやって苦情を言えばいいの・・・
　　・苦情を言うと、仕返しをされるのでは・・・
　

　（「顧客満足ってなあに？− CS 推進室勤務を命ず−」佐藤知恭著 P103）
　
　◇サイレントクレームの怖さ
　　サイレントクレームは 9 割
　　・9 割の苦情内容がわからないから企業側は対応できない
　　・企業側が対応できない間に問題が家族 ･ 友人を介してお客さまの間に流通する
　　・流通過程で情報は意図せずとも加工される（伝言ゲームのリスク）
　　・その結果としてお客さま離れが進行する
　

　　　　　　　　　（「苦情・クレーム対応とコンプライアンス」森原憲司著 P20）
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ⅱ）グッドマンの第 2 法則（口コミの波及効果）
　「苦情処理に不満を抱いた顧客の非好意的な口コミの影響は、満足した顧客の好意的
な口コミに比較して、二倍も強く影響を与える」

　
　

【 1 人の不満が 10 人の敵を生む】 
　「好意的な口コミは、4 ～ 5 人に伝える。それに対して、非好意的な口コミは、
9 人～ 10 人に伝える。さらに 20 人以上に伝える人は 12.3％いる」と言われて
います。

　　　　　（「顧客満足ってなあに？− CS 推進室勤務を命ず−」佐藤知恭著 P103）
　

　
ⅲ）グッドマンの第 3 法則
　「企業の行う消費者教育によって、その企業に対する消費者の信頼度が高まり、好意
的な口コミの波及効果が期待されるばかりか、商品購入意図が高まり、かつ市場拡大に
貢献する」

　

コラム　＜行き過ぎた顧客に対して・・・　～啓発の必要性～＞

　「顧客満足」といってもキリがない。どこまで
やればいいの・・・」といった疑問は CS 活動を
考える時には当然出てくる意見です。
　例えば「象牙のネックレスがほしい」、「排気量
の大きな車がほしい」などの要望があったとしま
す。ただそのサービスを提供しようとすれば、野
生動物の保護や地球環境問題とぶつかります。自己中心的な顧客満足を達成するため
に自然破壊や資源の無駄遣いをしていいのでしょうか？
　こうした問題を考える時に、「顧客への啓発」が重要となります。特に環境問題は
地球規模の大きなテーマです。ある自動車メーカーが、環境への影響を配慮した車を
開発したが、従来品より価格が高いとします。この場合に、お客さまに丁寧に説明し、

「環境保護」を啓発していくことで、お客さまは従来品より価格が高いにもかかわらず、
「環境に配慮した」車を購入したことについて満足し、その満足は、企業の社会的信
頼を高め、企業のブランド力を高めていくのです。
　一方、行政においても、現在「行政任せ」の風潮があるなかで、行政と住民がお互
いの責任を果たし合うことの必要性を啓発し、誰もが公平なサービスを受けられるよ
うに導いていくことが求められているのではないでしょうか。
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（２） 自治体における CS（住民満足）を考えてみよう

①自治体に CS（住民満足）の視点は必要なのか？
　ではここまで述べてきたＣＳの視点は、自治体が行政サービスを行ううえで、はたして
必要だといえるのでしょうか。

　

＜ CS 活動に関する自治体と民間の比較＞

　 自治体 民間企業

商品 公共サービス 商品・サービス等

対象者 住民全般 商品・サービス等の利用者

活動の基準 コスト、公益性 コスト、収益、社会的評価等

成果の判別基準 不明確 明確（収益、消費者・株主の評
価、信頼性等の向上による企業
価値の増大）

顧客（住民）の
選択性

○自治体による独占的サービス
のため、住民はそのサービスに
不満足でもそれを利用せざるを
えない。

（市場原理がはたらかない）

○他社商品との選択が可能
（満足が得られなければ、その
商品は買わなくてもいい。）

　
　民間企業の CS 理念を自治体に当てはめた場合、概ね上記のようになります。大きな
違いは、やはり「行政サービスは不満でも利用せざるを得ない」という側面があるため、
CS を考慮せず、不満を放置していたとしても組織自体の存続に大きく影響することは少
ないということです。また、民間企業のように、明確に売り上げ（＝利益）を生み出す
ような成果も期待できません。しかし、企業においては既に、あらゆる顧客を株主等と
同様に利害関係者（ステークホルダー）であると捉え、顧客の満足が得られるよう努力
をすることが、会社の利益を生む手段となるにとどまらず、企業の社会的責任（CSR：
Corporate Social Responsibility）であるとの考えに至っています。
　それでは、自治体にとっての利益、責任とは何か。言い換えれば、自治体が目指してい
るものは何でしょうか。言うまでもなく、住民の暮らしを豊かにすること、ひいては社会
の福祉・利益の向上です。そのために施策を充実させ、地域を発展させることなのです。
　これを実現するためには、住民の意見や要望を広く求め、ニーズを把握し、住民満足を
向上させようとする考え方や取り組みは、行政サービスにおいても不可欠なものなのです。
これにより、住民の自治体への信頼感も向上させ、「住民協働のまちづくり」を行ってい
く際にも、こうした信頼関係が大きな基盤となるのです。
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②自治体の社会的責任の果たし方
　繰り返しになりますが、自治体は、住民の暮らしを豊かにすることの社会的な責任を負っ
ており、その実現に向けた施策を充実させ、地域を発展させることが目標です。
　しかし現実には、住民それぞれに、多様な暮らし方、人生の価値観があり、全ての人の
希望をかなえることは困難です。そこで、社会の秩序を守るため法令が定められており、
この法秩序を守っていくこともまた、自治体の社会的責任です。
　そのため、法令に従った結果、希望に沿わず解決に至らないことも多く存在しますが、
このような場合こそ、それに至った過程や理由を明らかにするなどして説明責任を果たす
ことによって、住民満足につなげていくことを意識しなくてはなりません。
　このところ、政府の「事業仕分け」が話題になっています。国民が今まで知らなかった
国の事業が明らかになり、国民が、国民の価値観によって、国の事業を仕分けていくこと
を期待しています。これまで「税金を納めているものの、どのように使われているかよく
知らない」という時代が長く続いてきましたが、今や「行政に任せていては自分たちの価
値観とかけ離れたことに税金を投じているのではないか」という疑問が積み重なり、それ
が行政や公務員に対する不信感を生んでいます。まさに、国民のクレーム、即ち、国民の
行政に対する評価に耳を傾けてこなかったことが招いた結果ではないでしょうか。
　残念ながら自治体においても同様で、そうした不信感が蔓延した状態です。住民満足度
向上を目指すといっても、マイナスからの出発であり、容易なことではありません。この
点を認識して、説明責任を果たすことを一層強く意識していく必要があります。
　では、このような責任を果たしていくために、我々は、どのような取り組みを行ってい
けばよいのでしょうか。

　

　
コラム　「お客さま満足にホームランなし」～イチローに学ぶ～

　
　多くの住民が自治体に期待していることは、わかりやすい説明、迅速な対応、公平
な対応など、当たり前のことなのです。
　大リーグ・マリナーズのイチロー選手は、決してホームランは多くありません。た
だ、1 日 1 日こつこつとヒットを積み重ねた結果、有数のスター選手となりました。
CS 部門についても同じことが言えるかもしれません。
　「派手さはなくとも、小さな、地道な取り組みを徹底して
継続する。」そうしたヒットの積み重ねがＣＳの近道なので
はないでしょうか。
　CS 部民に限らなくとも、あらゆる部門についても「凡事
徹底」をキーワードにしたいものです。
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２．住民満足を目指す全庁的な取り組み

（１）「ISO10002」の紹介

　ISO（International Organization for Standardization −国際標準化機構）は、本部をジュ
ネーブに置く非政府組織で、世界約 150 カ国の国際標準化機関によって形成されています。
主な業務として国際標準規格の発行をおこなっています。
　ISO10002「品質マネジメント−顧客満足− 組織における苦情対応のための指針」は、消
費者保護関連規格の一つとして、2004 年（平成 16 年）に発行されました。ISO のメンバー
でもある日本は、国際規格を積極的に導入していく方針を打ち出しており、ISO10002 発行
の翌年には、完全一致の翻訳版として JISQ10002 が発行されました。
　この JISQ10002 の序文において、「この規格は、電子商取引を含む、あらゆる商業活動又
は非商業活動のための、効果的、かつ、効率的な苦情対応プロセスの設計及び実施について、
指針を提供するものである。この規格は、組織、顧客苦情申出者及びその他の利害関係者に
資するよう意図されている」（『ISQ10002：2005』、日本規格協会、2005 年より）と、謳われ
ています。
　また、日本規格協会の解説において、「この規格は、組織が消費者の基本的権利を尊重し
ながら、苦情を組織全体の責任として真し（摯）に受けとめ、問題解決に努めるのに大きな
手助けとなる。この規格の実行は、組織の問題解決に大きな役割を果たすことができ、外部
の声を経営に反映することもでき、消費者及び社会からの組織に対する信頼度を高めること
ができる」と記載されています。
　住民満足を目指し、社会的責任を果たそうとする自治体にとっても、クレーム対応におい
て、組織でどのように取り組むべきかについて、参考になる点がありますので、随時引用し
ていきます。
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＜ ISO10002 の 9 つの基本原則＞

（ⅰ）公開性　
苦情申し出方法及び申し出先についての情報は、顧客、要員及びその他の利害関
係者に広く公開することが望ましい。

（ⅱ）アクセスの容易性　
苦情対応プロセスは、すべての苦情申出者が容易にアクセスできることが望まし
い。苦情の申し出及び解決の詳細についての情報を入手できるようにすることが
望ましい。苦情対応プロセス及びサポート情報は分かりやすく、使いやすいこと
が望ましい。（以下省略）

（ⅲ）応答性　
苦情の受理は、その旨を直ちに苦情申出者に通知することが望ましい。苦情は、
その緊急度に応じて迅速に対処することが望ましい。例えば、重大な健康及び安
全問題は、直ちに対応することが望ましい。苦情申出者には、丁寧な対応をし、
苦情対応プロセスにおける苦情対応の進ちょく状況を、適時知らせることが望ま
しい。

（ⅳ）客観性　
苦情はそれぞれ、苦情対応プロセス全体を通じて、公平で、客観的、かつ、偏見
のない態度で対応することが望ましい。

（ⅴ）料金　
苦情対応プロセスへアクセスするときは、苦情申出者に対して、料金を請求しな
いことが望ましい。（※）

（ⅵ）機密保持　
苦情申出者個人を特定できる情報は、組織内での苦情対応の目的に限り、必要な
ところで利用可能とすることが望ましい。また、顧客または苦情申出者が、その
公開について明確に同意していない限り、この情報を公開しないように、積極的
に保護することが望ましい。

（ⅶ）顧客重視のアプローチ　
組織は、顧客重視のアプローチを適用し、苦情を含めたフィードバックを積極的
に受け入れ、自らの行動によって、苦情の解決についてのコミットメントを示す
ことが望ましい。

（ⅷ）説明責任　
組織は、苦情対応に関する組織の対応並びに決定についての説明責任及び報告の
実行について、明確に確立することが望ましい。

（ⅸ）継続的改善　
苦情対応プロセス及び製品品質の継続的改善は、組織の永続的な目的であること
が望ましい。

（引用：JISQ10002）

（※）フリーダイヤルの導入を意図したものではなく、苦情の申し出、問い合わせをする場合に、有料
の会員登録を求めるなどの課金をしないことを指す。
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（２）まずは全庁的な意識統一を

　住民満足向上のためには、業務の専門的能力の向上のみならず、接遇やコミュニケーショ
ン・折衝・クレーム対応など、住民対応能力の向上が必要となるのはこれまで述べてきたと
おりです。つまり、このような視点に立ち施策を実現していく能力が必要です。このため、
自治体にとって、これらの能力を持った人材を育成していくことが、必要な取り組みのひと
つとなります。
　率直に言って、自治体はクレーム対応が苦手だと思いませんか。あなたの職場を振り返っ
てみてください。「国の制度や法令等により、どうしようもない」ことが多いため、「自分た
ちにはどうしようもないこと」と放り投げていませんか。「自分たちが責任を取ることでは
ない」と楽観的に考えてはいませんか。あるいは、前例踏襲主義・事なかれ主義と批判され
るように、組織の従来の方法を正当化する根拠ばかりを集め、クレームの内容に参考にすべ
き点がないか、クレーム対応に問題がないかの検討を行わず、逆にそれを隠蔽してしまう体
質はありませんか。または、「改善の余地はあると知ってはいるが、人手が足りず忙しいので、
あるいは予算がないので何もできない」と、やはり自分たちを正当化することばかりを考え
てはいませんか。このような職場で、職員の住民対応能力を育成しようという発想は生まれ
てきません。
　まずは、このような組織風土を払拭する必要があります。そして、組織全体の住民対応能
力向上を目指す風土を醸成しましょう。そのためには、役所全体の意識改革と、システム作
りが欠かせません。
　前述の ISO10002 では、トップマネジメントに、苦情対応に関するコミットメントを求め
ています。この報告書では、これを自治体に当てはめ、【自治体の首長自らが、『自治体には、
クレーム対応において、住民満足重視の視点から説明責任を果たす責任と、同視点で業務を
遂行する責任がある』ことを、明確に、内外に、宣言する】と、解釈することにします。
　このような宣言により、役所全体の意識改革・意識統一を図っている例があります。例え
ば、静岡県浜松市では、市長が市民に対して 5 項目からなる「市民への約束」を発表し、職
員に対し市民対応のあり方や職務への姿勢を、強烈に意識付けています。
　東京都千代田区では、区が提唱する「ホテル並みのサービス」の水準を明示するため、7
項目のサービススタンダードを策定し、公表しています。（詳細は、浜松市人事課／千代田
区　視察報告書を参照）
　「我々は何のために、誰のために仕事をしているのか」、「公務員倫理とは何か」、「そのた
めには我々はどのように行動すべきか」。これらの命題を常に意識するよう、まずは「方針」
と実現のための「体制づくり」を、トップ自らが明確に宣言し、職員を強力に引率していく
ことが有効と考えられます。
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（３）「住民満足推進室」の必要性

　首長の宣言を実効性のあるものにするためには、住民満足向上に関する取組みを全庁的に
統括する部署が必要ではないでしょうか。その役割としては、次のようなものが考えられま
す。

　

ⅰ）首長の宣言を実現するための組織体制の構築や、その体制の運営、指導など
ⅱ）複数の部署にまたがるクレームの受付、調整、対応など
ⅲ）担当部署が不明な場合や、担当部署で解決できなかった場合の受け皿としての、

クレーム申出窓口
ⅳ）不当な手段を伴う「不当要求」や「行政対象暴力」に対する危機管理
ⅴ）全庁的な住民対応についての首長との連携

　

　たとえば住民の声を集める広聴担当や、首長の考えを実現すべき政策企画担当などが、こ
の役割にあたると、これまでの専門的知識や技術が活用できるのではないでしょうか。
　受けたクレームを担当課のみに留めておくのではなく、全庁的に共有し、閲覧できるシス
テムがあるとよいでしょう。これにより担当課の業務改善にとどまらず、全庁的なサービス
や業務手順の改善、危機管理や教育など、幅広い分野のヒントを得ることができます。
　前述の浜松市では、市民から寄せられる多様な声を集約して全庁的に情報共有し、市政へ
の反映を目指しています。
　（詳細は、視察報告書（浜松市広聴広報課　「市民の声システム」）を参照）

　

首長の宣言による意識統一

「住民満足向上のために、説明責任がある」
「住民満足向上の視点から、業務を遂行する責任がある」

↓
住民のクレームに適切に対応する全庁的な体制の構築が必要

首　　長

住民満足推進室

担　当　課担　当　課 担　当　課
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（４）職員の教育について

①各職員は責任と権限を自覚しよう
　これまで組織の体制について述べてきましたが、職員の教育をしていく点も忘れてはい
けません。
　まず、各職員は、自らの立場、すなわち、権限と責任を自覚する必要があります。組織
に属する職員全員が、「住民満足向上」を目指して、住民対応能力を向上すべく目標を設
定し、自らを啓発しなければなりません。また、クレームを受けた場合は、適切に対応し、
その記録や報告を行わなければなりません。
　同時に、各職員は、自ら権限のある事とない事を区別しなければなりません。クレーム
対応においては、たびたび他の部署のクレームを受け、「取次ぎ」が必要になります。この「取
次ぎ」が不十分なとき、クレームは拡大します。
　「取次ぎ」をスムーズに、的確に行うためには、職員個人が、第一に、日頃から各職場
の業務範囲を知り、自らの業務との境界線を明確にしておくこと、第二に、適切な担当職
場までの案内役を、責任をもって引き受けることが必要です。
　「取次ぎ」の場面において、問題となる対応には、第一対応者が、十分に話を聞かず「管
轄外なので出来ません」と言うケースや、反対に、話を聞きすぎた後に「管轄外です」と、
担当への引継ぎを十分に行わず断るケース、さらに、「次の担当で相談すれば必ず解決する」
と、過度の期待を抱かせるような説明を行うケースがあるので注意しましょう。
　また、所属長など責任者においては、前述の首長の宣言を実行していくために、「部署
内の住民対応が適切に行われているか」、とりわけ「クレーム対応のプロセスが適切、確
実に実施されているか」、「適切なクレーム対応の結果、同様のクレームの再発防止につな
がっているか」、「業務改善に活かせているか」等々を、管理していく責任を負っています。
　責任者は、暴力行為など違法な手段を用いたハードクレームなど、より困難な事例にお
いて、組織的な判断を下す立場にあります。当然のことながら、公平公正なサービスから
逸脱する判断を行うことのないよう、「大ごと」になることを恐れ、弱腰な姿勢で場当た
り的な処理をすることのないよう、危機管理に対する責任をも自覚しなければなりません。

　

コラム　＜役所の顔はあなたです＞

　「この人たちにクレームを言っても、伝えなければよかったと後悔しそうだからや
めておこう」というサイレントクレーマーが増えるのも減るのも、役所の顔として住
民と接する職員の日々の対応如何です。その対応した者が正職員
でもアルバイトでも市民には関係ありません。
　ホウレンソウ、明るい挨拶、きびきびとした行動など、誰にで
もできる基本的なコミュニケーションでクレームを防げることも
あるのです。
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②モチベーションを高めよう
　人材を育成するためのポイントは、各職員が高いモチベーションを持って業務に臨むシ
ステムを作ることです。
　前述の浜松市では、より小さなグループ（係）単位で、ミーティングを持ち、グループ
の目標及びそれに関連して個人の目標を立て、その達成の過程で職員各自が創意工夫し、
結果について再びグループで話し合うという仕組み「チャレンジシステム」を推奨してい
ます。
　より小さな単位での目標管理は、能力向上意識の低い職員を同じ土俵に乗せることがで
き、業務の特性に合った指導や、個人のスキルレベルに応じた指導は、職員のモチベーショ
ンの向上につながりやすいと考えられます。
　「業務の目的は何か」、「能力はどの程度で、何が足りないか」、「どう行動すればより良
い仕事ができるのか」、を考えさせ、「こうすることにより仕事が上手くいった」、「こうす
ることにより住民の満足につながった」、という気づきが、モチベーションの向上へとつ
ながるのではないでしょうか。

　
　　　　　　
　

首長の宣言による意識統一

「‘住民満足の向上’のために‘説明責任’がある」
↓

住民対応能力の向上が必要
↓

全庁的な目標管理体制

人材育成担当課
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（５）積極的にクレームを収集しよう

　自治体にとってクレームが必要なものとわかったら、積極的にクレームを収集する姿勢を
持ちましょう。
　誰しもクレームを受けた後は暗い気持ちになります。しかし、住民から寄せられるクレー
ムは、多くの場合、職員個人に向けられたものではなく、組織あるいは役所全体に向けられ
たものです。クレームは、住民の意見・希望・不満ですが、クレームを受ける側から見れば、
組織の仕事やサービスに対する評価といえます。
　よくレストランやホテルなどで、サービスについてのお客さま評価アンケートを見かけま
す。最近では自治体の中にも、職員の接客態度について市民アンケートを実施しているとこ
ろもあります。
　東京ガスでは、お客さまとの接点業務従事者（主に作業者）が、作業時に「アシストメモ」
という用紙を携行し、お客さまの声や、自ら気づいたことを、ささいなことでも記録し持ち
帰る取組をおこなっています。これはコールセンターへの「お客さまの声」は氷山の一角と
考え、お客さまの「現場の声（気づき）」を積極的に収集すること、つまり、「サイレントク
レーマー」の存在を意識して積極的にお客さまの声を収集しようという試みです。
　このような取り組みに必要なことは、住民の声である「クレーム」を吸い上げ活かしてい
こうという姿勢です。
　「誰を相手に仕事をしているのか」を考えれば、「お客さま」抜きに、業務は遂行できませ
ん。会社や組織が、お客さまの評価を受け入れないこと自体が、明らかに不自然です。グッ
ドマンの法則で述べたように、サイレントクレームの悪影響を想像すると、いかにしてお客
さまからクレームを声に出していただくかが重要です。こう考えると、「どうかクレームが
発生しませんように！」という受身の姿勢から、「クレームをじっくり聞いてみよう」とい
う攻めの姿勢が大事であることが分かります。

　
　

コラム　＜住民の期待を察知しよう＞

　住民満足向上のためには、「サービス≧住民の
期待」であることが必要です。「住民が何を求め
ているのか」、「どんな要望があるのか」という、「期
待」を察知していくことが何より求められます。
　しかし、職員の「感度（察知する能力）」が低
ければ同じ事実に触れても何も感じることができ
ません。そのため普段から、
　①自分自身の「感度」を高める
　②問題意識・仮説を持ち、違った見方を考える
　③接遇現場を観察し、住民の期待を肌で感じる
といったような姿勢を持つことが大切です。

（引用：「お客様に対応する業務の品質管理」　
㈱日本能率協会コンサルティング著ｐ 201））
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＜自治体の先進事例の紹介～住民満足向上の視点から～＞

○「住民の声システム」

　住民からの意見・提言・要望を積極的に聴き、そのニーズに適切に対応する、ニー
ズを施策に反映させるためのシステムです。この住民の声を全庁的に情報共有し、
効率的に管理・対処できれば、住民満足の最適化が可能となります。

（参照：浜松市広聴広報課　視察報告）
　

○「窓口ワンストップサービス」　～お客さまを動かさず、職員が動く～

　転入手続きに来庁した住民が、転入に伴う様々な手続きについて、各課に足を運
ばなくてすむように、各課から職員が出向き、一つの窓口で手続きを行えるように
します。これにより住民負担の軽減が図られます。

（参照：千代田区　視察報告）
　

○「すぐやる課」　～迅速な初期対応～

　蜂の巣撤去、放置自転車、ゴミ問題・・。住民は役所のどこへ問い合わせていい
のかわかりづらい。こんな時、「すぐやる課」に連絡すれば、「たらい回し」になら
ず、迅速に適切な情報の提供が受けられ、問題の早期解決が可能です。これにより
住民の不安・不満の解消や信頼関係の構築が図られます。

（参照：世田谷区　視察報告）
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３．職場ですぐできる３つの取組み

　今回の職員アンケートによると、現在所属する課における住民からのクレーム対応について、
「改善すべき点が多くある（不満）」、「改善の余地がある（やや不満）」と感じている人が、回
答者全体の 6 割以上にのぼっています。
　クレーム対応は、組織内で平準的な対応が求められるはずです。しかしながら、改善すべき
点について聞いたところ、「クレーム対応を個人の技量、経験に頼っている」、「対応に個人差
がありトラブルになることがある」、という回答が、上位を占めました。職員により業務知識や、
クレーム対応能力に差があり、対応が異なっている実態が明らかになりました。
　職場全体で、意識・能力・知識の全てにおいて、同じ水準を保ち、その水準を底上げしてい
く取り組みが急務であることが、推測されます。そこで、あなたの職場ですぐにできるクレー
ム対応の取組について紹介します。

（１）クレームを記録し共有しよう

　第 2 章でクレーム対応の基本として、「話を聞く」ことの大切さを述べましたが、あなた
はクレームを聞いた後、記録をしているでしょうか。
　記録して職場で共有することにより、どのようなクレームが発生しているか頻度や性質が
明らかになります。もし記録をしなければ、「この種のクレームが多い」と感じてはいるも
のの、上司は同種のクレームが多発していることを把握することができません。また、同じ
クレームが度々発生しているにもかかわらず、対策が考えられていないために、クレーム発
生のたびに慌てる、あるいは、いつまたクレームが発生するかとビクビクしながら過ごす状
態に陥ってしまいます。そこで、クレームを受けたら、次の情報を記録し、事例、発生場所
等の項目で FAQ にするなどデータベース化し、職場で共有することにより職員のクレーム
対応への水準を上げることが可能となります。

＜記録する内容＞

１．クレーム申出者・受付に関する情報

２．クレームの内容

３．クレームへの対応

４．今後、検討すべき課題

⇨　事例、発生場所等の項目で、FAQ にするなどデータベース化する。
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クレーム　記録票
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（２）ミーティングを開こう

　職場で情報を共有する目的は、同様のクレームの再発防止と、更なる業務改善を行うこと
です。
　そこで、発生したクレームの原因究明と、その対策を職場全体で考えましょう。クレーム
は組織の仕事やサービスへの評価です。改善すべきことは速やかに改善していかなければな
りません。また、自治体の業務は、法令等で決められているものばかりではありません。特
に裁量の余地や、解釈が複数あるものについて、組織で考え方を明確に統一しておかないと、
対応にブレが生じ、それがクレームにつながる危険があります。
　そこで、職場でミーティングを開き、現状の業務やサービスが改善可能かどうか、あるい
は対応方法や説明の仕方はどうあるべきかなどについて話し合うことが大切です。組織とし
て検討したことを通じて、職員が法令や制度趣旨について知識・理解を深めることになり、
結果、クレーム対応能力を高めることになります。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（３）マニュアルを作ろう

　蓄積されたクレーム情報について検討したら、次に、組織でマニュアルを作成しましょう。
これを職場の基本ルールとし、対応の標準化に活用します。そして、各自が、どう考えどう
説明するかをしっかり学習し、身につけなければなりません。
　マニュアルでは、第一に、考え方や基本的ルール、根拠法令などを明らかにすることが必
要です。応用的な事例になるほど、基本的なルールを見失う危険が増します。常に、基本の
考え方に立ち返れるようにしましょう。
　第二に、情報収集の具体的項目です。クレームを今後に活かすため原因究明をしようとす
ると、初期段階で出来る限り詳細な情報を入手しておくことが必要です。第２章スキル編で
述べたように、お客さまとの対話の中で、相手の情報を多く集めることが大切ですが、とっ
さに全ての情報を聞き出せるとは限りません。どの担当者がクレームを受けても、情報の聞
き取りに漏れのないよう、収集すべき情報の具体的な項目をマニュアル化しておくべきです。

＜ミーティングで話し合うべきこと＞

１．クレームの原因は何か
２．原因となった現状の根拠は何か
３．クレームの重大性、与える影響、再発可能性等の評価
４．現状を変更する余地はあるのか
５．変更の余地があるならば、どのような条件で可能か
６．変更の余地がないならば、いかにして満足して納得していただくか
７．定期的に、クレーム発生件数の把握と解析
　　（適切な対応の結果、減少しているか）
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　第三に、収集された情報に基づいて、判断を行う際の基準や視点を明らかにして、組織内
で判断を統一することが必要です。
　第四に、どのように説明するか、説明の方法についての助言があれば良いでしょう。同じ
内容を説明するのでも、説明の仕方により受け手の印象は変わります。より満足の得られた
説明のノウハウを蓄積し、マニュアルに掲載しておくと参考になります。
　職員は、これらのマニュアルに基づいて、様々なパターンを想定し、準備しておかなけれ
ばなりません。いざという時には、相手の反応を見極めながら臨機応変に対応することを求
められるのです。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　また、クレームは日々の世情を反映して変化します。常に Plan（計画をたてる）⇒ Do（計
画通り実施する）⇒ Check（実施結果を検討する）⇒ Act（実施結果を元に是正する）⇒再
び Plan（計画をたてる）の循環を継続し、マニュアルの修正を続ける必要があります。

マニュアルに求められるもの

１．考え方、基本的ルール、根拠法令など

２．情報収集の具体的項目

３．情報に基づく判断の基準や視点

４．説明の方法に関する助言

　　　　職員は、様々なパターンを想定して対応を考え、準備しておく。
　　　　クレーム対応では、相手の反応を見極めながら、臨機応変な対応が求
　　　　められる。

住民からのクレーム（評価）・職員自らの気づき

⇩
キャッチ

⇨

共有

対応の検討

（事業の改善・マニュアルの作成）

※ PDCA の循環
　を継続

【目標設定】

職 場（ 係 ） の 目 標・
個人の目標を設定し、
自己啓発を行う
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　以上の取り組みは、住民満足を念頭に置き、住民のクレームに耳を傾け、その声を活用し
ようとする意識を形にしたものです。このように、クレームを、業務に吸収し、活用できる
組織、すなわち、「クレームを活かす組織＝クレームに強い組織」と言えるのではなでしょ
うか。

　

＜初期対応の流れ（モデル）＞

報　　　告

（１）客観的事実をメモに整理（「クレーム記録票」等の活用）
（２）主観的情報も重要
（３）上司に報告、情報の共有化　

担当者等による対応

（１）相手の気持ちに寄り添い、言い分をじっくり聞くことで事実関係と言い分を把握する
（２）判断が難しい場合には、回答を保留
（３）内容の確認・説明
　　　「事実関係・言い分の要点」「できること・できないことの説明」「今後の対応予定」等

最初の電話・来訪に対して

役所の代表として、まず用件（「誰に対して何を求めているのか」など）を確認する

担当者が明確な場合

　⇒担当者に引き継ぐ

応対者で対応できる場合

担当者が不在、または不明確な場合

（１）メモをとりながら、用件を正確に記録する
（２）折り返しこちらから連絡する旨を伝える
　　　（連絡方法の確認）
（３）担当者に報告する。担当者が不明確な場合
　　　は上司等に相談して、担当者を決める
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４．ハードクレームに対し組織がすべきこと

　ここでは第１章で定義した、暴力行為など違法行為を伴うクレーム「ハードクレーム」に対
して、組織ですべきことを述べたいと思います。

　（１）所属長の強い姿勢

　まず何よりも大事なことは、所属長自らが「不当な要求には絶対応じない」という組織の
方針と姿勢を示し、ハードクレームに対し毅然とした対応が出来る組織を構築していくこと
です。
　決して、「大ごと」「事件」を恐れる弱腰な姿勢で場当たり的な処理をする、担当者に責任
を押し付けるようなことがあってはなりません。
　弁護士の深澤直之氏の著書である『悪魔の呪文「誠意を示せ！」』の中で、「ハードクレー
マーは反社会勢力であり、お客さまでありません。」と述べています。これぐらい強い姿勢
を職員に示すことが出来れば、職員は心強く感じ、業務へのモチベーションも上がるはずで
す。　

（２）冷静に、とにかく冷静に対応しよう　　　

　ハードクレームは、大声を出したり、机を頻繁に叩くなどの威嚇行為を伴ったりする場合
が多く、組織内が一時的に混乱すると思います。また、行政側の不手際につけこみ、対応者
を恫喝し困惑させて判断を誤らせようとする場合もあると思います。
　その混乱の中で相手側から回答を迫られると、「これ以上大ごとになって欲しくないから
要求を認めよう」等と取り返しのつかない誤った判断をしてしまうかもしれません。　その
ようなことにならないように、個人として冷静に努めるようにし、更に組織として冷静に対
応することを心掛けましょう。初めに対応した者は慌て混乱するでしょうから、他の職員が
すかさずその場に入るようにしましょう。
　また、そのクレームがハードクレームなのかを冷静に見極めることも重要です。単に大声
を出した、机を叩いただけで、ハードクレームと安易に判断することはできません。お客さ
まが興奮のあまり、つい大声を出してしまったなどということは、よくあることです。この
ため、個人の判断ではなく、組織でハードクレームの見極めを行いましょう。
　しかし、冷静といっても、決して「わあ、大変そうやな。」と冷ややかに火事場を眺める
傍観者のような立場でいないでください。組織一丸となって冷静にバケツリレーを行い、ハー
ドクレームという火事を消しましょう。
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（３）関係機関と連携しよう

　ハードクレームに対応する際、一つの組織だけで立ち向かうのは限界があります。そのた
め、次に挙げる関係機関との連携が重要です。ハードクレーム発生時は組織が混乱するので、
迅速かつ的確に関係機関へ連絡するためには日頃からの連携が大切です。

　
①庁内の危機管理部門
　自治体により名称は違うと思いますが、全庁内の防犯や行政対象暴力への対策を行って
いる部署との連携は重要です。各部署で発生したハードクレームを報告し、情報の共有化
が出来れば、ハードクレーム対策に有効なものになります。
　
②所管の警察署
　クレームが脅迫や暴力行為に発展した場合、警察署への通報が必要になります。通報手
順については後述する「（６）通報しよう」で説明しますが、まず、クレーム対応により
犯罪にまで発展するような部署については、あらかじめ所管の警察署へ連絡し、連携強化
を図る必要があります。
　視察先の一つである埼玉県深谷市では、不当要求対策の一つとして、所管の警察署と協
定を結んでいます。しっかりと連携しているよい例だと思います。
　
③暴力追放推進センター
　暴力追放推進センターとは、平成 4 年 3 月に施行された「暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律」（いわゆる「暴力団対策法」）第 32 条の 2 の規定により、暴力団員
による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として各都道府
県に一つずつ指定された公益法人です。
　暴力団員等、行政対象暴力を行う者についての相談が可能な機関であり、ハードクレー
ムが発生する部署では連携先として心強い組織です。
　暴力追放推進センターでは、行政対象暴力に対する講習や不当要求防止責任者の講習も
実施していますので、ハードクレーム対策にかなり有効な機関ですので、連携をとること
をお勧めします。
　
④法規担当部署及び顧問弁護士
　暴力行為等直接危害を加えるタイプではなく、街宣活動や特定の職員に対し嫌がらせ行
為を行うなどのハードクレームに対しては、法的手段を検討する必要があります。そのよ
うな事態に対し毅然と対応できるように、各自治体の法規担当部署や顧問弁護士との連携
を取り、中止命令等法的手段が必要に応じて取れるようにしましょう。
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コラム　＜公益財団法人　大阪府暴力追放推進センター＞
　

○主な活動内容
　①暴排に関する広報啓発
　　暴力排除のための広報や啓発活動
　②相談活動
　　暴力団追放相談委員（警察ＯＢ、弁護士等の専門家）による暴力相談（無料）
　③暴排活動の援助
　　地域や職域における暴排活動の支援、訴訟費用の無利子貸付
　④責任者講習の実施
　　不当要求防止責任者に対する講習の実施
　⑤組離脱者支援対策
　　組を離脱する意思を有する者に対する社会復帰を図るための活動
　⑥暴力団犯罪被害者対策
　　暴力団犯罪被害者に対する救済支援活動
　
○事務所所在地
　中央相談室（センター事務局）
　　　〒 540-0012 大阪市中央区谷町二丁目 3 − 1 ターネンビル No. 2
　　　TEL06 − 6946 − 8930　FAX06 − 6946 − 8993
　淀川相談室
　　〒 532-0011 大阪市淀川区西中島 7 丁目 12 番 23 号第二丸善ビル 2 階Ｂ号室
　　TEL・FAX06 − 6303 − 8930
　天王寺相談室
　　〒 545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目 1 − 10 竹澤ビル
　　TEL・FAX06 − 6646 − 0893

引用「公益財団法人　大阪府暴力追放推進センター」ホームページ
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（４）複数で対応しよう　

　普段から窓口対応に出る際は、余程のことがない限り、一人で対応していると思います。
その中で、突発的にハードクレームとなったもの、クレームがこじれた末にハードクレーム
となったもの、そしてもともと悪意を持って違法行為が行なわれたもの、と様々な状況でハー
ドクレームに遭遇する可能性があります。
　ハードクレームに一人で立ち向かうのは困難です。職員によっては自分が担当者であると
いう強い責任感で一人で対応するケースもあるかと思いますが、危機管理の面からも、ここ
はやはり複数人数で対応することが賢明です。
　次に複数人数で対応するポイントを述べたいと思います。

①職員を呼ぶ
　明らかに違法行為が行われている、またそれを予感させるような言動があれば、無理を
せず、職員を呼ぶようにしましょう。
　呼び方も努めて冷静に「今回のお話の内容は重要だと思いますので、他の職員も同席の
うえで対応させていただきます。」と伝え、複数人数で対応するようにしましょう。しかし、
大声で怒鳴り続ける、言い分を聞かず執拗にまくし立てる等、対応している職員が窮して
いるようであれば、すかさず周りの職員が駆け寄るようにてください。

　
②時間、空間を利用する
　ハードクレームに対しては、相手の感情的な言動につられて、受ける職員も感情的になっ
たりします。このような状況では冷静な判断はできません。
　このためそのような時には、「この件について、上司に相談します。」等と理由を伝え、
席を外し落ち着くために「時間」を使いましょう。
　また、窓口で大声を出し続けたりされると、周りのお客さまにご迷惑となりますので、
そのような場合は別室へ案内をする等、対応する「空間」を変えましょう。

　　
③役割分担を決める
　ハードクレームの中で、特に記録や通報の必要性がある場合、「対応係」、「記録係」、「連
絡（通報）係」と役割分担を決めて対応するようにしましょう。
　また、暴力団関係者との対応など、違法行為に及ぶ可能性が高い場合は、相手側の人数
より多い人数で対応するようにしましょう。人数で優位に立つことで心理面で安定をもた
らします。
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（５）録音しよう

　ハードクレームに対しては、相手との話のやりとりを正確に記録することが重要です。
　「大事なお話ですので、録音させていただきます」などと言えば、相手にプレッシャーを
与える効果もあり、今後の対応に変化が出てくると考えられます。しかし、録音することを
伝えたことで、かえってクレームがこじれる可能性があります。このようなことのないよう、
組織で録音の条件や手順、そして録音したものをどのように取り扱うかを定めることが重要
です。

　
　＜録音について定めるべきこと＞

①録音の条件を決める
　クレーム対応マニュアルや所属部署内の会議などで、録音の方法や条件についての共通
認識を行うことが重要だと思います。そして、ロールプレイングなどを行い、録音の流れ
について、身をもって学ぶことも重要です。

　
②録音の基準を決める
　録音を行う際、「発言の食い違いを予防するため、より大事な会話については録音する
よう決められている」等述べ、個人の判断として相手側に責められることがないように、
部署内での基準を定めたほうがよいでしょう。
　
③録音記録の台帳を作る
　録音が行われた後、その記録を放置したり、勝手に消去したりせず、録音記録の必要性
を協議し、残すものは台帳等で残すようにする必要はあります。
　録音の記録は、クレームの果てに訴訟になるような場合、証拠資料として使われる可能
性があるため、それを想定して、録音の日時や経緯をしっかりと台帳に残すべきです。
　
④録音機能付電話を設置する
　電話でクレームがこじれる、または、ハードクレーマーと電話をやり取りする際に、録
音したい場合が出てくることから、各所属部署に少なくとも 1 台は録音機能付電話を用意
したほうがよいでしょう。電話についても録音の基準を決めておくと、職員が録音するタ
イミングを判断しやすくなります。
　さらに、常時設置型の防犯カメラを設置することも有効です。防犯カメラを設置してい
ることを掲示しておけば、違法行為に対する抑止力になります。
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（６）通報しよう

　そして最終的な手段は、警察への通報です。しかし、通報といってもどんなケースでもし
てよいものではありません。ではどのように通報すればよいのでしょうか。手順や方法を次
のとおり挙げたいと思います。

　
①通報の共通認識を持つ
　所属内において、職員が対応した相手のどのような言動が通報に値するか、また、中止
の警告をしてもやめない場合にどの段階で通報するか等、通報への流れを決め、通報の手
順についての共通認識を持つようにしましょう。
　
②通報係を決める
　ハードクレームと判断し、複数人数で対応する際、メモや録音をする記録係とともに、
状況を見て通報する係を決めることが重要です。
　また、窓口等で急に職員が暴行を受けるなど、突発的に犯罪行為が発生する場合がある
かもしれません。その際、「誰が通報するのか」と全員が躊躇して遅れることがないよう
普段から業務中に突然起きる事案に対する備えが必要です。
　
③事後でも通報する
　違法行為発生時に組織内で混乱が生じ、結局通報出来なかった場合や、通報に値する違
法行為を受けたにもかかわらず、その場で通報できなかった場合でも、通報が妥当と判断
される場合は、事後でも通報しましょう。通報することによって、再度同じ相手が来庁し
た際、通報したことを伝えることにより、違法行為が抑制される場合があります。

　
　警察等への通報は、誰もが躊躇してしまうところです。しかし、これは、ハードクレーム
を抑える最終的な手段です。この手段をいかに的確に毅然と行えるかが、ハードクレームに
強い組織としての最も重要な要素と言っても過言ではありません。
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コラム　＜スローガンを掲げよう＞

　ハードクレームが起きた時、対応手順を瞬時に思い出せますか。ハードクレームが
起きた際は緊迫するため、すぐに思い出すのは難しいかもしれません。
　そのため、ハードクレームが発生した際に、どのような心構えを持ち、どの様な手
順で対応すればよいかをまとめたものを、スローガンとして掲げてみてはどうでしょ
うか。これなら、緊迫していても思い出しやすく、対応時の助けになると思います。

ハードクレーム風林火山

　　「風」ハードクレーム発生時、人が集まる早さ、風の如し。

『解説』
　ハードクレームが発生した際、職員は見て見ぬふりをせず、素早く駆けつけ対応職
員と同席する、または、そばに立ち見守るよう、心掛けてください。

　　「林」ハードクレームに慌てず、静かに対応すること、林の如し。

『解説』
　ハードクレームを恐れて回答を急ぐこと、また、相手の言動に合わせて感情的に対
応することがないよう冷静に対応してください。
　また、大声を出しただけで慌ててしまい、ハードクレームと判断し対応するのもよ
いとは言えません。常に冷静な組織対応で判断しましょう。

　　「火」ハードクレームと見極めた時「記録。通報。排除」と攻め

　　　　　　　　ること火の如し

『解説』
　職員が集まっても相手が違法行為を続け、やめるよう何度も通告してもやめない場
合は、ハードクレームと見極め、状況を記録し、躊躇なく関係機関に通報し、組織一
丸となって排除するようにしましょう。

　　「山」「ハードクレームに屈さない」の強き信念、動かざること、

　　　　　　　山の如し

『解説』
　組織全員が「ハードクレームに決して負けない」という揺るぎない信念を持って、
毅然とした対応を目指しましょう。
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５．メンタルヘルスについて

　ハードクレームの組織対応について述べてきましたが、どれだけ組織的対応が出来たとして
も、ハードクレームに対応すること自体、精神的に疲労します。
　自治体によっては、メンタルヘルス研修やメンタルヘルス相談窓口等の制度が設けられてお
り、精神的に疲弊した職員が利用でき、職場外で出来るメンタルケアとしては有効です。
　しかしながら、クレーム対応を続け、溜まり続けるストレスコントロールを職員個人に任せ
るような職場ではその効果も限定的となります。
　ここでは、クレーム対応で苦しむ職員に対し、職場内で出来ることとして、次に挙げる二つ
のメンタルケアの方法を述べたいと思います。

（１）ねぎらいのことば、感謝のことばを掛け合う

　クレームを対応することは、いくらクレーム対応への心構えがしっかりとしていても、ま
た、クレーム対応のスキルを経験や研修等で磨いたとしても、精神的に疲労していくものと
思います。
　対応が困難である住民からの執拗なクレーム対応や、大声を出したり凄んだりするタイプ
のクレーム対応などは、より神経を遣い精神的に疲労していきます。
　その中で、周りの人が「大変そうやなあ。」とか、「俺じゃなくてよかった。」等、他人事
として考え、対応した者に対して何の手当てもしなかった場合、対応を続けなければならな
い職員はどのように感じるでしょうか。また、所属内でクレームが頻発している際、「責任
者だから」と上司を当然のように呼び、対応を任せてしまった場合、こじれたクレームの対
応を続けなければならない上司はどのように感じるでしょうか。
　実際に職員アンケート調査（問 6）の結果では、クレーム対応時に上司や同僚を呼んでも
同席してくれない、個人での対応が基本であると感じている職員が少ないながらも存在して
います。
　このような組織では、職員が疲労し続け、やる気をなくしてしまい、場合によっては、ク
レームの苦しさから逃れるため、特例を認めたり、不当要求に屈したりするかもしれません。
結果として組織自体に悪影響を及ぼしてしまうことに繋がるのです。
　そのようなことにならないためのひとつの手段として、職員同士でのねぎらいと感謝のこ
とばが重要であると考えます。クレームの対応で疲れきった職員に対し、
　　「大変な相手やったなあ。おつかれさん。大丈夫やったか。」
　　「今度、同じ人来たら一緒に対応するわ。」
　　「このクレームの対応策考えよか。」
　等、ねぎらいのことばを掛けることによって、職員は一人で対応しているのではないのだ、
辛い仕事は組織で対応しているのだと実感し、クレーム対応の難しさや辛さを感じながらも、
精神的疲労が軽減されると思います。
　また、クレーム対応時に同席してくれた同僚や上司に対し、
　　「先ほどは、同席してくれてありがとうございました。」
　　「難しい相手だったので、助かりました。」



75おおさか市町村職員研修研究センター

第 1 部　研究レポート

第
1
部

　等、感謝のことばを伝えることによって、同僚や上司も役に立てたこと充実感やその喜び
を感じ、組織で協力する意義を感じると考えられます。
　これらのことが、「自分は必要とされている。大切な存在である。」という自尊心をもたら
し、クレーム対応など辛い仕事に対する意欲を少しでも高めていくのです。
　これを制度として取組んでいる事例として、東京ガスが行っている「サンクスカード」が
あります。これは、職員間で仕事中に助けてもらった等、感謝の気持ちを伝えたい時に、会
社が作成した名刺大のカードを贈ることが出来るというものです。このカードのやり取りを
通じて、職員同士が感謝し讃え合う風土の醸成を目指すという目的があります。（視察報告
書参照）
　感謝の気持ちを言葉だけでなく、カードという形に残るものを贈ることで、より素直な気
持ちを伝えることができる制度であり、よりよい組織にするのに役立つと考えられます。

（２）担当者ローテーションの活用

　業務形態によっては、担当者として同じお客さまと対応し続けなければいけない場合もあ
ります。このような状況において、同じお客さまから継続的にクレームを受けると、いくら
上司を呼ぶ等組織で対応し、何とか処理出来たとしても、いつまた起こるか分からないため、

「次はいつ来るだろうか。」と思い悩み、担当者の精神的疲労は計り知れません。
　このような場合、組織の考え方として「担当者は地区で決められているから」、「同じ担当
者の方が事情を把握し、対応しやすいはず」等、担当者はむやみに代えないほうがよいと判
断されることがあると思います。
　確かに、最初に関わった担当者がクレームの処理をするのが理想的であり、また、担当者
として対応困難な住民と対峙し続けることで、相手の考え方や対応方法が分かり、困難を乗
り越えることができたら、それはそれで貴重な経験を得られるという考えもあると思います。
もしくは長く担当することにより、何かのきっかけでクレームの原因が解決し、友好な関係
に変わるかもしれません。
　しかし、人間には良くも悪くも、「相性」というものがあります。どんなに誠意を尽くし
接しようとも、なぜだかどうしてもうまくいかない相手もいると思います。その相手に更に
時間をかけ、粘り強く接しようとしても、ますます関係がこじれてしまうこともあるでしょ
う。そして、そのこじれきった相手と今後もずっと接していくかと思うと、担当者として精
神的にまいってしまい、体調を崩してしまう可能性があります。
　このような事態とならないよう、思い切って「担当者ローテーション」をしてしまうこと
を提案します。つまり、担当を代わってもらうのです。代わってもらうことにより、疲弊し
た職員の負担は相当軽減されるはずです。
　ただ、ここで注意しなければならないのは、この交代が前任者の不手際によるものではな
く、「相性の問題」として組織が認識することです。そうしなければ、前任の担当者は交代
したことについて、自分を責めなければならず、後任の担当者は、「災難やなあ。あいつがしっ
かりしていればなあ。」と前任者に悪い印象を抱くかもしれません。それらの感情は前任者
を更に精神的に追い込むことになりかねません。
　「担当者ローテーション」をする際については、組織でしっかりと協議したうえで行うこ
とが重要です。例えば、次の 3 点について話し合う必要があります。
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　　①担当者となってからの期間
　担当者になった期間が短いようであれば、「相性の問題」とは言い難く、交代するに適
当な期間であるか話し合う必要があるため。
　
②担当者と住民の中で起こっているクレームの内容
　クレームの原因が明らかに担当者の不備や不手際であれば、交代とは別の手段（担当者
への指導）で解決に向かうと考えられるため。
　
③ハードクレームではないか検討する
　ハードクレームであれば、複数人数での対応や関係機関への連絡等の方法を採るべきで
あり、担当者の交代で解決する問題ではないため。

　
　担当者を代えることはそれなりのリスクを伴います。たとえば、交代した職員の負担を増
やす結果になるかもしれません。更に相手側交代に相手にとっては担当者が代わることによ
り、文句を言えば担当者を代えてもらえるという考えを持ち、新しい担当者に対し強気で接
する場合が考えられるからです。しかし、そのリスクを負ってでも、担当者を交代させた方
がよい場面はあると思います。その場面を見逃すことがないよう、組織内で意識し合い、見
守るよう心掛けてください。
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コラム　＜こころの相談窓口＞

　クレーム対応を続け精神的疲労が溜まっている方へ、メンタルヘルスに有効なイン
ターネットサイトを紹介します。
　
○働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」（厚生労働省）
　心の健康確保と自殺や過労死の予防のためのメンタルヘルスサイト。疲労蓄積度や
睡眠障害などの心の健康度のセルフチェックが簡単にできる他、ストレス軽減ノウハ
ウ、おすすめの本、相談機関の案内、体験記などが掲載されている。
　インターネットアドレス（http://kokoro.mhlw.go.jp/）
　
○勤労者　心の電話相談（独立行政法人　労働者健康福祉機構）
　仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者のために、そのような悩みを
取り除くための専門のカウンセラーを配置し、電話で相談を受け付けている。相談無
料。
　　インターネットアドレス
　　　（http://www.rofuku.go.jp/rosaibyoin/kokoro_soudan.html
　　　　「こころの電話相談」を開設している労災病院の電話番号一覧）

　

６．組織と信頼　

　ここまで、組織が出来ること、組織に求めることについて様々なことを述べてきました。
　第 3 章を読んだ後に、「こういう組織が簡単に出来れば苦労はしない。」「職員個人で出来る
ことではない」と思った人もいるかもしれません。確かに、第 3 章の中では、部署の設置や関
係機関との連携など職員個人では出来ないことも述べています。しかし、組織は所属長を始め
様々な役割を持った職員によって成り立っています。その職員一人ひとりがクレームに対して
真摯に向き合い、協力して解決しようという姿勢が重要なのだと思います。
　その姿勢から、「このクレームは大事なものだから、職場で共有しよう。」「独りでクレーム
対応をしているのではないんだ。だから慌てず毅然と対応しよう」「部下がクレームで苦しま
ないよう、注意して見守るようにしよう」というような職員間の信頼が生まれるのです。
　そして、その信頼こそが、組織をよりよいものにしていくための原動力になるのです。この
章ではその原動力をどの様に活かしていくかを述べたものです。
　信頼出来る組織の中で、職員一人ひとりが「クレームを最大限に活かす」、「ハードクレーム
には決して屈さない」という揺るぎない信念を持ち、日々の業務の中でクレームに向き合って
欲しいと心から願っています。
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事例１　単なるミスでも一歩間違えれば・・・

　この事例は、伝言の連絡を忘れるという単純なミスが、結果的に問題が大きくなってしまっ
たケースです。下線部の言動について対応策を考えてみましょう。

　ある日、ホトトギス市の生活保護受給者織田さんから福祉事務所に電話がありまし
た。担当ケースワーカー毛利君（新人職員）は外出であったため、それを石田さんが
代わりに内容を聞き、戻り次第、毛利君から連絡するよう伝え電話を切りました。
　その日の石田さんは忙しく、①毛利君に電話のことを伝えるのを忘れ、外出してし
まいました。そして、毛利君が会議から戻り、仕事に励んでいた時に一本の電話が・・・

　織田　「あれ、毛利さん戻っていたんですか。どうして電話をしてくれないのですか。
ずっと待っていたのに・・・・」

　毛利　「えっ。何のことですか？私は何も聞いてませんが・・・・」
　織田　「何も聞いてない？そんなはずはないでしょう。私はすぐに相談したいこと

があるから、さっき電話した人に折り返し電話してもらうよう頼んだんです
よ。」

　毛利　「いや。机にも伝言のメモはなかったですし、誰にお願いしたんですか。」
　織田　「名前を聞いてないので知りませんよ。そっちで調べてその人に代わってく

ださい。」
　毛利　「それはちょっと無理です。職員はたくさんいますし。」
　織田　「一人ずつ調べればいいじゃないですか。対応が無責任すぎます。もし手続

きが遅れて損害が出たら責任取れるんですか。今からそちらへ行くから、そ
れまでにその人を探してください。」

　その後、織田さんは怒って福祉事務所に来所しました。織田さんの怒りを鎮めるべ
く、毛利君は一応数人の職員に対応したか尋ねるも、電話も職員も多い福祉事務所で
は、誰が対応したかは分かるはずもありません。納得せず文句を言い続ける織田さん
に困り果てている毛利君を見ていた②上司の羽柴さんは隣に座り、二人で対応しまし
た。そして、③伝言が当方の手違いで伝わっていなかったことについて謝罪し、今後
は同様のことが起きないよう注意する旨繰り返し説明した結果、織田さんは渋々なが
ら帰って行きました。④毛利君は羽柴さんに同席してくれたお礼を伝え仕事に戻りま
した。
　そして、福祉事務所に落ち着きが戻ったころ、石田さんは外出先から何事もなかっ
たように戻ってきました。当然、毛利君への伝言は忘れたまま・・
　⑤毛利君は今回の件で、伝言の大切さを知り、伝言を預かった時は忘れないうちに
メモを残すようにしているそうです。
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解　説

　この事例は、①石田さんが受けた伝言を毛利君に連絡し忘れるという、単純なミスにより起
こったクレームです。この点については、③素直に謝罪する必要があるでしょう。
　特に生活保護受給者と担当ケースワーカーには、信頼関係が大切です。今回の場合でも、対
応次第では、行政側の対応の悪さを理由にして、今後の関係を優位なものにしたいと考え、無
理な要求を繰り返してくる可能性もあります。そのような点からも、今後のケースワークに支
障をきたさないよう努めるべきです。
　②の上司である羽柴さんが対応に苦慮している毛利君に同席し、二人で対応したことについ
ては、良い対応といえます。毛利君は新人職員であり、クレーム対応に慣れていないため、対
応に苦慮している場面では他の職員が同席し複数人数で対応することが望ましいでしょう。困
難な事象であればあるほど、個人にまかせるのではなく、組織で対応するという姿勢が、危機
管理という面からも重要だと言えます。④のように同席してくれた人に対して感謝のことばを
伝えたことも、よい行動です。部下が困っている時に上司が出てくるのは当然と思うのではな
く、やはりお礼を述べた方が上司との信頼に繋がります。そして、⑤のように今回の件につい
て、同じような問題が起きないように気を付けて行動する姿勢も重要です。ただし、個人的な
注意にとどめるのではなく、なぜこのような事態になったのか組織内で話し合うことが必要で
す。個人的な単純なミスとして処理せず、予防策を検討し、全員で共有することが何より大切
です。

コラム　＜最も危険な４．５エーカー＞

　アメリカ原子力空母の看板での次のようなエピソードがあります。アメリカ空母の
甲板で整備員がボルトをひとつ落とすというミスをしたとします。もし、空母に着艦
しようとしている戦闘機がこのボルトを引っ掛けたりすると大事故につながる可能性
があります。そのために、艦では戦闘機の離発着を一時的に中断し、メンバー総出で
そのボルトを探します。これは、小さなミスが取り返しのつかない結果をまねいてし
まう組織での事例ですが、行政においてもミスを単なるミスで済ますのではなく「失
敗から学ぶ」という心がけを組織として取組むことにより市民から信頼される行政と
なるのではないでしょうか？
　クレーム対応においても、小さなミスで大きなクレームを起こさないよう、組織全
体で対応技術の向上に取り組む意識を共有できたら素晴らしいと思います。

引用「中西晶著 マネジメントの心理学」
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事例２　誰かがやっているだろう。

　この事例は、混雑している窓口業務において起こり得るケースです。下線部の言動について
対応策を考えてみましょう。

　ここは戦国市の福祉事務所内、たくさんの生活保護受給者が担当者を尋ねて窓口に
来ている中、生活保護の相談に来た武田さんは緊張しながら来所しました。
　窓口に着いて、職員に声を掛けようかと思った武田さん。しかし、別に来所した住
民に職員（担当ケースワーカー）が気安く話しかけているのを見て、「初めてやから
誰に声を掛けたらいいか分からないし、待っていたら誰か声を掛けてくれるであろ
う。」と思い、窓口カウンターで座って待つことに決めました。
　窓口近くにいる職員の上杉君は、武田さんの存在に気付いたものの、気付いた時に
は座って待っている様子であったため、①「担当者が対応しているだろう。声を掛け
なくてもいいや。」と思い、声を掛けずに仕事を続けました。他の職員も同様に、誰
かが対応しているだろうと思い、声を掛けませんでした。そのため、座りながらじっ
と待つ武田さん。
　その後もしばらく何も言わずに武田さんは待ち続けますが、かなり後から来た生活
保護受給者に対し、来所に気付いた担当ケースワーカーが声を掛ける姿を目の当たり
にして、ついにイライラが限界に達した武田さん。興奮気味に上杉君に話し掛けます。
　武田　「あの、いつまで待てばいいんですかね？」
　上杉　「えっ。まだお話伺ってなかったですか。」
　武田　「そう。さっきからずっと待っている。後から来た者が用件を済ましてるの

に・・・。来た者から順番に対応すべきだろ。」
　上杉　「福祉事務所はたくさん人が来るので、誰が先に来たか分かりづらいんです。」
　武田　「でも、明らかにあっちの人より俺は先に来ているだろう。お前も近くにい

るんだから気付いているだろう。」
　上杉　「②それだったら、声掛けてくれたらよかったのに、皆さんそうしてますよ。」
　武田　「初めて来たんだし、そんなの分かるか！お前が声を掛けるべきだろ、こっ

ちは生活に困って相談に来てるんだ！困っている人を救うのが福祉の仕事だ
ろ！」

　上杉　「それはそうですが、私はあなたが誰かに応対してもらっていると思ったん
です。」

　武田　「そんなの確認すればいいだろ！なんて不親切な奴だ！上司を出せ！」
　結局、上杉君は上司の今川さんとともに、武田さんに長時間待たせたことを謝罪し、
その後、生活保護の相談担当者に引き継ぎ、武田さんは用件を済ませ帰って行きまし
た。
　③今川さんは、武田さんを待たせてクレームになったことを上杉君にだけ注意し、
上杉君は反省しつつも、「なぜ、俺だけ。」と不満を残し仕事に戻りました。
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解　説

　この事例は、窓口業務のある職場では、よく起こりうるクレームとです。
自身の業務に追われて余裕がない状況では、①のような考え方になり、来訪者に声を掛けられ
てから対応することが多くなりがちです。
特にこの事例の舞台である福祉事務所は来訪者が多く、また、生活保護受給者と担当ケースワー
カーのような関係であれば、お互い気が付けば声を掛けるため、初めて来訪した人には「私の
方が先に来たのに。」と、不公平感を募らせる可能性があります。そのような状況の中、②の
ような自分に非があるような言葉を掛けられると、不満が爆発しクレームに発展することにな
ります。
しかし、この事例は③のように上司の今川さんが上杉君のみ注意するだけでは、根本的解決に
はなりません。悪意を持ったお客さまであれば、この事例はもっとこじれ、ハードクレームに
発展していたかもしれません。窓口業務を当番制にする、または、窓口担当職員を配置する等、
組織的に窓口業務のあり方について再考する必要があります。

コラム　＜役所で、どのくらい待たされるとイライラしますか？＞

　多かったのは『10 分』（33.3％）と
『15 分』（33.0％）で、ほぼ 3 分の 1 ず
つ。『5 分』（7.3％）を加えると、“15 分”
経つと 7 割強（73.6％）の人が不機嫌
になっていることになります。因みに
03 年調査では“15 分”経過で 83.1％
ですので、1 割以上の人が気長には
なっているようです。なお 50 代以上
の人は“15 分”経過で 8 割（81.0％）
に達します。

出典：シチズン意識調査「ビジネスパーソンの待ち時間意識調査」（2009 年 8 月 13 日）
URL：http://www.citizen.co.jp/research/time/20090813/01_01.html
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事例 3

事例３　税額が 100 円上がった？

　この事例は土地・家屋を所有する中年男性・家田さんの固定資産税が、同一年度で 100 円上
がってしまったために起こったクレーム事案です。以下の対応に問題点や改善点はないでしょ
うか。考えてみましょう。

　家田　「もしもし、納税通知書が届いたんやけど、昨年中に自宅の土地の所有権を
父親から自分に相続登記したのに今年も父親の名前で来てるねん、どうなっ
てるんかなあ？」

　電話対応をした職員・西野は所有権移転漏れをしていないか調べたが、該当する相
続登記の通知を見つけることはできなかった。念のために法務局に登記の問い合わせ
をしたところ、相手の言うとおり昨年中に相続登記されていた。法務局から市役所へ
の通知書に漏れがあったのが原因であった。西野は家田に折り返しの電話を掛け、後
日、正しい納税通知書を発行して家田の自宅に持っていく旨を伝える。

　数日後、西野と同僚職員・東山の 2 人で家田宅に伺い、誤った通知書を発送した事
を謝罪するとともに、新しい納税通知書を手渡した。家田は手渡された通知書をしば
らくチェックした後に、「税額が前のと比べて 100 円上がってるやないか。同じ家と
土地を所有していて同年度に税額が変わるなんておかしくないんか？ 100 円の差でも
払うことはでけへん！」
　西野　「あっ、確かに 100 円上がってますね・・・」
　西野と東山は驚き、納税通知書を見つめたまま、しばらく考えこんでしまった。

・・・その後・・・

　西野　「昨年までは自宅の土地を家田さんの「父名義」、家屋を家田さんご「本人名
義」で所有していたために、納税通知書が 2 通になっておりました。しかし、
今年からは相続登記がなされて土地も家屋も家田さんの所有として納税通知
書を 1 通にまとめさせて頂いております。」

　家田　「それはわかるけど、なんで税額が変わるねん？」
　西野　「税法で税額 100 円未満は切り捨てにするという決まりがありまして、通知書

が 2 通出ていた時は切り捨ての機会が 2 回ありますが、1 通になると機会は 1
回になり、税額に 100 円の差が生じる場合がございます。何卒ご理解ください。」

　家田　「そちらのミスで起こったことやろう。自分は古い通知書で納税する。」

　西野と東山は、釈然としない気分であったものの、謝罪と制度説明を粘り強く続け
た。しかし、一向に納得する様子はなく、同じようなやりとりが数十分続いた後に、
家田は「もういい。納得でけへんけど、分かったから早く帰ってくれ。」と言われたので、
その場を後にした。
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①こちらに不備がなくとも、相手に不利益・迷惑をかけたことに対して謝罪をしましょう。

　下線部
　　・法務局から市役所への通知書に漏れがあったのが原因であった。
　　・同じ家と土地を所有していて同年度に税額が変わるなんておかしくないんか？
　　・そちらのミスで起こったことやろう

　　　法務局からの通知書の漏れと、税額 100 円未満切捨てという制度が重なって、家田さん
に不利な変更が生じてしまい起こった事例ですが、「移転漏れは法務局が悪い、税額が変
わったのも制度上のものです。」などと説明しても到底理解を得られるものではありませ
ん。住民対応の最前線に立つ者として、常に相手の立場に立った考えを持ち、間違った納
付書を送ってしまった事の謝罪をしましょう。

②変更がある時は他の変更点がないか事前のチェックを怠らないようにしましょう。

　下線部
　　納税通知書を見つめたまましばらく考えこんでしまった。

　　　これは納税通知書が 1 通にまとめられる際に、他に変更点がないか事前にチェックして
いなかった職員のミスと言えます。誤った通知書を送ったことに加えて、指摘されて初め
て気がついたことで不信感を増大させる結果となりました。

　　　このケースではその場で変更の原因に気付き説明をすることができましたが、最悪の場
合、市役所に持ち帰って調べないといけないということも考えられました。訪問をする際
には事前の準備を怠らないようにしましょう。

　　　今回の事例では、相手にとって不利な変更に、指摘されるまで気付かなかったことから
不信感を増大させることになり、新たなクレームに発展してしまいました。こうなっては、
家田さんの気持ちが静まるまで聞き役に徹するしかありません。

　　　皆さんも電話や窓口でクレームを受けると慌ててしまい、更にミスを重ねてしまった経
験があるのではないでしょうか。しかし、このような時こそ、二次クレームに発展するこ
とのないように冷静に対応するよう心がけましょう。



86 おおさか市町村職員研修研究センター

事例 4

事例４　これは誰が担当すべき問題？

　この事例は生活保護受給者の酒さんが安易に救急車を呼ぶので、担当ケースワーカー（以下
CW）の安田さんが注意したために起こったクレーム事案である。しかし、これは本当に安田
さんが担当する問題であったのでしょうか。考えてみましょう。

　受給者の酒井は咽頭ガンを患っている 40 代の女性である。ガンの痛みを紛らわせ
るためだと言って毎日のように酒を飲んでいた。これまでも泥酔して救急車を呼ぶこ
とがあったが、最近、頻繁に要請があるということで消防署より連絡を受ける。

　北風　「消防署の北風です。酒井さんがここ一週間で 5 回も救急車を呼んでいるん
ですが、いずれも泥酔しているだけで搬送する必要のないものでした。CW
の安田さんより酒井さんに注意してもらえませんか？」

　これを受けて、安田は酒井に電話をした。
　「もしもし、酒井さんですか。ここ一週間で 5 回も救急車を呼んでるそうじゃない
ですか。しかもすべて搬送する必要がなかったと聞いてます。本当に必要な時以外は
安易に救急車を呼ばないで下さい。」と注意したところ、酒井は逆上し、「なんでそん
なこと知ってるんですか！消防署はそんなことまで市役所に報告するんですか！消防
署に文句言います。」と言って電話を切った。

　しばらくして酒井より安田に連絡が入り、「さっき消防署に電話したら、太陽さん
という人に、生活保護の人は CW に報告するようにしてるって言われました。でも、
しんどかったらいつでも救急車を呼んでいいって言ってくれました。安田さんは救急
車呼ぶなって言いますけど、私に死ねって言うんですか？」。
　酒井は怒りに任せて一方的にまくしたてた。また、口調から酔っ払っている様子が
伺えた。
　安田　「搬送が必要のない程度で安易に呼ばないようにと言ってるんです。呼んで

はいけないとは言ってません。」
　酒井　「しんどいから呼んでるんです。太陽さんは、程度はこちらで判断するから

しんどかったらいつでも呼んでいいって言ってくれました。消防署はいいっ
て言ってるんですよ！安田さんは私を殺す気ですか！もういいです。」
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①専門的な説明はきちんとした手順を踏んで担当部署へと繋ぎましょう。

　下線部：CW の安田さんより酒井さんに注意してもらえませんか？

　　皆さんも電話や窓口で親切心から他部署の専門的な説明をしてしまい、トラブルになった
ことはないでしょうか？生活保護 CW の業務には受給者の生活指導がありますので、この
事例において注意をすることは可能です。しかし、生命に関わるような専門的な説明や今後
の対応などについては消防署が行うべきものであり、安請け合いするものではありません。
もちろん、担当外であるからといって、知らんぷりをするのは良くないことですが、専門的
な説明はきちんとした手順を踏んで担当部署へと繋ぐべきでしょう。

②窓口で異なった回答を出さないように、まずは客観的な事実の把握に努めましょう。

　下線部：しんどかったらいつでも呼んでいいって言ってくれました。

　　最初に電話をしてきた消防署員の北風さんは「安易な救急要請を控えるように」とＣＷに
依頼してきたのに、酒井さんが電話を掛けた時に対応した別の消防署員の太陽さんは酒井さ
んの状況を知らずに「いつでも呼んでいい」と回答してしまいました。これでは酒井さんに
とっては、消防署は呼んでいいと言っているのに担当 CW は救急車を呼ぶなと言っている
と解釈されても仕方がありません。

　　救急要請は生命に係わるものであるので、「しんどかったらいつでも呼んでいい」という
判断と、本当に必要な人のために、「安易な救急要請を控えるように」という判断はどちら
も正しいものです。これまでの経過を踏まえず、安易に回答してしまうと、更なるクレーム
に発展する可能性があります。このため、クレーム対応する際には、まず客観的事実を把握
するように努めましょう。
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事例 5

事例５　「言った、言わない」騒動の原因

　「言った、言わない」で当事者間の言い分が食い違い、トラブルに発展するケースはよくみ
られます。その大半は、口頭のみでのやりとりから生まれています。
　下記の事例の双方のやりとりに留意しながら、「言った、言わない」騒動における対応策を
考えてみましょう。

　あさくら市の保育所を申し込むための条件（保育所入所申請基準）は、「同居家族（母
など）が週 4 日以上で、かつ 1 日 4 時間以上就労していること」が条件となっている。

　南さんは週 3 日の仕事がみつかったため、ある日、子どもの保育所入所申請のため
の必要書類である雇用証明書を雇用先から取得し、市保育課の新人職員・上杉に提出。
いったん帰宅した。ところが後になって、上杉は書類確認の中で、みなみさんの雇用
証明書上は勤務日数が週 3 日であり、保育所入所基準を満たしていないことに気づき、

「申請不受理」として電話連絡した。
　　
　上杉：「本市の保育所入所基準は、週 4 日以上で、かつ 1 日 4 時間以上の就労が必

要になります。週 3 日の就労では申請を受理できません。」
　南　：「申請書を取りに行った時は、そんな説明は聞いていません。それを聞いて

いれば、この仕事は選ばなかった。しかも、入所申請時の配布書類（案内）
には、このことは書かれていなかったはず。納得ができない。」

　上杉：「入所申請の希望者には、必ず伝えるようにしています。」
　南　：「私は聞いていない！」
　　→　その後、入所申請基準である必要勤務日数について「言った　言わない」の

水掛けあい。最後は怒って電話を切られる。
　南さんは、申請の前にそうした説明を聞いていなかったこと、並びに、保育課窓口
がいったん書類を預かったにも関わらず、「申請不受理」としたことに不満が爆発し
ました。

＜要点整理＞
①保育所入所基準の「就労が週 4 日以上で、1 日 4 時間以上」は、重要項目である。

ところが、入所申請にあたっての配布書類（案内）には、この点が明記されていな
かった。

②この雇用証明書を南さんが持参したときには、この雇用証明書上の不備を南さんに
伝えられなかった。

③保育課として謝罪は行っていない。
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　・「明記」
　「就労が週 4 日以上で、1 日 4 時間以上」という
入所基準は、重要項目です。市側は、みなみさんだけでなく、申請希望者には書類配付時
に口頭でこの点を伝えているようにはしています。ただ、口頭ではその時のやりとりが記
録として残らないため、こういった問題は生じうるものといえるでしょう。
　もし、入所申請者への案内書類にこの点を明記していれば、この「言った・言わない」
騒動は起きなかったかもしれません。

　・「謝罪」
　「言った・言わない」騒動時の根本的な解決は困難です。であれば、「不快な思いをさせ
てしまい、申し訳ありませんでした。」という市からの一言があれば少しは違った結果に
なったのではないでしょうか。

　・「迅速」
　窓口で必要書類を提出してしまえば、市民は必要なサービスを受けられるものと早合点
してしまう場合もあります。この場合は新人職員・上杉の過失がありましたので、謝罪も
検討されると思います。ただ、職員の過失を抜きにしても、市民の希望に沿えない場合に
こそ、「迅速な対応」、「そのことの丁寧な説明」が大切です。

コラム　「ちゃんと説明してほしい、聴いてほしい」
　　　　　　　　　　　　　　～行政手続法からみえてくるもの～

　「説明不足」、「役所が話を聴いてくれない」・・・。これはどの
自治体にもみられるクレーム発生原因でしょう。職員側の言い分
もあるでしょうが、行政サービスの特性（第 1 章参照）から生じ
ている弊害も大なり小なりあると思われます。
　1994 年（平成 6 年）に施行された「行政手続法」は、そうし
た住民の多くの声が集まってできた「結晶」と言えるのかもしれ
ません。

○例（法文を意訳したものです）
　・「不利益サービスを行う時は、その基準を明示できるようにしよう」（第 12 条関係）

　・「不利益サービスを行う時は、相手方の言い分を聴くこと」（第 13 条ほか）

　・「住民からの申込みを断る時は、その理由を示すこと」（第 8 条関係）

　・「住民の意見を聴くようにしよう」（第 39 条ほか　意見公募手続）
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事例 6

事例６　「思い出のキャンプ」大幅な方針転換

　「住民協働のまちづくり」を行う上で、一般住民の方々やボランティアの理解・協力は不可
欠です。その方々の意向を無視して、何もかも行政が一方的に進めてしまっては、うまくいく
はずはありません。
下記の事例の双方の言い分に留意しながら、自治体職員としての住民への向き合い方について
考えてみましょう。

　ヒノキ市では、姉妹都市あすなろ町までの約 60㎞を 4 泊 5 日かけて歩く、小・中
学生対象の「夏のウォーク　キャンプ（仮称）」を実施している。これは市の一大事
業であり、市民（子ども）にも知られた好評の事業であった。他方、実施には高額の
予算が必要であり、「ただ歩くだけ」という、教育的効果の観点からの課題が出てき
ていた。そのため今年度から、この 5 日間キャンプの内容を大幅に見直し、市側の判
断で、「歩く移動キャンプ」から、山あいでの定置キャンプに急遽変更することにした。

　ただ実際には、このキャンププログラムは、大学生のボランティアによって成り立っ
ている。彼らにとっては、思い入れの強いキャンプであったため、突然の内容の大幅
変更の通知について、事前に連絡を受けていなかった大学生ボランティアからは、「突
然すぎる」、「なぜ変更しなければならないのか」などの感情的な意見が続出した。

　市：「いわゆる 60㎞の『歩くキャンプ』については、日々の施設宿泊費用など、費
用対効果の観点からは、費用がかかりすぎるという課題・指摘等が以前からあっ
た。また、ただ歩くだけのキャンプでは、参加の子どもたちの成長の度合いが
大きくなないという教育的観点からの課題があった。そのため、低予算でかつ
教育的効果の高い定置キャンプを実施することにした。」

　大学生ボランティア：「話の中身は理解できたが、話が突然すぎる！どうして事前
に自分たちにそうした話がなかったのか！思い入れの強い『歩くキャンプ』を
変えることは納得できない。」

＜要点整理＞
　・事業を計画・予算化し、実施を行っていく運営主催者は、ひのき市である。
　・一方で、実際に子どもたちと関わりながら、プログラムを運営していくのは、大

学生ボランティアである。
　・キャンプの内容・方針の変更は突然伝えられた。
　・市のキャンプ事業は、ボランティアリーダーとの信頼関係のもとに実施されてい

る。
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　・「寝耳の水」はクレームのもと・・
　キャンププログラムを実際に運営していくの
は、大学生ボランティアです。そうした協力者
の意向を考えず、いきなりキャンプ内容変更の
報告を行ったことがクレームとなりました。
　キャンププログラムを継続するには、内容の変更を検討しなければならないことを、事
前に少しでも伝えていれば、ここまで感情的なやりとりにはならなかったのではないで
しょうか。
　日常のどんな場面でも、不利益・不本意な話が「寝耳に水」のように突然飛び込んでく
れば、誰だって気分はよくないものです。いい話は急に来たっていい。でも不利益・不本
意な話こそ早めに伝え、そして時間をかけて話し合っていかなければならないのではない
でしょうか。

　・住民との信頼関係について
　確かにこのキャンプの主催者はヒノキ市です。しかしこのキャンプは、大学生ボランティ
アの協力なしには成り立ちません。「住民協働のまちづくり」行ううえでも同じことがい
えるでしょう。職員以外の住民の方々の思いや目線を汲み取り、向き合っていくことがい
かに大切かがわかりますね。

コラム　「電車はなぜ遅れたのか　～話せばわかる～」

　人々が日常頻繁に利用する電車。ほとんどが時間通
りに運行しますが、時には遅れることも ･･･。
　もしみなさんが乗車中の電車の目的地到着が遅れそ
うな時、車内で何のアナウンスもなかった場合、どう
思われるでしょう・・。「遅刻してしまう・・」、「こ
ちらの都合もあるのに・・」といった不快感は大きく
なるばかりです。こんなときに乗客が求めているもの。
それは何より『遅れている事情の説明』です。「信号機の故障、急病人の発生、天候
不良 etc・・」事情の説明があれば、ある程度は納得します。説明がないから不満と
なり、クレームとなるのです。
　「説明責任」、「相手とのコミュニケーション」大事にしたいものです。
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事例７　法律で決まっていることなので・・・

　自治体の仕事には、法律で定められており、我々の裁量ではどうしようもないことが多くあ
ります。そのようなとき、あなたならどう説明しますか？

　夕方、そろそろ閉庁という時間帯、一人の女性が怒ってやって来た。
「どうして、こんなひどい事するの！ひどいじゃないの！」
と、①初めから、かなりヒステリックに怒っている。見ると、手には、国民健康保険
料の通知をしっかり握り締めている。

「少ない年金から、一方的に天引きするなんて、あんまりじゃないの！」
　被保険者全員が 65 歳以上の世帯の国民健康保険料は、原則として年金天引きによ
り徴収することが法令で定められている。この女性は、年金天引きの通知が届いたこ
とで怒って来庁したのだ。
　そこで、応対した職員の法田は、冷たく感じられないよう、できるだけ優しい声で、
説明を始めたつもりだった。
②「年金天引きは、国の法律で決められているんですよ。」
ところが、女性は、次の瞬間、保険証をカウンターに叩きつけ、

「もう保険はいらない！」
そう言って、帰ろうとした。

「待ってください！保険が必要だからせっかく足を運んでくれたのでしょう。お話し
ましょう！」
法田は、慌てて女性を引きとめたのだった。
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解　説

【ポイント①】お客さまが感情的な場合の対応について

　法田は、まだお客さまの感情が高ぶっている時に、説明を始めてしまっています。説明責任
とは、あくまで冷静に話ができるという状態において、果たすべき責任です。お客さまに全く
こちらの説明を聞く意思が無いときには説明責任はありません。
　まずは、お客さまのクレームを歓迎の気持ちで迎え、徹底的に話を聞きます。逆質問を利用
し、なぜお客さまが怒りを感じるのかを具体的に聞き取りましょう。そして、「もし私があな
たの立場だったら、そのように思うでしょうね。」と、共感できるところは共感し、お客さま
の感情を鎮めなくてはなりません。お客さまの感情が鎮まったら、お客さまに説明を聞く冷静
さがあるかを見極め、そのうえで説明を始めると良いでしょう。

【ポイント②】法律等によりお客さまのご希望に添えない場合の対応について

　クレーム対応では、そのクレームにまつわる問題や原因、規則や処理の根拠について説明す
ることは当然のことといえます。しかし、クレームに対する説明で法律を前面に出すことは、
必ずしも得策とはいえません。「法律できまっています」と言い出すと、その説明が正しい内
容であっても、相手の反発は必至です。
　そこで、「法律で決まっているから仕方がない」というフレーズを使わずに、「医療費を賄う
ために必要な保険料を、年金天引きにより確実に支払っていただくためや、お客さまの手間を
軽減するために考えられた仕組みです。」など、法律や制度の趣旨を説明できるとベターです。
　法律や制度の趣旨を、お客さまが承知しているならば、重ねて説教にならぬよう、お客さま
の自尊心に配慮しましょう。「お客さまのように年金天引きに不快な思いをされている方は少
なくありません。私どもも国の仕組みに縛られて、お気持ちを察するとつらい立場です。」と
相手に共感を示しましょう。
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事例 8

事例８　「たらい回し」を避けようと・・・

　担当外の業務について、質問やクレームを受けることがあります。クレームの場合、相手は
すでに感情的ですから、担当課が違うことを告げると「たらい回し！」と怒ってきます。さて、
どう対応するべきでしょうか。

　寒い冬の日だった。窓の外は木枯らしが吹いている。高山たち後期高齢者医療担当
は、市役所から少し離れた別館にある職場で、来春からスタートする後期高齢者医療
制度の準備に追われていた。
　そこに一人の女性が現れた。これまで夫の職場の健康保険組合（以下、健保組合）
の被扶養者だった彼女は、夫が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、健保組合
の被扶養者資格を喪失することになる。そこで、彼女は、来春以降、市町村の国民健
康保険に加入するか、息子の被扶養者として健保組合に加入するかを選択するため、
国民健康保険料の試算を希望した。
　元々、夫の件で、後期高齢者医療保険担当課に来庁していた彼女に、

「国民健康保険の料金は、市役所にある国民健康保険担当課が窓口になります。」と言っ
たところ、

「たらい回しにするんですか‼時間が無いのに‼」と言うので、
「①試算結果を伝えるだけなら、私が内線で担当に問い合わせ、こちらでお伝えでき
ます」と、高山は答えた。
彼女は少しの間待っていたが、

「遅い！これ以上待てないわ！あなた、後で自宅に電話して伝えてちょうだい！」と
帰宅。

　その後、高山は、自宅へ電話し、国民健康保険担当課から聞いた金額のみを伝えた。
②国民健康保険の事は何もわからないので、ただ金額のみを伝えて電話を切ったこと
に少々違和感を覚えつつ・・・。
　
　後日、彼女は試算結果から、息子の被扶養者になるほうが安いと判断し、息子世帯
と世帯合併した。後日、伝えた国民健康保険料には介護保険料分が含まれていたため、
実際は市町村の国民健康保険料の方が安いことに気付いた彼女は、「伝えられた料金
に介護分が含まれることを、説明しなかった！」と激怒のうえ来庁し、高山は、息子
の被扶養者になるためにかかった費用である③住民票代金 350 円と本日のガソリン代
を請求された。
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解　説

【ポイント①②】担当外の相談を受けた場合の対応について

　業務範囲を超えた内容についての回答は、お客さまに説明責任を果たせません。
　「たらい回しか！」の怒りに動じないためには、日頃から、自分の担当業務範囲と、各課の
担当業務範囲を、明確に区別しておくことが必要です。そして、お客さまを担当課まで責任を
もって案内をすることが、あなたの責務です。
　担当課に取り次ぐ際は、応対だけでなく、お客さまの用件も併せて取り次ぎます。担当課ま
でに同行するか、事前に連絡を入れておきましょう。

【ポイント③】実損害について賠償を求められた場合の対応について

　今回のような常識的に損害賠償にならない軽微な金額である場合や、精神的な損害である場
合は、賠償は不要ですので、お客さまの要求を受け入れる必要はありません。このため、お客
さまの不満の埋め合わせを行うのみとなります。方法としては、とにかくこちらの原因でご迷
惑をかけたことを、謝罪することです。

コラム　＜グループシンク症候群＞

　一人ひとりの個人は、優秀で善良な人間であるにもかかわらず、組織としての意思
決定に問題があり、大きな不祥事や事件に発展した例があります。集団として誤った
意思決定に至るプロセスを「グループシンク」、「集団浅慮」と呼びます。（「中西晶著 
高信頼性組織の条件」より一部引用）
　自分たちが常に正しいと思い込み、異なる意見や批判を受け入れられなくなると、
組織が誤った判断へ進む危険が高まります。お客さまからのご意見や批判は謙虚な気
持ちで承りましょう。組織で判断を行う場合は、あえて、反対意見を提示して、議論
するくらいの気持ちを持ちましょう。
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事例 9

事例９　どちらが常識 !? 非常識 !?

　この事例は、事前の説明不足により、クレームが発生し、職員の対応によって、そのクレー
ムが二次クレームへと発展したケースです。下線部の双方のやりとりに留意し、対応策を考え
てみましょう。

　間もなく夏本番にさしかかろうかという 6 月下旬、窓口に一人の男性がやってきた。
「すいませ～ん、この前申請した書類、まだ出来てませんか？」
　対応したのは、そろそろ窓口業務にも慣れようかという一年目の新田である。

「少々お待ちください…お客さま、その書類はまだ出来ていませんね。」
「まだ出来てないの？先週の月曜日に出して、一週間で出来ると言われたから今日（月
曜日）来たんだけど…」
　新田は、①相手の勘違いを指摘しようと、丁寧に、ゆっくりと話し出した。

「いえ、お客さま、こちらの窓口では『一週間』という言い方ではなく、『 7 日』かか
るとお伝えしています。そして、こちらがお伝えしている 7 日というのは、土日など
の閉庁日を含まない、実働日数の 7 日なんです。ですのでまだ出来ていません。」
　新田がそう伝えると、男性は②急に怒り出した。

「③そんな実働とかの説明は何もされなかったよ、普通 7 日と聞いたら一週間だと思
うだろう。④とにかく、こっちは急いでいるんだから、早くしてくれ！」

「そう言われましても…」
　新田の言葉を遮るように男性は早口でまくしたてた。

「だいたい、土日は休みだから、日数に含まないなんて、役所の勝手な都合だろう！
世の中には土日も働いてる人もいるんだ！」

「⑤そう言われましても、まだ 7 日たっていないので書類は出来ていません。」
「もういい、お前じゃ話にならない、上司を呼べ！」

要点整理
　・この窓口では、処理日数を説明する時には、『一週間』という言い方ではな
　　く、『 7 日』と言うよう徹底している。
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　この事例、新田さんはどのような対応をすれば良かったのでしょうか。
　それぞれの下線部について、考えてみましょう。

下線部①　　相手に説明する時に、丁寧に、ゆっくりとわかりやすく話すことは大切なことで
す。ただし、今回の場合は相手の勘違いと最初から決め付けて説明しようとして
います。これはお互いの認識のズレから生じたものですので、一方的に説明する
のではなく、相手の話を十分に聞くところから始めなければなりません。

下線部②　　相手が怒っている場合などは、こちらがどれだけ説明しても、相手に伝わらない
こともあります。このような場合は、一旦間をおくなど、相手に冷静になっても
らう対応も必要ではないでしょうか。（第２章　スキル編を活用しましょう）

下線部③　　こちらの伝えた『 7 日』という日数の意味が、相手に伝わっていれば、今回のク
レームを防ぐことが出来たのではないでしょうか。

　　　　　　こちらが当然だと思って説明していることも、相手にとってはそうではありませ
ん。今回の事例のように口頭説明だけでは、言った言わない等の問題も起こり得
ます。

　　　　　　こういった事例を未然に防ぐために、窓口に日数について説明した書類を置いて
おき、配付・書面を見ながらの説明等で周知徹底を図るといった工夫も必要です。

下線部④⑤　クレーム対応の際には、相手の主張が何かということをしっかりと把握すること
が大切です。今回の事例については、相手の最初の主張・要求は、「書類を早く
処理してほしい」ということであったと思われます。それに対して、「まだ出来
ていない」という結果を述べるだけでは、相手も納得はせず、二次クレームの発
生原因にもなってしまいました。

　　　　　　説明不足によって、相手に不快な思いをさせたことに対しては謝罪し、書類につ
いては、出来次第こちらから連絡する、などの今後の対応を示すことにより、ク
レームがこじれることも少なくなるでしょう。
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事例 10

事例 10　相手のペースで進んだ果てに

　電話対応において起こるクレームは多いです。相手の顔が見えない分、ついつい強気な発言
をしてしまうという心理状態になるのが原因と考えられます。
　この事例は、分封の駆除に関する電話でのやり取りの中、完全に相手のペースで話が進んで
しまい、結果的に要求を全て受け入れてしまったケースです。下線部の双方のやり取りに留意
し、対応策を考えながら読んでみましょう。

　さわやかな五月晴れの 5 月中旬。鉢市の衛生課に、天気とは対照的な 1 本の電話が
入った。

「はい衛生課防疫担当、八鳥です。」
　この部署で一番体格の良い、というか完全に肥満体形の八鳥が電話を取った。影の
あだ名は「弱気大関」。身体つきに似合わず、かなり弱気な男である。
①「ハチの大群が玄関の木にめちゃ固まっとんねん！すぐに来てくれや !!」
　電話の相手は、横柄な態度で八鳥の名前など、どうでもいい様子で話しだした。
　八鳥は、相手の態度が少し気にかかったが、まずは状況をしっかり把握しようと、
いくつかの質問をすることにした。

「ハチの大きさはどれくらいでしょうか？」
　八鳥が言い終えるのを待たずに相手の男はこう続けた。

「大きさとかわかるかいな！とにかく早よ来てや！こっちは困っとんねん。②困った
人を助けんのが市役所ちゃうのん ?! とにかく早よ来て !!」
　八鳥は相手の勢いに押され、ため息にも似た相槌を打ち、勇気を出してこう続けた。
いや、続けようと思った。

「お話からしますとミツバチの分封という習性で、数日中に別の場所に移動してしま
うと思われるのですが…。」
　しかし、言い終える前に、相手の言葉に簡単にさえぎられた。

「そんなん聞いてへんねん！③来れんの？来れへんの？市民が困って電話してんね
ん！とにかく早く来てや !!」
　相手の勢いに完全に屈してしまった八鳥は、力なくこう答えた。

「はぁ…。とりあえず、すぐに伺えるか確認してみます…。」
「最初からそう言うてくれたらよかってん！とにかく早よ頼むで !!」
「はぁ、すみません…。では、お名前とご住所をお伺いします…。」

要点整理
１．鉢市ではミツバチの分封の駆除を行っているが、市民の生活に支障のない場合は、

数日中に移動するため断っている。
２．衛生課では、通常ハチに関する相談は、しっかりと状況を把握してから現場に伺

うか否かを組織として決定している。
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解　説

　皆さんも少なからず、相手のペースで進んでいった経験があるでしょう。八鳥さんも、市の
方針に従い相手から現場状況を聞き出そうとしていますが、相手のペースに乗せられて上手く
対応できていません。相手の切迫した口調に押されてしまっている八鳥さんの心理状態を感じ
てか、相手は下線部②③のように「困った人を助けるのが市役所ではないのか？」「来るか？
来ないか？」の二者択一で回答を迫り自身の要求を通そうとしています。
　さて、相手の勢いに完全に押されてしまった八鳥さんは、どのように対応すれば、この事態
を避けることができたのでしょうか。
　まず、下線部①の相手が混乱のあまり興奮しているのか、意図的なのか、いずれにせよ自身
の要求を強く押したいというところが読み取れます。このような場合は、まず相手を冷静にさ
せこちらの話を聞けるように持っていかなければなりません。具体的には、「興奮されるお気
持ちはわかりますが・・・」など、相手への共感を示す必要があります。さらに、具体的な状
況を聞かなければ、対応できないことを明言しなければなりません。それでも、聞き入れる様
子がない場合には、こちらが一時的に無言になり相手の様子を見ることも効果的です。電話で
は、相手が見えないため一方的に話すことに不安を覚えることがあるかと思うが、それは相手
にとっても同じことです。少し勇気はいるが、コミュニケーションが取れないまま進めていく
ことで、二次クレームが起こることもあるため、まずは、冷静に話しができる状態に持ってい
くことを第一に考えなければなりません。
　次に、現場に向かうかどうかは組織で決定するという取り決めがあるにも関わらず、今回の
対応では、詳しい状況も把握できないまま、現場に向かう約束をしてしまっています。特にこ
のような場合は、事情を聞いた上で、一呼吸置く意味でも即答を避けて折り返し連絡をするな
どの方法が有効です。
　ただし、今回推測される相手の切迫した状況から、「相手が切迫した状況であるということ
は理解していること」「迅速に対応する心構えであること」この二つを相手に分かってもらえ
るように対応しなければなりません。
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事例 11

事例 11　あやふやな回答がクレームを招く

　この事例は、自信のないまま確認せずに回答をしてしまったことによって、クレームが発生
してしまったケースです。下線部の双方のやりとりに留意し、対応策を考えてみましょう。

　まだまだ寒さの残る２月下旬、呉井無（くれいむ）市の窓口に一人の男性がやって
きた。

「すいませ～ん、呉井無市内の、この道路について聞きたいんですけど。」
　対応したのは新田、大学卒業後、呉井無市役所に入庁し、はや一年がたとうかとい
う職員である。
　新田は男性が持ってきた地図を見て場所を確認し、呉井無市の管理道路が載ってい
る地図を男性に指し示しながら、こう説明した。

「お客さま、この道路は呉井無市、隣野（となりの）市、向野（むこうの）市の三市
の境界付近にある道路でして、呉井無市では管理していない道路なんですよ。①隣野
市の管理だと思われますので、隣野市役所の方でお問い合わせいただけますか。」

「…そんなはずないよ、②隣野市に聞いたら、自分のところの管理ではないので呉井
無市に聞いて下さいと言われたんだ。」
　新田は、③おかしいなぁ、確か隣野市の管理する道路だったはずなのに…という思
いを抑えつつ、窓口の男性に説明した。

「とにかく、④呉井無市の管理ではありませんので、隣野市でもないのでしたら、一度、
向野市に行ってお問い合わせください。」

「しょうがないなぁ、では向野市に行って聞いてみるよ。」
　男性は渋々ながら納得したようである。新田は窓口で男性を見送り、自分のデスク
へと戻った。
　一時間ほどたった頃であろうか、電話に出た新田の耳に、男性の怒鳴り声が鳴り響
いた。受話器越しからも、かなり怒っている様子が感じ取れる。

「さっきそっちの窓口で道路について聞いた者だけど、向野市に行けと言われて、わ
ざわざ行って聞いてみたら、向野市の管理ではないと言われたよ！一体どこに聞いた
ら分かるんだ！こんなにたらい回しにして、役所は何を考えてるんだ !!」

「えっ、本当ですか、それは申し訳ないです。」
「今からそっちに行くから、ちゃんと説明しろ !!」

要点整理
　・この道路は隣野市の管理道路であった。隣野市に確認したところ、担当の認識違

いで、誤った説明をしてしまった、とのこと。
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　『隣野市の職員がちゃんと説明してくれていれば…』と新田さんが思ったかどうかは定かで
はないですが、向野市に行くよう案内したのは、間違いなく新田さんです。
　さて、この事例、新田さんはどのような対応をすれば良かったのでしょうか。
　それぞれの下線部について、考えてみましょう。

下線部①　　自分の担当している部門以外の質問であったり、他市のことなどについては、答
えられるものではないと思いますが、そのような場合も、自分が案内した先の担
当に、事前に状況を伝えておくなどすれば、お客さまの待ち時間も少なくなり、
クレームを防ぐことにもなるのではないでしょうか。

下線部②③　相手の言い分を疑ってかかるわけではありませんが、すべて鵜呑みにしてしまい、
事実確認を怠ってしまっては、クレームを防ぐことは出来ません。この事例の場
合、隣野市のどの窓口で、どの担当に聞いたか、出来る限り聞き出し、担当がわ
かる場合であれば、直ちに電話で確認をとるなどすれば、たらい回しは発生しな
かったと思われます。やはり、相手の話を「聞く」ことは、どの場面でも重要で
あると言えます。

下線部④　　新田さんは、問合せに来られた方が尋ねていた道路が、向野市の管理道路かどう
か分からないまま、向野市に行くよう案内してしまいました。相手に説明すると
きに、不確実な情報を言ってはいけません。この場合、他の職員に確認するか、
隣野市、向野市に確認し、管理がどこかをはっきりさせてから来訪者に伝えるべ
きであったでしょう。

　また、今回の事例のような複雑な場所では、このような問題が起こりうることは十分想定で
きたのではないでしょうか。そのうえで、自信を持って答えられるように各市の管理部分を把
握しておけば、はっきりと答えられたはずです。
　あなたの周りにも、事前に想定しておくことで、防ぐことが出来る、「クレームの種」がこ
ろがっているかもしれません。
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事例 12　事実を正確に伝えていれば間違いない？

　これは、在職年数が長く知識も豊富な職員が、「自分に間違いはない」という自負により相
手から逆に信頼を失い大きなクレームに発展した事例です。
　事実を正確に述べることは大切ですが、いかにそれを上手く伝えるかというところが重要で
す。下線部の双方のやり取りに留意し、対応策を考えながら読んでみましょう。

　梅雨の鬱陶しい長雨が続く 6 月下旬。上水市衛生課に 1 本の電話が鳴り響いた。
「はい。衛生課し尿収集担当、水田です。」
　この部署で一番在職年数の長い水田が電話を取った。水田は、負けん気が強く、物事
をはっきりと言う性格で、知識も豊富なため自分に絶対の自信を持っている男である。

「山田と申しますが、し尿収集の手数料について一般手数料から大口手数料に変更さ
れたみたいなんですけど、そのことについて伺いたいのですが。」
　相手の言葉に水田はピンときた。先日、便槽の大きさが 500 リットル以上あるとい
うことが判明し、手数料の区分が割高な大口手数料に変更されたのが、たしか山田と
いう名前であったと思い出したからだ。

「あぁ、山田さんですね。上水市では 500 リットル以上の便槽は大口手数料という区
分になりまして、従量に応じて手数料を頂くように規則で定められております。一般
手数料より割高にはなりますが、みなさん同じようにしていただいておりますし、山
田さんも先日、手数料区分の変更に承諾していただきましたよね？」
　水田は、①相手が言葉を返す暇が無いほどのスピードで一気にまくし立てた。相手
はしばらくの沈黙の後、何か吹っ切れた様子で言葉を発した。

「それが納得できないから電話してるんでしょ！うちの便槽が 500 リットル以上もあ
るとは到底思えない、測り直してちょうだい！」
　水田の態度に、山田も頭に来たのであろう、先ほどまでの口調が一転した。

「そう言われましても先日の収集の際、収集量が 800 リットルありました。完全に
500 リットルを超えております。バキュームカーの目盛りも正確に 800 リットルを指
しておりました。」
　水田は、こんな相手に負けるかとばかりに②事実を正確に述べた。

「なに !? じゃ、その目盛りは本当に信用できるの !? 私は公務員を信用してないけど、
公務員の使うバキュームカーも信用できない！もういい、自分で調べるわ！電話した
のが間違いだった !!」
　そして、電話はむなしい発信音を奏でるだけの道具と変わった。
　後日、水田が山田に電話をかけ、便槽の大きさについて再度確認を取ったが、自身
でバケツに水を汲み、便槽に流し入れるという作業を繰り返して量を計ったというこ
とが分かった。500 リットル以上の便槽であることは納得していただいたようである
が、その電話で山田は、水田の態度について苦言を呈した。

「手数料については納得したわ！でもあなたのあの態度はないでしょ !? ③こちらは手
数料の変更なんて初めての経験よ！もう少しこちらの気持ちも考えてよ！」
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　手数料についての単なる問い合わせの電話が、一転してクレームの電話となってしまってい
ます。皆さんも普通に対応しているつもりが、いつの間にか相手を怒らせてしまいクレームに
発展してしまったという経験はないでしょうか。相手側にその原因があることもありますが、
こちらの対応のまずさから相手を怒らせてしまう例も少なくありません。しかも、その職員は
自分が原因で相手を怒らせてしまっていることに気づいていないこともあります。
　さて、本件では最終的には手数料の区分について納得していただいてはおりますが、水田の
対応のまずさから何とも後味の悪い結末になってしまっています。どのようにすれば、この事
態を避けることができたでしょうか。
　まず、下線部①です。業務に追われていたのかもしれませんが「相手が言葉を返す暇が無い
ほどのスピードで一気にまくし立てる」というのは問題です。説明に入る前に、多くの情報を
得るために「聞く」ことを怠ってはいけません。山田は、手数料の区分変更について聞きたい
とのことで電話をかけてきたようですが、具体的に何を聞きたいのか分らない状態のまま水田
は憶測で説明してしまっています。より確かな情報を得るため、「と言いますと・・・」「・・・
ということですね」など、逆質問や要約を繰り返し行うことが必要です。
　さらに、下線部②のように「事実を正確に述べた」とありますが、相手の感情や状況を把握
しないままに説明することで、たとえそれが正論であったとしても相手に受け入れてもらえな
い事態になってしまい、前に進まなくなっています。また、事実を伝える時には、直接体験し
た例などを交えて伝えることで、さらに説得力が増します。今回であれば「便槽の大きさが
500 リットル以上だと判明して区分変更になる方は、よくいらっしゃるんです。」などが考え
らます。
　そして最終的には、完全に信頼を失い電話を一方的に切られています。後日の電話で下線部
③のように「こちらは手数料の変更は初めての経験」「こちらの気持ちも考えて」と苦言を呈
されていますが、まさにその通りで、こちらは何度となく行ってきた手続きでも相手は初めて
の経験であるかもしれないということを常に念頭に置き、相手の気持ちを考えながら対応して
いくことが肝要です。

要点整理
１．上水市では、便槽の大きさによって手数料の区分が決まっており、500 リットル

までが一般手数料、500 リットル以上が大口手数料となっている。大口手数料の
方が割高である。また、それらは条例および規則にて定められている。

２．便槽の大きさは見た目で正確には分からないため、収集量が 500 リットル以上あっ
た時点で、一般手数料だった場合、大口手数料の区分に相手の承諾を得て変更す
る。水田は、事実を正確に述べており、間違ったことは言っていない。
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事例 13　できないものはできません

　自治体には様々な思いを持った住民が来られますが、時には住民の意に添えない回答をしな
ければならない場合もあります。その場合、往々にしてクレームと発展します。
　次の事例を通じてどのような対応をすべきか考えてみましょう。

　ちらほらと桜が咲き始めた 3 月下旬。保生市の児童福祉課窓口に怒声が鳴り響いた。
「4 月から小 1 になる娘を一人で留守番させろというのか！事故が起きたらどう責任
取ってくれるんだ！」
　思わず、その場にいた皆が注目するほどの怒鳴り声。
　声の主は、山本。隣の市から保生市へ転入し、各窓口で転入手続きを行った後、児
童福祉課へ学童保育の申し込みに来たのだが…。
　児童福祉課の奥井は、①またかという表情で何度も繰り返したのであろうフレーズ
を淡々と告げた。「②あなたの娘さんが転入された小学校の学童保育は希望者が多く、
定員を超えているため入れません。空きが出るまでお待ちください。」
　しかし山本はその言葉を予想していたのか、間髪入れずに切り返した。声に怒気を
含んでいる。

「新一年生になる女の子なので、高学年の子よりも優先的に入れるんじゃないのか？」
　だが、奥井は③表情を変えずに「申込期限までの優先順位はその通りですが、すで
に定員を超えた入会者が決定しており、入会決定通知書も発送済みです。また、申込
期限までに申し込まれた方でも待っていただいている方がいますので受け入れはでき
ません。」
　奥井の淡々とした口調と娘の放課後の居場所への不安感から冒頭の怒声につながっ
たのである。

　しかし、奥井は怒声にはひるまない。その程度はいつものことで慣れている。
「④そう言われましても、11 月に入会についての案内を出し、2 月の下旬まで申込期
限を延ばして最大限の努力をしましたので、ご理解いただきたいのですが。」その答
えに山本の怒りは頂点を超えた。

「お前じゃ話にならない。上司を出せ！」
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　奥井は山本氏を怒らせてしまいましたが、ではどのような対応をすれば良かったのでしょうか。
　それぞれの下線部分について、考えてみましょう。

下線部①　担当者からすると、何度も繰り返した言葉かもしれませんが、住民からすると初め
て聞くことであり、また意に沿わない言葉です。また、受入態勢を整えることがで
きていない行政の不備を認識した応対が必要です。

下線部②　現状の事実として伝えることは必要ですが、相手の状況を聞き、代替案（次善の策）
を出すなどの努力が必要です。

下線部③　他人事ではなく、自分の問題として受け止め、問題解決に取り組む姿勢が必要です。
下線部④　相手は「できない理由」を聞いているのではありませんが、回答が「できない理由」

に終始しています。また、全体的に「聞く」努力が欠けているため、相手の状況・
心情も把握できていません。「話を聞かない」「意に沿わない」回答に終始する対応
では、なかなか「理解」してもらうことはできないでしょう。

結論
　できないことはできないと言うことは必要です。
　しかし、相手がどのような状況にあって、どのような支援を望んでいるのかを聞き、代替案
を出すなどの努力をすべきでしょう。

　≪「誠意」とは何か≫～「日本苦情白書」より見えるもの～

　「誠意を示す」という言葉がよく使われます。そもそ
も「誠意」とは何か？広辞苑では「私利・私欲を離れて、
正直に熱心に事にあたる心。まごころ。」とあります。「示
す」とは相手に伝える。つまり、相手のことを第一に思
い、その思いを相手に伝えることが、「誠意を示す」と
いうことになります。
　「日本苦情白書」のアンケートによると、苦情対応の
際に「誠意がある、態度がよい」と納得できると考えて
いる人が 6 割以上にのぼっています。同アンケートにお
いて「誠意」とは何かの問いで、最も回答が多かったの
は「正直」で次いで「こちらの話を聞く」「前向きな態
度」と続いています。逆に言うと、「こちらの話を聞い
てもらえていない」と相手が感じれば、「誠意がない」と受け取られるかもしれません。
相手の話を聞くことが重要であることがこのアンケートからもうかがえます。
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事例 14　治療費を請求された！

　施設内での事故というものはどこでも発生しうるものですが、その時、どのように対応すべ
きでしょうか。次の事例で考えてみましょう。

　ある日の午後のこと。
　今日も苔田市の学童保育室は多くの児童で賑わっている。むしろ賑わいというより
騒然としているといった方が近いかもしれない。児童が集まれば自然と遊びが生まれ
るもので、室内で走り回ることは禁止されているにもかかわらず、男の子数名が追い
かけっこを始めた。
　「こら、いつも言ってるやろ。教室では走ったらあかん。走りたいなら外に行きな
さい。」
　そのことに気づいた学童指導員の高橋が注意すると、数人の子どもたちは走り回る
ことをやめ、外へ遊びに行った。教室にはまだ何人かの子どもが残っているが、子ど
もたちが走り回ることをやめたので、高橋はまた自分の作業に戻っていった。そんな
高橋の様子を見て二人の子どもが再び室内で追いかけっこを始めたのである。
　そして、とうとうそのうちの一人の河合和也（ 7 歳）は転倒し、その際に机の角に
顔をぶつけたため、前歯（永久歯）が折れる事故が発生した。
　泣き声を聞いた時、高橋は一瞬何が起こったのかわからなかったが、あわてて駆け
つけ、すぐに河合を病院へ連れて行き、保護者へ連絡した。
　連絡を受けた保護者の河合明日香は事の顛末を高橋より説明されたが納得がいかな
かった。
　「学童で起こった事故なんですから、学童が治療費払うのが筋じゃないんですか？
そもそもしっかり子どものことを見ていてくれていたら、こんなこと起こらなかった
でしょ？違います？」
　高橋の監督不行き届きが原因であるとして、治療費を請求してきたのである。
　市役所の学童保育担当者としては、どのような点に注意して対応にあたるべきだろ
うか。

要点整理
１．医者の説明によると、治療方法としてはインプラントがあるが、河合和也は 7 歳

でまだすべての歯が永久歯に生え替わっていないため、治療終了は約 10 年後と
のこと。

２．禁止事項を破って室内を走り回っており、やめるよう注意も行ったが、事故当時
にそばに学童指導員はいなかった。

３．苔田市では学童保育中の事故に対する保険に加入しているが、補償対象は 180 日
間の治療に対する補償のみである。
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　まず、第一には保護者の気持ちを受け止める必要がありますので、保護者の心理に対して謝
罪し、「感情の問題」の解決を図る必要があります。しかし、まだ事実関係がはっきりしてい
ませんので、問題の所在が不明確なままの全面的な謝罪は事態をこじらせる一因となる可能性
があります。

　　○　ご心配をおかけして申し訳ありません。
　　×　指導上の不手際によりこのようなトラブルが発生し申し訳ありません。

　次に事実関係の確認を行う必要があります。単独で転んだのか、ほかの子どもに突き飛ばさ
れたのか、予見できた事故なのか、口頭注意した後の子どもの様子は把握できていたのか、指
導員の配置に問題はなかったのかどうかなど当事者や周囲にいた子どもからも詳細に確認を行
います。
　子どもからの聞き取りの注意点としては、原則として初回の一回で終わらせましょう。日を
変え、繰り返し同じことを尋ねると、子どもが混乱し、情報が混濁して何が事実なのか確認で
きなくなることもあります。
　なお、双方の認識に食い違いなどが発生している場合なども考えられますので、聴取したこ
とは正確に記録に取っておくことも必要です。記録の際には、主観を交えないよう客観的事実
を記載するようにします。

　　○　走っているＡさんに対し、Ｂさんが背後から右肩を強く押した。
　　×　Ａさんが逃げるので腹が立ってＢさんがＡさんを突き飛ばした。

　また、事例にもよりますが、経過だけでも早めに保護者に説明をする必要があるでしょう。
　そして、補償の制度についてです。加入している保険の保険会社に同様のケースでの補償に
ついて特約などはないか、過去の事例はないかなどを確認しておく必要があります。
　最後に、治療の方法についてですが、医者と直接やり取りはできず、保護者を通じて行うこ
とになるため、保護者の理解を得る必要があります。
　他の治療方法はないのか、総額としてどの程度の治療費の見込みであるのかなど主治医の治
療計画等を確認しておくことが大切です。
　上記のような積み重ねを保護者とともに行い、責任の押し付け合いをするのではなく、児童
にとって良い対策を一緒に考えていく姿勢が必要です。
　この事例では、過程・原因から考えるのか、事実から考えるのかで対応が分かれますので、
組織として慎重に進めなければなりません。
　事実として市の責任で治療を進める場合、10 年間の治療費等をどのように負担するのかを
協議した顛末を書面で残し、引き継ぐ必要があります。
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事例 15　部外者に注意したところ

　施設によっては、利用するためには予め登録が必要な場合があります。非登録者が無断で利
用している場合には注意を促すのは当然ですが、その方法にも適切でない場合があります。
　次の事例の対応について考えてみましょう。

　例年にない猛暑のある日、臨時職員の田中と男性が市民センターのカウンターに
やって来た。男性は田中に腕をとられ、なんだか具合が悪そうである。

「ご主人、大丈夫ですか？どうされました？」
　斉藤が声をかけると男性が答えた。

「気分が悪いねん。」
「向こうにソファーがありますので、そこで休まれますか？」
　そのとき、男性が突然、田中を指差してわめき始めた。

「だからワシは休んでたんだっ。なのにこいつがいちゃもんつけやがって」
　顔を真っ赤にし、今にも脳溢血を起こして倒れそうな勢いだ。
　聞くとセンターに来所したものの気分が悪くなり、「休憩室」で休んでいると、①
田中に声をかけられたとのことだった。市民センターには 60 歳以上の年長者が利用
する施設として「休憩室」があるが、そこは会員登録したものしか使えないことになっ
ている。非会員の男性が利用していたため、田中が声をかけたのだ。
　さわぎを聞きつけてセンター職員の山下がやってきて男に声をかけた。

「②休憩室を利用するには会員登録してもらわないと。」
「だったらそう書いておけ！『休憩室』しか書いてないだろっ」
　③山下が立っているため男性は山下を見上げる形となるが、それでもカウンター越
しに山下をにらみつけている。

「広報にも書いてあるでしょう。」
「そんなもん読んでるか。」
「そんなこと言われても困ります。広報は読んでもらわないと。」
　男性のボルテージはますます上がっていく。男性の声は一層大きくなり、④山下の
声も呼応するよう大きくなり時には相手の言葉をさえぎるようにしゃべっている。男
性は本当に倒れるかもしれないと斉藤はハラハラした。

「お前のせいでよけい具合悪なったわ。病院連れてけやっ。」
　とうとう男性の怒りが爆発した。
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解　説

Ⅰ　田中の声掛けの仕方に問題はなかったか。

　男性との第一接触者である田中はどのように声をかけたのでしょうか。田中にしてみれば男
性は「部外者」であるため「注意しなくては」と思ったかもしれませんが、まず相手の事情を
聞くべきでしょう。今回の場合ならば、例えば「お加減でも悪いのですか。大丈夫ですか。」
とはじめに聞くべきと思われます。「ここは会員専用ですが」といきなり本題に触れるのはよ
くありません。

Ⅱ　山下の初期対応に問題はなかったか。

　本件で男性は田中に「いちゃもんをつけられた」と言っています。つまり明らかに気分を害
しています。はじめに事実確認をする必要がありますが、その前に「ご不快な思いをさせて申
し訳ありません」と一言入れるべきではないでしょうか。まず相手の感情を沈め、その上で説
明するべきでしょう。
　また、山下は規則を説明しており、山下の説明・言い分は正しいことに間違いはありません
が、男性の「具合が悪い」という状況を無視して「あなたの方に非があります」ということを
全面に出した言い方をしてはいないでしょうか。「恐れ入りますが」といったクッション言葉
をはさんで説明するほうが良いでしょう。

Ⅲ　全体的なＢの対応について

　座っている男性に対し、山下は立っており、見下ろす形となっています。これでは相手に威
圧感を与えてしまいます。山下も座るなど同じ目線で対応すべきでしょう。また、男性の言葉
にかぶせるように自分の言葉を言っており、明らかに山下も感情的になっています。クレーム
対応の際には相手の感情に引きずられて対応者も感情的になってはいけません。
　本件で山下は一貫して「自分は悪くない」という態度を取っているばかりか、そのため、男
性は自分の気持ちを受け止めてもらっていないと感じています。広報に載せているのも事実で
しょうが、「年長者休憩室だけでは確かにわかりにくかったかもしれません。」と相手の気持ち
を受け止めることが必要でしょう。
　最終的に男性は「病院に連れて行け」と言い始めましたが、これは男性の感情が傷つけられ
たために発生したいわば二次的な要求であり、男性の真の要求ではないように思われます。男
性の言葉を受けて「病院に連れて行けなんてどうしよう」とオロオロしたり、「理不尽な要求
を言う人」と決めつけてはいけません。本件は「問題の解決」ではなく、「感情の解決」を図
ることが求められています。
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事例 16

事例 16　所管が違うので

　行政では所管が違う制度でも、住民から見ると同じように感じる場合があります。このよう
な場合、住民にとっては分かりにくいため、それがクレームを引き起こす原因となります。　
　次の事例について考えてみましょう。

【前提】平成 20 年 4 月より法律では、保険者が被保険者に特定健診を実施すること
を義務付けている。堅甲市では対象者に対し 4 月に健診の受診券を一斉に発
送しており、健診は受診券を持参しなければ受診できないことになっている。
先月に健診未受診者に受診を促す案内文の通知を行ってからは、受診券の再
発行申請が増えている。

　住民の安田は保健センターを訪れ、健診の際に必要な受診券の再発行を申し出た。
職員の小路は再発行をしようとしたが、システムでは安田の資格が抹消されている。
改めて安田が持って来た国民健康保険の保険証を確認すると、10 日前の 75 歳の誕生
日までの期限となっていた。以下はその後のやり取りである。

　小路　「安田さま、保険証の期限が切れておりますが、75 歳になられましたか？後
期の保険証がご自宅に届いていると思いますが。」

　安田　「知らんで。ワシは何の手続きもしとらん。お前んとこが勝手に送ってきた
んやろ」

　小路　「市役所ではなくて、大阪府の広域連合が送っています。市が発行した受診
券は使えませんので、後期から送られてくるのをお待ちください。」

　安田　「何やて。ワシ、今日医者に健診の予約しとんねん。今日受けれへんのか。
お前らが健診受けろて手紙よこしときながら、受けられへんてどういうこっ
ちゃねん。説明せえ‼」

要点整理
　・市では 40 歳以上の国民健康保険被保険者に健診の受診券を送付しており、受診

券がないと健診を受診できない。
　・市では先月、健診の未受診者に受診を勧奨する通知を送っている。
　・保険の制度上、75 歳の誕生日で強制的に後期高齢者医療制度に移籍することと

なるが、これにかかる手続きは不要で、自動的に新しい保険証が送られてくる。
保険証は 75 歳になる誕生日前に送られてくるが、受診券は誕生日の翌月に送ら
れてくる。
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Ⅰ　小路の言葉使い

　事実確認をしようとしていますが、「後期高齢者医療制度」のことを略して「後期」と言っ
ています。職員間では当たり前の言葉でも住民にはわかりにくい言葉も多く存在します。住民
に説明する際に、例えば「償還払い」や「特徴（特別徴収）」といった言葉を使っていないでしょ
うか。説明する際の言葉使いには気をつけるべきでしょう。

Ⅱ　所管が違う？

　健診未受診の人に受診勧奨を行ったということですが、安田氏は保険が変わり受診券が使用
できなくなっていることに気づいていません。本件の後期高齢者医療制度の場合などのように、
本人の手続きが不要である場合、本人に十分な理解がないまま物事が進んでいる場合がありま
す。受診勧奨の際に安田氏のように保険が切り替わる人へ注意を促すような一文を入れるべき
でしょう。
　また、安田氏にはまず現状を説明すべきではないでしょうか。所管が府であろうが、市であ
ろうが住民にとっては同じ「役所」です。例えば府道だろうが、市道だろうが住民にとっては
同じ「道路」です。そして、修繕依頼が市役所に寄せられるのと同じです。
　さらに、安田氏が受診券の再発行に来ていることから、近く健診を受けるつもりでいること
が推測されます。「市の受診券は使えない」「新しく送られてくる受診券で受診する」というの
は事実ですが、そこで会話を切ってしまってはあまりにも行政本位ではないでしょうか。例え
ば「健診はいつお受けになられますか」「受診券はいつごろ届くか問い合わせてみましょうか」
など相手の立場に立った問いかけがあっても良いのではないでしょうか。結果として安田氏は
今日受診できないかもしれませんが、小路が安田氏の問題の解決に努力したとなれば、クレー
ムもこじれにくいと思われます。
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事例 17

事例 17　カウンター越しにお客さまの目が !!

　この事例は、住民票を交付するときに起こったトラブルです。常にお客さまの目があること
を意識し、業務を慎重に行わないといけないケースです。下線部に注意して対応策を考えてみ
ましょう。

　朝の開庁後まもなく、住民票交付のための窓口での出来事です。
　お客さまも少なく、静かなロビーで住民票の交付申請をしたお客さまが待っていま
した。お客さまはその人を入れて 2、3 人しかおらず、窓口の職員同士の会話もよく
聞こえる状況でした。
　待ち人数が少ないにも関わらず、なかなか呼ばれないため、お客さまがカウンター
まできて様子を伺っていたところ、しばらくしてから、お客さまがかなり大きい声を
出して、

「どういうこと？住民票を取りにきたのになぜないの？勝手に住民登録消したの？長
年、ここの市に住んでいるのに！」
とかなり興奮されていました。お客さまとお話しようにも、興奮して話しができる状
態ではありませんでした。
　原因は、カウンター越しに聞こえてきた職員同士のやり取り（「ない。ない。」「抹
消されている。」）がお客さまに聞こえて、気を悪くしたのでした。
　お客さまは、以前、自分の母が亡くなった際に、手続きに何度か来ており「その時
はあったはずなのに！勝手に抹消されたのではないか？」と市に対して不信感を抱い
て興奮されていたのです。　

「仕事を抜けて来ているのに！ 」「今は時間がないから、夜、説明をしに自宅に来て！」
と言い残して、お客さまは帰ってしまいました。
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　なぜ、このような事態になったのでしょうか？
　まず、住民票交付までに時間がかかったのは、該当者が以前に市外に引っ越しをしており再
転入であったために、職員が住民登録のシステムの中からなかなか見つけられなかったことが
原因です。
　しかし、そのような状況はよくあることです。では、なぜお客さまは怒ってしまったのでしょ
うか？それは対応した職員がお客さまと一番近い位置で仕事をしているという自覚がなく、ま
たカウンターの向こう側でお客さまがいるという意識をもって、業務をしていなかったことが
一番の原因です。お客さまは、待っている間、カウンターの中を目で追いながら、自分が申請
したものが今どの状況か、またもうすぐ呼ばれるかなどと考えています。したがって、お客さ
まと直接対応する時以外にも「常に見られている」という気持ちで業務に取り組まなければな
りません。
　その後、お客さまには、今までの経緯を調べ、説明できるように資料を用意した後、ご本人
に連絡し、説明して理解してもらいましたが、今回のケースは職員が言動に注意していれば防
ぐことができたクレームと言えるでしょう。

話を聴く態度に気をつけて

　カウンター越しでの態度は、対応している職員は無意識ですが、客観的にみると、
腕を組んだり、座り方が聴く態度には思えない態度であったり、また足を組んだり、
ペンを回したりとその人の癖が出てしまっていることがあります。第三者がみると「態
度悪い職員やなあ」と話す前から第一印象が悪くなってしまいますので十分気を付け
ましょう。無意識に出ている自分の癖は是非周りの人に見てもらい、意識して直すよ
うにしましょう。
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事例 18　できないと説明したら不親切と言われた !!

　この事例は、国民健康保険の窓口での問合せの対応で起こったトラブルです。こんな時、あ
なたならどうしますか？対応策を考えてみましょう。

住　民　「健康保険で健康診断の補助あるの」
職　員　「国民健康保険の方ですか。」と聞くと
住　民　「社会保険。会社の保険証やわ。」
職　員　「社会保険の健康保険なら、国民健康保険と違いますし、加入している保険

によって少し違うので、健康保険証の下に書いてある問合せ先に直接聞いて
いただけますか。」

住　民　「電話番号もわかれへんから、そっちで聞いてくれへん。」
　　　　「せっかくここまで来たんやから。」
職　員　「どこの社会保険かわからないので保険証をみてお調べ頂いて、お電話して

みてください。」
住　民　「不親切やなあ。」「市役所やのにそれぐらい調べてくれてもええやん。」
　　　　「多分○○保険やわ。」
職　員　「健康保険証をみて、そちらでお調べください。」
住　民　「市民のためにそれぐらいしてよ！市長に言うから！」
　　　　と去っていきました。
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　健康保険が市役所の国民健康保険でなければ、お答えできないのは仕方ありませんが、色々
と聞き取りもせず、「こちらではないのでわかりません。」や「そちらでお調べください。」な
ど来庁したお客さまの期待に答えらなかったことで、お客さまを怒らせてしまいました。
　今回、必要であった対応としては、お客さまは分からないから来庁されたのですから、親身
になって聴き、その結果、市役所ではなく会社の健康保険組合に問合せしなければ分からない
事だと十分納得してもらうことであったと思います。例えば、お客さまに安心して帰ってもら
えるように電話できるような解決策や方法を提示するなど、断られたという印象を与えるよう
な対応は極力ないようにしましょう。
　また、今回のやり取りでは、職員が断る際にクッション言葉を使っていません。「申し訳あ
りませんが・・・」「恐れ入りますが・・・」などクッション言葉を入れると、入れない場合
に比べて、印象が全然違いますので、活用しましょう。
　お客さまは、市役所に何か目的があって来庁されます。忙しい中、時間をつくって来庁され
る方もいます。相手の目的や状況を気遣わず、できない事だけが相手に伝わるような対応は、
クレームの原因になりますので注意が必要です。

できない事を納得してもらえる説明　断り方

　話をよく聴き、お客さまから「親身になってもらったが、できないなら仕方ないな
あ」と納得してもらうためには「できません」「そちらで調べてお問い合わせください」
など誠意のない対応でなく、使い柔らかく伝える方法として、クッション言葉（「申
し訳ございません」「お手数をおかけしますが」「ご面倒ですが」「せっかくお越しい
ただいたのですが」）があります。
　今回の事例でも

　Ａ「健康保険証をみて、そちらでお調べください。」
　Ｂ「お手数をおかけしますが、健康保険証をみて、そちらでお調べください。」

　声に出して読んでみてください。
　明らかに「Ｂ」のほうが良いことが分かると思います。
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事例 19　あなたは、お客さまの良き理解者ですか？

　この事例は、窓口に別の部署の管理職職員が一般のお客さまとして尋ねて来た時に、担当職
員が接遇を欠いた対応をし、不快にさせた一例です。下線部に注意して一緒に考えてみましょ
う。

　昼下がりの窓口に、別の部署の井上副理事が年休をとり、一般のお客さまと同じよ
うに尋ねて来ました。

「うちのお母ちゃん、介護施設に入っていて、インフルエンザの無料申請の手続きを
しといて、と頼まれたんやけど、どうしたらいいの？」
　窓口当番の浅田が対応していたら、後ろから、その業務の担当と思われる木村がやっ
てきて、
①「浅田さん、あかんやろ！まず委任状やろ！」と、叱りつけました。浅田は、

「あ、すみません。委任状はもらいましたので、証明の手続きしていたのです。」
　すると木村は、井上に、

「あんた、介護施設連絡したんか？もし、証明がダブったら、大変な事や。」
　対して井上は、

「急いで証明を欲しいと頼まれて私も窓口へ来たもんですから、証明を今日はいただ
き、もし、あなたが言うようにダブっていたら、この証明は処分させてもらいますの
で。」
　と言うと木村は、
②「あのですね、公印を付いた証明は、そんな勝手に処分されては困るのです。公印
が押してあると言う事は、他の書類とは全くちがうのです。分かります？」
　と、強い口調で言った瞬間、井上は耐えかねて、ついに、

「君、窓口対応悪すぎるぞ！客の前で同僚を叱りつけたりして、気分悪い！そもそも
今日は公印の説明を聞きに来たんじゃないぞ！」
と、怒らせてしまいました。
　そうしていると、その課の課長補佐が、その声を聞き、　

「アッ！井上副理事、どうしたんですか。」　
と、やって来ました。井上は、

「接遇がなってない！ちゃんと、教育しいや！」
　そこの課長補佐は木村の対応をお詫びし、証明を渡し、井上副理事の気持ちを沈め
ました。
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　職場で同僚がミスをした時に下線文①のようにその場で叱りつけたりするのはいかがなもの
でしょうか？お客さまの立場からすると、このような振る舞いを目にするのは心地よいもので
はありません。また、下線部②のような対応は、お客さまを全面否定している気分にさせてし
まいます。自治体職員は、法律や条例、規則を遵守する立場にありますが、このような対応は
お客さまの不信を招くことになります。一定の枠内で住民に我慢を強いなければならない状況
は非常に多いのが現実ではありますが、ある程度の改善変更で要望を叶えてあげようとする態
度・・・お客さまの良き理解者になる事が、大切なのだと思います。
　また、この部署では全体的に接遇の教育を受ける機会が少ない事も、課長補佐の対応でよく
分かります。専門性の強い部署では、クレームの事例研修をする事で、本物のプロの見極めの
できるサービスを実現できるのではないでしょうか。そんな研修の時間を作る努力が必要です。

　　お客さまを大切にする行動指針

　　　1　笑顔
　　　2　聞く
　　　3　よい質問
　　　4　違いを見つける
　　　5　ありがとうと言わせる
　　　6　パートナーシップを気付く
　　　7　スピード
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事例 20　例外を出さない大切さ !!

　この事例は、申請に関して例外を強く要求されています。下線部の男性の発言に留意し、対
応策を考えてみましょう。

　肌寒さを感じる 11 月も終わりになる頃、介護保険室におかっぱ頭の体格のいい男
が来て、

「この申請、頼む。」
と、面倒くさそうに書類を出した。窓口当番であった伊藤は、書類を確認した後、担
当者の原を呼ぼうとしたところ、男性は、

「早くしてくれよ！」
と、凄んだ。
　原は、なんとなく、何かが起こりそうなムードを感じつつ窓口へと走った。
　男性が差し出した書類は、補助金の申請であったが、書類として受理できない不備
があったので、なんとも言えない空気の中、補助金の対象外となる説明を、出来るだ
け分かりやすく説明をした。すると、男性は、

「そんな事、知らん！ほな、次から、そうするから今回認めてくれや！知らんのにで
きる訳ないやろ！お前も知らんかったら、できへんやろ！こんな大きな金額、市の補
助金出ないとなると痛すぎるやん‼あんたもわかるやろ！どんな決まりごとにも例外
はあるやろ！ないとは言わさんぞ！」
　話をしているうちに男はどんどん怒りをエスカレートしていきましたが、原は、

「この申請をする前に必ずケアマネジャーと工事に関して相談する事になっており、
このようなトラブルはありませんし、誰が対応しても同じですよ。せめて工事の前に、
相談して欲しかったです。」と説明した。すると、男性は、

「お前では話になれへん。ここの室長出せ！」との大きな声。
　このため、概要を説明したうえで、室長同席で対応することになった。

「あんたが室長か、おばあちゃんに助けてくれ言われて工事したのに、補助金出ない
なんておかしいと思わへんか？俺ここの市の島田議員と親しいねん。おまえらの事よ
う言うとくわ。また議員と来るから補助金出せる対策考えといてくれよ。」
　その後、別室でこの男と室長の話し合いがされました。担当者の原は、室長が例外
を出す話しをするのかを気にしていた。介護保険を食い物にする悪徳業者のチェック
をしていくこの仕事に誇りを持っていた原は、室長がもし、例外を認める案を出した
ら、仕事に対する意欲がなくなるであろう自分を感じていたのです。議員からも電話
があり長い沈黙の後、室長は、

「例外を出さずに行きましょう。出すと後が大変になる。島田議員は明日どのように
言って来られるかわからんけど、例外は認めないという方針で。」
　原は、室長の出した案に満足し、次の対策を考える事にした。
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　みなさんも少なからず、このような場面に出くわしたことがあるのではないでしょうか。
　下線文のように例外を迫られ、どうしても検討しなければならない場合があります。ここで
注意しなければならないことは、例外を認める事が仕事を楽に運ぶ事ではないということです。
なぜなら例外は広まり、役所の窓口は言った者勝ちで、ゴネた者が得するという意識が広がり、
新たなクレームになる可能性があるからです。仮に、例外を認めても良いと判断されたケース
であっても、安易に認めるのではなく、相手に特例である事を伝え、今後は一切ない事だと伝
える事が必要でしょう。
　また、事例のなかで室長が、「今回だけは例外を認める段取りで」と言っていたら、仕事に
誇りを持って頑張っていた原の業務に対するモチベーションが下がっていたでしょう。部署の
リーダーも共に、不正を許さない方針を貫く姿勢が、職員のやる気やモチベーションを上げる
原動力になるのだと思います。
　皆さんも、どうしても例外を認めなければならない時、事例を参考にして、十分に検討して
下さい。

クレームを言う人にはタイプがあるる！

　・ごね得型　　　　　　・特待要求型
　・自己実現型　　　　　・プライド回復型
　・心理追求型　　　　　・神経質型
　・愉快犯型　　　　　　・新興宗教型
　・泣き寝入り型　　　　・思い込み型

タイプを知る事によって、クレームの本質を明らかにして、
適切な対応に役立ちます。
あなたは、どんな型のクレームを言う人と出会った事がありますか？
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事例 21　何気ない対応、説明がクレームに！！

　この事例は市民病院に来院した女性が市民病院職員及び医師の何気ない対応、及び説明に
よって不快な気分にさせられた例です。
　下線部①及び②に注意して、どういった対応をすればよかったのかを考えてみましょう。

　50 代女性の鈴木さんは最近、自分の胸のしこりが気になったので、市民病院の乳
腺科の堀医師の診察を受けるために来院しました。4 カ月程前にも堀医師からエコー
検査を受け、特に異常はみつからなかったが、やはり心配だったので再度、来院しま
した。
　当日、鈴木さんは特に予約もせずに来院しました。すると、その日はたまたま予約
客でいっぱいだったので、1 番最後の順番に回されました。しかし、受付の職員から
その説明を①何も聞かされず、長時間待ってようやく堀医師ではない別の検査員から
エコー検査を受けました。
　その後、堀医師から簡単な触診を受け、エコー検査の結果を聞きました。
結果は今回も特に異常はなかったが、気になったのでいろいろと医師に質問しました。
すると堀医師から、
②「ここは検診をする病院ではありません。病気が悪くなった人がくる病院です。」や、

「自分の言う事が信じられませんか？神経質過ぎます。神経科を紹介しましょうか？」
と、侮辱的にも聞こえる表現で怒られました。
　鈴木さんは非常に憤慨したが、医師に反論したら、さらに怒られると思い、泣く泣
くその場を離れて帰宅しました。
　その後、自宅に戻ってもやはりどうしても怒りがおさまらなかったので、職員課に
クレームの電話を入れました。
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　病気を心配して来院されるお客さまには、もっと誠意をもった対応と説明をする事が必要で
した。

　①何も聞かされず１番最後の順番に回されました

　　　市民病院職員の初期対応から問題がありました。予約がいっぱいで、受診までにかなり
の時間がかかるのであれば、まず長時間待たす事に対する謝罪と、予約者優先のシステム
を詳しく説明すべきでした。

　②ここは検診をする病院ではありません。病気が悪くなった人がくる病院です。」や、「自分
の言う事が信じられませんか？神経質過ぎます。神経科を紹介しましょうか？」

　　　病気を心配して来られた市民に対して心配がない事をやさしく説明する事が必要でし
た。もう少し違った対応をしていればクレームへと至らなかったかも知れません。

　　　またその上で、たとえ診察を待つお客さまがたくさんいて、忙しくても、市民病院とし
ての役割分担を②のような言い方をするのではなく、市民病院は基本的に検診を受けると
ころではなく、地域の開業医等で検診を受け、異常があれば紹介等で市民病院にて治療を
受けていただく役割を担っていると言ったように説明するべきです。また、同時に市全体
においても PR すべき事項であり、知らずに来た市民に対しては、もっと誠意をもって説
明する事が必要です。

＜参考＞　初期対応での禁句

　否定語→「でも」「しかしですね」「それは勘違いです」
　曖昧語→「よくわからないのですが「そんなことはないと思いますが」
　肩すかし語→「あ、そうですか」「へえー」
　尋問後→「どのように使われたんですか」「お話ししたと思いますが」

　　　　　　　　　「クレーム対応のすべてがわかる本」古谷治子著　より
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事例 22　電話での対応がクレームに！！

　この事例は、国民健康保険料の納付の件で電話をされたお客さまが、対応した職員の誠意の
ない説明及び説明不足によってクレームへと変わっていった例です。
　下線部①②③の対応に注意して、どのように対応すればよかったのかを考えてみましょう。

　50 才代である女性田中さんは国民健康保険料の納付（前納と減免について）の件
で保険課に問合せの電話をしました。
　以前までは健康保険料に関しては前納が可能で、しかも減免もしてもらえたが、今
年からはどちらもしてもらえなくなったとのことでした。　
　これに対して、その時の電話に出た職員が、
①「国からの通達による制度変更なので仕方ありません。」
と一点張りの返答。
　また、②来年度から前納が可能になる旨の説明がその時の電話ではなく、本日、来
庁した時に窓口で初めて聞いた、とのことでした。なぜ、昨日の電話で教えてくれな
かったのか？
　さらに、保険料を年金から自動的に引かれないようにする手続きの通知が送付され
てきたが、③その代わりに銀行口座での引き落としを銀行で手続きをする場合の、持
参しなければならない書類の説明も電話ではしてくれなかったのも理解できないとの
クレームです。
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　電話での対応に関しては、お客さまの表情や動作を直接見ながら臨機応変に対応することが
出来ないために、細心の注意が必要です。

　①「国からの通達による制度変更なので」と一点張りの返答

　　　制度の変更に伴う説明の電話であるため、一方的に「制度だから仕方がない」といった
説明になり、冷たい感じを相手に感じさせてしまい、不快な思いをさせてしまっています。

　　このような場合、お客さまに説明する時は、国からの通達を「理由」としてではなく「事
実」として説明することが大事です。したがって、「申し訳ございません。こういった通
達が国からありましたので」という風に控えめに対応する事が大切です。

　②「来年度から前納が可能になる旨の説明がその時の電話ではなく、本日、来庁した時に窓
口で初めて聞いた」

　③その代わりに銀行口座での引き落としを銀行で手続きをする場合の、持参しなければなら
ない書類の説明も電話ではしてくれなかった

　　　今後の制度の説明に関しても説明不足のため、さらにお客さまを不快にさせてしまって
います。②、③の制度の変更に伴う内容説明、および今後の事務手続きの説明に関しては、
詳細にかつ洩れなくしなければなりません。またいつも以上に誠意をもって、お客さまに
いい意味で「あきらめてもらう」ような締めくくりをすることが大切です。

クレーム電話での対応で注意すべき点

　クレーム電話での対応をする場合、お互い表情や動作が見えないので、同意や共感、
謝罪の気持ちは言葉によって表現する必要があります。クレーム電話と分かった場合
は、声のトーンを少し低くして応対しましょう。また、マニュアル通りの対応では相
手はますます不信感を増していきます。そのために相手方の言うことに傾聴し、どう
にかして問題を解決しようという気持ちを相手方に伝わるように、全力で応対するこ
とが必要です。
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事例 23　正しく説明しただけなのに・・・

　この事例は、都市計画税の趣旨に対する問い合わせの際に相談者の感情を十分受け止めずに
制度の説明を行ったことにより生じたトラブルです。下線で示した家田の対応について、自分
ならどのように応対するかを考えながら読んでください。

　夏の暑さも和らいできた初秋の頃、新築家屋の固定資産評価額を算定する為の現地
調査から戻ってきた家田が、調査内容を整理しようとしていた時、カウンターの向こ
うから一人の女性に声をかけられた。
　①「こんにちは。どうされました？」。家田は机の上に広げた書類をそのままにして、
カウンター席に座った。
　「税金を払いに来たついでに聞くんやけど、都市計画税って、なんで取られてるん？」
　②「お客さまの所有されている土地、建物は都市計画区域内にお有りですか？」
　「場所はここやけど。」（と言って、納税通知書の土地家屋の明細を見せる。）
　③「なるほど。こちらの土地、建物の所在する場所はですね、都市計画区域内にあ
りますので、固定資産税と合わせて都市計画税を納めていただくことになりますね。」
課税課に配属されてから１年半が過ぎようとしていた家田は、担当業務についての知
識も増え、少々の質問には答えられるという思いがあった。
　「そやけど、私達の住んでいる地域は、道路も整備され、下水道もあるし、新しい
都市計画もないのに、どうして都市計画税を払わんとあかんの？」
　すかさず家田は、④「都市計画税は、本市の都市計画区域内でおこなわれる都市計
画事業に使用するために納めて頂いている税金ですので、事業の有無に関わらず、区
域内に土地・家屋を所有されている皆さんにお願いしているんです。」
　「そやけど、工事の計画も無いのに、税金だけ取られて、おかしいんちゃうん？」
　⑤「でもね、地方税法でも規定されてますし、都市計画区域内で土地・家屋を所有
している以上は、納めて頂くことになりますのでね。」
　家田は法律の趣旨も含めて一通りの説明は出来たと感じ、これで納得して帰ってく
れるだろうと思った。
　すると、女性は声を荒げてこう言った。「あんたは私の言うことを聞くつもりあん
の？最初から断るつもりで聞いてるんやろ。もうええわ。」
　そのとき初めて、家田はお客さまとの対応において、自分が大きな間違いをしてい
た事に気がついた。法律に沿った対応はしているものの、原則論を一方的に説明し、
お客さまの不満に対して何の配慮も無く、相談者の立場に立って話を聞くという姿勢
が欠けていた事を反省したのだった。
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　お客さまの立場に立って、その気持ちを受け止めた上で説明をしないと、例えそれが法律に
基づいた正論であったとしても、お客さまには「こちらの気持ちは理解してくれず、一方的に
正論を押し付けられた」という思いが残り、今後の新たな火種となりかねません。
　今回は、クレームとなって表れましたが、多くのお客さまは不満を感じていても、声に出し
ません。そのことも十分認識して対応しましょう。（第3章内コラム　サイレントクレーム参照）
　「聞く」という行為は、相手の不満や不安な気持ちなどの内容を正しく掴む上で、クレーム
対応の初期段階の最も重要なプロセスです。こちらの説明を始める前に、まずはお客さまの相
談内容や不満な気持ちについて 5 Ｗ 2 Ｈを意識した質問をしながら整理し、事実の確認をする
ことが必要です。その際、「お客さまの立場で考えた時に、そう感じることは理解できます」
と伝える事で、お客さまとの間で良好な関係を築き、問題解決に向けた足がかりとなります。
　家田の発言④の前に、以下のような言葉が有れば、相談者の心情も変わったかも知れません。

　　「私も、お客さまの立場だったら同じように感じたと思います。ですが、・・・」

　お客さまとのコミュニケーションを円滑に進めるための技術として、いわゆる「マジック・
フレーズ」と言うものがあります。相手に何かを依頼する時、また、相手に不快感を与えずに
こちらの思いを伝える時に合わせて用いる言葉で、代表的な言葉を　ページに掲載しています
が、状況に応じて他にも様々な表現がありますので、周りの人のやり取りを参考に普段の会話
でもそれらの言葉を取り入れることで、実際の場面でスムーズに言葉が出るように心掛けてお
きましょう。（第 2 章内マジックフレーズ参照）

マジックフレーズの目的と使用例

クッション言葉・・・命令口調にならないよう、言葉の意味を和らげる。
　申し訳ございませんが　差し支えなければ　お手数ですが

謝罪言葉・・・相手の怒りを静める。
誠に申し訳ございません　お詫びの言葉もございません　お役に立てず、申し訳ございません　

今後このようなことがないよう、周知徹底いたします。

共感言葉・・・相手の気持ちに理解を示していることを伝える。
ご指摘はごもっともです　私が○○様の立場なら、同じように不快に感じたと思います

依頼言葉・・・威圧的であると受け止められないよう、謙虚な気持ちを表す。
ご理解いただけないでしょうか　お許し下さいませんでしょうか

感謝言葉・・・今後の業務の参考にするため感謝の気持ちを伝える。
有難うございます　恐れ入ります　貴重なご意見を賜り有難うございます

NG ワード・・・相手を疑ったり否定したりすると、良好な関係を維持できません。
そんなはずはございません　本当ですか？　それは違います　存じません　規則ですから　そう

はおっしゃいますが　おことばですが
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事例 24　放っておいたばっかりに・・・

　昨今の健康志向の高まりから、ウォーキングを日課としている人は多く、幹線道路沿いの歩
道や、街灯など設備も整っているため多くの人に利用されています。
　そうした人の中には、歩道上の不法投棄や、ゴミ箱などの施設の不具合について連絡してく
ださるかたも少なくありません。
　この事例は、そうした情報提供を緊急性の低いものと勝手に判断して現状確認を先延ばしに
していたことが発端となって起きたトラブルです。

　梅雨の中休みのような蒸し暑い 6 月のある日、道路の維持管理を担当する道路維持
課に 1 本の電話が掛かってきました。
　職員の道本は受話器を取った。「はい、道路維持課の道本でございます。どういっ
たご用件でしょうか？」
　電話の相手が話し始めました。「日頃歩いていると、幹線道路から海岸線沿いの緑
道までの区間にゴミ箱が不足していると感じる。せめて、休憩所毎に 1 つは設置して
ほしい。それに、底が抜けて使えないゴミ箱もたくさんあるので、早急に確認して欲
しい。」という内容でした。
　道本は歩道の通行上、危険性は無いと判断し、後日確認する旨を伝え、電話を切り
ました。季節はちょうど梅雨の真っ最中で、道路側溝にかかる業務に忙殺されて、現
地の確認が出来ないまま 1 ヶ月が過ぎてしまいました。
　ある日、一人の老紳士が道路維持課を訪れました。「先日、道路のゴミ箱の確認の
件で連絡した者だが、その後どうなっているか？」
　道本は「まずい」と思いながらも、電話をいただいた時に応対した者であることを
伝えたうえで現地の確認が出来ていないことを説明しました。

「住民が電話をしているのに、1 ヶ月以上も放置しているとはどういうことか。早急
に確認して結果を報告しろ。」と要望して帰って行きました。
　道本は早速、道路の維持管理担当者と共に、当該区域のゴミ箱の設置場所や設置個
数、ゴミ箱の状態を確認しました。
　また、ゴミの収集を委託している団体の担当者に確認したところ、ゴミであふれか
えっている状況は無いとの事であったため、後日同人から連絡があった際にゴミ箱の
設置個数としては適正であると考えていることを説明し、使用できないゴミ箱につい
ては、予算の許す範囲で順次交換していくこと、あわせて、ゴミ箱の設置場所を変更
し、休憩所の利便性を向上させたことを伝え、了承を得ることが出来ました。
　その方からは、当該緑道の床材のガタツキに対する苦情や、自転車乗り入れ防止用
バリカーの盗難届の提出状況、また道路と線路が交差する踏み切りの枕木のガタツキ
について鉄道会社に改善を求める要望などが数ヶ月にわたって続きました。
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　道路や公園をはじめ自治体の管理する施設の維持管理は、常に住民やその他の利用者の視線
にさらされています。自分たちの納めた税金で維持管理されているそれらの施設の不具合につ
いては、早急に対応するべきと考える方も少なくありません。
　今回の事例は住民から連絡を受けた事について、事実確認もしないまま緊急性がないと判断
した結果、1 ヶ月以上も放置したことで、連絡をいただいた方に対し「せっかく連絡したのに、
無視をされた」という思いを抱かせたことが、クレームに発展しました。
　仮に、電話を受けた日か、その翌日にでも事実確認をしていれば防げただけに、道本さんの
対応に問題があったことは間違いありません。ただし、これを道本さんだけの問題にしてはい
けません。このような要望を受けた後、組織内で共有する体制がとられていたがということを
考える必要があります。もし、共有できていれば、道本さんの業務多忙な状況をみて、誰か代
わりに対応できたかもしれません。（第 4 章内参照）
　住民の不安や不満を解消し、行政に対する信頼感の向上を図る上でも、住民の声には真摯に
耳を傾け、不安や不満を住民と共有し、また改善に向けて、組織的に取組んでいくことも求め
られています。

言葉によらない“メッセージ”に注意しよう

　私達人間は言葉を使って他者とコミュニケーションを図ります。でも、それだけで
はありません。口調や顔の表情、それに身だしなみや立ち居振る舞いなど、言葉以外
のものからも、本人が意識するしないに関わらず、その人の意思が伝わってしまいま
す。これらは、非言語（ノン・ヴァーバル）コミュニケーションと呼ばれ、言葉と同
等、またそれ以上に重要な役割を果たしています。
　言葉では「すぐに確認します。」と言っておきながら、1 ヶ月も結果的に放置して
いては、その言葉は信用を得ることは出来ません。
　お客さまに信用していただくためには、言葉で伝えるだけでなく、態度、対応など、
あらゆる点に注意を向ける必要があります。
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事例 25　クレームの矛先が変わった

　この事例は当初は隣の工場の騒音などに対してのクレームであったが、途中から行政の対応
についてのクレームに変わっていった事例です。何もしていない訳ではないのに、対応につい
てクレームをつけられた経験はありませんか？

　市長室に①電子メールで隣の工場の②夜間の物資の搬入音と、屋外の作業音につい
てのクレームが届いた。具体的な内容は、トラックの搬入時や荷物の積み下ろし時の
騒音はもちろん、運送業者のドライバーの態度や、工場側と以前にもめた別件の話ま
で書かれていた。通報者と工場側のいくつかのトラブルの 1 つに騒音問題があり、思
うように解決できず行政に訴えたのであった。

　数日後、再度メールにてクレームが来る。内容は業務範囲外の内容（市ではなく府
の業務）だったので、その旨の返信をおこなう。
　1 週間後、再度メールがあり騒音に対して全く改善されてないというクレームはも
ちろん、行政の指導方法に対してのクレームも加わっていた。（メールでは納得して
もらえず複雑になりそうになってきたので、メールだけだはなく直接話しができるよ
うに連絡先を聞く。その後は電話とメールの両方で対応する。）
　その後 3 日おきに同様のメールが来た。メールが来るたびに工場に立入指導を実施
するが、通報者は実際に夜間の調査をするように訴える。他の業務と合わせ夜間に現
場調査と騒音測定を実施したが基準値以下ではあったので、行政として指導の限界が
あり、工場側には時間や作業方法に配慮するように引き続き指導する旨を通報者に
メールで報告する。
　3 ヶ月後、再度クレームメールがあった。内容は以前より行政に対してのクレーム
が多くなっていた。メールや電話では納得してもらえないので、夜間、直接通報者に
会い、今までの経過や行政の対応経過説明をし、引き続き指導をしていくなどで一応
納得はされたのでその後は何もない。その後も引き続き工場には指導していたが、通
報者が引っ越したことで一様解決した。
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　この事例の問題点は、
　　①メールでの要望
　　②状況を把握しにくい夜間のクレーム
　　③通報者は昼間、仕事に出ており、直接連絡がとりにくい
　などの条件が重なり、話が複雑になったと考えられます。

　①メールでの要望については、文面からしか通報者の情報を得ることができません。その情
報も一方的なものが多く、正確な情報を把握しにくいものです。また確認するのもメール
でのやり取りになり時間がかかります。しかし時間をかけると二次的なクレームに発展し
かねませんので、すばやく返信したいところですが、文書に残るので神経を使います。そ
のために内容がややこしく、事実確認など慎重な対応が必要なときは、まず受領確認の返
信をし、こちらの対応の状況を説明しておけば少し時間がかかっても２次的なクレームに
はならないと思います。またメールでの要望に対しての基本的な対応（ケースによってか
わるが、電話での説明や訪問するなど）はあらかじめ決めておく必要があります。

　②勤務時間外でのクレームの現場調査や通報者への説明のための訪問などについては、今回
のケースでは他の業務が夜間にあったので、それに合わせて調査、対応をできたのでよかっ
たが、前もって組織としてどう対応するか基本的な対応を決めておけばスムーズな対応に
繋がると思います。

　③②と同じになりますが、前もって対応方法を決めておくのがよいと思います。やはり直接
会い、話を聴くことによりクレームにいたるまでの経緯がわかります。また主訴が明確に
なることにより、こちらの対応方法も明確になると思います。また今回は規制基準値以下
だったために指導の限界の説明もしたので、さらに慎重に相手の出方を見ながらの対応が
必要だった。

メールだけですまそうとしない

　メールはあくまでも一方的な伝達手段でしかありません。文字だけのコミュニケー
ションでは、感情が伝わりにくく、思わぬ誤解を生むこともあります。そのため、問
合せの内容がつかめなかったり、長い説明が必要な場合は相手の連絡先を聞き、電話
をしたり、面接するなどして、直接、話す努力をします。もちろん、どのようなケー
スにおいても、お客さまの主張を裏づけるために事実を調査することが必要です。

（クレーム対応マニュアル・関根健夫著より）
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事例 26　他市ではやっているのに「なんでや！」

　インターネットで他の自治体のサービスを調べて、同じサービスを要求してきました。また、
話しを大げさに言ったり、「訴える」などと言って、サービスを要求してきた事例です。この
ような要求が複数でこじれた時はどうしますか？

　朝一番、住民から次のような電話があった。傷ついたカラスのひなが自宅ベランダ
にいる。ベランダから出ようと頑張って挑戦するが、何度も壁にぶつかって血まみれ
になっている。何とかしたいが親鳥が威嚇し駆除できない。すぐに来て、追い出して
ほしいというものであった。
市としてはカラスを捕獲する許可は出すが、私有の土地建物には入らないことになっ
ており、捕獲はできない。（公園や道路上では対応する。）自然のまま少し様子をみて
ほしいと説明した。

　住民　「危なくてベランダに出られない。もしベランダに出て、小さい子や妊娠中
の嫁に何かあったらどうしてくれるのか？」

　　①　「何かあれば訴える。」
　　②　「現場の確認もしないとはどういうことか？」
　　③　「他の市町村ではやっているのになぜここではしないのか？納得できない。」
と延々 1 時間、電話で言い続ける。
　当初、電話をとった職員が対応、説明していたが納得してもらえず、担当者に変わ
り再度、同様の説明をするが、それでも納得してもらえません。さらに所属長に替わ
るが、それでも納得してもらえず延々と電話での説明が続く。何度説明しても、らち
があかないので、所属長の判断で特例として手は出さないこと（捕獲などせず見るだ
け）を条件に現場を見に行くことになりました。
　現場に行くと陳情者は電話のような勢いはなく低姿勢だっだ。現場も電話での内容
とは違い、ひながベランダから出たい為にがんばっている状態だった。壁も血まみれ
と訴えていたがそれほどでもなかった。職員と苦情者が駆除の方法を話しあっている
と、タイミングよくひなが自力で上手く脱出できたので解決した。
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①「何かあれば訴える。」
　　本当にそんなことになったら・・・と考えてしまうと思います。しかし、「タラ・レバ」

の話になってしまっているのです。担当として業務範囲の仕事をし、説明もすれば、「もし
～だったら・・・」など仮定の話の拡大解釈を容認すればきりがありません。その為には 5
Ｗ 2 Ｈを聞きだし、客観的な事実を把握し判断する必要があると思います。

②「現場の確認もしないとはどういうことか？」
　　確認しないことについては、「通常はそのようなことはいたしません。少し様子をみてく

ださい」と言っても、とにかく見にこいの一点張りでどうにもいかず、結局今回は特例を認
めることになりました。その際に「今回は特例として見に行きます。ただ、何もできません。
それでいいのであれば行きます。」と念を押しての訪問だったのでよかった。ただ、どこま
で妥協するかなど今後の課題になった。

③「他の市町村ではやっているのになぜここではしないのか？
　　他の市町村ではやっているのになぜしない？については、最近のネットの普及で市民の方

もよく調べておられます。ただ現実行っていないサービスなので根気よく同じ説明を繰り返
すしかなかった。今回はそれとは別の「確認してほしい」との要望も合わさっての事例など
で「これ以上説明しても同じなどで切ります。」などの対応がむずかしかった。反省になる
が「他市とはどこですか？今後の参考の為に教えてください」など逆質問し内容が本当かはっ
きりさせるもの対応の一つだったと思います。

「訴えてやる」と迫られたら

　「訴える」「議員に言う」などこれらの言い方の多くは、こちらに威圧を与えようと
するものです。相手に恐怖心を起こさせ、そうされたくない心理に付け込んで、甘い
結論を得ようとするわけです。しかし、お客さまが行政の対処に不満を持ち、裁判所
以下どこに訴えようと、それはお客さまの自由ま意見であり、こちらには止める権利
はありません。現実にはこちらが合法的な対応をしている限り、実際に裁判所に訴え
る人は決して多くはありません。

（公務員のためのクレーム対応マニュアル・関根健夫著より）
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＜視察報告 1 ＞　東京ガス株式会社

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 18 日（月）　午後 2 時～午後 3 時 40 分

視　 察　 先 視察場所：東京ガス株式会社
住　　所：東京都港区海岸 1 − 5 − 20 浜松町ビル 10 階
最 寄 駅：JR 山手線　浜松町駅
対 応 者：リビング企画部事業企画グループ CS 推進チーム
　　　　　　チームリーダー　松田　健 氏
　　     　　　　　　 　　　　和田　潤 氏

視　 察　 者 籠谷　啓史（高槻市教育委員会青少年課）
梶本　　聡（池田市保健福祉部保健福祉総務課）
吉位　幸二（寝屋川市保健福祉部社会福祉課）
中田　知子（貝塚市健康福祉部国保年金課）

【視察目的】
　折衝能力向上においては、苦情対応技術の向上だけでなく、市民の声を集め、誠実に対応
することにより市民の満足度を高める対応技術の向上や組織作りに取り組むことも重要と考
える。そこで、民間企業における CS（カスタマー・サティスファクション）の取り組みと
はどのようなものかを学ぶため、「お客さま本位の CS マインド」を掲げお客さまの声を活
かす様々な取り組みに力を入れている東京ガスの視察し、CS 推進活動の理念、顧客のご意見、
ご提案を含む「お客さまの声」の受け方や集め方、実現につなげるまでの方法・プロセスな
ど、顧客満足を意識した取り組みについて考察する。

【視察内容及び質問事項】
１．オール東京ガス CS（カスタマー・サティスファクション）の取り組み
２．お客さまの声を取り入れる仕組み
３．オール東京ガスにおける業務改善について
４．お客さま満足度向上委員会
５．その他

【視察結果】

１．オール東京ガス CS（カスタマー・サティスファクション）の取り組み

　オール東京ガスでは、コールセンター（お客さまセンター）への入電やインターネット、
満足度調査などを通じていただいたお客さまからのご意見・ご要望を、社内で共有し、改
善や品質向上に活用している。
　視察を行った CS 推進チームは正規職員 4 名体制で、コールセンターの専門スタッフに
よる「お客さまの声」収集を通じて、その内容や傾向について整理・分析を行っている。
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CS マインドのイメージ

出典：東京ガスホームページ

２．お客さまの声を取り入れる仕組み

　　　CS 推進体制図　　　　　　　　　　　　　　お客さまの声内訳
  

出典：東京ガスホームページ

■お客さまセンターは、幅広いご用件を承る東京ガスの窓口として年間約 500 万件の電話
対応をしており、4 拠点で約 900 名の専門スタッフが対応している。
　当センターでは、お客さまの問い合わせにすばやく的確にお応えし、心をこめた応対を
進めていくため、スタッフは業務知識学習やコミュニケーションスキルの向上に努めてい
る。また、マニュアルにない回答やその背景・理由なども身につけられるように、自分が
得た知識を他スタッフにも発信して、情報共有が図れるようなシステムもあるため、（「知
識の泉」）受付体制の充実がより図られている。
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■お客さまの声の内容（上記グラフ参照）
　お客さまの声の中の「ご不満」の内容については、「マナー」「説明（説明不足等）」・「時間（訪
問時間を守ってくれない等）」に関するものが６割近くを占めている。説明不足については、
スタッフ側は「説明したつもり」でも、顧客側は「物足りない」という認識のギャップが
要因となっている。　また、「制度要望」の内容については、料金関係や支払い方法など
に関するものが多い。

■「お客さまの声のデータベース」で情報共有
　お客さまセンターやお客さまと接する窓口・営業担当者に寄せられた声は、その起因箇
所へ伝えられ、速やかに対応。ここまでの一連の流れを「お客さまの声システム」にデー
タベース化し、オール東京ガスに寄せられた声の情報共有を図っている。

★お客さまの声システム画面のイメージ　（例示）★

受付日 声種別（受付） 受付方法 対象業務区分
・大分類 受付内容件名

20101201 制度要望（結
果報告不要）

電話受付 料金関係 返金分精算のお知らせ
がわかりづらい。

20101123 感謝（結果報
告要）

お客さまのは
がき

機器関係 対応の早さに感謝

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

（注釈）実際のシステム画面内容よりも簡略化しています。

３．オール東京ガスにおける業務改善について

＜お客さまの声全体像＞
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　　　　業務改善のイメージ
　　　　　①積極的な「お客さまの声」の収集（コールセンターや現場の声などから）
　　　　　　→②収集した声から、オール東京ガス内で業務改善を検討・実施
　　　　　　　→③お客さまに喜ばれる（期待以上の）サービス・商品の提供
　　　　　　　　→④お客さま満足度が向上し、お客さまから選ばれ続ける（到達点）

■業務改善を図っていくためには、より多くの声を収集することが重要である。しかし、
直接いただいたお客さまの声は、上の図のとおり氷山の一角のようなものにすぎない。「接
点時にいただいた声」や「現場の声（気づき）」のような埋もれがちな声についても積極
的に収集していく。
　業務改善事例は年間 100 件ほどで、特に優良な事例については HP に更新して周知共有
を図っている。

■アシストメモについて
　お客さまの声の収集を強化するために、接点業務従事者が「ポケット版メモ（＝アシス
トメモ）」を携帯し、その場でお客さまのご意見や自ら気づいた課題を書きとめ、改善に
つなげる取り組みを実施。改善内容については、事故予防や安全対策につながるものの他
に、自分たちの業務改善にも寄与しているものもある。現場におけるささいな気づきであっ
ても、流さずに形にして持ち帰る。それが大きなかたまりになりえるという視点からの取
組みであるといえる。

　　　　　■業務改善を図っていく上でのポイント
　　　　　　①より多くの「お客さまの声」を収集していくこと
　　　　　　②収集した声から「お客さまの立場」で考え改善可能か検討してみること
　　　　　　③検討した結果、まず自分たちで改善できることから取り組んでいくこと

　　　　④自分たちで改善・解決できないテーマについては、スタッフ部門でも課題
を前向きに受け止め、改善を検討していくこと（他部署をまきこみ輪を広
げていく）
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　　　　＜業務改善事例＞
　料金未納の場合に送付される「供給停止予告はがき」と呼ばれる案内について
は、はがきそれ自体には支払い機能がない。そのため振込書を失くされているお
客さまは、振込書再発行の手続きが必要であったため改善要望が多かった。
　そこで、料金センターでは関係部所と協働してこのはがきにバーコードを付し
て直接コンビニ等で支払いができるよう改善を行った。その結果、お客さまから
の改善要望は 0 件となり、感謝の声もいただいた。また、コールセンターの受付
件数も減り、振込書再発行に伴う経費・業務量も削減された。

３．お客さま満足度向上委員会

　各現場や各担当組織単位で解決が難しい問題、全社的な案件について審議する。開催は
年 1 回であるため、半期ごとの実績検証や個別案件の検討などは下部組織のお客さま満足
度向上推進委員会で行っている。
　また、事業所における優れた CS 向上の取組みについては、お客さま満足度向上委員会
で年 1 回表彰を行っている。
　その他の地域ごとの問題や個別案件については、各業務原局や支社の「CS 委員会等」
で検討する。そして委員会ではお客さまからの「ご不満」「制度要望」について、事例研
究や改善検討を行うとともに、「感謝」の声をいただいた従業員の表彰についても検討を
行っている。

４．その他

　　■サンクスカードについて
　CS チームでは、「お客さま本位の人財と組織風土づくり」の一貫として、コミュニケー
ション向上およびモチベーション向上施策を展開。そのひとつとして、サンクスカードを
導入した。これは、職員間で感謝の気持ちを伝えたい人にカードを贈るというもの。2008
年度から実施。
　メールや電話でのやりとりではなく手書きであるぶん、相手に気持ちが伝わる。また、
それが形としても残るというメリットがある。全社員が使用しているわけではないが、賛
同部署を今後も広げ、職員同士で感謝しあう風土を浸透させていきたいと考えている。

【所感】 
　この CS 推進チームの視察を通して感じたことは、東京ガスがお客さまの声というものを
本当に重視しているということだった。「お客さまの声システム」、「お客さま満足度向上委
員会」、「アシストメモ」など、さまざまなかたちで声を『収集』し、『共有・検討』し、『改
善』につなげている。これは、エネルギー事業分野における電気事業などとの競争が背景に
あるのだとは思う。ともあれ、こうした「声」を重視するという視点は、地方行政において
も参考になる部分が多々あるのではないかと思う。
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　コールセンターのことについてお話をうかがうと、「コールセンターができたこと自体が
業務改善につながっている」とおっしゃっていた。これは、今までは営業所ごとに個別で対
応していたお客さまの声をいったん吸い上げて組織全体で共有できるようになったからとの
こと。こうした要望や課題解決については、特定の部署だけでなく、より大きな組織レベル
で取り組んでいくほうが、よりよい方向に向かっていくものと考える。このような取組みや
考え方は、市民目線の自治体運営を進めていく上でも大変参考になると思う。
　業務改善に取り組んでいく上で、顧客から直接いただいたような顕在化した声だけでなく、
顕在化されていない顧客の心の声を積極的に汲み上げていこうとする姿勢が特に印象的だっ
た。直接いただいて共有化しているものはあくまで氷山の一角で、共有できていない埋もれ
た声をアンテナを高くしていかに拾い上げ、業務改善につなげていくかという視点は、我々
公務員も取り入れていけるものと考える。
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＜視察報告 2 ＞　浜松市人事課

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 19 日（火）　午後 1 時～午後 3 時

視　 察　 先 視察場所：浜松市役所
住　　所：静岡県浜松市中区元城町 103 − 2
最 寄 駅：遠州鉄道　遠州病院駅
対 応 者：山下　文彦 氏（人事課　人材開発担当課長）

視　 察　 者 籠谷　啓史（高槻市教育委員会青少年課）
梶本　　聡（池田市保健福祉部保健福祉総務課）
吉位　幸二（寝屋川市保健福祉部社会福祉課）
中田　知子（貝塚市健康福祉部国保年金課）

【視察目的】
　浜松市は、平成 12 年に市民サービスの向上や職員の意識改革を図るため「市民への約束」
を作成し、職員の行動規範としている。さらに、市民による「市民への約束」評価月間アン
ケートや、全庁的な「接遇センスアップ運動」の実施など、職員の接遇能力を向上する取り
組みを行っている。
　これらの全庁的かつ継続的な市民サービス向上を目指した取組みとその効果を視察するこ
とにより、本研究会の趣旨である折衝能力の向上について、組織や個人に必要な取り組みに
ついて考察する。

【視察内容及び質問事項】
　１．職員に求められる能力について
　２．「市民への約束」について
　３．「市民への約束」評価月間アンケートの内容について
　４．「市民への約束」評価月間アンケート結果の検証について
　５．接遇センスアップ運動について
　６．研修全般について

【浜松市の概要】
　平成 17 年に 12 市町村が合併し、平成 19 年 4 月に人口約 82 万人、7 つの行政区を持つ政
令指定都市となった。静岡県西部 1558 ｋ㎡に及ぶ広大な市域には、都市的機能や先端技術
産業が集積する都市部、農業が盛んな平野部、水産資源に恵まれた沿岸部、広大な森林を擁
する中山間部がある。平成 23 年に市制 100 周年を迎える。

【視察結果】
１．職員に求められる能力について
　浜松市では平成 13 年に人材育成基本方針を策定。平成 19 年政令指定都市になるにあたり、
これまで以上に自立型人材の育成、政策形成能力の育成が必要になるという認識の下、前年
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に人材育成に関するニーズ調査を行い、平成 19 年 3 月に現在の人材育成基本方針に改訂。
目指すべき職員像として「変化を先取りし、市民の目線で考え、果敢に行動する職員」を掲
げている。
　業務についての専門知識と併せて、「何のために仕事をしているのか」「公務員倫理とは何
か」等しっかりとした意識を持ち市民と接していく能力が必要である。

２．「市民への約束」について

　平成 12 年、前市長の時に、市民サービスの向上や職員の意識改革を図るため「市民へ
の約束」が作成され、その後、現市長により平成 19 年に現在の「市民への約束」となる。「市
民への約束」は、全課で掲示し、市民にも見ていただき、新規採用職員研修で覚えさせる
など、職員の行動規範となっている。

　

市民への約束

私たちは浜松市の職員として、公平公正で開かれた市民サービスを推進するた
め、市役所は市民の皆様のお役に立つ所であることを自覚し、次のことをお約
束します。

　　1　市民の目線で、市民の立場に立って仕事をします。
　　2　できる限り速やかで柔軟に仕事を行うよう努めます。
　　3　少ない経費で大きな効果を挙げるよう、税金を大切に使います。
　　4　何ごともわかりやすく説明します。
　　5　親切でていねいな応対をします。

　　　　　　　　　　　　　　　平成 19 年 9 月 1 日　浜松市長　鈴木　康友

３．「市民への約束」評価月間アンケートの内容について

　「市民への約束」、「接遇センスアップ運動」の成果が、市民からどのように評価されて
いるのかを把握するため、毎年 11 月を「市民への約束」評価月間と定め、アンケートを
実施している。アンケートの項目は次のア～オで、大変不満（ 1 点）～大変満足（ 5 点）
の 5 段階評価である。

ア　職員の態度・応対について以下の３点についてうかがいます。
　　笑顔で明るいあいさつでしたか？　
　　服装や髪などの身だしなみは？
　　職員の言葉遣いは？
イ　お客さまの状況に柔軟に対応しようとする姿勢は？
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ウ　お客さまの用件が済むまでにかかった時間は？
エ　わかりやすく納得できる説明でしたか？
オ　廊下やエレベータでの職員の態度に、親切さやお客さま優先の気持ちが伝わってき

ましたか？

　また、「少ない経費で大きな効果」を挙げる行政サービス実現のための自由意見を求め
ている。
　収集は、全課・全施設にアンケート用紙と回収ボックスを設置し、来庁者に声かけし任
意に記入していただく方法により、平成 21 年度は 839 ヶ所から 7931 件を回収した。
　結果は、5 項目の総合点が、平成 12 年度 3.8 点から少しずつ上昇を続け平成 21 年度 4.19
点に達している。

４．「市民への約束」評価月間アンケート結果の検証について

　アンケート結果を活かす仕組みが大切である。アンケートは人事課で集計を行い、その
結果を全庁的に発表する。また、各課に重点取り組み報告書の提出を求める。
　各課は、毎年アンケートの結果や自由意見欄のご意見をふまえて重点取り組みを決め、
翌年の報告書において前年の成果について自己評価を行い、新たに重点取り組みを設定す
る。また、評価の低い職場において、重点的に接遇研修を行っている。これらの取り組み
が、アンケートの総合点上昇につながっていると考えている。
　民間ではお客さま満足が売り上げや動員数等の数字で表れるのに対して、役所では数値
目標がたてられるものばかりではない。その点、市民による評価月間アンケートは数値目
標が立てやすく、一つの客観的指標となっている。

５．接遇センスアップ運動について

　「市民への約束」を各職場で実践していくため、「接遇センスアップ運動」を実施してい
る。接遇センスアップ運動の拠り所となっている「接遇センスアップ運動向上ハンドブッ
ク」は、職員が検討を重ねて平成 15 年に作成したものである。　　
　当運動の実施にあたっては、各課の課長補佐を「接遇センスアップ運動推進員」に選任
し、それぞれの職場において当運動を推進していくリーダーとする。新しく任命された推
進員には、「接遇センスアップ運動推進員研修」を行い、互いに自らの職場での取り組み
や事例について議論し、情報交換する場にもなっている。
　接遇研修は、新規採用職員や窓口職場職員を対象に集合研修も行っているが、対象者が
限られており、また、職場によって対応する市民の特性も異なるため、それぞれの業務に
ふさわしい方法が必要となる。したがって、職場研修（OJT）の中に「接遇センスアップ
運動」を取り込み、内容の広がりをもった研修にしてほしいという願いをもって、このよ
うな仕組みを作っている。実際に、窓口職場では、朝礼で確認しあう、話し合いの場を持
つ等の取り組みが行われている。
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６．研修全般について

　接遇については、階層別研修のうちでも、特に新規採用職員研修において力を入れてい
る。また、中堅職員研修や新任監督者研修などの節目の研修に、市長講話を取り入れ、市
長から「市民への約束」の意味を直接話すことにより、より一層職員の意識改革を図る工
夫をしている。
　一方、職員のモチベーションを高めていくことが課題である。職員が自ら選択した研修
は効果が高いため、自主的に取り組める研修として、課題対応研修や夜間研修を提供して
いる。さらに、自主的に研修に参加しない、できない職員のモチベーションを全体的に向
上していく取り組みとして、平成 20 年度末から職場における人材育成「チャレンジシス
テム」を推奨し、現在約半数の職場で実践されている。
　「チャレンジシステム」とは、「職場運営は OJT そのものである」との認識でグループ（係）
単位でミーティングを持ち、グループの目標及びそれに関連して個人の目標を立て、その
達成の過程で職員各自が創意工夫し、結果について再びグループで話し合うという仕組み
である。戦略計画や日常業務の改善、接遇の向上などを題材に目標設定されている。「こ
ういうことをすれば仕事が上手くいく」という気付きから、職員の意欲を高めたいという
狙いがある。

【所感】 
　浜松市には、各職員が、市民対応能力の向上を、自ら常に意識せざるを得ない仕組みがで
きている。その特徴は、市長の考えに基づく「市民への約束」の存在だ。「市民への約束」
に書かれていることは一見当たり前のことだが、一つひとつの言葉が重い意味を持つと感じ
た。「市民への約束」の実践は、日々意識的に市民対応の方法を考えていなければできない。
　「市民への約束」の存在だけでも職員の意識改革に効果があると感じるが、さらに、評価
月間アンケートの実施、アンケート結果の検証に基づく職場単位の目標設定、接遇センスアッ
プ運動の体制作りと、「市民への約束」実践への意欲的な取り組みが行われている。
　また、これらの取り組みが実によく職場に取り込まれている点に感銘を受けた。評価月間
アンケートの結果検証を各課で行い、取り組みを決めることや、各課の接遇センスアップ運
動推進員をリーダーに、自ら創意工夫して運動を実践すること、チャレンジシステムにより
グループで目標設定すること等である。自ら創意工夫した取り組みについてはモチベーショ
ンが上がるし、他課との議論や情報交換も興味深い。各職場の業務の特性や市民の特性に応
じた市民対応能力は、生きた接遇能力となり、本研究会の趣旨である折衝能力に通じるもの
と考える。
　「我々は何のために仕事をしているのか、そのためにはどういう意識で、どういう立場で、
何をしなくてはならないのか、ということをきちんと押さえなくてはならない」と山下課長
はおっしゃった。このことを、日々意識して市民対応に臨んでいれば、クレーム他難しい案
件にもどのように対応すればよいか、道筋が見えてくるのではないかと思った。
　各職員が、市民対応能力の向上を、自ら常に意識する仕組みを作ること、これが組織に求
められる取り組みであると感じた。
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＜視察報告 3 ＞　浜松市広聴広報課

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 19 日（火）　午後 3 時～午後 5 時

視　 察　 先 視察場所：浜松市役所
住　　所：静岡県浜松市中区元城町 103 − 2
最 寄 駅：遠州鉄道　遠州病院駅
対 応 者：金島　　徹 氏（広聴広報課　課長補佐）
　　　　　小杉　規代 氏（広聴広報課　広聴グループ）
　　　　　山本健太郎 氏（広聴広報課　広聴グループ）

視　 察　 者 籠谷　啓史（高槻市教育委員会青少年課）
梶本　　聡（池田市保健福祉部保健福祉総務課）
吉位　幸二（寝屋川市保健福祉部社会福祉課）
中田　知子（貝塚市健康福祉部国保年金課）

【視察目的】
　民間では企業の社会的責任（CSR）の取り組みとして、お客さま満足の向上のためにお客
さまの声を活かす体制を整えている企業を多く見受ける。自治体において、住民満足の向上
を念頭に置き、住民の声を施策に反映する体制を整えている先進事例として、浜松市の「市
民の声システム」を視察する。

【視察内容及び質問事項】
１．「市民の声システム」制定に至ったきっかけや経緯、理念について
２．「市民の声処理フロー」について
３．データベースの運用について（職員の活用の仕方、活用の実績）
４．声の収集、具体的事例、分析に関する市民への周知方法について
５．「市民の声システム」導入による効果・反応と、今後の課題について

【視察結果】

１．「市民の声システム」制定に至ったきっかけや経緯、理念について

　《市民の声システムとは》
　「浜松市市民の声取扱要綱」には、市民から寄せられる意見・提言、要望などの「市民の声」
の考え方や、市民の声を受付け、回答するまでの一連の業務処理が定められている。市民
の声システムは、この市民の声を受付け、回答するまでの一連の業務処理を支援（手助け）
するものである。
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　　《制定に至ったきっかけや理念について》
　様々な媒体で寄せられる市民の声は、該当案件ごとに各課において対応し、管理されて
いたため、市全体の集約ができていなかった。また、紙ベースでの処理、保存であったた
め、必要に応じた検索が効率的ではなかった。このため、市民から寄せられる多様な声の
処理を一定のルールで処理・集約し、これを職員間で情報共有することにより、市政への
反映を目指すため市民の声システムを導入した。
　市民の声取扱要綱により、取り扱われた「市民の声」を一元的に蓄積管理し、全職員が
その情報を共有することによって、施策立案や、予算編成の際の参考にし、また、迅速・
適切に市民対応する際の参考とする。併せて、システムに登録した市民の声の処理状況を
管理し、市民の声の効率的な取り扱いに努めることができるようにするものである。

　　《システムの開発経緯》
平成 11 年 6 月　Web サイト上に「市長へのご意見箱」開設。Ｅメール受付開始
平成 13 年 4 月　「市民の声取扱要綱」制定。市民の声処理フローを定める。
平成 13 年 11 月～平成 14 年 3 月　市民の声システム構築
平成 14 年 4 月　市民の声システム運用開始

２．「市民の声処理フロー」について

　　《市民の声処理フロー》
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出典：平成 21 年度浜松市市民の声　　

　市長へのご意見箱に寄せられる声は平成 21 年度 1,269 件あり、すべて市長が目を通し
ている。その上で担当課が作成した回答文を部の官房担当と広聴広報課が校正し、市長名
で回答している。各課へ直接寄せられた声については、担当課のみで処理を終えずにシス
テムに入力して全職員で情報を共有するように心掛けている。

３．データベースの運用について（職員の活用の仕方、活用の実績）

市民の声システムを 知っている

 いなら知  

市民の声システムを 入力したことがある

 るあがとこたし覧閲  

  いながとこたし覧閲  

先週の市長へのご意見箱を 毎週見ている

  るいて見々時  

  いながとこた見  

  （浜松市職員アンケートより） 

Ｈ19 年 2 月

94.6%

5.4%

13.9%

53.5%

32.6%

－

－

－

Ｈ22 年２月

97.7%

2.3%

14.7%

68.2%

17.1%

36.4%

57.4%

6.2%
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　毎週庁内イントラの掲示板に前週、市長へのご意見箱に受け付けた案件を掲載し、職員
への周知をはかっている。その結果もあって、平成 22 年 2 月に行った職員アンケートで
は、前回の平成 19 年 2 月に比べて市民の声システムを「知らない」、「閲覧したことがない」
という割合が低下していることから周知の効果が伺える。しかし、市民の声システムを「入
力したことがある」という職員の割合については、僅かに増加しているものの 14.7% とま
だまだ低く、特定の職員のみが利用しているという状況の改善が今後の課題となっている。

４．声の収集、具体的事例、分析に関する市民への周知方法について

　市民の声の存在を周知し、それを収集する方法としては、浜松市のホームページを筆頭
に、各種公共施設で行っている。しかし、ホームページを見ない方や、市政に興味のない
方に対してこちらから積極的に働きかけるという点ではまだまだ至らないところもある。
集団広聴については、各区役所内、テレビ・ラジオでの CM、バス内の電光掲示板、街角
のビジョンなどで参加を呼びかける PR をしている。

　　《市長へのご意見箱の具体的事例》～喫煙所について～
（１）　2009 年 7 月 29 日　浜松市中区役所西側入口脇の喫煙所で職員が談笑しながら喫

煙している姿についての市民の声が寄せられる。

（２）　2009 年８月 17 日　西側入口脇の喫煙所は市民にわかりやすく受動喫煙の影響が
少ない場所である。また、職員については昼休みのみ使用を認めていると説明。
今後については、西側入口脇の喫煙所を廃止して、分煙対策済みの喫煙室にして
いくと回答。

（３）　2009 年 9 月 7 日　西側入口脇の喫煙所を廃止した。

　市長へのご意見箱の主なご意見としては、ごみ問題や職員の接遇、職員の服務規律につ
いてのものが多い。本来は市政に対する建設的な意見を求めるためのものであるが、現状
の市長へのご意見箱の内容は９割が制度や職員に対する改善を求める声である。その中か
ら市政に生かせるような声を見つけ出して体現させていくことが広聴広報課の使命である
とのことであった。

　声の分析については、声の件数はＥメールで寄せられるものが約 8 割を占めており、文
書によるものは約 2 割、ファクスや電話・口頭などその他の手段についてはごく僅かとなっ
ている。声の内容については、プライバシーを伏せた上で具体的事例をホームページ上で
発表している。

５．「市民の声システム」導入による効果・反応と、今後の課題について

　ここ数年については、寄せられる声や集団広聴の参加者はあまり変わっていない。しか
し、送られてくる声の内容については複雑なものも増えてきている。その事からも市政に
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ついて感心のある方の関わり方の深さは増してきているといえる。

　「市民の声システム」は職員間で情報を円滑に共有するためのものであるが、入力作業
が煩雑になってしまうという問題もありジレンマとなっている。さらに各課で独自のク
レーム処理マニュアルを作成しているのでシステムへの入力が疎かになっているケースが
あることも今後の課題となっている。

【所感】
　浜松市が抱える問題として、浜松駅を中心とした市街地のドーナツ化現象が挙げられる。
外から人を浜松に呼び込み滞留・消費をしてもらうことが浜松市の活性化に繋がるとの考え
から、住民や観光客の満足度を高めるサービスを目指している。
　広聴広報課という名称についても、まずは発信するよりも先に聴くことから始めるという
意図からつけられたものであり、多様化する市民からのご意見・ご提言・ご要望・ご質問な
どを聴いて、それを市政に反映させようという姿勢が伺える。
　「市民の声システムのデータベース」導入によって、「市民の声」の処理を従来に比べ簡略・
迅速化するとともに、効率的に蓄積・管理されるようになった。さらに、職員間で情報を共
有することにより職員の意識向上を図り、蓄積されたデータから市民の行政ニーズを把握す
るなど施策立案のツールとして活用されている点は先進的である。
　「市民の声」を行政に寄せる手段も充実しており、個別広聴では、「市長へのご意見箱」、「各
種団体からの要望書」、「各主管課受付の市民の声」、集団広聴では、「元気な浜松！懇談会」、

「チャット！やらまいか」、などの多岐にわたる手段がある。また、制度周知にも力を入れて
おり、市民が気軽に行政に対して「市民の声」を寄せることができる基盤が出来上がってい
ると感じた。
　昨今、自治体には多くの「市民の声」が寄せられているが、浜松市ではそれを担当課がそ
の場の対応で済ませてしまうことなく、すべての課、すべての職員が情報を共有して市政を
変えていこうという意志を強く感じ取ることができた。さらに、寄せられた「市民の声」に
対して、2 週間の期限内には対応できない事案も多々ある中、「今後、実施を検討していき
ます。」と回答した場合についても追跡調査を 3 年間行っていて、回答したがそのまま放置
することはない。
　「市民の声」を積極的に拾い上げ市政に反映させることで、職員の意識を高め、情報の共
有ができていないために起こる食い違いや、たらいまわしを減少させ、適切な対応をとるこ
とができる。それは職員の折衝能力を高めることとなり、結果的には市民満足度の向上に繋
がっていくのであると痛感させられた。
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＜視察報告 4 ＞　株式会社 東芝 本社お客様部

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 21 日（木）　午後 2 時～午後 4 時

視　 察　 先 視察場所：東芝（本社　お客様部）
所 在 地：〒 105-0023 東京都港区芝浦 1 − 1 − 1　13 − A 
お客様部　TEL：03 − 3457 − 4511
最 寄 駅：都営地下鉄 大江戸線・浅草線 大門駅
担 当 者：お客様部　　参事　藤本　健一 氏

視　 察　 者 樋口　克史（寝屋川市環境政策課）
近藤　陽子（泉大津市市民産業部市民課）
田中　秀樹（貝塚市環境生活部市民課）
松田　浩城（岸和田市市長公室人事課）

【視察目的】
　民間企業と地方公共団体のクレーム対応・CS に対する取り組みを含む組織の考え方の違
いについて視察することにより、違った視点でクレーム対策を考察出来るのではと考える。
特に東芝に関しては以前のいわゆる「東芝クレーマー事件」からいかに分析し、改善していっ
たのかという点について重点的に視察出来ればと考える。また今回アポイントがとれたのは
本社のお客様部なので、本社として東芝グループ間でどのように連携しているのかなども併
せて視察できればと考える。

【視察内容及び質問事項】
１．｢東芝クレーマー事件｣ についての経緯・改善策について
２．クレーム発生時の対応について
３．お客様部の役割について
４．クレーム対応等に関する東芝グループ内での関わりについて
５．東芝グループ CS 向上の意識づけについて
６．社内における接遇及びクレーム対応の研修実施状況について

 
【視察結果】

１．東芝クレーマー事件について

　東芝のクレーマー処理に関する事件、いわゆる東芝クレーマー事件（※）については、
1999 年に発生した。また、東芝は同年社内カンパニー制度（分社化）を導入した時期で
もあった。
　この事件と社内カンパニー制度導入をきっかけにさまざまな改善策がとられたが、その
1 つとして、お客様のたらい回し防止の（迷い子を無くす）為に、本社に総合ご案内セン
ターをお客様部内に設置した。センターでは、お客様からかかってきた電話は決してお待
たせしない、保留にしない。時間がかかる場合や、即答できない場合は折り返しかけなお
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すことを徹底しており、お客様満足度を向上している。また、総合ご案内センターは 365
日 24 時間対応の体制をとって、夜間などの緊急案件について即座に対応する役割も担っ
ている。

（※）東芝クレーマー事件　　ウェブサイト「ウィキペディア」参照

　1999 年、東芝のビデオテープレコーダーを購入したユーザー「Akky」が購入
直後に製品の点検・修理を依頼をしたところ、勝手に改造されたうえに、購入し
た小売店、東芝系列のサービスマン、そして東芝本社に交渉相手が変わったあげ
く、東芝の「渉外管理室」担当者が暴言を吐くなど暴力団まがいの応対を行った
として、経緯や電話応答を秘密録音した音声を「東芝のアフターサービスについ
て（修理を依頼し、東芝本社社員から暴言を浴びるまで）」と題する自身のウェ
ブサイトにてリアルオーディオ形式の配信で公開した。

２．クレーム発生時の対応について

　コールセンターでクレームが発生し「上司に代われ」等、いくつかのキーワードが出れ
ば、オペレーターの判断で躊躇なく上席者（SV）に合図をだす。クレーム対応は早めの
見極め（お客様の要求などを把握すること）が大事であり、引っ張ってこじれる場合もあ
るので早めの対応が必要である。それでも解決しない場合は、2 次対応として各製品事業
所が受け持つ事になるが、後々対応をこじらせない為に常に初期対応の大切さを認識しな
がらの対応を心掛けている。
　ちなみに最近のクレーマーの傾向としては、60 代前後（団塊の世代）の男性で管理職
まで上がった人、または 30 代後半から 40 代の男性で金品の要求はしないが、ロジカルに
ものを言い、組織について物申す人、及び年配のメカに詳しい人である。

　　　・お客様の声の共有と活用の仕組み
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３．お客様部の役割について

　お客様部の役割についてお客様部は CS 推進部に属し、本社 ･ 支社を含め約 20 名強で
東芝グループ間のお客様対応の連携をとっている。グループ間の情報の共有・支援、社員
の接遇 ･ クレーム対応のレベルアップの教育・支援を行っている。また、東芝として官公
庁との窓口対応も行っており、全国都道府県に点在している消費生活センターとの情報
交換や講演活動（最近は省エネ（LED 電球や地デジ関係の講演活動）なども行っている。
リコール社告や製品事故発生時などは担当製品の事業部とともに経済産業省や国民生活セ
ンターなどに情報提供・説明や消防署から立会い要請があれば立会い調査なども行ってい
る。
　また、常に東芝グループ内から頼られる存在であり、グループ全体を牽引していくこと
を目標にかかげ、お客様部組織全体の底上げを目指しており、一般消費者から相談があっ
た時には的確な回答を出来るようなスキルの向上を図っている。全国各地区の、どのお客
様担当に聞かれても「リーダシップを発揮できる人材です」といえるスキルを持っていな
ければ「東芝」の本社組織の意味がない。そのため、常日頃から法律（刑法・民法・消費
者関連法律など）について学習したり、消費生活アドバイザー（（財）日本産業協会）の
資格取得をお客様部全員で目指している。この資格は難関な資格で、各企業の消費者関連
部門の担当者には必須の資格の一つである。消費者庁設立がお客様対応のターニングポイ
ントとなり、社内での認識が変わった。また社内に対して中立の立場・公平性の立場で意
見や指摘をする場合もあり、社内では嫌われ役の時もあるが、その場合でもそれぞれの先
にはお客様（一般消費者）がいることを忘れないようにしている。また、日頃から関係部
門とのコミニュケーションを密にするように心がけている。

４．クレーム対応等に関する東芝グループ内での関わりについて

　各製品コールセンターにかかってくる電話の約1割がクレームで、その1割の中のクレー
ムが各製品事業部や本社にあがってくる仕組みになっている。お客様部が対応するクレー
ムは東芝本社にものを言いたいお客様からの申し出をお聞きする。その時に常に徹底して
いることは、「情報の一元化・公平性・透明性」である。その為にメールで情報を共有したり、
お客様窓口の一本化を行っている。電話で合意に至らない案件やこじれたケースについて
は実際に訪問し、対面で話をする。訪問前には事前に関係者と打合せし（通話内容を聞き
なおすなど）方向性の確認やＱ＆Ａなどの用意をし、時系列に状況を把握する。そこまで
しなければ逆にお客様に失礼になる。お互いに確認することにより毅然とした態度で対応
できる。通常訪問する場合は修理担当会社・製品事業部 ･ 本社 3 者で複数対応する。本社
としては、「公平性・透明性」の観点から冷静に一般常識の概念で判断を行い、まず事実
を把握し対応方針を決定し関係部門との連携により各部門が役割を果たしていくことが重
要である。また、お客様の申し出内容をその都度関係部門にフィードバックし情報の共有
や改善提案を行っている。全体ではマンスリーで旬の情報を関係部門に発信し情報共有を
行っている。（昔の事例は時代がどんどん変わっていくので意味がない）

　　　



151おおさか市町村職員研修研究センター

第 3 部　視察報告

第
3
部

５．CS（Customer Satisfaction）向上の意識づけ

　東芝グループでは CS 向上の意識づけのために、2010 年 3 月に「電話応対コンクール」
を開催。コンクールには、13 センターから選出した 20 名のオペレーター（お客様対対応者）
が参加した。お客様にご満足いただける応対ができている優秀オペレーターを表彰するだ
けでなく、優秀な対応を各コールセンターで共有することで、コールセンター全体のレベ
ルアップにつなげている。

≪東芝グループ CS 推進方針≫　
　東芝は、お客様の声を全ての発想の原点とし、お客様にご満足いただける製品、システ
ム、サービスをご提供します。

１．安全で信頼される製品、システム、サービスを提供します。
２．お客様からのご要望、ご相談に誠実、迅速、かつ的確にお応えします。
３．お客様からの声を大切にし、お客様にご満足いただける製品、システム、サービス

の開発、改善を実現するよう努力します。
４．お客様に、製品等に関する情報提供を適切に行います。
５．お寄せいただいたお客様の個人情報を保護します。 

６．社内における接遇及びクレーム対応の研修実施状況について

　東芝グループでは定期的に研修を実施している。主な対象者はお客様担当と営業担当で、
各エリア内の関係会社の担当者を集めて、CS 向上、情報の共有化、組織の横のつながり
の強化を目的として実施。個人のスキルをランク分けして教育を実施している。研修内容
は、苦情対応に関するマネジメントシステム「JISQ10002」（品質マネジメント−顧客満
足−組織における苦情対応のための指針）に準拠して作られた「社内マニュアル」等を使
用し、接遇及びクレーム対応研修の中でロールプレイングを行ったり、事例を検討し、今
後の参考にしてもらう。また研修は外部に委託しておらず、お客様部が主体となり、地域
単位については各支社で年に 4 回程度実施している。重要案件などについては都度、方向
性の議論・確認を行っている。修理部門は別途各事業所で実施している。

「受付のマナーや技術研修」などである。

【所感】
　民間企業である東芝のお客様部を視察して、少なからず地方自治体とのクレーム対応、及
び CS に関する取り組みを含めた組織の考え方の違いを実感した。まず、東芝のボトムアッ
プの考え方である。新しい取り組みを行う場合に地方自治体では首長からの「選挙公約」等
のトップダウンで始まることがよくある。しかし、東芝のお客様部では、さまざまな取り組
みをボトムアップによって実行している。下部から次々に提案し、お客様部の社内での存在
価値を出して行くことによって、最終的には一般消費者の利益につながるということである。
もちろん、その取り組みに合理性、先見性、説得力がなければならないのはもちろんのこと
だが、トップの理解、包容力も必要であろう。ただし、ボトムアップといえども、トップが
何もしていないわけではない。一般消費者から上がってきた問題の案件に関しては、多忙の
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中、常に目を通し、時には自ら指示を出したり、また案件がその後どうなったかという追跡
調査も行っている。最近のインターネットの普及やクレーム問題などで常に危機意識をもた
れていることである。トップダウンとボトムアップのどちらが正しくて、優れているか、と
いうことは一概には言えないだろうが、東芝のように、お互いが刺激し合って、全てのこと
を向上させていくことが大事である。
　　研修の取り組みに関しても違いを実感した。CS 向上に向けて定期的に研修を行ってい
るのは地方自治体レベルでも同じであるが、東芝では個人についてのスキルを評価し、ラン
ク別に分けており、そのレベルに応じた研修を行っている。研修内容を、初級編・上級編と
に分けて、そのレベルに適した研修を自ら希望して受講するといったものは確かに地方自治
体でもよくあるが、自分のレベルをシビアに評価され、レベルに応じた研修を受けるといっ
たものはあまり見かけない。やはり、接遇レベルの良し悪しが、売り上げに直結するととも
に、逆にクレームにも発展するという現状を踏まえて、接遇研修の重要性を認識した上での
取り組みであるように思える。その点、地方自治体においては、接遇の重要性を認識しなが
らも、その自治体でしか受けられないサービスがほとんどであり、市民に選択権がないため
に、職員の危機感の欠如が大いにあり、したがって接遇研修の重要性もあまり議論されない
のではないだろうか。
　民間企業、特に大企業である東芝でさえ、このようなお客様部の CS 向上のための取り組
みに関しても多額な予算措置がされているかのように思えるが、実際には少ない予算の中、
知恵を絞って実行されてきたものであり、またその中でも結果を残していかなければならな
い厳しさもあることが今回の視察の中で分かった。
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＜視察報告 5 ＞　世田谷区

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 22 日（金）　午前 10 時 30 分～正午

視　 察　 先 視察場所：世田谷区役所
住　　所：東京都世田谷区世田谷 4 − 21 − 27
最 寄 駅：東急世田谷線松陰神社前駅
対 応 者：すぐやる課　課長　吉田　宗史
　　　　　すぐやる課　係長　谷澤真一郎

視　 察　 者 樋口　克史（寝屋川市環境部環境政策課）
近藤　陽子（泉大津市市民産業部市民課）
田中　秀樹（貝塚市環境生活部市民課）
松田　浩城（岸和田市市長公室人事課）

【視察目的】
　世田谷区は、お役所仕事、たらい回しと批判されるような行政の体質を改変し、区民の目
線で民間感覚をもって仕事をする区役所を目指す第一歩として、「すぐやる課」を平成 15 年
6 月から設置し、開庁日は毎日、区内を巡回して危険箇所に対する初期対応を実施している
ほか、区民から相談の連絡を受けると現場に急行し、区の担当所管はもちろんのこと必要に
応じて東京都や警察に報告し、連携しながら問題解決に努めている。職員が現地で相談者か
らお話しを伺いながら状況を確認し、両者で対応策を考えることで、解決までの時間が早まっ
たり、難しい問題であっても解決の糸口が見つかったりすることがあるとのこと。今回の研
究会の趣旨であるクレーム対応の向上、誠意をもった対応に関して大いに参考になると考え
る。

【視察内容及び質問事項】
１．平成 15 年 6 月設置の ｢すぐやる課｣ について
　①設置の経緯と相談内容
　②内部・外部機関との関係について
　③現状
２．すぐやる課の研修実施状況について

【世田谷区の概要】
　世田谷区は東京 23 区の西南端に位置し、面積は 58 ｋ㎡で、大田区に次いで 2 番目に大きく、
最も小さい台東区の 6 倍にあたる。地形は台地と低地からなり、多摩川に沿っておよそ 20
ｍの高低差のある急傾斜地が続いており、こうした崖地沿いを中心に樹林地や農地が多く東
京では緑の多い地域である。また、区内を東京環状 7 号線、8 号線、首都高速 3 号線、4 号
線などの幹線道路や都心部に向かう高速鉄道が通っており、宅地が 6 割を占める住宅都市と
なっており、総人口は 835,810 人（平成 22 年 10 月 1 日現在）にのぼる。
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【視察結果】

１．「すぐやる課」設置の経緯と相談内容について

① 設置の経緯と相談内容
　現区長が、区民に分かりやすい身近な窓口の必要性を感じ、平成 15 年 6 月に区役所第
一庁舎に「すぐやる課」を、区内の 5 つの総合支所に「すぐやる課分室」を設置し、6 月
11 日より業務をスタートさせる。
　「すぐやる課」が設置される以前は、地域の困りごとや区政に対する意見は同区広報広
聴課や総合支所の計画・相談係などで話を伺い、担当所管で対応してきたが、「相談した
いことがあるけれど、どこに聞いたらよいか分からない」「役所は敷居が高くて気軽に相
談することができない」といった意見を受けることもあった。　　
　「すぐやる課」設置後は「迅速な対応」「区民の目線に立った対応」「責任ある対応」の
実現を目指し、通常、連絡を受けたらその日のうちに、遅くとも翌日までには初期対応を
行い、緊急を要する場合や、現地確認が必要な場合は現地で相談者と立会い、相談者の主
張を的確に理解し、責任を持って所管する部署に引き継ぎを行っている。
　区民からの相談について、現地の状況を確認しながら、相談者と話をして対応策を考え
ることで、解決までの時間の短縮が図られたり、また解決に至らずとも、解決の糸口を見
つけるなどしたうえで、同課が責任を持って所管する部署に引き継ぎ、問題の早期解決を
図っている。
　平成 21 年度の相談実績としては、「すぐやる課」及び「すぐやる課分室」を合わせた相
談件数は 7,061 件で、内 3,536 件が「すぐやる課」で受け付けしたものである。出動件数
は 2,838 件で内 1,852 件について「すぐやる課」が出動している。

 

② 内部・外部機関との関係について
　「すぐやる課」では、平日の日中に職員 2 名と委託運転手の計 3 名で区内の巡回を実施し、
道路の側溝のフタが割れていたり、街路樹の枝が折れて垂れ下がっているなどを発見する
と、事故の防止や危険を回避するために必要な応急処置を施している。時には所管する土
木事務所が到着するまでの間、危険回避の為に現地にて待機することもある。また、区民
からの相談を受けると、「すぐやる課」から巡回中の職員の携帯電話に連絡が入り、現地
へ急行した上で相談者から話を聞き、相談者の立場に立って問題を捉え、現地の状況を正

すぐやる課　巡回車 応急処置用の道具が満載の車内
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確に把握してから所管する区の部署及び東京都や警察など、外部の機関に引き継ぎを行っ
ている。所管課からの対応結果や途中経過を確認し、「たらい回し」や問題の先送りが無
いよう心がけている。

　「すぐやる課分室」は 5 つの総合支所の地域振興課計画・相談担当が兼務しており、巡
回業務こそ行っていないが、「すぐやる課」と同様に様々な相談を受け付け、相談の連絡
がある場合は、「すぐやる課」同様、現地に赴き、相談内容及び現地の状況を確認している。
また、従来からの所管業務として空き地、空き家についての相談業務を行っている。

③ 現状
　平成 21 年度に「すぐやる課」「すぐやる課分室」全体で受け付けた相談内容としては道
路に関することが最も多く、以下、清掃に関すること、近隣の騒音や振動、悪臭など公害
に関すること、蜂・虫に関すること、放置自転車・バイクに関することが続いている。
　道路に関する相談として、「道路に穴があいていて危険なので直してほしい。」「街路樹
の枝が伸びているので剪定してほしい。」等の相談が寄せられている。
　また、近年、道路上に家電の不法投棄が増加しており、警告札を貼り付けた後、1 週間
から 10 日の期間を経過したものについては、所管の土木事務所等に連絡し、撤去を依頼
している。
　清掃に関する相談として、「区で落ち葉の清掃をしてほしい」などの相談が寄せられる
こともある。また、ごみの出し方のルールが守られていない集積所に対しては清掃事務所
のふれあい指導班が排出指導を行っている。
　蜂・虫に関する相談として、区の事業として、蜂の巣の撤去を実施しており、蜂の種類
は限定されるものの、個人の住居で、床面から 3 ｍ以内の高さで、壁面等に露出している
巣に限って保健所を通じて委託業者が撤去を行っている。撤去対象外の場合には、駆除業
者等を案内している。
　また、カラスに対する相談では、親ガラスが威嚇したり、攻撃するなど危険な場合は、
カラスの巣撤去緊急対応事業として、環境保全課を通じて委託業者に撤去を依頼したり、
また、区としても東京都から許可を受け、年間 40 羽までのヒナの捕獲を行っている。
　また、ハクビシンなど野生動物については、区で捕獲できないことから、相談者自身で
対応していただくための相談先を案内している。
　その他、対応結果や途中経過の報告が不要な場合や、相談者が氏名等を名乗らない「匿
名」の相談の場合でも受け付けている。
　相談事例については受付日毎にファイリングし、3 年間保存した後、廃棄処分している。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　クレーム事案に分類されるような相談は比較的少なく、逆に、「すぐやる課」の基本理
念である、｢迅速な対応｣「区民の目線に立った対応」「責任ある対応」により、区民から
感謝の気持ちを伝えられることも多く、午前中に受けた蜂の駆除の相談に対し、午後から
現地に出動し、区で実施している撤去の条件を伝え、対象外の場合の駆除業者等の情報を
チラシで案内した際、迅速な対応に感謝の言葉を頂いたり、また、公園の動物型の遊具に
落書きされているとの相談に、所管課と連携して迅速に対応したところ、相談した小学生
からお礼の手紙を頂くなど、区民からの信頼の向上に寄与している。
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　　　　　　　　　相談受付簿（表）　　　　　　　　　　相談受付簿（裏）

２．すぐやる課の研修実施状況について

　職員研修については、区長全ての所管が『うちが「すぐやる課」です。』と胸を張って
言える区役所となることを目指す」と宣言し、その第一歩として設置されたのが「すぐや
る課」であることから、年に 2 回、各 1 ヶ月間の研修期間を設け、今年度は 28 名を受け
入れた。
　研修が始まった当初は、係長昇任者（約 50 名）
を対象として実施していたが、現在は一般研修
に位置づけ、所管課に新たに採用された職員を
中心に「区民の目線で考える」姿勢の再認識、
また研修終了後、所管課に帰って「すぐやる課」
の精神を浸透させることを目的に研修を実施し
ている。
　また、研修に参加した所管課の職員と情報交
換をすることにより、区民からの相談の円滑な
解決にも寄与している。
　研修に参加する職員は、午前中は「すぐやる
課」職員から事業概要等についての研修を受け、
区民からの相談に対する電話、窓口対応を行い、
午後からは、実際に現地に出動しての対応を経
験する。

すぐやる課って何？（区民配布用）
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　区民・職員への情報提供としては、「すぐやる課」で受けた相談事例を区の広報誌や、ホー
ムページに掲載したり、また、「すぐやる課」の概要や、これまでに寄せられた相談をも
とに解決のヒントとなる情報を紹介する冊子を作成し、窓口等にて配布するなど区民に向
けての情報提供や、職員向けのイントラネットを利用した情報提供を行っている。

【所感】
　法例遵守、組織の合理化に伴う業務量の増加などにより、得てして画一的、また杓子定規
な対応となりかねない行政サービスにおいて、東京都でも有数の住宅地を抱える世田谷区の
取り組みは、区民からの相談を受け付ける「すぐやる課」の存在が、区民と所管課との“橋
渡し”となり、「どこに聞いたらよいか分からない」、「敷居が高くて気軽に相談できない」
といった不安や不満を解消し、区民の目線に立って問題の解決方法を模索することで、行政
側の結論の押し付けではなく、区民の側から見て解決、或いは解決の糸口となる提案となり、
問題の早期解決に繋がっている。
　「すぐやる課」の基本理念である「迅速な対応」「区民の目線に立った対応」「責任ある対
応」を所管課に浸透させることを目的に職員研修を受け入れることで、区役所の全ての所管
が、「うちが「すぐやる課」です。」と胸を張って言える区役所を目指している同区の取り組
みは、顧客満足度の向上に有効に作用しており、世田谷区のみならず、お客様対応のある全
ての行政組織に対して、また、「区民」を「顧客」と置き換えれば、そのまま民間の企業や
団体にもあてはまるものであり、行政・民間の区別無く、広く模範となるものであり、今回
の研究会の趣旨であるクレーム対応の向上、誠意をもった対応に関しても大いに参考になる
ものといえる。
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＜視察報告 6 ＞　千代田区

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 22 日（木）　午後 2 時～午後 3 時 30 分

視　 察　 先 視察場所：千代田区役所
住　　所：東京都千代田区九段南 1 − 2 − 1
最 寄 駅：東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅
対 応 者：政策経営部人事担当課主査　湯浅　　誠 氏
　　　　　政策経営部人事担当課　　　阿部　豪幸 氏

視　 察　 者 樋口　克史（寝屋川市環境部環境政策課）
近道　陽子（泉大津市市民産業部市民課）
田中　秀樹（貝塚市環境生活部市民課）
松田　浩城（岸和田市市長公室人事課）

【視察目的】
　千代田区役所は、サービスの現状の洗い出しと、接遇のさらなる質的向上を目指す対策と
して、平成 13 年フレッシュサービス委員会を発足させた。その後、区独自で実施した覆面
調査で高い評価を得て、接遇もホテル並みということで、2009 年 4 月号のガバナンスにも
掲載された。また平成 19 年 5 月の新庁舎移転に伴い、総合窓口課を設置し、ワンストップサー
ビスを実施している。千代田区役所のお客様目線、手厚い行政サービスを視察、研究するこ
とにより、接遇、及び研究会の主旨である折衝能力の向上を考察する。

【視察内容及び質問事項】
１．フレッシュサービス推進委員会の発足の理由及び経緯について
２．サービススタンダードおよびチェックリストについて
３．外部評価について
４．推進活動の PDCA サイクルについて
５．総合窓口課におけるワンストップサービスについて

【千代田区の概要】
　東京の都心を構成する区のひとつで、東京 23 区のほぼ中央に位置する。区の中央に皇居
があり、区全体の約 15% を皇居の緑地が占める。区内の大部分がオフィス街及び官公庁街
であるため、純粋な住宅地は限られている。そのため夜間人口と昼間人口の差が極端であり、
夜間人口は約 4 万 4000 人で 23 区で最も少ないが、昼間人口は約 19 倍の約 85 万人にまで膨
れ上がる。

【視察結果】

１．フレッシュサービス推進委員会について

　現区長のもと、民間並みの接遇、さらには民間以上の接遇を目標に、区民の目線に立っ
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た質の高い行政サービスの継続的改善を求めて、平成 13 年フレッシュサービス推進委員
会が発足した。発足当初、構成メンバーは、各部の推薦を受けた若手職員であった。その
後、活動の本格化とともに幹部レベル、各部ごとの推進委員会が発足し、平成 17 年には、
全庁組織として位置づけられた。また同年「千代田区フレッシュサービス推進委員会設置
要領」を制定した。
　同委員会は、座長を政策経営部長、副座長を総務職員課長及び人事担当課長がつき、委
員は各部庶務担当課長、総合窓口課長及び出張所所長の代表の三人が担当している。また
人事課は事務局として、接遇向上に向けたフレッシュサービス推進活動の大枠、方針の決
定、また全庁的な取り組みの報告等を行っている。また同委員会の下部組織としてフレッ
シュサービス検討会があり、実際に活動を実施している。この検討会は各部を 1 つの単位
として全ての部が集まって構成されており、さらに各部にある各課の中から 1 名ずつ部の
推進委員から毎年、フレッシュサービス推進委員を推薦し、各部ごとの活動を決定、実施
している。ちなみに、推進委員に関して、年齢、役職、経験年数は各部、各課でさまざま
であり、それぞれの目的、各課の人数によって決定されている。

２．サービススタンダードおよびチェックリストについて

　平成 19 年、さらなる接遇向上および質の高い行政サービスを目指して、推進活動の見
直しを実施した。区が提唱する「ホテル並みのサービス」、「サービスの 3S」< スピード・
スマイル・信頼 > をキーワードに、活動を通して目指すサービス水準を明示するため、サー
ビススタンダードとチェィクリストを職員参加のワークショップで策定した。サービスス
タンダードは 7 つあり、さらにチェックリストにより、ぞれぞれのスタンダードを具体的
に窓口、電話応対時の行動に 4 ～ 7 項目に置き換え、誠実に実行されているかを確認する。

《千代田区役所のサービススタンダード》
　　　１．私は、常に目配りと心配りをして、こちらから先に声をかけます。
　　　２．私は、お客様のご要望には迅速に対応します。
　　　３．私は、TPO に応じた笑顔と立ち居振る舞いでお客様に対応します。
　　　４．私は、お客様の立場に立ってわかりやすい説明をします。
　　　５．私は、お客様のご要望や問題を自分のものとして受け止めます。
　　　６．私は、他の職員へ引き継ぐ時には、お客様が繰り返し説明する必要がないよう、明
　　　　　確に内容を伝えます。
　　　７．私は、お客様にとって、ベストな解決策を提案します。

３．外部評価について

　外部評価は以前から外部委託にて実施していたが、平成 19 年 5 月の新庁舎移転に伴い、
総合窓口をはじめ各フロアの窓口が集約化されたため、各課ごとの点数比較から集約窓口
ごとの 4 段階（Ａ～Ｄ）に変更した。また電話による覆面調査を実施し、サービススタン
ダード、チェックリストを基準として、評価を実施した。その他、出口調査を実施し、庁
舎から出てくる区民等に窓口対応などの接遇について意見、評価をもらい、職員に改善点
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などをフィードバックしている。また、職場モニターを部分的に導入している。この覆面
モニターとは、顧客応対のプロであるコンサルタントを区役所に呼んで、調査対象の窓口
を実際にみてもらい、チェックリストに沿ってチェックをしてもらう。覆面調査との違い
は実際に訪問日時を対象の職場に伝えておき、その場で改善点等を伝えてもらうという点
である。これによって次年度につながる情報を多面的に収集している。この覆面調査をは
じめとする外部評価にて千代田区役所はいずれも「民間並み」との高い評価を得ている。

４．推進活動の PDCA サイクルについて

　平成 20 年に入り、サービススタンダード、平成 19 年度の調査結果をもとに、千代田
区役所独自の年度の推進活動のスケジュールである PDCA サイクルを確立した。この
PDCA サイクルとは、

　　　
　　　　Ｐ（Plan） →　各事業部ごとの目標設定
　　　　Ｄ（Do） →　改善活動・・・研修、職場モニター　など
　　　　Ｃ（Check） →　外部評価・・・覆面調査、出口調査　など
　　　　Ａ（Action） →　調査結果の振り返りと次年度委員への申し送り事項の整理

であり、まず P（Plan）は、年度の初め頃に、フレッシュサービス検討会にて各事業部ご
とにフレッシュサービス委員が集まり、今年度、何を目的として接遇サービスを行ってい
くか、また、何が課題となって修正していったらよいのかといった目標設定を行う。続い
て D（DO）では、実際に部ごとに設定した目標に沿って活動を行っていく。各部ごとに
割り当てられた研修の予算をもとに、それぞれの部にとって必要なスキルを身につけるた
めの研修を行ったり、また職場モニターなどの全庁的な取り組みを実施したりと、2 本立
てで実施する。続いて C（Check）では、覆面調査、出口調査などを行い、改善活動、部
内研修、職場モニターなどで明るみになった課題を改善出来ているかの確認を行う。最後
に A（Action）では、再び推進委員が集まり、改善点を振り返り、次年度の引継ぎを行い、
年度の活動が終了となる。

５．総合窓口におけるワンストップサービスについて

　千代田区役所では、平成 19 年 5 月の新庁舎移転に伴い、総合窓口課を設置した。総合
窓口課のおもな業務としては、戸籍・住民記録事務、総合窓口・区政情報コーナーの運営
などである。1 階区役所入口、及び 2 階のエスカレーター、エレベーター前にサービスマ
ネージャーと呼ばれる委託の女性職員が配置されており、声掛けとともに、行きたい部署
への案内、誘導を行う。また戸籍・住民記録関係の申請書の記載の補助なども行っている。
　この総合窓口課での最大の特徴は千代田区役所式ワンストップサービスの実施である。
これは千代田区に転入してきた区民に対する転入手続きのサービスである。これまでの転
入手続きでは、転入届、印鑑登録、母子手帳交付手続きは戸籍住民課で行い、国民健康保
険異動届、国民年金異動届においては税務保険年金で行い、子供がいる場合の児童手当申
請、次世代育成手当申請、保育園入園手続きは子育て推進課で行っていた。したがって転
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入者本人が階の違うそれぞれの課へ足を運
んで、申請をしなければならなかった。こ
のデメリットを解消するために、総合窓口
課にて転入の手続きがすべて行えるように
した。転入者が来ると、2 階の総合窓口課
に案内し、まず、転入届、印鑑登録、母子
手帳交付手続きを総合窓口課の職員が応対
する。続いて、国民健康保険異動届、児童
手当申請等の手続きに関しては、それぞれ
の関係課から職員が出向き、手続きの応対
を行うようにした。これによって転入者は
総合窓口課の窓口のイスに座ったまま、すべての転入手続きを行うことが可能になった。
ワンストップサービス導入にあたっては、総合窓口課以外の関係課職場の窓口職員および
電話応対職員の数が手薄になるといった懸念もあったが、「お客様を動かすのではなく職
員が動く」といった、お客様目線の行政サービスを行う理念のもとに、このサービスを続
けている。
　この他、総合窓口課では、コールセンターの設置、開庁時間の延長（平日は午前 8 時
30 分から午後 7 時、土曜日は午前 8 時 30 分から午後 5 時）出前・宅配サービスの実施など、
先進的な取り組みを実施している。

　　　《総合窓口の基本方針》
　　　　【基本方針１】ホスピタリティあふれる親切丁寧な応対
　　　　　１．職員体制　「もてなしの心」の徹底　実施研修・接遇研修　　
　　　　　２．サービスマネージャーの案内・誘導

　　　　【基本方針２】ワンストップサービスの提供
　　　　　１．事務処理メニュー　戸籍住民事務　各証明書の交付　各種収納
　　　　　　　　　　　　　　　　住民異動に伴う諸手続き等　住民異動時に必要となる福祉
　　　　　　　　　　　　　　　　サービスのマニュアル作成、相談、届出の受付
　　　　　２．一般相談

　　　　【基本方針３】利便性の向上
　　　　　時間の延長
　　　　　１．開庁時間の延長
　　　　　２．なんでも案内システム（HP の統合）
　　　　　３．出張所との連携強化（出前・宅配サービスの開始等）
　　　　　４．コールセンターの開設（電話交換台機能の拡充）

　　　　【基本方針４】迅速かつ正確な事務処理
　　　　　１．窓口整備　　ローカウンターとハイカウンターでの対応
　　　　　　　　　　　　　待つ時間の目安の表示、「待たされ感の軽減」

総合窓口課受付
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　　　　　２．総合窓口運営を支援する総合窓口システム

　　　　【基本方針５】プライバシー保護の徹底
　　　　　１．アクセス権の厳格管理と研修の徹底 
　　　　　２．お客様呼び出し時の配慮　番号札発行機やページャ等の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　総合窓口課カウンター　　　　　　総合窓口課案内表示　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【所感】 
　千代田区役所の接遇の取り組みを視察して、痛切に感じた事は、現状に満足せず、更なる
向上にむけて毎年、バージョンアップしていることである。接遇に関しては、一時的な研修
や運動で成果は出ても、継続的な取り組みでなければすぐに元に戻ってしまう。また、なか
なか数字となって表れにくい分野でもある。したがって、不況の中、財政難に苦しむ自治体
にとっては優先順位上位で予算が削減される分野である。予算が潤沢にあれば良い、という
わけではない。しかしやはり事業である以上、金はもちろん人、物、時間が必要である。そ
の辺りはやはりトップの方針、思い入れによって大いに変わってくるのではないだろうか。
その点、千代田区役所では現区長の「民間並みの接遇、さらには民間以上の接遇」を目標と
した理念のもとに、次々と接遇の質的向上の取り組みが行われ、結果を残している。
　フレッシュサービス推進委員会では PDCA サイクルで年度の活動が進められている。ま
た部単位でそれぞれ年度の目標をたて、目標に応じて活動を実施していく。研修に関しても、
部ごとに予算が割り当てられており、部内で必要なスキルを考えた上で、決定し、実施して
いる。一般的に研修と言えば、人事課が主体となって実施する事が多く、他課の職員にとっ
ては「やらされ感」が少なからずある事が多い。そのために研修の成果が出ないことも多々
ある。しかし部単位で必要な研修を実施すれば、業務上、必要とされるスキルが身に付き、
モチベーションも上がり、目標達成にも繋がりやすくなる。
　外部評価も有効に活用している。覆面調査においては、チェックポイントがサービススタ
ンダードおよびチェックリストによって、より明確に示されているため、外部委託であって
も調査の目的がずれることはない。また調査される職場においても、調査の結果、明るみに
なった改善点がより明確に把握することが出来る。
　ワンストップサービスは、導入したいと考えている自治体は数多くある。お客様を動かす
のではなく職員が動く事はこれからの行政サービスにとっては不可欠である。その点、千代
田区役所式のワンストップサービスは、千代田区の人口規模によくあった市民サービスであ
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り、レイアウトに関してもお客様が利用しやすく考えられている。
　折衝能力の向上を考える上で不可欠な接遇に対する千代田区役所の取り組みは、ソフト面
からもハード面からも、常にお客様目線の手厚い行政サービスであり、またこれからの自治
体が目指すべき方向ではないかと実感した。

CS 向上のため区役所職員全員が携帯している CS カード
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＜視察報告 7 ＞　埼玉県深谷市　

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 28 日（木）　午後 2 時～午後 4 時

視　 察　 先 視察場所：埼玉県深谷市役所行政監察室
住　　所：埼玉県深谷市仲町 11 番 1 号
最 寄 駅：JR 東日本高崎線「深谷」
対 応 者：田部井　真一郎 氏（行政監察室）
　　　　　茂　木　隆　行 氏（危機管理課）
　　　　　笠　原　　　毅 氏（危機管理課）

視　 察　 者 岩本　義信（大阪狭山市都市整備部公園緑地グループ）
上田　修弘（門真市総合政策部企画課）
北浦　太一（泉大津市都市整備部まちづくり政策課）
樋口　英俊（枚方市環境保全部淀川衛生事業所）
矢野　祥代（島本町民生部福祉保健課）

【深谷市について】
　深谷市は東京都心から約 70㎞圏に位置し、人口約 14 万 8 千人、面積 137.58㎢の緑豊かな
田園都市である。平成 22 年度一般会計予算約 460 億円、特別会計予算約 273 億円、職員数
は 1133 人（一般職 780 人）である。
　ねぎなどの野菜やチューリップなど花の栽培が盛んで面積の半分が田畑となっている。

【視察目的】
　深谷市では、平成 20 年度に発生した生活保護費不正受給事件の再発防止の取り組みとし
て、不当要求行為への窓口対応の実演訓練などが積極的に行われている。
　また、平成 22 年 2 月には「平成 21 年度職員意識調査」報告書が作成され、再発防止策に
取り組んだ効果を把握する為の調査も行われており、一定の成果をあげている。
　一度問題が発生し、そこからどのように体制を整え、職員に対して周知していったのかと
いう一連の再発防止の取り組みを調査することで、本研究に役立たせる。

【視察内容及び質問事項】
１．再発防止の取り組みに至った背景
２．取り組みの具体事例
３．取り組みの効果
４．取り組みにおける問題点や課題
５．今後の展開など
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【視察結果】

１．再発防止の取り組みに至った背景

　深谷市福祉事務所は、韓国籍の元暴力団員の恫喝行為に屈し、適正な事務手続きを経る
ことなく、平成 14 年 10 月から平成 20 年 2 月までの 5 年間余りに渡り障害福祉サービス
事業及び生活保護費合わせて 2280 万円余りを支給し続けていた。
　平成 20 年 6 月にこの事件が発覚後、再発防止策を策定し、公益通報条例や不当要求行
為等対策条例を制定。平成 21 年 4 月には市長直属の部署として公益通報や法令遵守に関
する業務を専門に扱う行政監察室を設置している。
　また、事件の発端である恫喝行為は庁舎管理規則の禁止行為に当たるもので、庁舎外へ
の退去命令や警察への通報など適切に対応していれば事件を防止できたという観点から、
庁舎管理規則担当課である危機管理課を主担課として、不当要求行為に関する様々な取り
組みを行っている。

２．取り組みの具体事例

①行政監察室の設置
　平成 21 年 4 月に他部署からの影響を最小限に抑えるため市長直属の部署として行政監
察室が設置された。コンプライアンスハンドブックの作成やコンプライアンス研修の実施
等、市における法令遵守体制の構築に努めている。特に公益通報制度については外部の窓
口として弁護士である行政監察員を置いている。
　また、内部監察については、年度ごとに取り組みの内容が決められ、平成 21 年度では、
庁内における再発防止策の進捗状況及び福祉健康部における扶助費支給業務について内部
監察を実施した。

②深谷市不当要求行為等対策条例の制定（平成 21 年 4 月施行）
　すでにあった「不当要求行為等対策要綱」を廃止し条例化することで、深谷市としての
方針を内外に明示するとともに、不当な要求行為等に決して屈せず、組織一丸となってこ
れを排除し、市民に信頼される公正公平な行政の実現を図る。
　大きな改正点としては、不当要求行為者に対して、文書で「警告」ができるようになっ
たこと。また、警告にも従わなかった場合は、「公表」もできるようになったことであるが、
平成 22 年 10 月 31 日現在、「警告」及び「公表」は行われていない。
　また、同法施行規則では、副市長を委員長、部長級を委員として組織する「不当要求行
為等対策委員会」を置くことを定めており、不当要求行為等への対策を統括する役目を果
たしている。さらに、課等の長をもって充てる不当要求行為等防止対策責任者を置くこと
を定め、不当要求行為があったときには記録し、対策委員会に報告するように定められて
いる。

③不当要求行為等対応専門員
　職員からの通報に基づき現場に同席し、窓口等における市民等からの不当な要求に対応
するため、警察官 OB を特別職非常勤の「不当要求行為等対応専門員」として任用した。
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　現在深谷市では、月曜から金曜の 9 時から 16 時を基本の勤務時間として 1 名を任用し
ている。

④事務引き継ぎの徹底
　事件が起きた原因の一端に、担当者しか不当要求行為の問題を把握していなかったこと
が挙げられる。そのため、これまで係長以上の引き継ぎ者、引き受け者間で行われていた
事務引き継ぎを、全ての職員の目に触れ、懸案事項等の意識が共有されるよう、引き継ぎ
内容に漏れがないか部下職員がチェックする工程を加え改善した。

⑤不当要求行為等に対する窓口対応マニュアルの作成
　具体的な対応方法をまとめたマニュアルを作成し、マニュアルに沿った研修会を全職員
に対して実施している。

⑥不当要求防止責任者講習の実施
　（財）埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターの協力を得て、暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律第 14 条第 2 項に規定する「不当要求防止責任者講習」を平成 20
年度に 3 回、平成 21 年度に 1 回開催し、合計 306 名の職員が受講した。

⑦「不当要求行為等の排除に関する協定」を深谷警察署及び寄居警察署と締結
　不当要求行為の未然防止策として、暴力団等の実態把握及び情報交換による緊密な連携
の強化を図る。不当要求行為等事案発生時の連携として、不当要求行為等の相手方に対し
警告し、または事件捜査時等の措置を講じると共に、必要に応じて職員の保護対策も行う
としている。また、市との情報交換会を定期的に開催している。

⑧不当要求行為等窓口対応実演訓練の実施
　平成 20 年度、平成 21 年度に、県警、深谷署、寄居署に協力を仰ぎ、不当要求行為等へ
の窓口対応の実演訓練を行った。合計約 350 名の職員が参加した。内容は、不当要求の手
口や対策について講演やビデオで学んだ後、実際の事件をベースに生活保護の不当な申請、
公共工事に関する不当要求等の場面を設定し、警察署員らが演じる暴力団員に、職員が対
応するという形で行われた。

⑨防犯カメラ、録音機の設置
　庁舎内における防犯対策のため、防犯カメラ及び録音機を設置している。平成 19 年 2
月より順次設置しており、現在合計 30 台の防犯カメラが本庁舎内に設置されている。録
音機は、事件のあった福祉事務所内に 1 台設置している。
　また、代表（電話交換室内）の電話機及び警備員室内の電話機にはナンバーディスプレー
機能及び録音機能付きのものを使っている。
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　　　　　窓口に設置された防犯カメラ（矢印）　ナンバーディスプレー録音機能付電話

３．取り組みの効果

　まず、条例を制定することにより、不当要求行為対策に係る枠組みがきちんとなされた
ことが挙げられる。不当要求行為等対策委員会、不当要求行為等防止対策責任者を置くこ
とで、不当要求行為対策における対応の流れが確立された。
　また、人材育成の観点でも様々な不当要求に関わる研修が行われることで、全職員の不
当要求行為対応のスキルアップに繋がっている。特に、実演訓練に関しては、職員からも
最も役に立ったとの声も多数寄せられた。
　さらに、警察署との協定締結や不当要求行為等対応専門員の任用は、不当要求行為に対
する対応について、最終的な砦があることで職員に安心感をもたらしている。
　そして、最も基本的なことではあるが、事務引き継ぎが徹底され、全職員で課題を共有
できるようになったことで、懸案事項が顕在化し、検討の場に上がることによって大きな
問題に発展する前に対応することができるようになった。

４．取り組みにおける問題点や課題

①職員間の意識の差
　事件の再発防止における取り組みは、職員に対して非常に浸透してきており、意識向上
に繋がっているが、なかには意識がまだまだ低い職員もいるのが現状である。事件を契機
に様々な取り組みが行われているが、そもそも自分であればそんな事件は起こさないとい
う思いを持っている職員もいる。そういった職員を引き込んでいく活動が求められている。
　また、不当要求行為対策に関する様々な研修やマニュアル作成を行っているところであ
るが、それらが完璧に浸透し活用されているかという問いには疑問符がつく。公務員すべ
てに当てはまることではあるが、根本に「公務員意識」をしっかりと持ち業務を遂行して
いかなければならない。
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②不当要求行為の判断
　不当要求行為であるか否かの判断をするにあたって、マニュアル等に判断例が記載され
てはいるが、細かな判断基準はなく各職員の判断となっている。窓口職員においては身に
危険を感じたらすぐに危機管理課（不当要求行為等対応専門員）へという流れが浸透して
いるが、どのタイミングで身の危険と言えるのかという点においては平準化できていない。
不当要求行為の特性上、完全な場合分けは困難であるが一定の判断基準を全職員が持てる
ようにしていく必要がある。

５．今後の展開など

　現在、警察との協力の下行われている実演訓練をさらに充実させ、今後も継続して行っ
ていくことで、職員のスキルアップ及び意識の浸透を図る。
　また、体制として未熟な部分を今後の活動の中で改善していき、不当要求行為に対する
市としての取り組みをより強固なものにしていく。

【所感】 
　不当要求行為対策の枠組みを作り上げて体制を確立していることや、警察との協力、様々
な研修の取り組み等参考になる点が多々あった。ただし、これらをどう生かすかはやはり職
員に大きな比重がある。深谷市が職員意識の向上に力を入れている点にも納得がいく。不当
要求行為対策には組織と個人それぞれの役割をしっかりと果たさなければ上手く進まないと
感じた。
　また、事件発覚から約半年で対策防止策が策定され様々な取り組みが行われてきたが、や
はり大きな取り組みを行うには「きっかけ」が必要であると感じた。事件は確かに残念なも
のであったが、この「きっかけ」があったがためにこれだけの取り組みができたことは事実
である。担当者が「我々は決して先進的な取り組みをしているのではなく、後進だったがた
めに事件が起こり、そういった事件を二度と起こさないために必死に取り組んでいるので
す。」という言葉があったが、ここに深谷市の不当要求行為に対する取り組みの団結力のよ
うなものが感じ取れた。
　今回、我々が作り上げる本報告書が各市町村の不当要求行為に対する取り組みの「きっか
け」となることを信じている。
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＜視察報告 8 ＞　相模原市精神保健福祉センター

視　察　日　時 平成 22 年 10 月 29 日（金）　午前 10 時～正午

視　 察　 先 視察場所：相模原市精神保健福祉センター
住　　所：神奈川県相模原市中央区中央 2 丁目 11 − 15
最 寄 駅：JR 横浜線 相模原駅
対 応 者：岸川　康子 氏（相模原市精神保健福祉センター）
　　　　　米倉　睦弥 氏（相模原市中央障害福祉相談課）

視　 察　 者 樋口　英俊（枚方市環境保全部淀川衛生事業所）
北浦　太一（泉大津市都市整備部まちづくり政策課）
上田　修弘（門真市総合政策部企画課）
岩本　義信（大阪狭山市都市整備部公園緑地グループ）
矢野　祥代（島本町民生部福祉保健課健康福祉事業室）

【視察目的】
　相模原市精神保健福祉相談窓口等に寄せられる精神保健相談には、迷惑行為、時には暴力
行為を含む内容の相談や、近隣同士のトラブルから来る相談などさまざまであるが、その問
題の解決には長い時間と多くの労力が必要となる。
　統一された基準がなく、担当者の対応にばらつきが見られる、担当者にかかる負担が大き
いなどの課題を解決するには、ガイドラインを作成し、組織的に統一された判断基準を持つ
ことが必要であるため、2006（平成 18）年に「苦情対応検討チーム（BL チーム）」を立ち上げ、
事例研究・統計分析を行い 2009（平成 21）年 3 月、ガイドライン完成に至った。
　そのプロセスを学び、今後の苦情対応の在り方についての参考にする。

【視察内容及び質問事項】
１．「ガイドライン」作成の沿革について
２．組織対応について
３．「BL ガイドライン」について

【相模原市の概要】
　神奈川県の北部に位置する相模原市は、2007（平成 19）年 3 月に 1 市 4 町の合併を完了し、
横浜市、川崎市に次ぐ県下 3 番目の人口を擁する市となり、2010（平成 22）年 4 月、戦後
に誕生した市（1954（昭和 29）年市制施行）として、初めての政令指定都市になった。
　南北 22.0㎞、東西 35.6㎞、東京都や山梨県と隣接する広大な市域を有し、人口 712,604 人、
世帯数 299,634 世帯、高齢化率 19.0％（いずれも 2010（平成 22）年 4 月 1 日現在）である。



170 おおさか市町村職員研修研究センター

視察報告 8　相模原市精神保健福祉センター

【視察結果】

１．「ガイドライン」作成の沿革について

　多くの相談者は長年にわたっての対象者からの迷惑行為に耐えかねており、不安や困惑、
怒りといったやり場のない感情を相談場面で相談員に向けられることが多く、こういった
対応の困難性、負担感に疲弊していた。
　そこで、職員個人に任せるのではなく、組織としての対応をシステム化する取組みをす
るべく、2006（平成 18）年に精神保健相談を担当する保健師・福祉職が合同で「苦情対
応検討チーム（BL チーム）」を立ち上げた。
　※「BL」とは「Blue Let's」の略。苦情を浄化の「青」のイメージでみんなで改善しよ
うの意味。（以下 BL という。）
　BL チームの活動は、担当者レベルの会議で終わらせるのではなく、管理職も含めて組
織として取り組んでいくことを明確にするため、相模原市行政組織及び事務分掌規則に定
められた精神保健福祉施策の調査研究業務と位置づけ、職場で承認された業務とした。
　BL 活動の研究テーマを「精神障害者に関わる近隣苦情対応のガイドライン作成」とし、
まず相談対応上の経験談を出し合い、BL 相談の特徴から相談時のチェックリストを作成
し統計処理することを、通常業務と並行して進めていった。当初チェックリストは BL 相
談の緊急性を図る目的で作成したが、事例を重ねていく中で、緊急性の高い事例が少なかっ
たこともあり、情報収集過程の聞き取り漏れを防ぐ目的へと変わっていった。このように
BL チームによる内容の推敲を重ね、2009（平成 21）年 3 月ガイドラインは完成する。

２．組織対応について

　近隣苦情対応は一つの苦情に対して、相談者からは「強制入院させろ」、対象者からは「何
しに来た、帰れ」、対象者の家族からは「自分たちではどうしようもないから市で病院に
連れて行ってくれ」、市の関係機関からは「精神保健福祉相談担当課が対応するべき」な
ど多方面からの「攻撃」を受けながらの活動が求められる。
　ガイドライン作成以前は、職員個人の経験や勘に頼る部分が大きく、相談技術のスキル
アップやノウハウの伝承に課題があり、また政令市移行に伴う職員の分散配置が懸案事項
としてあり、ガイドライン作成と組織的相談体制の構築は喫緊の課題であった。
　組織の基本姿勢として、1．個人で判断させない、2．個人に責任を背負わせない、3．
複数で対応することの 3 つを掲げ、精神保健福祉相談体制を構築した。これにより、相談
員は精神的なバックアップが得られ支援活動の推進力を高める効果が期待できた。
　具体的な対応としては、朝のカンファレンスを活用してケースの報告、支援方針検討、
情報共有、職員のスキルアップを図った。
　次に、ケース担当→ BL 担当→リーダー→所属長という風に、報告の流れを明確にし、
複数の目でチェックすることでケース支援を個人に任せないようにした。
　そして、面接時のポイントや緊急対応判断基準、進行管理、優先順位の付け方、終結基
準などをまとめた精神保健福祉相談マニュアルを作成し、統一基準を持つこととした。
　複数での対応は、良い面を持つ反面、個々人の持つ業務量が増え、ケースの進行管理に
限界をもたらした。そこで、相模原市精神保健福祉業務支援システムを構築し、相談履歴
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の確認や月別進行表を作成することで、複数のチェック機能が働くように改善を進めた。

３．「BL ガイドライン」について

　BL ガイドラインや精神保健福祉相談マニュアルは、新規採用職員及び異動転属者向け
オリエンテーション時の説明資料や相談場面での活用、関係課への説明等に活用されてい
る。実際の感想として、情報収集の具体的項目や判断の視点、対応支援の進め方が参考に
なる、情報の聞き取り漏れがないか確認できるので落ち着いて相談に応じられるなどの評
価が得られており、ガイドラインが相談対応に有効なツールであるといえる。
　人が変わっても、経験が浅くても高い水準を維持することが今後の課題であり、そのた
めには組織的対応体制と同様に必要不可欠なものである。

【所感】 
　BL 活動は、相談員の「困り感」を語り合い、お互いの悩みや課題を共有し、自分たちの
仕事の意義を認識することから始まった。この「困り感」を明確にし、共有するプロセスを
大切にして、どのように改善すれば当事者や地域、自分たちの組織にとって有益になってい
くのかを検討していった。作業のプロセスそのものが課題の共有化、意識認識の整理となり、
その後の活動につながっている。
　この視察から感じることは、課題を共有し、組織として解決方法を模索することがいかに
重要かということである。職員個人が日々の業務の中で課題を抱えていることは多くあるは
ずであるが、組織の縦割りや少人数行政による一人担当制などで、組織共通の課題として認
識されることはほとんどないのではないか。また業務の多忙さで業務改善にまで手が回らな
いことも要因の一つである。
　その中で、課題の共有化を図り、業務改善を組織の一業務として取り入れた点が成功への
重要なポイントであったと思われる。
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「行政対象暴力への対応策を考えるセミナー」
～反社会団体・悪質クレーマーへの処方箋～

　　　　　　　　講師　　深澤　直之 氏（右田・深澤法律事務所　弁護士）
　　　　　　　　日時　　平成 22 年 9 月 28 日（火）13：30 ～ 15：40
　　　　　　　　場所　　マッセ OSAKA　5 階　映像研修広場

１．悪質なクレームや反社会的勢力からの不当・過大請求、悪質苦情

　今日は、クレーマーに悩まされ続けてはいけないというところを中心にお話しさせていただ
きたいと思います。

２．ミンボー（不当要求行為）

　クレーマーについて研究するにあたって、ミンボー的な観点からクレーマーというものを研
究しはじめました。ですから、ミンボーとは何だろうという原点を押さえるために、暴力団員
やその周辺者等が何らかの事件に介入してきたケースだけがミンボーだと思っていたら、その
方の頭はもう 20 年以上古いわけです。現在はそれプラス、相手方の属性が暴力団員等でなく
ても、一般市民のおばあちゃんだろうが、おじいちゃんだろうが、学生だろうが、暴力や威嚇
力を背景に、本来の正当・合理的な解決をねじ曲げて、不当要求行為を押し通そうとするもの
が、ミンボーだと定義されています。すなわち、行為主義で判断しようということです。
　暴力を背景にというのは分かりますが、威嚇力を背景に不当要求行為、あるいは不当な主張
を続けるというのは何かと言うと、例えば「あんたのことを訴えてやるわ」とか、「首長に言
うわ」「首長に手紙を書くぞ」と言われると、皆さん方は困った、どうしようと思うわけです。
これは威嚇力です。現在はそういう行為でもとらえましょうということですから、日々役所の
カウンターにやってくる有名なクレーマーは、属性で判断しますが、それ以外に不当要求行為
ということで、ミンボー行為を行うものをクレーマーと判断できるということです。

３．ミンボー行為：民事介入暴力、企業対象暴力、行政対象暴力

　ミンボー行為というのは、民事介入暴力、企業対象暴力、行政対象暴力の三つの種類に分か
れています。
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　1 の民事介入暴力の典型事例としては、お金の取り立てが非常に多いわけですが、ささいな
ことに因縁をつけて悪いことをしてくるものも、因縁づけと書いておきました。今日お越しの
男性の方々のお顔を拝見していますと、中年以上の方におきましては、ご自宅に戻られて、奥
さんから非常に温かい処遇を受けている方は一人もいないと推察してしまいました。私同様に、
家に戻ると、奥さんから非常に冷たい扱いばかりされている方々が、飲み屋に行って、若い女
性にもてるわけがないのです。もてたと思ったら、まさにこの因縁づけそのものということを
よく心して、今日からは飲んでいただきたいということです。
　2 の企業対象暴力として、ずらずらと掲げましたが、悪質クレームが 3 割以上、そして昨今
増えているのは、未公開株式への投資、あるいは投資マンションへの個人への執拗な勧誘電話
で、これはまさに企業対象暴力でもあるし、組織への行政対象暴力でもあるわけです。個人の
問題ではありません。ですから、役所としては、こういうものについて専任部署を設けて、そ
こが対応していかなければいけない事態が到来しています。
　行政対象暴力とは何かという定義は「暴行、脅迫、困惑行為、その他の違法又は不当な手段
を用いて、行政庁又は職員に対し、違法不当行為を要求する行為、又は行政の公正・中立性を
阻害するように働きかける行為」とあります。要するに、皆さん方を困らせて行政の中立性を
害するような行為をしてくるのが、行政対象暴力となります。それについては、平成 13 年 10
月に日弁連のミンボー対策委員会が、島根のミンボー大会で「行政対象暴力」という言葉を初
めて使って今日に至っており、その種類としては大ざっぱに①～④まであります。
　①行政権限に関与すること、あるいは先ほどの企業対象暴力と同じように、機関誌を取って
くれとか、あるいは某校長先生の部屋に行くと、非常に分厚い同和差別の本や、北方領土返還
の分厚い 5 万円もするような本がずらずらと並んでいる。随分勉強熱心だと思ったら、買いた
くもないのに買わされていたというのが、まさに②です。
　③窓口等での「K 氏や W 氏」と「善良な一般市民」と書きましたが、私の今日のポイント
はこの「K 氏や W 氏」に絞ってということで、皆さんがお悩みの特殊市民、問題市民、クレーマー
です。なぜ K 氏かというと、困ったちゃんを K 氏、W 氏はわからんちんということの、私が
勝手に付けた仮称です。
　④行政職員や企業、市民に対して、行政を道具に使う、皆さんが悪いやつらの道具にされて
いるというところは、また後ほど申し上げたいと思います。

４．行政対象暴力事例など　広域な守備範囲で悩まされている

　行政対象暴力事例などということで、ご参考までに掲げておきましたので、後でじっくりお
読みいただきたいと思います。どこの行政も皆さんと同じような悩みを抱えています。
　「大声を出した場合は、まわりの職員等が近づいていくようにしている」というのは有効な
方法ですので、ぜひこれぐらいは頭に入れておいていただきたいと思います。
　また、「個人として抱えてしまう、2 年ほどでどうせ人事異動だから、問題の先送り」とい
うことで、皆さん非常に得意な「在任中は波風立てずにの心理」でのお役所仕事が、クレーマー
問題でありましたが、そんなことでは駄目だということです。
　そして、県のコンプライアンス条例や自治体のいろいろな条例、要綱等ができています。ま
た、昨今では暴力団排除条例が各県や市等でできてきています。
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　また、行政対象暴力として一般的にいわれている形態は、「権限行使要求型」と「金品要求型」
の 2 種類に分かれていて、（1）（2）にその例を掲げておきましたが、大事な「業務妨害型」や「悪
質クレーマー」が抜け落ちてきていたので、皆さんがまだ悩んでいるということを強く申し上
げたいわけです。
　決して皆さん方は孤立していないことを知っていただくために、ぜひ行政について、弁護士
をもっと活用することを強くお薦めします。例えば大阪市においては、顧問弁護士が何人もい
るはずです。ところが、この顧問弁護士に相談しないことがいいことだ、相談するようなこと
があったら大変だということで、顧問の肩書だけで顧問料を払ってきたというのが、大半の自
治体の顧問弁護士でした。それでは駄目だということで、いろいろな自治体において、例えば
大阪市においては、リーガルサポーターズ制度が平成 19 年に設けられて、不動産法務、人事・
会社法務、倒産・債権回収法務、不当要求対策法務の 4 種類について、顧問の弁護士を月 5 万
円で雇って、いろいろな相談をして活用しているという例を 5 ページに掲げておきました。

５．K 氏・W 氏　クレーマー　業務妨害型対策を中心にクレームの研究

　クレーマーを考えるにあたっては、当然クレームとは何かという基本を押さえましょうとい
うことになるわけです。クレームの正当な処理とは一体何かということを申し上げたいわけで
すが、クレームと書いた右側に、「本」＝『悪魔の呪文「誠意を示せ！」』5p（※以下、同じ）
と書いて、以下、ゴシックでページ数がずっと書いてあります。これは私の話を聞いていただ
いた方々には、後ほど私のこの本を 1 冊お買い求めいただくのが通常で、その場合にレジュメ
を参照しながら復習しやすいように、本のページ数を掲げてあります。
　クレームとは一体何かというと、市民からの「要求行為」＝「問い合わせや相談」＋ B と
いう不満な感情が加わったものです。ですから、2、クレーム受け付けでの注意は、①よく聞
くことです。不満感情がまず先走っていますので、何を言っているのかよく分かりません。じっ
くり話を聞いて、事実を把握して、5W1H で質問を発していって、事実を確定させて、処理す
べきクレームは何かというボールをこねて固めるわけです。これが大事なクレームの処理の基
本です。ところが、ほとんどの方々が事実の確定ができていません。いつ、どこで、誰が、何
を、どうして、どうなったかということが、なおざりにされていることが非常に多いです。
　② B の不満な感情の沈静化をいち早く図るためには、おわびのあいさつは連発しましょう
ということを強く申し上げています。公務員の苦手なところです。市民が何らかの不満足な感
情を抱いて、クレームを言ってきているわけです。感情がほとばしっているわけですから、そ
こでおわびのあいさつぐらいはしないと、いつまでたってもBという不満感情は静まりません。

「そうですか、申し訳ないですね。ご不快な思いをさせて失礼しました」ぐらいの、日本人と
しておわびのあいさつ、慰謝のあいさつはして当然だと思うわけです。それを連発してくださ
い。
　そんなことはできない、もしおわびのあいさつをすると、「さっきわびたのは、責任がある
と認めたからだろう。それとイコールじゃないか」と言われることを、皆さん方は懸念します
が、まだ当方に責任があるかどうかが判断できていない段階で、日本人としておわびのあいさ
つをしただけのことですから、それを責任があるといって責められるいわれはありません。も
し、そのように責められてきたら、「それとこれとは違います」と、はっきり言っていただく
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ことが肝要です。おわびのあいさつは連発しましょう。決して法的責任を認めたことにはなり
ません。
　③問題把握とクレーム内容の特定、5W1H で特定をしていくということです。
　④相手方情報の特定も必要です。名前、電話番号、住所、昼間の連絡先を必ず聞いてくださ
い。昨今、こういうことに答えない、どこに足が生えているのか分からない幽霊からのクレー
ムの電話が非常に多いわけです。欲求不満のはけ口として、役所をとらえているようなところ
もありますので、そういうものについては、幽霊に足を生やそうということで、相手方情報の
特定を心掛けてください。そういう特定質問をしていっても、相手方が答えなければ幽霊です
から、幽霊からのクレームにはまともに応じる必要はないということです。
　⑤とにかくご自分の守備範囲が、キャッチャーだとして、キャッチャーの守備範囲なのか、
あるいはストライクなのか、処理すべき守備範囲かストライクかを絶えず意識して、クレーム
の処理を図っていくことが大事です。
　クレームへの対応での注意ということで、対応案を決定していく場合に、企業においてはこ
ういう法的判断が必要だと言っているのですが、公務員の場合においては、法律に従って、法
律に基づいた処理、あるいは上司の職務上の命令を遵守してしか、クレームの処理はできない
わけですので、法的クレーム処理、公務員においては当たり前のことです。
　まともなクレーム対応案を市民に提示したところで、「④市民がのまないと思われれば、法
的対応へ」と書きましたが、何もこちらから訴えて出ることが法的対応ではありません。のま
ない向こうが悪いのですから、こちらとしては同じ対応案を繰り返すだけで十分です。
　また（2）、対応案が決まったら、窓口を一本化して、担当者は不変更として相手方と交渉す
るわけですが、たらい回しはいけないということで、メンバーチェンジをしないところが非常
に多いわけです。例えば A という担当者がろくでもないクレーマーにストーカー的被害に遭っ
て、うつ状態になっているにもかかわらず、どの職場においても、「A 君、それ、私が代わります」
などと言ってくれる奇特なご仁がいる職場は一つもありません。また、「B 君、A 君が大変そ
うだから、ちょっと代わってあげて」という的確な指示をしてくれる立派な上司もあまりいな
いのです。ですから、もし担当者がクレーマーにやられて、ストーカー的被害に遭って、うつ
状態になりそうだったら、上司としての皆さん方においては、どんどんメンバーチェンジを心
掛けていただくことが肝要です。そうでなければ、うつ状態になって職場を辞めざるを得ない
という、労災問題にも発展しかねないことが非常にいろいろな職場で増えています。
　②市民からの厳しい要求は、ノーと言って拒否・拒絶、あるいは持ち帰って後日回答。後日
回答といっても、皆さん方は回答を変えてしまいやすいのですが、同じ回答のリピートで十分
です。下手に言い方を換えると、そこを突っ込まれます。
　③「誠意を示せ」などの不当・過大要求については、はっきりノーと言って、明確な拒絶回
答が必要です。仮に文書提出する場合でも、しかるべき部署がチェックした後ということで、
これは皆さんおやりです。
　④ろくでもないクレーマーについては、顧問弁護士等が代理人として内容証明郵便を一本出
していくだけで止まるというのが、私の実践から来ている結論です。
　⑤対立時は、職場内の意思の統一をして、情報の迅速な共有化を図るということです。
　そんなところで、（3）市民であれば、皆さん方に何をしてもいいのか、冗談ではありません。
人対人ですから、ご担当の皆さん方は相手方が善良な市民だという呪縛にとらわれすぎて、我
慢しすぎな日常ですので、我慢しすぎはやめようということを強く申し上げていきたいわけで
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す。
　4、では、K 氏（困ったちゃん）や W 氏（分からんちん）のようなクレーマーとはどうい
う人たちかという定義に入りますが、皆さんの通常平穏な業務を妨害する業務妨害行為者がク
レーマーです。言い方を換えると、要求内容、主張内容、または要求行為の方法のどちらかに
おいて、異常なものがクレーマーです。あるいは、先ほどキャッチャーという話をしましたが、
キャッチャーの守備範囲外を「やれよ、なぜやらないんだ」と言ってくるのもクレーマーです。

６．クレーム対処・クレーマー対処における行政の弱点

　皆さん方の悪口をこれから申し上げていきます。
　①善良な市民がおっしゃることだからという市民至上主義の呪縛に皆さん方は非常に強くと
らわれすぎています。善良な市民の目線や立場に立って、わがままに耐えなければいけないと
思い込みすぎている。なぜかというと、市民全体の奉仕者だからということで、最初はじっく
り聞くことが大事なのですが、いつまでたってもずっと黙って同じことを、ただただ黙って聞
いていることが自分の仕事だという誤解の下に、聞きすぎている、おもりをしすぎている。そ
れは仕事などではないということです。
　②丁寧な説明でご納得いただくようにということの、責任を尽くさなければいけないと考え
すぎています。
　③役職員や幹部からの口癖で、「もっと十分にご説明して、ご納得してもらえよ。大ごとに
するなよ」などと言われたり、一生懸命苦労しているにもかかわらず、周りの同僚から、背中
に「あいつ、まだ苦しめられているよ」という冷たい視線が突き刺さるようなことがあるわけ
です。
　④行政特有の悩みということで、いろいろなところでアンケートを取っていきますと、次の
ような回答が必ず決まってどの自治体でも出てきます。
　①われわれは民間企業と違って、面会を拒否できない。
　②住民要求を前面に出してくるので、拒否できない。
　③一般市民として言い立てられれば、きちんと対応せざるを得ない。
　④その場を何とか収めて、役所・職場・部署に責任や累が及ばぬようにしなければいけない。
　⑤「悪い風評が立たないように」「ことが大きくならないように」心掛けなければいけない。
　⑥何でもかんでもクレームの申し出に真摯に対応するのが職員の市民に対する義務、職員に
答えてもらうことが市民の権利と勘違いしすぎて、とにかく何でも W 氏のような市民にまで、
求めにできるだけ応じようとしすぎです。それを皆さん方の仕事だと勘違いしすぎています。
　⑦担当者個人を攻撃してくる。幼いころからの顔見知りなので、どうしようもない。
　⑧職員は生身の人間で弱い。脅し文句や執拗な申し入れ、自宅に電話があったり、訪問して
きたりする。
　こんなことを皆さん方は言いますが、これは弁護士も企業の人間もみんな同じです。何を生
ぬるいことを言っているのかと文句を言いたいわけです。しかし、今日の皆さん方のお顔を拝
見していると、某東京都の職員の方々より、まだ少しは明るい顔をしています。さすが大阪府
の職員さんたちです。しかし、日々ろくでもないクレーマーにやられたりして、ストレスがた
まる一方で、やはり企業に比べて暗い顔をされています。そういう暗い顔が、明るく輝くよう
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な、楽しい明るい職場にどうしたらできるのかを、これから申し上げたいと思います。

７．K 氏・W 氏？　クレーマーの見極め方：一般市民との違い

7-1．暴力団をはじめとする反社会的勢力のクレーム
　暴力団等については、刑法や暴対法という法律がありますので、これは警察の仕事です。
いち早く刑事問題として、警察に 110 番して連絡すればいいだけの話なので、簡単に排除で
きるはずです。

7-2．反社会的勢力のクレームを見分ける方法
　見分ける方法は「行為主義」「嫌がらせ・困らせ行為」の 25 の典型行為例ということで、

「困った（執拗な）クレーム」は、どこから「悪質クレーム」なのか、どこから K 氏・W 氏
として認定していいのかというところの見極めを申し上げます。次の①～澪までの行為が一
つでもあれば、それはクレーマーですと長年の研究から言い切ってしまっています。
　① 1 カ所にとどまらず、あちこちの部署にクレームを言う人、あるいは「おまえじゃ駄目
だ、責任者を呼べ。上司に代われ。市長を呼べ」などというのもそうです。
　③最初は「市の設けた看板が強風であおられて、おれの車に当たって傷が付いた」などと
言っていたクレームが、いつの間にか「職員の対応が悪いじゃないの」と言って、クレーム
内容がころころと変わるような場合もクレーマーです。
　④「わび状を出せ、書面でよこせ」というのもそうです。また、「おまえを首にしてやる。
おまえなんか簡単に首にできる」、あるいは「あいつを処分しろ」というのもそうです。
　⑤首長やマスコミ、議員に言う、訴えるつもりもないのに「訴えてやる」、あるいは「死
んでやるからな」などと言って、皆さんを困らせるのもクレーマーです。
　⑥時間はたっぷりあるとして、こちらが忙しいのに、いつまでもねちねちとやる。通常業
務が妨害されてできない。
　⑦とても異常としか考えられない頻度での来所や電話、長電話、長時間の居座りというの
もそうです。
　⑧職員の対応の悪さを、いつまでもねちねちと指摘して、「その態度は何だ。監督責任は
どうした、許さない」というような言葉の連発。
　⑨最近の日本人に非常に増えてきて困っているのですが、自己責任を棚に上げて、すべて
役所のせい、人のせいにする。「役所の廊下で転んだ、どうにかしてくれ」。あるいは「包丁
で手を切ったから、慰謝料をよこせ」などというのもあります。とんでもないです。
　⑩「以前にもしてもらったから、同じようにしてくれ」「前任者はこうしてくれた」、ある
いは「隣の市町村ではこうやっているから、同じようにしろよ」。
　⑪「すべて文章でよこせ。一筆入れろ」「おまえがしゃべったことを書いて、おれに渡せ」

「おれが書いてやったから、ここにサインしろ」というようなものもそうです。
　ほかにいろいろありますが、「誠意を示せ」と執拗に、窓口に居座って拘束して、何時間
も軟禁状態にする。例えば救急隊員を帰さないとか、土下座をずっと救急隊員に求めるとか。
　⑯「すぐ来い！　すぐやれ。すぐ、○○しろ」
　⑰バッジ族（政治家・議員）に言う、バッジ族を知っている。実際にバッジ族、議員から
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電話がかかるなどというのもそうです。
　⑱「街宣するぞ」というような民事介入暴力の典型行為。
　⑲「紛争の間、得られたかもしれない慰謝料をよこせ」。
　⑳苦情の内容が不確かか、氏名なども名乗らない幽霊からの申し出。
　22 番目は大事ですが、99.99％、一般の善良な普通の市民ならすぐ分かってくれること、
すぐ喜んで理解してくれることを、なぜか拒否しまくる。
　24 番目、市民の権利をとにかく振りかざして命令してくる。「市民のおれさまに対し、責
任を尽くせ」「おれが理解できるように、ちゃんと分かるように説明しろ」「税金をもらって
いるだろう」のフレーズの連発。
　25 番目、「もしも」の連発。「この看板が倒れたから、この程度のけがで済んだけど、も
しもうちの孫に当たっていたら、死んでたぞ」。死んでいないからいいではないか、とも言
えない。「もしも」の連発で皆さん方を困らせるわけです。

7-3．通常の市民はとらない行動にはイエローカード
　こういう行為が一つでもあれば、クレーマーです。サッカーでいうレッドカードを出して
いいのです。今日 1 枚持ってきました。「こいつらはレッドカードだ」としてもいいのですが、
レッドカードを切りますと、職場で「何だ、深澤、おまえレッドカードを切るのか。じゃあ、
おまえが対応しろよ」と、個人の責任にされてしまうので、レッドカードを切るのは危険です。
　そこで、レッドカードではなくて、25 の典型行為があった場合には、イエローカードを
切りましょうということで、今日、イエローカードを 2 枚持ってきました。一つでもあれば、
イエローカードを切るのです。「このやろう」と言って相手に切っては駄目ですよ。怒りま
すから。こういうイエローカードを手元に 10 枚ぐらい持っていて、ご自分のデスクの上、
あるいはバックヤードで切るのです。イエローカードを切って、デスクの上に置いておくこ
とが大事です。
　こうすると非常にストレス発散ができます。いい方法ですねと、いろいろな企業や役所か
らお褒めの言葉をいただいています。こちらもカードを切ることによって、不満な感情が爆
発しますので、裏にニコちゃんマークなどを描いて張り付けておくと、興奮状態が少し収まっ
ていいと思います。あるいは、舘ひろしの「許さない！不当要求」というような警視庁のポ
スターを圧縮して張っておく。
　何もイエローカードといっても、黄色いカードである必要はありません。家で眠っている
花札、トランプなどを廃物利用して、ポケットにしのばせておいて、切っていただくことが
肝要です。確かに 15 番目のケースが一昨日もあった、今日もあったというように、次元が違っ
たら、もう 1 枚切っていいのです。イエローカードですから、気軽に切りましょう。
　そうやって、デスクにイエローカードがたまっているのを、上司の皆さん方が見たら、「お
い、深澤、何でこれが 5 枚もたまっているんだ」ということで、5 分間で結構ですから、職
場全員で協議・合議をして、この人は本当にレッドカードを切っていい相手かどうかを決め
ていただく。職場の全員が合議で決めることで、個人負担にならないわけです。そこで決め
ていただいたら、どういう方法で排除しようかということを、その場で協議していただく。
10 年クレーマーと相対峙してご苦労されてきた担当者もいれば、派遣で昨日入ってきた新
人もいるわけですから、いっぺんにその場でクレーマーについての情報が共有化されて、危
機管理状態のことが共有情報として把握できて、排除の仕方、あるいは認定の仕方もいっぺ
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んにスキルが上がるという効果を持つのが、このイエローカード制です。
　こういう 25 の行為をあちこちで叫んでいますと、「そうだよ、そのとおりだ」と皆さんに
うなずいていただけるのが、その根拠になっていますが、もう一つの根拠は、こういう 25
の行為を一般の善良な市民がとるかというと、とりません。絶対にとらないかというと、そ
んなことはなくて、たまに 1 番の行為をとったり、2 番の行為をとったりしますが、善良な
市民であれば、例えば「ごめんね、ちょっときつく言いすぎちゃって。おなかがすいていた
から」と言って、そこそこのところで理解していくものです。それをイエローカードが 5 枚
も 10 枚もたまるほど、執拗にいろいろなことを言ってくるのは、やはりクレーマーなのです。

7-4．クレーマーマニュアル本
　もう一つは 4 番目、クレーマーマニュアル本『いいがかりマニュアル～できる！クレーム
でひと儲け！』という、ろくでもない本がデータハウスというところから売られています。
クレーマーに悩まされている皆さん方におきましては、クレーマーがどういう心理で皆さん
方のことをいじめてきているのかという攻撃の方法、心理を読むためには、ぜひ反面教材と
して、この本を買って勉強していただきたいというのが公式発言です。非公式発言としては、
こんな本に印税が落ちるくらいだったら、私の本をもう 1 冊買ってくださいということで、
この本を買わなくて済むように、資料の 19 ページ以下に、この本にどんなことが書いてあ
るかを抜き書きしました。ついでに、この場で少しご紹介します。
　立派なクレーマーとしては、①「怒る、怒鳴る」と書いてあります。
　基本的に強気、タメ語 9 割で相手方を責めろというのが③です。
　⑤たとえ単なるわがまま、こじつけ、へ理屈、何でもいいから、相手方にぶつけていけ。
そのような理不尽な対応をさせられている役所の人間にはかわいそうだが、「そんなもんク
レーマーの知ったことか！」と書いてあります。頭に来るでしょう。
　⑦クレーマーとしては時間はいくらでもある。最後はただの根比べだと思って責めろと書
いてあります。
　⑧自信のない君は、取りあえず電話であちこちの役所や企業に対してクレームを入れて、
度胸と交渉の流れを学び、たくさんの経験を積んでいけ、こんなことを勧めています。
　⑬企業や役所の人間を呼び付ける。例えば企業の場合であれば、「お客さま、保証書はお
手元にございますか」と問われて、「何言ってんの、あんた」という感じで「ないよ」でオーケー
である。店に来てくれとか、販売店に相談してくれなどと言われた場合は、「これはおまえ、
どこの商品だよ。自分のところの会社が作って売ってるもんだろうが。自分のとこで作って
売ったくせに、買った客のおれに責任をなすりつけるな。とにかく家に来い」と言って呼び
付けろといったことまで書いてあります。また、食品メーカーであれば、手ぶらでは来ない、
必ず紙包みを提げて、自社製品の 1500 円セットぐらいは持ってくるので、楽しみにしろと
まで書いてあります。
　⑮「交渉時使ってはいけない言葉等」ということで、殺す、殺すぞ、埋めるぞ、おまえの
会社（役所）に火をつけてやるぞ、おまえの役所をぶっつぶす、街宣する。これはやばい。
相手にあからさまに被害を被ると思わせる言動を言ってしまうのはまずいが、市民のこちら
が怒っている態度を演出しているときの興奮状態で言ってしまう場合がある。それは言って
もいい瞬間である。あんただって子供かわいいだろう。夜道の独り歩きは気を付けた方がい
いぞ。日本も最近物騒だからな。まあ、気を付けてもどうしようもないときもあるけどな。
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ここは含み笑いもあるといいかもなどと、間接的であれば、直接に脅したようには聞こえな
いので、セーフかもしれないとあおっているとんでもない本です。
　⑯悪質なクレームをつけるときの基本。おれたちはお客さまである、市民であるから偉い。
おまえらはメーカー、もしくは販売者、もしくはサービスの提供者、もしくは公務員である
ので、責任がある。責任があるから、市民からのどんな不条理な問い掛けにも必ず誠意を持っ
て答えろ。これが基本線だから、責めろと書いてあるわけです。
　また⑳「家電商品クレーム必勝法」という見出しの下に、家電、基本的に「何で高い金を
出しているのに壊れるんだ？」が基本線で責めろ。「おれはな、○○が好きで、昔からおた
くの商品ばかり使ってるんだよな。ビデオだってそうだし。それが裏切られた気分だよ」と、
この「裏切られた気分」というフレーズが非常に効果を発揮する。壊れたのはメーカーが悪い、
責任を取れ、有償修理なんてとんでもない、無償で交換が当たり前だろうと言って、5 年前
に買ったカラーテレビが壊れたからといって、最新機種のプラズマテレビの無償交換を狙え
と書いてあるのです。
　あるいは、食品関係クレーム必勝法では、まともな食品だって、腐ってないものだって、
何日かたってくればカビが生えてくるわな。それが腹痛の原因だといって保健所に提出して
みろ。「保健所に検査してもらう」と言えたら、おまえも成長したということである。対応
がそっけないとか、相手が「あんた何言ってんの？」という部分を少しでも感じとったら、
クレームはそこから「社員の対応が悪い。上の者に代われ、社長を出せ」と、どんどんチェ
ンジして責めろと書いてあります。
　例えば、今申し上げた⑳食品関係クレーム必勝法のようなところで、国民生活センターや
消費者センター、保健所が、クレーマーというろくでもない連中にうまいこと利用されてい
いのでしょうかということを、ぜひ皆さん方公務員においても、まゆにつばを付けて疑って
みるという点にご注意いただきながら、気を付けていっていただきたい。
　このろくでもない本は今お読みした以上に、面白いことは書いてありませんので、ぜひ買
わないでください。この本に書いてあることを、ぎゅっと要約して圧縮していくと、先ほど
申し上げた悪質クレーマーの典型行為 25 に集約されるということです。

7-5．市民平等取り扱い原則、公平・公正原則に違反？
　レジュメの 9 ページに戻って、では、ろくでもないクレーマー排撃の根底、根幹は何かと
いう大事なところに参ります。皆さん方は今まで出会った 5 人の困った市民というのを、ぜ
ひ思い出していただきたいわけです。その対極に、何も文句を言わず、市町村の行政サービ
スをありがたく享受していただいている 99.999％の善良な市民を置いていただきたいわけで
す。
　例えば今、職場に 5 人の困った市民のうちの D がまたやってきた。あの人に前任の係長
は徹底的にストーカー的行為をされて、うつ状態になって、職場を辞めざるを得なかった。
私たちもあんなことになるのは嫌だから、早めに特別なサービスをしてしまって、お引き取
りいただこうといって、Dさんだけに特別なサービスをしたとしましょう。Dだけに特別サー
ビスをしたということが、物言わぬ善良な多数の市民に分からない世の中では、今はありま
せん。瞬く間に知られてしまいます。知られたらどうでしょうか。役所の電話は鳴りっぱな
し。いろいろな市民がまた押し掛けてきて、「私も D さんと同じようにしてよ。何で D さん
だけ特別サービスするのよ」という抗議の電話、声がやってくるわけです。当然、首長は謝
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罪会見のイメージが浮かぶと思います。
　皆さん方は普段、大多数のありがたい善良な市民に対して、より厚い行政サービス、より
良いサービスを少しでも還元しようと思って、日々努力されているはずです。それを、ろく
でもない 5 人の困った市民がやってきたら特別サービスというのは、全く真逆な行為である
ことがお分かりだと思います。明日からは、5 人の困った市民がやってきたら、物言わぬ大
多数の市民に対して「駄目です。行政としてそれはできません」と言うのだったら、それの
5 倍、10 倍のエネルギーを込めて、「駄目です。できません。何を言うのですか」ぐらいは
言えるはずです。市民平等取り扱いの大原則の貫徹です。それが公務員の務めだからです。「誰
でもいつでも同じ対応・処理を」＝市民平等取り扱いの原則ということです。「厳しい、き
つい言動」の 5 人の困った市民だけではなくて、弱々しくて、よぼよぼしているような人が
毎日やってきても、これは業務妨害行為者ですから、遠慮なく「やめてください」と言わな
ければいけません。
　また、確かにあんなことを言ってしまったら、怒るに決まっているというような、難クレー
ムに発展させてしまったのが、当初の対応の悪さだからという場合においても、いつまでも
おもりをするのではなくて、イエローカードがたまったら、レッドカード判定をして、つま
み出すことが皆さん方の職務です。
　5 倍、10 倍のエネルギーを込めて、大声で叫べとか、きついことを言えということを強く
お勧めするのではなくて、皆さん方の言いやすいフレーズを☆印で書きました。「規則・法
令により、どちらさまにも同じ対応をさせていただいております」「規則ですので、できま
せん」と毅然と答えればいい。あるいは「もう対応を拒否してもいい、否、拒否しなければ
いけない、それが当所の規則です。こういうことを申し上げるのは公務員としての私の義務
です」と言えばいいわけです。コンプライアンス条例や行政対象暴力排除対策要綱等々に必
ず根拠があるわけです。
　もっと大本の根拠規定は、地方公務員法の 13 条「国民は差別されてはならない」。30 条「全
体の奉仕者として公共の利益のために勤務」しなければいけない。皆さん方の義務です。32
条「法令等上司の職務上の命令に従う義務」があるわけです。
　企業においてはこういう根拠規定はないので、職場職場でこういう根拠規定を設けましょ
うということを強く申し上げているわけです。これについて後ほどもう少し詳しく事例で申
し上げます。

7-6．クレーム対応基本原則
　クレーム対応基本原則として、決して誤解していただいては困るところを申し上げます。
　①クレームの処理は担当者の個人負担にせず、組織的な対応だということです。
　②大半のクレームは、善良な市民からのものです。そこにごま塩のように、ろくでもない
特殊市民からのものが、全体の 0.01％～ 0.03％ぐらいの割合で交じっているわけです。です
から、市民の満足を得られるよう、不満感情の解消を図るべく、誠意を持って丁寧におわび
のあいさつをして、市民の話を十分聞くことは大事です。
　③クレームというのは 6 種類に分かれると私は思っています。説明してくれ、謝罪してく
れ、金を払って返してほしい、修理・交換・直してほしい、話を聞いてくれ、改善・改革し
てくれ、この六つだと思います。それに対する処理の仕方は八つあります。説明します、謝
罪します、損害を賠償します（お金を払います）、修理・交換・直します、改善・改革をします、
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今後の参考にさせていただきます、拒否・拒絶します。それから、無視するです。この六つ
と八つをイメージしながら処理をしていっていただくと簡単です。
　④申し出者の求めに応じて処理すべき、法的に相当な義務・責任や根拠、応じるべき正当
な程度・範囲などに入っているかどうか。ご担当の方の本来の職務、処理、業務上の守備範
囲を意識して、ストライクゾーンを意識して、そのストライクゾーンに入っている相当な処
理をするということです。守備範囲外、限度越えの処理はできないし、しない。だからといっ
て、オールスルーパスは駄目だということです。
　⑤申し出をしてきた人だけを特別扱いして処遇することは、市民平等原則に反することに
なりかねません。
　⑥対応・処理が難しい難クレームには、イエローカード制を導入して、レッドカードを切っ
ていいのだというところを全体で判断して、組織として排除することを心掛けていっていた
だきたいということです。

7-7．クレーマー対策 ABC
　分かりやすいように、まず資料 22 ページは、日刊工業新聞に、平成 20 年に 24 回にわたっ
て連載した「クレーマー対策 ABC」です。
　役所のカウンター窓口に連日やってきては、同じ主張・要求を大声で執拗に言い続けてい
る市民 A がいます。役所で問題市民、特殊市民と呼ばれているクレーマーです。相手をさ
せられている窓口の職員は、対応に出てしまった自分の不幸をのろいつつ、ののしられても、
ただただ耐えています。善良な市民としての住民要求を前面に押し出してくるので、お引き
取りくださいと拒否の強い態度をとれないからです。ただ耐えていることこそが自分の仕事
だとあきらめて、周辺職員も知らんぷりを決め込んでいます。
　公務員には、全体の奉仕者としての市民至上主義の呪縛があるので、こういうことになり
がちです。しかし、公務員には、職務遂行につき、法令等の規定や上司の命令に従わなけれ
ばいけない義務があって、法令等に基づいた処理以外はできません。また国民平等取り扱
いの義務もあるので、他と比べて差別的な特別なサービスなどもできません。市民 A には、
要求や主張には応じられず、「できません」という説明をしたとしても、説明を聞くような
耳は持たず、納得など決してしません。
　とすれば、A は役所・公務員の業務妨害行為者、クレーマーです。もはや善良な市民で
はないのだから、誠意ある対応から 180 度チェンジして、敵と見なして、ノーと言って拒否・
拒絶して、無視して放っておいた上、次は積極的に排除という行為が必要です。Aに対しては、

「これ以上相手をすることはできません。お断り、お引き取りください」と言って、拒否・
拒絶の対応をとって、急ぎ業務妨害の回復、通常業務ができるようにすることが、公務員の
皆さん方の義務です。
　そうしなければ、業務妨害行為者の A にだけ、特別な奉仕を継続させられることになって、
公務員法違反そのものだからです。公共の利益のための通常の業務が、一般の市民のための
公務が妨害されて、公務に支障が出ているわけです。A の繰り返しの話を聞いたり、相手
をして平行線のままの無為な長時間の浪費も公務員法違反です。A に対しては、役所の施
設を管理する施設管理権を皆さんお持ちですから、施設管理権に基づいて、役所内などの施
設からの立ち退きを求め、不退去を決め込むやからについては、警備員への通報、不退去罪
で 110 番を遠慮なくして、業務妨害を排除していくことが皆さんの責務です。そういうマニュ



184 おおさか市町村職員研修研究センター

行政対象暴力への対応策を考えるセミナー

アルが必ずどの市町村にも完備されているので、その活用がなされていないこと自体がおか
しいのです。
　また、23 ページの⑦は、企業にも当てはまるように書いてあります。本社に言う、社長・
首長に言う、マスコミ・役所・議員に言う、インターネット上に書く、弁護士に相談して訴
える。こういうことを市民から役所に対して言われると、困った、より面倒で、大ごとにさ
れては大変だと、担当職員は慌ててそれまで以上に相手方の説得に努めようとします。職員
が大ごとになると脅威に思って、困惑しやすい、紛争の拡大事実の告知だからです。この発
言は、クレームを言ってきた人が、別の解決手段を選んだので、これからやるぞと、宣戦布
告をした発言にほかならないものです。しかし、それをするかしないかは、それを言った人
の意の中で自由であって、いくら担当者がやめてくださいと言ったところで、やめるか否か
は、言った人の自由な裁量内です。
　普通考えれば、宣戦布告をして、訴えるぞ、次のステップに行くぞという宣言をした以上
は、それをやるだけのことです。皆さん方としては、こういうフレーズが出たら、宣戦布告
されたので、もう相手は敵なのです。敵に対するサービス行為はできない、この人はレッド
カードだということで、排除という対応をすべきなのです。それにもかかわらず、いつまで
も実行せずに、訴えるぞ、訴えるぞと、あえてためにする主張を繰り返す、ろくでもないや
つらの手のひらの上で転がされてたまるかということを知って、排除していってください。
　また 24 ページですが、⑫「私はそんなことは言っていない（聞いていない）。にもかかわ
らず、おたくの担当者の態度は何だ。なっとらんじゃないか。許せません」「おたくの A 担
当は A と言ったけれど、B 係長は B と言った。どっちが本当だ」など、多くはさまつな事
柄に関し、言った、言わない、聞いた、聞かない、ぎっこんばったんのシーソーの際限なき
論争に持ち込みます。市民からこのような抗議をされますと、役所のほとんどは、その責任
の所在を突き止めようと、事実確認に走りやすいわけですが、仮にこういう指摘が正しかっ
たとしてみても、よく見ていくと、事の本質とは無関係で、訂正・謝罪だけで足りることが
ほとんどです。既に何度も訂正済みや謝罪済みのことに対して、「謝罪の態度が不足です。
私は満足しませんし、許せません」という抗議には、もはや相手の納得を得るまでの努力は
無理、無駄だと悟ることです。限度限界超えの不当要求として「放っ得」、放って得をする
という当て字ですが、それ以降は拒否・拒絶です。
　見聞き違い、言い間違いや勘違いは誰にでもあります。以後気を付けるとするだけのこと
です。事実調査にいちいち時間と手間暇をかけて、元来よく分からないような事柄が明ら
かになったところで、問題にすべき価値なきことがほとんどだと知って、放置すべきです。
万一、そのことによって損害を相手に与えたというならば、これは役所の法的責任の問題で
すので、一担当者、一職場の皆さん方が決めることではありません。法務、顧問弁護士に相
談して、ハウマッチということを計算してもらう、あるいは証拠で検討してもらうという作
業が必要なステージに至るのです。
　ついでに 25 ページ、「誠意を示せ」「社会的責任や道義的責任があるでしょう、その責任
を示せ」などの意味するところは、全部抽象的であいまいな文句で、解釈も各人各様です。従っ
て、禅問答に近いやりとりになりやすいフレーズが、誠意や道義的責任、社会的責任などの
言葉です。
　金や金額を市民側から口に出すと、不当要求で恐喝未遂で逮捕されるのでまずい。あいま
いで便利なこれらの言葉を使って、役所側から金や金額やうまい扱いを受けるように、任意
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に相手方から提供させたのであれば大丈夫だということで、便利な言い回しだと思って使っ
ているのです。
　本来、こういう誠意や道義的責任、社会的責任というのは、それを自ら示すものであって、
相手から要求されるものではありません。例えばマスコミが第三者的立場で論評するのはい
いのですが、当事者がこういう言葉を出したら、それはもう不当要求だと決め付けていいの
だと断言しています。
　また、26 ページもぜひ知っていただきたいことです。⑰職員が訪問先で、長時間拘束さ
れて、軟禁状態で解放してもらえない。イメージしてください。お宅を訪問したら、日本間
で正座をして、正座をあぐらに変えるタイミングが分からなくて、3 時間も足がしびれて、
ひっくり返ってしまった。あるいは、水を掛けられそうになる。脅かされたり、暴言を吐か
れたり、罵倒される。「おまえもおれと同じ目に遭えよ」と言って、腐ったまんじゅうを食
べさせられる。あるいは、「土下座をしろ」などの強要。職員はこういう人権侵害行為に耐
えなければいけないのでしょうか。
　市民から同じ人間である職員が、なぜ体罰に近い苦痛を強いられ、脅迫やひぼう中傷に耐
えなければいけないのでしょうか。望んでもいないことを強要されたり、自分の自由意思に
反する行為をさせられていいわけがありません。罵倒され続けていいわけがないのです。市
側、役所側に、担当者側に、たとえ落ち度や非があったとしても、担当者個人の意に反した
クレーム申し出者の強要・脅迫は、事の本質とは全く無関係で、人権侵害行為そのものであっ
て、義務なきことを強いる強要罪や脅迫罪に当たります。市民だから、税金を払っているか
ら、金を払っているから、偉いから、役所や担当者に対して何を言ってもいいのですか。冗
談ではありません。そういう場合は、毅然と「やめなさい、やめてください」と、皆さん方
から積極的に発言して、心身に悪いことは我慢しすぎず、拒否・拒絶してください。
　何事にも限度限界がある以上、「相手に納得してもらうまで、誠意をもって粘って耐えて
説得」などという誤った意識は捨てることです。必要とあらば、一発でレッドカードで、そ
の場で 110 番通報が必要です。救急車をタクシー代わりに呼ばれて、へいこら行くのではな
い。常連から呼ばれて、あるいは土下座まで求められて、その場で所長以下 5 人で救急隊員
がろくでもない酔っ払いに土下座させられる。冗談ではないと、気軽に 110 番していくこと
です。
　もう一つ大事なのは、18 ページに漫画のお地蔵さんの絵があります。記事は後でじっく
り読んでいただければいいのですが、とにかく限度を超えたら、すなわちレッドカードが切
れたら、あとはノーと言って拒否・拒絶して、ほっとして得をするという大阪のしゃれですが、

「放っ得」ことです。「放っ得」教の教祖が私です。このほっとするようなお地蔵さんがご本
尊ですので、ぜひ皆さん方のデスクの前にこれを張っておいていただくと、「放っ得」、無理
をしないことをご理解いただけるのではないかと思います。

８．弁護士のクレーマー（ミンボー事件）対処方法

　レジュメの 10 ページに戻ります。クレーマーを含めて、われわれ弁護士がどのようなミン
ボー対策・対処、対応を指導しているのかという本音をお話しします。
　いろいろな企業や役所からご相談を受けて、どんどん 5W1H でご報告いただいている片っ
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端から、レッドカードを出していっています。これはクレーマーですよという根拠も示してご
指導しています。対応の仕方をアドバイスして、排除の仕方をご指導していきますが、「弁護
士の指導での結論です」というフレーズを言っていただくと、8 割方、相手方は引いていくと
いうのが、実体験からの回答です。そして即、内容証明郵便を出しましょうといって、出して
いることも割合多く、即、受任して裁判手続きなどということは、めったにありません。
　②配達証明付き内容証明郵便等を書いて出していくわけですが、相手方の悪事・悪性の事実
摘示をして、警告を発しています。今日は資料の 27 ページに、一番きつい内容証明郵便のサ
ンプルをお持ちしています。これはクレーマーで、なおかつ指定暴力団の組長に対して出した
ものです。
　簡単に読んでいきますと、小職らは、東京都 A 社の代理人として、次のとおり通知します。
　一　A 社らは、貴殿に対し、これまで昭和○年の貴殿宅新築に始まり、改装、総合組事務
所の新築等々について、商品の販売・施工・メンテナンスをずっとしてきました。
　二　が、会社において、今までの経緯を精査したところ、いろいろ通常商品の仕様や性能、
施工内容から精度について、無理な要求を出されたり、無理な対応を迫られていたのみならず、
本来業務をはるかに逸脱した行為までも強要されて、中には貴殿から受けたストレスによって
心身症に罹患してしまった者までいるほか、ほかの出入り業者にあっては、自殺者や行方不明
者までもが出ていたと聞いております。
　三　貴殿宅には監視カメラが 60 台、それを見るモニターテレビが 100 台、家の回りは赤外
線センサーが張り巡らされていて、高い城壁のような塀の上には鉄の針、夜はサーチライトが
2 基照らし出されていて、窓はみんな防弾ガラス、中に入るには二重、三重の施錠くぐり戸に、
木刀の備え置きがあちこち。そういう中での作業は、常に貴殿が率いる指定暴力団○○組の組
員らがダボシャツに入れ墨もあらわな監視下での作業を強要されてのものでした。また、命に
危険を感じるほどの恫喝も多々あった上、修理代金や売買代金を払わないなどの暴挙も繰り返
されてきました。例えば、1000 万円で受注して、喜んで納入したら、いろいろな細かいとこ
ろにいちゃもんを付けられて、3000 万円の持ち出し、何のための商売か分かりませんでした。
　四　以上、あなたの行為のほんの一部の概要をここに掲げましたが、貴殿との取引経緯・事
実を踏まえて、次のとおり通知します。従業員の生命・身体に現実の危険があって、奴隷的忍
従を強要する貴殿が支配する貴殿宅や組事務所、貴関係先に対し、今後大事な従業員を派遣し
たり、大事な商品を提供しません。コンプライアンスにのっとって従業員の生命・身体・自由
を保護し、企業としての社会的責任を果たすためにも、グループを挙げて一丸となって、あな
たとの関係を一切絶ちます。従って、新たな受注はもちろんのこと、今まで納品した商品が壊
れた、たとえ保証期間中であっても、保全・維持等のサービスの提供は一切お断りしますし、
もう行いません。ですから、会社や役員、従業員、家族・関係者に対し、訪問してきたり、電
話をよこしたり、手紙をよこしたり、一切の接触はお断りしますので、やめてください。
　なお、あなたのこれまでの悪質な数々の行為については、脅迫罪・強要罪・逮捕・監禁罪な
ど、刑法のあちこちの罪に当たると思われましたので、あちこちの県警本部や警察署には相談
済みです。まだ被害届には至っておりませんが、万一、この警告書に違反したような場合があ
れば、刑事、民事を問わず、断固たる処置を執ります。のみならず、日本国のこのポイントに、
このような人が住んでいることを、マスコミも使って広く世に公表するよう準備中です。とい
うようなことを書いて、本件については弁護士が通知人より受任しておりますので、仮にご意
見等がある場合は、関係者に対してではなく、弁護士の方に連絡をくださいと書きました。
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　大体、内容証明郵便はこんなきついことを書いているわけですが、こういうものを書いて出
しましたら、翌日、これが相手方の組長のところに着きまして、組のナンバー 2 から電話がか
かってきました。

―電話録音―

　関東やくざです。早口ですので非常に聞き取りにくいかもしれません。とにかくやくざの武
器としては、機関銃のように早口でまくし立てて、相手を困らせるというのが一番の武器になっ
ています。こういう電話が弁護士のところにかかってきて、30 分がんがんやられて、また 15
分間、組長に替わってがんがんやられて、それで終わっています。こういうきつい内容証明郵
便が相手方に着くと、95％以上の確率で相手方は黙ってしまいます。これがミンボー行為者の
特徴です。弁護士が内容証明郵便で書いて、相手に着くと、95％以上の確率で終わってしまう、
しーんと黙ってしまうのです。「分かったよ、深澤さん、もうやめるよ」と電話がかかってく
るケースであれば、成功報酬を依頼者に請求しやすいのですが、黙ったままというのがほとん
どです。
　残りの 5％未満のケースが、今お聞きいただいた、電話が弁護士のところにかかってくる。「弁
護士さん、ひどいね。あんた、一方的に依頼者の側に立った事情聴取をして、そのまま書いて
きたけど、おれたちにも言い分があるんだよ。聞いてくれ」という弁解、抗弁の電話がかかっ
てきます。それでも、今のケースのように何事もなく終わっています。
　それでも終わらない場合はどうなるのかというのが 11 ページ以下です。④で初めて弁護士
として法的手続きをとっていきます。仮処分の申し立てを裁判所に起こしていくのが a、事務
所や自宅に電話をよこすな、架電禁止の仮処分、面談を求めて事務所や自宅にやってくるな、
面談禁止の仮処分、街宣車が役所や自宅に来た場合も、街宣禁止の仮処分という決定を裁判所
に求めて、止めています。それでも駄目な場合は、b、債務不存在確認の訴え、あるいは調停
等を起こしていっています。実際に北九州や金沢市では、こういう裁判を起こして止めていま
す。皆さんの自治体においてもぜひということです。
　d、ろくでもない人たちが法的手段を利用して訴えるぞということをよく言ってきているの
が昨今ですが、本当に訴えるかというと、95％以上の確率で訴えてはきませんので、皆さん方
がそんなに気にすることはありません。
　また、e、刑事処分が必要な場合は、刑事告訴や被害届を出していっています。民事不介入
の原則というのは、2000 年 8 月に当時の田中節夫警察庁長官が、今までは確かに戦後 50 年間、
民事不介入の原則を現場で持ち出されると、すごすごと去っていくような警察官もいたけれど
も、これからは改めますと言い切って、以降、現在の警察大学校の教科書には、民事不介入の
原則という言葉を現場で吐かれたからといって、すごすごと引き下がるなということが載って
いるわけです。
　また、f、警察に気軽に出向いてレポート、その効果は抜群と申し上げておきます。われわ
れ市民としては、警察署は気軽に行くような場所ではないと思っていますが、職場のクレーマー
のことについても、5W1H で 5 分間で結構ですので、ぜひ気軽に刑事課に飛び込んで、話をし
ておいてください。それをしますと、二つ大きな効用があります。一つは、職場のみんなが、
あの人のことを警察も知っていてくれるということで、安心感が非常に広まるわけです。もう
一つは、クレーマーの相手方に対して、「あなたのことは○○警察署にも相談申告済みですよ」
と事実を告知することができるからです。言われた方はどうでしょうか。すねに傷をたくさん
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持つ方は、やばい、もうやめておこうとなります。まだうぶな、クレーマーになろうという本
を読んで、おれもやってみようという人はどうなるでしょうか。「警察に言ってしまったの？
　いつ逮捕に来るのですか」と言って、がたがた震え出す人が割合多いです。ぜひ気軽に警察
に、そんなに深刻に申告する必要はなくて、簡単にレポートするだけで十分です。

９．皆さんにできるクレーマー（ミンボー事件）対処方法

　誰であっても皆同じに、簡単に対処できますよということを、強くお勧めしていくのが次か
らです。
　1、相手が暴力団員であっても、えせ右翼行為者であっても、えせ同和行為者であっても、
悪質クレーマーであっても、みんなトリック、ペテン師だというのが私の結論です。皆さん方
を慌てさせて、困らせて、どうしよう、そのくらいだったら特別サービスをしてしまえ、ある
いは順番を早めてしまえなどという、特別待遇を期待したトリックを使うペテン師だというの
が結論です。
　2、こんなことは通報する事件か、相談する事件かということで躊躇していたら、時間がもっ
たいないですので、遠慮なくいっぺんに、すぐさま必要部署に通報してください。
　3、何か変だぞ、この人おかしいぞと思ったら、それはイエローカードを頭の中で切ってい
るのと一緒ですから、見える化、可視化ということで、実際にデスクの上にイエローカードを
切ることです。そして、同僚と一緒に協議をして、レッドカードかどうかを判断することです。
　7 番目に、「民暴のトライアングル」とありますが、資料 12 ページ上の漫画です。ヘルメッ
トをかぶった民間企業のおじさんに対して、下の暴力団員が「おい、現場であいさつがないじゃ
ないか」「警備員が少ないぞ」「土砂が山積みだ」「あいさつ料ぐらい払え」みたいなことをに
おわせるわけです。民間企業としては、企業対象暴力排除に一生懸命ですので、「だから、ど
うしたんですか」と言って、毅然たる対応をとります。毅然たる対応をとられると、ろくでも
ない人たちは真ん中で汗をかいている公務員に対して文句を言ってきます。「おい、行政指導
しろよ」「工事を止めろよ」「指名停止にしろよ」「おたくの官工事だろう。どうにかしろよ」といっ
たことを日々言ってくるわけです。
　そうすると、非常に気が弱い皆さん方公務員は、どうせ上司に相談したところで、ろくな返
事・指導は返ってこないので、ヘルメットをかぶった民間企業のおじさんに対して、「何とか
してくださいよ。おたくの工事のことで、何で私があんな怖い人からいちいち言われるの」と
はっきり言える人も少ないので、「夜も寝られないくらいになってしまって困っているのです」
と言ってぼやくのです。ただ、ぼやかれただけで、ヘルメットをかぶった民間企業の人たちは
どうでしょうか。行政指導を受けるような監督官庁だったら、なおさら、あるいはそうでなく
ても、役所の人が困っていることだから、何とかしなければいけないということで、本来毅然
たる対応をとっていた暴力団員等に対して、払わなくてもいい特別な金品を払ってしまう。こ
ういうクレームの圧力関係があったのです。
　だから、そんな圧力関係に、知らず知らずのうちに、善良なまじめな公務員の皆さん方が、
ろくでもない連中のフォローの風として利用されてたまるかということを、ぜひ認識していた
だきたい。明日からは、ヘルメットをかぶった民間企業のおじさんとスクラムを組んで、「あ
んな人たちに負けては駄目ですよ、一緒に排除しましょう。役所としては一緒に排除するシス
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テムになっているのです。警察の OB も最近来ているから」と、率先して、社会からろくでも
ない人たちの不当要求を、排除するように、指導していっていただきたいということです。
　こういうクレームの圧力関係は、いろいろなところにあるというのが下の図です。特に皆さ
ん方につきましては、一番下、ブラックは首長や議員に対していろいろと文句を言うことによっ
て、役所職員に対して圧力をかけることが多いです。もうこういうことは許される世の中では
ありません。そういう場合は、ぜひホットラインを活用して、排除していってください。
　レジュメの 11 ページに戻ります。8、そうは言うけれども、役所、当方に、あるいは担当者
にミス・不手際があった、だから、相手のいいなりになるのも仕方がないと思い込むのが皆さ
ん方の悪いところですので、思い込むな、あきらめるな、あきらめる必要はないということを
強く申したいがために、この階段のようなものを作っておきました。
　当方にミス・落ち度があるかないかを計る意味で、階段 10 段をイメージして上っていきま
しょう。落ち度・ミスが当方にあるかないかをまず計っていただいて、なければ階段 1 段止ま
り。あった場合には 2 段目に上がっていただいて、ミスがあったわけですので、相手方に謝罪、
おわびのあいさつをしていただく。3 段目に上がって、損害が相手にあるかどうかを見ていた
だいて、損害がなければ 3 段止まりですが、損害があったとなると、4 段なおかつ 5 段目に上
がって、ハウマッチということを中 2 階にある別室のドアを入っていただいて、その専門部署
で計算していただく、あるいは法的な判断をしてもらう必要があるわけです。それほど損害賠
償、当方の責任の所在があるのか、ないのかということは、すべからく専門部署が判断する問
題であって、皆さんの部署ごとに判断すべきではないし、ましてや担当者一人一人が判断すべ
き事柄ではないからです。
　すなわち、ミス・落ち度があった、不手際があった。だから、相手が言うことも仕方がない
と考えるのは、階段の 2 段目と 5 段目の中 2 階にある別室と取り違えるような、大変な大誤り
を犯していることに等しいことを認識していただきたいということです。ですから、ミスで慌
てる必要はないということです。
　また 9 番、「ハンディキャップがある私だから、もっと優遇してほしい。こうしてよ、何で
できないの」。こういうことにいちいち応じていたら、市民平等原則に反するということです。
皆さん方は、法令にのっとったサービスに限度・限界があるのだということをぜひ意識してい
ただいて、皆さん方の大きな誤り、相手のいいなりになりさえすれば、すぐ簡単に終わると思
いすぎているのが皆さん方の悪いところです。明日からは、「できないものはできません」「無
理なものは無理です」と、はっきり言うことです。市民平等原則の貫徹をイメージすれば、公
務員法遵守をイメージすれば、簡単に言えるはずです。
　12 番目、「話術のツボなど：担当者自身でできる排除方法の極意」と書きましたが、市民で
あれば、全部誠意をもって回答、対応というのは当たり前です。この人は執拗なクレーマーで
はないかと思っても、クレーマーだとある程度分かっていても、誠意をもった対応しか今まで
できなかったのです。でも、今申し上げたように、クレーマーだと判断できたら、それはもう
誠意をもって対応すべき善良な市民とは違うとお分かりいただいたわけです。善良な市民では
なくて、もう敵なのです。敵である以上は、態度を 180 度変えて、どれほど変えるかというと、

「ばかか、おまえは」と言っては駄目ですよ。相手は怒りますし、また平成 11 年に起きた東芝
のインターネット事件の二の舞になります。そういうことはやめて、「駄目です。できません。
市民平等に扱っています」というフレーズを淡々とおっしゃれば、相手も「あれ？　昨日まで
温かく誠意をもって対応していたのが、何で急に北風に変わるんだ。役所は何かたくらんでる
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な。警察に相談しているかもしれない。警察 OB が動いているかもしれない」と思って、警戒
心を持って引いていく確率が 70％以上です。
　それでも駄目な場合は、b、「（優しく対応してきた）私の手を離れますよ」。「優しく」とい
うのは口に出しては駄目です。それを醸し出すわけです。「しかるべき部署に相談するシステ
ムになっています」。しかるべき部署とはどこか。警察とか、弁護士というシステムになって
います。あるいは行政対象暴力排除対策室です。d、もう相談してしまったというのが、相談・
申告済みということで、これは 8 割方、非常に有効なフレーズです。「警察にあなたのことは
相談済みですよ」ということです。e、「弁護士から指導を受けております。警察からも指導を
受けております」。あるいは、g、「告訴準備に入っております」。
　あるいは「電話会話などは録音させていただきますが、よろしいですか」。こういうフレー
ズを言うと、8 割 5 分引いていきます。あるいは「さっきから録音していました」というように、
黙って録音しておいて、後から告知するのも非常に効果的ですので、1 回ぜひお試しください。
それはプライバシーの侵害で問題ではないのかというと、問題ではありません。黙って電話会
話録音してもいいし、施設内であれば、相手と相対したときに録音テープを黙って回しても全
然問題ありません。証拠価値もあります。それは後ほどまた申し上げます。
　j、「これは私どもの規則です。決まり事です」と言うと、非常に迫力があります。皆さん方
はそういう規則をお持ちです。「それを言うのは私どもの義務です」。K、「訴えるわよ」「どうぞ、
仕方ありません。結論は変わりません」。あるいはもっと言っていただくと、l、「どうぞしか
るべき機関へ申し立てください」。そこまでこちらから言ってあげても全然問題ありません。
　13 番目、人としての尊厳を傷つけられたときというのは、先ほどの記事でお読みしたとお
りです。何か危害を加えられそうになったら、最低限とるべき態度。税を徴収に行く人が水を
かけられそうになったら、「何をするのですか、やめてください」。小銭を顔にぶつけられて、「払
えばいいんでしょう」。「何をするのですか。やめてください」のみならず、けがをしたら、そ
の場ですぐ遠慮なく 110 番することです。ガス、水道料金を取りにいく方も同じです。救急隊
員も引っ掛けられたら、そのくらいはしなければ駄目です。また、電話受け付け部門の女性職
員も、セクハラ電話、善良な市民だからといって、耐えすぎは駄目ですよ。ぜひイエローカー
ドを持っていて、この人は早く終わらせる、電話会話を切る、「失礼します」と言って、イエロー
カードを切ること、それが業務妨害行為者を早く排除して、善良な市民からの電話受け付けを
普通に、よりスムーズに受けやすくすることになるからです。
　14 番目、訪問して、中に入ったら、ろくでもない連中に囲まれて、念書を要求されて、書
かされてしまった。そういう場合は、万一書かされた場合でも、もう駄目だと思って、公務員
人生終わりだと思って、首をくくる必要はありません。なぜならば、錯誤無効、脅迫取り消し、
詐欺取り消しができるので、書かされても、いつでも弁護士に相談することとです。
　また 15 番目、すぐに来いと言われたら、割合皆さん方、すっ飛んでいきやすいわけです。
その必要性、緊急性、当事者性、義務かということを計ってからでも遅くありません。
　16 番目、役所や地域や業界や企業等で有名クレーマーは、必ず何十人も何百人もいます。
あらゆる食品への毛髪混入クレームで有名なクレーマーが、5 年前、千葉県にいました。この
人は JR の田舎の駅から車で行かないといけない遠いところに住んでいて、JR の小さな駅に日
中サラリーマン風の男性二人が駅前に降り立ちますと、駅の前にはタクシーが 2 台ぐらいしか
止まっていません。行き先も告げないのに、「○○さんちね」と言われるほど、有名なクレー
マーです。それほど被害が多かったということです。こういう有名クレーマーは、どの役所に
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も、皆さんの事業所にも必ずいるはずです。そういうクレーマー、不当要求行為者、あらゆる
ミンボー行為者について、ブラックリストを役所、事業所で持ちましょう。そういうデータベー
スを作りましょう。また、そうして作ったブラックリストのデータベースを、役所間で交換し
合いましょう。
　個人情報保護法や、それにかかわる条例が心配かもしれませんが、冗談ではない、そんなこ
とで揺らぐような、わが国の法律ではないことをご理解いただくために、資料の 29 ページに
個人情報保護法についての経産省のガイドラインを付けておきました。皆さん方の条例につい
ても、全く同じ規定ぶりになっています。
　☆ 1、法の 2 条 5 項で、法によって保護される個人情報とは何かというと、その存否が明ら
かになることによって、公益その他の利益が害されるものとして、政令で定めるもの以外を、「保
有個人データ」として保護すると言っています。
　では、政令で定める保護しないものは何かというと、☆ 2、政令 3 条の一番下のアンダーラ
インです。そのブラックリストの「データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な
行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」については、保護しませんと言っています。
　それは具体的にどんなものかというと、30 ページ下の☆ 3、いわゆる総会屋等による不当要
求被害を防止するため、事業者が総会屋等を本人とする個人データを持ってもいいということ
です。また、その下、いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するた
め、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データはぜひ持ちましょうと言ってくれているわ
けです。
　また、交換については 31 ページです。法の 23 条 1 項で、次に掲げる場合を除くほか、個人デー
タを第三者に提供してはならないと言っています。あくまでも、相手の同意を得て提供しなけ
ればならないと言っているのですが、除外される場合、すなわち相手のブラック本人に内証で
データを渡してもいい場合は、2、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難な場合は、本人の同意を得なくてもいいのだと言っています。
　それはどういう場合かというと、32 ページの☆ 5 です。「人や法人の生命又は財産といった
具体的な権利利益が侵害されるおそれがあり、これを保護するために個人データの提供が必要
であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合」はいいと言っています。
　もっと分かりやすく言うと、33 ページ、プライベートカンパニー間において、意図的に業
務妨害を行う者の情報について情報交換してもいいと言っています。
　ですから、意図的に業務妨害を行う場合は、役所間において、これは経産省の場合ですから、
皆さん方は役所に当てはめてお考えいただければいいということです。経産省の例だけを挙げ
ておきましたが、最初に飛ばした資料 1 ページ、企業が反社会的勢力による被害を防止するた
めの指針が平成 19 年 6 月に内閣府から発信されています。これはどんな企業であっても、こ
の指針を守らなければいけないとされているものですが、行政も全く無関係ではないのです。
こういうことを企業に対して指導するべきなのは行政でもありますし、これを履行してお手本
とならなければいけないのが行政ですから、大阪府や大阪市の例にありますように、反社会的
勢力との関係は断たなければいけないという、わが国の施策になってどんどん推し進められて
きています。
　あの 10 年遅れてきた相撲協会でさえ、反社会的勢力排除に乗り出さざるを得ない世の中が
到来しています。役所であれば、相撲協会以前に、もっと健全化を図らなければいけないこと
はご理解いただけるはずです。
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　レジュメの 13 ページ、◎ 17、職員が「あんたの家の場所は分かっているよ。家族構成も分
かっているぞ。お嬢ちゃんが小学校 6 年生でかわいいよね」と脅かされて、不安。こういうこ
とを言われたら、100 人が 100 人とも、「えっ、脅かすのですか？」という言葉をぜひ吐いてやっ
てください。こう言われますと、相手方は一生懸命、「それは誤解だよ。違うよ。何か誤解さ
れちゃったら困るよ」と弁解に努めだしますので、ぜひ突っ込んで、「えっ、脅かすのですか？」
は、気軽に吐いてください。本当に怖いと思ったら、「警察に行きます」と、そこまで言って
あげてください。あるいは「行ってきました」「届けてきました」とまで言ってください。相
手は悪さを絶対にしなくなってきます。「怖い」とか言うと、もっと脅かされるのではないか
と思うのが、一般市民のわれわれですが、逆です。「怖いんです」と、大きな声でオーバーア
クションで言ってあげてください。
　また、私もよく言われますが、「てめえ、ただじゃおかねえぞ」と脅かされます。これも、
しめたということで、「『ただじゃおかない』とあなたは言いましたよね」。「ただじゃおかない」
を 20 回ぐらい繰り返して、「どういうことですか」と責めるのです。相手はへきえきして、電
話などは速やかに切って、もう二度と電話をしてこない確率が高いです。
　あるいは 18 番目、不当要求電話への一般的な対応の仕方。内容を特定して、相手方の特定
をする。この 2 要件に応じなければ、「対応できません、対応しなくてもいい職場の規則です」
と、はっきりそういう規則を設けておくと、簡単に排撃できますし、明確な拒否回答を 1 分間
に 2 回以上言いましょうというお勧めをしています。どう言うかというと、a、「できません、
しません、やりません、もう知りません、答えられません」。「先ほどから言ってきたとおりの
繰り返しですから、平行線ですので、この電話はもう切ります」。ガチャ、プツ。これでいい
のですが、最近ここまでノーという言い方をいろいろ変えるのも、もったいない余計なサービ
スだと気が付きました。最近のはやりは、ぜひ英語でノー、ノー、ノー、ノーのリピートでい
きましょうということを強くお薦めしています。それでは変化がないという方においては、10
回に 1 回ぐらいの割合で、ノンというフランス語を交えてください。
　また、最近会得した方法で、c「無言の行」です。A という市民からまた同じ電話だ。「深澤さん、
○○だったよな」。また言っている。これで 1 時間取られちゃうよ。1 時間なんて無為な時間
の浪費は、公務員としていけません。それを簡単に排撃できる方法の一つとして、無言の行で
す。「深澤さん、○○だったよな」と聞かれても、黙ってしまう。「違うのか。○○だよ。○月
○日、こうじゃなかった？　この前そう言ったよね」。黙ってしまう。相手は必ず「おい、聞
いているのか」と聞きます。これだけは「はい、聞いています」と答える。あとは黙ってしま
う。どうでしょうか。相手は 10 分も電話を続けられません。「会話にならねえじゃないか」と
言って、大体切っていきます。一度お試しください。
　なかなか皆さん、サービス精神にあふれていますので、黙ってしまうことができないのです。
ぜひ夫婦げんかの際に、相手方に対して、1 回黙ってみるということをおやりいただきたい。
黙りきれたら、どんな相手でも簡単に黙ることができるはずですので、お勧めします。
　また、e「出掛ける時間なので、この電話は切ります」。相手の嫌がるところに出掛けること
を口実として、電話を切るのも一方法です。「あなたのことで」をにおわせつつ、「最寄りの大
阪府警に出掛けますので」というような、警察などを口実にもうけると、非常に切りやすいし、
相手も納得しやすい。親の遺言で、どんな場合もうそを言うのはよくないと言われている方は、
最寄りの警察署まで散歩に行けばいいわけですので、ぜひ気軽にお使いください。そういうこ
とを言ってもいいという規則を、職場で簡単に設けておくと、言いやすいです。
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　そうやって切ると、じゃんじゃん抗議の電話がかかってきます。「一方的に切るのはけしか
らん。失礼じゃないか」。私どももよく言われます。「弁護士がそんな対応をしていいのか」と
言われます。皆さん方も「役所の人間がそんな対応の仕方でいいのか」と言われます。クレー
マーに言われた場合には、ぜひ「いいんです」と言って、どんどん電話を切ってしまうのです。
そういう職場の規則を設けておくと、業務妨害電話は排除できるはずです。
　相手の固定電話からかかってきている場合は、NTT に相談して、受容拒否という方策をと
るのも簡単です。
　また、黙って相手との電話会話を録音してしまう場合は、最高裁のそこに掲げた判例があり
ますので、全然問題ありませんし、それを証拠として警察署に持ち込んだり、あるいは民事の
裁判でも有効な証拠で価値はあるとされています。すなわち、A と B が電話で話をしていると、
会話内容の秘密性はないわけですから、それを後日のために黙って記録化して、録音をとって
いても何も問題ないということです。
　14 ページの◎ 19、不当要求行為者がアポなしで、例えばイメージとして、右翼団体のユニ
フォームに身を包んで、どやどやとこわもてがやってきた。そういう場合、基本は、お会いし
ても結論は変わらないので、さっさと切り上げるべく、5 分以内で、短時間でお会いするとい
うことだろうとは思うのですが、相手が二人で来たら、それ以上の数で対応ということが、ど
のマニュアル本にも書いてあります。体の大きな男性職員を同席させようとする市町村が非常
に多いわけですが、深澤流にはそれはお勧めしません。なぜなら、体の大きな男性は気が小さ
いのです。女性職員の方が肝が据わっていますので、ぜひ女性職員を同席させてください。こ
れは決してジェンダー差別で申し上げているのではなくて、どの刑事さんに聞いても、皆さん

「そうだよ、男の方は全然だらしがないけれど、女性はどうしてああ肝が据わっているのかね」
と感心しています。
　20 番目、原則維持、例外なし、拒否・拒絶、少しは弁護士のように性悪説の観点から、ま
ゆにつばを付けて相手を疑ってということを心掛けてください。不安、困惑を増大させていく
のは、おのれの頭の中だけということに気が付いていただきたい。
　21 番目ですが、嫌がらずに対処するには、それでも怖い、嫌なときには、ぜひてんびんば
かりをイメージして、片方のお皿に費用とリスクを載せて、片方のお皿に効果、メリットを載
せて、相手の心理を計ってあげるということが、一つの冷静になるスケールだと思います。陥
りがちな過ちとして、この場だけ穏便に済ませてしまおうというところが、公務員の悪いとこ
ろです。
　22 番目、今まで私の持っている排撃方法の極意をすべてさらけ出しました。よし、うちの
部署でもやってみようと思っていただいている方が、ほとんどだと思います。しかしながら、
やろうという気になっている皆さん方に、駄目だよといって水をぶっかける人が、必ずどの組
織の内部にもいます。組織内部の上の方の役職員や幹部職員の中に必ずいるわけです。トップ、
上から 1 ～ 3 番目ぐらいは、コンプライアンスの実践は大事だ、深澤の言うとおりにやろうと、
やる気満々ですが、上から 4 ～ 25 番目の間に、政治的判断や市民至上主義を曲解した幹部職
員が必ずいます。やろうとするときに、「それはそうだけどさ、もうちょっと誠意を尽くそうよ。
善良な市民なんだよ。クレーマー、冗談じゃない。レッドカード、何を言うんだよ。もし訴え
られたらどうなるんだよ。僕が責任を取るんだよ、君」と言って、水をかけます。
　こういう人に対しては、「どういうふうにうまくやるか、具体的に述べて教えてください」
という質問を、皆さん方の口から発してください。「言えないよ、そんなこと」という方が大
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半でしょうから、そういう方々のためには、このページをコピーして、主立った幹部の人たち
のデスクの上に置いておいてください。でなければ、背任行為者となってしまうでしょう。ホッ
トラインを活用して、市町村の恥が世間に広まってしまうでしょう。そのような幹部職員につ
いては、どんどん首をすげ替えることが健全化のためには不可欠ですから。
　また 23 番目、「面談対応：機械的・画一的対処方法」ですが、①大声でわめく人に対しては、

「お静かに話してください。聞こえています」「大きな声で続けると、退去していただきますよ」
という言葉、フレーズをぜひ。また、②「これ以上お話し合いできません。お引き取りくださ
い。いいんです。規則です」。
　また、③ろくでもない人と分かって、また来るということが事前に分かっている場合は、事
前に用意したペーパーを相手に見せる、あるいはコピーして渡すという作業が必要でしょうと
いうことで、資料 34 ページに一つの例を書いておきました。「貴殿から当所に対するクレーム
案件についてのお断りについて」ということで、一つは弁護士を壁としてしまい、一切、弁護
士の方へどうぞということです。これは一番気軽なスルーパスの方法です。なお、大阪弁護士
会には、非常にやる気満々の弁護士がたくさんいます。皆さんの行政において必要とあらば、
いつでもご紹介しますので、お気軽にお声を掛けてください。
　このペーパーを見せる、渡す、あるいは担当者がこれを読み上げるという作業が必要です。
職場で一人で読み上げるのは怖いですから、2 ～ 3 人で一緒に読むわけです。不謹慎な発言で
はありますが、お経を読むように、2 ～ 3 人で合唱する。相手はどうせ聞きっこないですから、
2 ～ 3 人で駄目なら、もう一人加わる。4 人で駄目なら 5 人、5 人で駄目なら 6 人、6 人で駄目
なら職場の全員で、年末に第九を歌う大合唱のように、職場の全員で同時に読み上げる。それ
をやることによって、ほかのところから、関係ない善良な市民たちがそれを見ていると、あの
人がおかしな人だ、それに対して役所が毅然とスクラムを組んで排除に乗り出しているという
ことが一目瞭然ですから、お勧めです。
　また、④「これ以上は対応しません。要求お断り」と書いた紙を、駐車禁止の赤い三角形のコー
ンに張り付けて、カウンターの上にどてっと置いてしまう。これも一つのアピール行為です。

10．まとめ

　まとめますと、先ほど書いたフレーズがそのまま載っていますが、1 の 2 行目、こんなレッ
ドカードのやつらに、日々の汗水の成果を取られてたまるかと、ぜひそういうファイトのエネ
ルギーを胸に秘めて、排除をしていっていただきたいと思うわけです。
　どこの職場、どの部署、例えば大阪府警、あるいは大阪地検、大阪高検、最近ちょっと名を
落としていますが、どの職場であっても、ややもすると、自分たちだけでうまく処理して、大
事に至らないようにと、心の余裕のないまま、早く処理したい、逃れたいという思いで処理し
てきた案件が、こういうクレーマーだったり、レッドカードのやからに対してです。断るとき
は断る、「断ってもいいこと」、否、「断らなければいけないこと」、ノーをはっきり言うことさ
え実践できればいいわけです。
　弁護士は、こんなクレーマーのささいな案件で、相談に乗らないなどということはありませ
ん。皆さんのお困りのことについては具体的に相談に乗って、ご指導をして、排除をしていき
ます。ですから、いつでも遅くありません。慌てないで、とにかく弁護士に相談、それを役所
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として、システムとして相談できる弁護士さんが絶えずいれば、活用できます。いつでもご紹
介します。
　真の幹部・職員の発言、「しっかりきっちりやる。うみを探して掘り出して、根治する。一
切の責任は私が取る」ということで、公平・公正・平等、市民の範となって、やっていってい
ただきたいということです。
　最後に参考文献を掲げておきました。一人でも多くの職員の皆さんが、少しでも明るく笑顔
で、より楽しく働きやすい職場に、そして明るく仕事ができる職場になるように、ぜひイエロー
カード制を導入していっていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
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●関係法令

１．刑法

【公務執行妨害】

　　　　（例）職務執行中の公務員に対してこぶしで顔を殴りつけたり、殺してやる
　　　　　　などと言って脅迫する。

　　＜条文＞　第 95 条第 1 項
公務員が職務を遂行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3 年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する。

【職務強要】

　　　　（例）公務員を脅迫して有利な課税上の取り扱いを強要したり、業者を不当
　　　　　　に指名停止にさせることを強要する。
　　　
　　＜条文＞　第 95 条第 2 項
　　　公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させる
　　　ために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

【威力業務妨害】

　　　　（例）庁舎内の水道を出しっぱなしにして庁舎を浸水させた。窓口で数百枚
　　　　　　のビラをまいたなど役所の通常業務ができないようにする。

　　＜条文＞　第 234 条
　　　威力を用いて人の業務を妨害した者は、3 年以下の懲役又は 50 万円以下の
　　　罰金に処する。

【器物破損】

　　　　（例）物を投げ捨てたり、机を蹴飛ばしたり、施設の壁にペンキを塗りつけ
　　　　　　たりする。

　　＜条文＞　第 261 条
　　　他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の
　　　罰金若しくは科料に処する。
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【暴行】

　　　　（例）殴る、蹴る、髪の毛や衣服をつかんで引きずり回す。体を激しく突く
　　　　　　又は押し倒す。

　　＜条文＞　第 208 条
　　　暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2 年以下の懲役若し
　　　くは 30 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【傷害】

　　　　（例）こぶし、木刀等で殴打し打撲傷を負わせたり、度重なる無言電話によ
　　　　　　りノイローゼや不眠症などに陥らせる。

　　＜条文＞　第 204 条
　　　人の身体を傷害した者は、15 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

【脅迫】

　　　　（例）殺してやる、家に火をつけてやる等と言う。
　　　　　　無言で凶器をちらつかせる。

　　＜条文＞　第 222 条
　　　生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し
　　　た者は、2 年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処する。
　　　２　親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
　　　人を脅迫した者も、前項と同様とする。

【恐喝】

　　　　（例）公務員の倫理規定違反をネタに、賛助金名目で金品を出すよう脅迫文
　　　　　　書を郵送する。

　　＜条文＞　第 249 条
　　　人を恐喝して財物を交付させた者は、10 年以下の懲役に処する。
　　　２　前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた
　　　者も、同項と同様とする。
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【強要】

　　　　（例）暴行や脅迫をもって、書面にしろ、謝罪しろ、辞職させろ、告訴を取
　　　　　　り下げろ等と要求する。

　　＜条文＞　第 223 条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し
た者は、3 年以下の懲役に処する。
２　親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前
項と同様とする。
３　前二項の罪の未遂は、罰する。

【名誉棄損】

　　　　（例）人の社会的評価を低下させるおそれのある内容の記事を情報誌などに
　　　　　　掲載し、これを頒布する。

　　＜条文＞　第 230 条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわ
らず、3 年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する。
２　死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場
合でなければ、罰しない。

【建造物侵入】【不退去】

　　　　（例）役所の措置に対する抗議を内容とする宣伝ビラを職員に配布する目的
　　　　　　で強引に役所内に入る。何回となく退去の要求を受けても、その場か
　　　　　　ら引き下がろうとしない

　　＜条文＞　第 130 条
　　　正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しく
　　　は艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去し
　　　なかった者は、3 年以下の懲役又は 10 万円以下の罰金に処する。
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【窃盗】

　　　　（例）職員が目を離した隙に、カウンター上に置いてあった役所の書類を持
　　　　　　ち去る。

　　＜条文＞　第 235 条
　　　他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10 年以下の懲役又は 50 万円
　　　以下の罰金に処する。

【公用文書毀損】

　　　　（例）職員が提示した役所が保管している文書を破り捨てる。

　　＜条文＞　第 258 条
　　　公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3 月以上 7 年以下
　　　の懲役に処する。
 

●特別法

【暴力行為等処罰に関する法律違反】

・集団的暴行、脅迫、器物損壊の罪

　　　　（例）暴力団等の名前を告げたり、刃物をちらつかせたり、2 人以上で共同
　　　　　　して人を蹴りつけたり、脅したり、物を壊す。

　　＜条文＞　第１条
　　　団体若しく多衆の威力を示し、団体若しく多衆を仮装して威力を示
　　　し又は凶器を示し若しく数人共同して刑法第 208 条、第 222 条又は
　　　第 261 条の罪を犯したる者は３年以下の懲役又は 30 万円以下の罰
　　　金に処す。
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・集団的、常習的面会強請、強談威迫の罪

　　　　（例）施設の利用や各種許可をしてもらうため、威力や凶器を示してこれら
　　　　　　を要求する。

　　＜条文＞　第２条
　　　財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以って第 1 条の方法に依り面会を強
　　　請し又は強談威迫の行為を為したる者は 1 年以下の懲役又は 10 万円以下の罰
　　　金に処す。
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研究員名簿

「折衝能力向上研究会」研究員名簿

研究員

市町村名等 所　　 属 名前

池田市 保健福祉部保健福祉総務課 梶本　　聡

高槻市 教育委員会青少年課 籠谷　啓史

島本町 民生部福祉保健課健康福祉事業室 矢野　祥代

枚方市 環境保全部淀川衛生事業所 樋口　英俊

寝屋川市 環境部環境政策課 樋口　克史

寝屋川市 保健福祉部社会福祉課 吉位　幸二

門真市 総合政策部企画課事務管理グループ 上田　修弘

松原市 建築住宅課 広瀬　五月

大阪狭山市 都市整備部公園緑地グループ 岩本　義信

岸和田市 市長公室人事課 松田　浩城

泉大津市 市民産業部市民課 近藤　陽子

泉大津市 都市整備部まちづくり政策課開発指導係 北浦　太一

貝塚市 環境生活部市民課 田中　秀樹

貝塚市 健康福祉部国保年金課 中田　知子

指導助言者

㈱アイベック・ビジネス教育研究所　代表取締役 関根　健夫

指導助手

㈱アイベック・ビジネス教育研究所　常任講師　 鈴鹿　絹代

事務局

マッセ OSAKA　研究課
主任研究員 檜　　光優

研究員 石川　諭司



あ と が き

　長い長い道のりでしたが、何とかこの報告書を作成し終えることができました。
　6 月から今日に至るまでの 10 ヶ月間、さまざまな取り組みを行ってきました。アドバイザー
講師の関根先生・鈴鹿先生からの講義、先進自治体・企業への視察、府下自治体職員へのアンケー
ト・・。そうした中で疑問・現状に向き合うこともありました。「クレームはなくならない」、「法
令に定められた業務をする中で、自分たちにこれ以上何ができるのか」こうした疑問や現状を
振り払い、報告書を完成させることができた動機付けは、「我々は何のために、誰のために仕
事をしているのか」「我々は誰を相手に仕事をしているのか」という自治体職員としての命題
に立ち返ったうえでの、「住民満足向上」というクレームを前向きにとらえる視点・意識であっ
たと感じています。
　電通のコピーライターである梅田悟司氏は、その著書「誤解されない話し方」の中で、「人
と自分の間には見えない鏡が存在している。相手の反応はまさに自分の言動によるもの。だか
らこそ、相手の反応を変えたいのであれば、まずは自分の言動を変えなければならない。」と
紹介しています。
　相手が激昂している時は、こちらも冷静に対応できていない事が多いでしょう。また、こち
らが不安を感じながら応対している時は、相手にも不安が伝わります。
　相手の感情にそれらの違和感を感じる場合は、見えない鏡の存在を意識し、自分の対応を変
えてみる。そうすると、相手の反応も変わってくる場合もあるのではないでしょうか。そうい
う小さな変化の積み重ねで、住民との関係、また、自分自身を取り巻く人々との関係が変わっ
ていき、いつか、その人の自治体職員としての将来すら変える日がやってくるのではないかと
思います。
　ヒンズー教の教えに次のような一節があります。

　自分が変われば、相手も変わる。
心が変われば、態度が変わる。
態度が変われば、行動が変わる。
行動が変われば、習慣が変わる。
習慣が変われば、人格が変わる。
人格が変われば、運命が変わる。
運命が変われば、人生が変わる。

　報告書作成にあたっては、困難もありました。しかし、研究員一人ひとりの使命感からくる
エネルギーがそれを乗り越える原動力となりました。
　この報告書をお読みいただいた皆さんに感謝いたします。この報告書が今後、自治体における
クレーム対応をはじめとした行政運営の改善・発展への取り組みのきっかけとなれば幸いです。

折衝能力向上研究会
研究員一同
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