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１ 調査実施の概要
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（１） 調査の目的

本業務は

区役所が自主的・主体的に窓口サービスの改善を推進し、以て
高品質経営区役所を実現するために、区役所職員の意識改革
を行い、質の高い窓口サービスを提供するうえで必要な調査等を
行い、区役所職員の接遇の向上への取組に資することを

目的とする
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（２） 調査に対する基本的な考え方

本調査は、以下の「基本的な考え方」に基き、設計・実施された

・「質の高い窓口サービスを実現するための区役所職員の接遇
の向上への取組」への参考とするため、「来庁者＝顧客」との
視点から区役所職員の接遇の評価を実施した

・「来庁者＝顧客」の視点とは、「行政サービスは顧客サービスと
同義であり、民間と同様、職員一人一人の日常の接遇の
一瞬一瞬の評価がその組織全体の評価に繋がる」というもの
である

・調査結果については、良い点については「全職員への徹底」
「さらなる強化」を、改善点については「一人一人の日常の接遇
の見直し」を意識いただきたい
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（３） 調査の構成

①訪問調査
調査員が当該調査であることを示すことなく、調査対象の
窓口を訪問し、所定の質問、問い合わせを行い、区役所
職員の応対を調査した。調査員による評価の偏りを排除
するため、異なる調査員が異なる機会に２回訪問を実施
した。

②電話調査
調査員が当該調査であることを示すことなく、調査対象に
架電し、所定の質問、問い合わせを行い、区役所職員の
応対を調査した。調査員による評価の偏りを排除するため、
異なる調査員が異なる機会に３回架電を実施した。
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（４） 調査対象

本調査の調査対象区役所及び調査対象課所室は、以下のとおり
である
調査対象区役所

西区役所

北区役所

大宮区役所

見沼区役所

中央区役所

桜区役所

浦和区役所

南区役所

緑区役所

岩槻区役所

調査種別 調査対象課所室

訪問調査 くらし応援室
（総合案内・情報公開コーナーを含む）

区民課

保険年金課

電話調査 総務課

コミュニティ課

課税課

収納課

福祉課

支援課

高齢介護課

保健センター
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（５） 調査項目及び評価ポイント

調査種別ごとの調査項目と評価ポイントは、以下のとおりである
①訪問調査

調査項目 評価ポイント

Ｑ１
待ち時間への配慮

・必要以上に待たされているような印象を与えないようにテキパキと動いていたか
・「お待たせいたしております」等待ち時間に対する気遣いの言葉はあったか

Ｑ２
要配慮者へのケア

・要配慮者に対し、笑顔で対応していたか
・要配慮者に対し、その方の状態に応じ、丁寧に対応していたか
※要配慮者とは、高齢者や車椅子の方、目が不自由な方、耳が聞こえない方等障がい
者の方を指す

Ｑ３
挨拶

・声をかけるタイミングが適切だったか
・笑顔で対応していたか
・目を見て対応していたか
・声のトーンは明るかったか

Ｑ４
身だしなみ

・清潔感のある服装、メイクだったか
・名札の着用はしていたか
・香水は気にならなかったか
・ネイルは不快感を与えるものではなかったか
・話をしていて気になるような華美な／派手な指輪はしていなかったか
・（端末の画面を見ながら等）挨拶をする時の姿勢は不快感を与えるものではなかったか
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調査項目 評価ポイント

Ｑ５
話を聞く態度

・話を聞く姿勢に尊大な印象はなかったか
・メモを取るなど、親身に話を聞いていたか
・笑顔で対応していたか
・話を聞きながら、うなずきやあいづちにより、話しやすくしてくれたか
・こちらの話の内容の理解に間違いがないように確認をしていたか

Ｑ６
言葉づかい

・敬語での対応だったか
・言葉づかいは丁寧だったか
・表現は明確だったか

Ｑ７
声

・声の大きさは適切だったか
・明瞭な発声だったか
・（言葉が聞き取りにくいような振る舞いをした場合に）笑顔で声を少し大きくして聞き取
りやすいように配慮していたか

Ｑ８
話すスピード

・話すスピードは、職員の話を理解するにあたり適切だった（早過ぎない）か
・（話についていけない場合に）笑顔で話すスピードをゆっくりにして聞き取りやすいよう
に配慮していたか

Ｑ９
説明

・説明は、わかりやすかったか
・説明は、丁寧であったか
・説明は、相手の反応を見ながら行っていたか

Ｑ１０
書類の受け渡し

・書類の受け渡しは丁寧であったか（両手でおこなっていたか）
・相手の目をみて、書類の受け渡しをおこなっていたか
・渡す書類の方向は、相手が読む方向になっていたか
・渡す書類に必要に応じ、わかりやすいように、補記、注釈、マーカー等をしていたか

（５） 調査項目及び評価ポイント
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調査項目 評価ポイント

Ｑ１１
所管外業務への対応

・対応に丁寧さは感じられたか
・案内は要領を得ていて、わかりやすかったか

Ｑ１２
総合評価

・最終的な印象、評価はどうだったか
・悪い点、良い点はどのようなものだったか

（５） 調査項目及び評価ポイント
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②電話調査
調査項目 評価ポイント

Ｑ１
受電の仕方

・電話の出方は丁寧だったか（面倒そうではなかったか）
・名乗りはあったか（「○○区役所の○○でございます」等）
・声のトーンは、元気なものであったか

Ｑ２ 転送・保留 ・転送、保留時に「お待ちください」「おつなぎします」等の言葉が添えられていたか

Ｑ３
話を聞く技術

・相手の名前の確認を行ったか
・会話中、相手の名前で呼んでいるか
・返事は、ハキハキしているか
・あいづちをうち、相手を話しやすくしているか
・相手の言っていることを復唱し、確認しているか
・質問する際には、丁寧を感じられるか

Ｑ４
言葉づかい

・敬語での対応だったか
・言葉づかいは丁寧だったか
・表現は明確だったか

Ｑ５
声

・声の大きさは適切だったか
・明瞭な発声だったか
・聞き取りやすかったか

Ｑ６ 話すスピード ・話すスピードは、職員の話を理解するにあたり適切だった（早過ぎない）か

（５） 調査項目及び評価ポイント
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調査項目 評価ポイント

Ｑ７
説明

・説明は、わかりやすかったか
・説明は、丁寧であったか
・説明は、相手の反応を見ながら行っていたか

Ｑ８
所管外業務への

対応

・対処に丁寧さは感じられたか
・案内は要領を得ていて、わかりやすかったか

Ｑ９
総合評価

・最終的な印象、評価はどうだったか
・悪い点、良い点はどのようなものだったか

（５） 調査項目及び評価ポイント
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（６）評価方法
評価は、調査員が前述の調査項目ごとに３件法にて行った。

３件法は、「良い（満足）：３点」「普通：２点」 「悪い
（不満）」１点」とし、得点化を行った。ただし、「総合評価」の得点
は、個別要素ではないため、調査結果の集計には含んでいない。

（７）調査期間
調査期間は、以下のとおりである

平成２６年９月１日（月）～９月２６日（金）

（６） 評価方法 及び （７） 調査期間
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２ 調査結果
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（１） くらし応援室（訪問）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「総合案内の身だしなみ」「情報公開コーナーの挨拶、身だしなみ」
の評価が相対的に高めである。一方、くらし応援室の「待ち時間へ
の配慮」「話すスピード」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 要配慮者のケア」は、観察の機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・「家庭ごみの出し方」について、スプレー缶の出し方についての
質問である

・スプレー缶の中身が残っていた場合の処理について、職員も不明
な点があった

・不明点について、顧客が他の部署に回っている間に調査し、当該
顧客を見つけ出し、 正確な情報を提供している

不明な点を速やかに調査し、顧客に適確にフィードバック！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・職員が窓口に常時いるわけではないため、窓口に顧客が来た場合
に気づかない、気づくのが遅いケースが散見された

・また、顧客を一人既に対応している場合において、他の顧客が来た
ことに気づかないケースもあった

・定期的に窓口へ注意を向ける、あるいは、席配置を窓口向き
にするなど、改善の検討が必要である

窓口周辺への更なる気配りを！
Check
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・問合せに対する説明のスピードが速く、顧客が理解しずらいケース
が散見された

・ゆっくり説明してもらえるように、お願いしても一時はゆっくりになる
がまたすぐに速くなってしまう

・顧客の理解度を確認しながら、話すスピードを変化させるなどの
工夫も必要である。

顧客の理解度に合わせたスピードでの説明を！
Ｃｈｅｃｋ

※区民課においても同様の指摘あり。
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（２） 区民課（訪問）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「挨拶」「待ち時間への配慮」「身だしなみ」の評価が相対的に高め
である。一方、「話を聞く態度」「話すスピード」「説明」「書類の受け
渡し」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 要配慮者のケア」は、観察の機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・窓口に顧客が向かうと、立ち上がって笑顔で挨拶している

・「どうぞおかけください」との言葉を添えて、席に誘導している

・顧客が着席するまで、起立して待機している

・顧客の着席後、自ら着席。総合的に好感度の高い接遇を行っている

笑顔、立ち上がっての挨拶での好感度向上！
Good
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・カウンター前で迷っている顧客を速やかに発見し、笑顔で席に誘導した

・別の場面では、カウンター前で迷っている顧客を速やかに発見し、
カウンター奥から走ってきて誘導・対応した

カウンター前で迷っている顧客を速やかに発見し、適確な誘導！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・顧客からの対応中にメモをとるわけではないのに、ボールペンを鳴らす
のを不快に思ったというケースがあった

・メモ、あいづち、復唱がないケースがあった。顧客は自分の話をちゃんと聞
いてくれているのか不安になる場合があるため、注意が必要である

・椅子があるのに職員が勧めてくれず、終始立っての対応となったケースが
あった。椅子がある窓口では、やはり着席を促すのが適切と考える

顧客の話しを聞く態度には細心の注意を！
Ｃｈｅｃｋ
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・問合せに対する説明のスピードが速く、顧客が理解しずらいケース
が散見された

・ゆっくり説明してもらえるように、お願いしても一時はゆっくりになる
がまたすぐに速くなってしまう

・顧客の理解度を確認しながら、話すスピードを変化させるなどの
工夫も必要である

顧客の理解度に合わせたスピードでの説明を！
Ｃｈｅｃｋ

※くらし応援室においても同様の指摘あり。
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（３） 保険年金課（訪問）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「所管外業務への対応」の評価が相対的に高めである。
一方、「挨拶」「話すスピード」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 要配慮者のケア」は、観察の機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・ 「地図」や「マニフェスト」等の在り処を尋ねられた際、（保険年金課）
職員が顧客を情報公開コーナーに連れて行き、総合案内に連携した

・また、同様のシーンで、（保険年金課）職員から「持ってきましょうか」
との顧客の立場にたった発言があった

・顧客のために、実際に「地図」や「マニフェスト」等を（保険年金課）
職員が情報公開コーナーにそれらを取りに行ったケースも報告された

所管外業務についても顧客の立場に立ち、積極的に対応！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・特に挨拶はなく「こちらへどうぞ」「ご用件は？」等、淡々とした接遇を
行っている印象を顧客に与えている。顧客に冷たい感じを与えている
可能性がある。

・「笑顔」と「挨拶」を注意して、実施することが必要と考える

笑顔と挨拶に注意を！
Ｃｈｅｃｋ
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（４） 総務課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「言葉づかい」「話すスピード」の評価が相対的に高めである。
一方、「所管外業務への対応」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・駐車場の問い合わせの際に、顧客の状況に応じ、駐車可能台数、車
椅子スペースの有無、区役所内のバリアフリー対応等の情報を付加
して与えるという顧客の立場に立った対応があった

・また、不明点については、「お待ちください」との断わりの後、即座に調べる
という顧客の立場に立った対応があった

プラスアルファの情報提供と不明点はすぐ調べる
顧客視点の接遇！

Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・所管外業務について尋ねられた際、「○○課です。」の回答はあったが、
その電話番号までは教えていないケースがあった

・所管外業務においても、顧客の立場に立ったプラスアルファの情報提供
を配慮願いたい

所管外業務にもプラスアルファの情報を！
Ｃｈｅｃｋ
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（５） コミュニティ課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「話すスピード」「言葉づかい」「説明」の評価が相対的に高めである。
一方、「声」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・自治会への加入や区民祭り等に関する問い合わせの際、説明を
具体的かつ順序立ててしている点について評価が高い

・また、不明な場合でも、調べた資料を速やかに読み込んで整理した
上で、わかりやすく回答している様子が指摘されており、評価が高い

論理的なわかりやすい説明！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・所管外の業務への問い合わせにおいて、「○○課におつなぎします」との
断わりなく転送し、不快感を与えたケースがあった

・他課に転送する際には、顧客への断わりの一言に注意願いたい

転送の際には、配慮の一言を！
Ｃｈｅｃｋ
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（６） 課税課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「言葉づかい」の評価が相対的に高めである。
一方、「受電の仕方」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・用件を丁寧に聞く姿勢や適度なあいづちにより、話しやすい雰囲気
作りに成功している

・用件に関し、顧客に質問する際にも、顧客の話をさえぎることなく、
顧客の話がひと段落したタイミングで適確に質問していることが評価
されている

顧客の正確な用件把握と話しやすい雰囲気作り！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・説明に対し、顧客から聞き返された時に、「語調が強くなって怖かった」と
いう報告があった

・顧客から聞き返された時にこそ、通常より一層、冷静かつ丁寧に分から
なかった点を説明する必要がある

聞き返された時にこそ、丁重に！
Ｃｈｅｃｋ
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（７） 収納課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「言葉づかい」の評価が相対的に高めである。
一方、「受電の仕方」「話を聞く技術」「声」の評価が相対的に低めであ
る。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・納税相談に関する説明がわかりやすく、丁寧であると、評価が高い

・また、「滞納」という顧客の立場から見て気分を害するような表現は避
け、
「納付期限の過ぎた・・」という表現に変えるなど、言葉の選択にも細心
の注意を払っている

言葉の選択にも配慮した丁寧かつわかりやすい説明！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・顧客が用件を話し終わらないうちに、説明を始めてしまい、結果的に
説明するはずの中身が異なり、顧客の時間を無駄にしてしまっている
ケースが指摘されている

・用件の内容確認について、より慎重な対応が望まれる

用件の確認を正確に！
Ｃｈｅｃｋ
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（８） 福祉課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「話すスピード」の評価が相対的に高めである。
一方、「話を聞く技術」「所管外業務への対応」の評価が相対的に低め
である。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・民生委員に関する問い合わせにおいて、説明が丁寧でわかりやすいと、
高評価を得ている

・加えて、顧客が民生委員に相談しやすいように、職員が民生委員に
連絡を事前に取ってあげようとする等、顧客の立場に立ったプラスワン・
アクションがあり、さらに高評価を得ている

丁寧でわかりやすい説明とプラスワン・アクションで好感度向上！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・「無職証明書」について尋ねる場面において、何の説明もなしに
「離職証明書」と言い換えられ不快に感じた、という指摘があった

・顧客の言葉を言い換える際には、丁寧な説明が必要である。特に、
市民には、行政の用語に馴染みがないため、慎重な対応が求められる。

顧客の言葉の言い換えはより慎重に！
Ｃｈｅｃｋ
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（９） 支援課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
「話を聞く技術」「言葉づかい」の評価が相対的に高めである。
一方、「受電の仕方」の評価が相対的に低めである。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・説明が論理的かつわかりやすいとの高評価を得ている

・その上に、顧客の反応を窺いながら文節ごとに一拍置くなど、顧客
の立場にたった説明方法がとられている

顧客の反応を踏まえた論理的でわかりやすい説明！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・架電した際になかなか繋がらなかったり、転送された際に待たされたりした
にもかかわらず、「お待たせいたしました」の一言もない、という指摘が複数
あった

・受電の際には、顧客の立場に立ち、「お待たせいたしました」の言葉を
習慣付けることが必要と考える

顧客の立場に立って「お待たせいたしました」を！
Ｃｈｅｃｋ
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（１０） 高齢介護課（電話）
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① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
総じて評価が高い。
「所管外業務への対応」の評価が若干、相対的に低めである。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・説明が順序立てており、わかりやすいとの好評価を得ている。強調したい
ところでは話すスピードをゆっくりにしたりと顧客への気配りが見られる

・その上に、顧客の反応を窺いながら文節ごとに一拍置くなど、顧客
の立場にたった説明方法がとられている

順序立てた顧客の反応にも留意したわかりやすい説明！
Good

56



③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・顧客への説明の際に、社会福祉協議会を「社協」といった略称で
呼び、顧客に伝わらないケースが報告されている

・市民には、行政の用語に馴染みがないため、注意が必要である

業界略称には注意を！
Ｃｈｅｃｋ
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（１１） 保健センター（電話）

58



① 調査結果の全体総括

各区役所での調査結果を調査項目単位で平均値を算出してみると、
総じて評価が高い。
「話すスピード」「所管外業務への対応」の評価が若干、相対的に低め
である。

※「Ｑ２ 転送・保留」は、機会に恵まれなかったケースが多いため、点数化を行っていない。
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② 区役所職員の接遇における好事例

＜詳細＞
・説明がわかりやすいとの高評価を得ている。顧客の反応を窺いながら
文節ごとに一拍置くなど、顧客の立場にたった説明方法がとられている

・加えて、健診の内容を問合せた際には、無料クーポンの有無の確認や
健診を受けることができる近くの病院を調べて、電話番号を教えてくれる
等プラス・ワンのアクションが実施されている

・また、出産前教室に関して、問合せた際には用件を聞いた後、「おめでと
うございます」との顧客の気持ちに寄り添う言葉も添えられた

顧客の反応を踏まえたわかりやすい説明とプラス・ワンアクション！
Good
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③ 区役所職員の接遇における改善点

＜詳細＞
・顧客からの問い合わせに対し、あいづちを「はい、はい」という重ね言葉で
うっており、不快感を持ったという報告があった。重ね言葉は、馬鹿にされ
ているという印象を与える場合があるため、注意が必要である

・顧客からの問い合わせに対し、調べる際に「ちょっと待ってくださいねー」と
いった発言があった。こういった表現は、人によっては「友達言葉」と受け
取り、不快感をもつ人もいるため、注意が必要である

あいづちや間つなぎの言葉づかいには細心の注意を！
Ｃｈｅｃｋ
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３ 調査結果に基づく改善提案
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（１） 訪問調査
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① 区役所全体における調査結果の総括

 さいたま市の区役所全体における調査結果の総括を以下に述べる
全体を通して、評価項目別に平均値を算出してみると、「身だしなみ」
の評価が相対的に高めであるのに対して、「話すスピード」の評価が
相対的に低めである。

※「所管外業務への対応」は、平成２７年度取組内容
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② 改善提案

シミュレーションの実施により顧客理解度向上を！
提 案 １

訪 問

＜詳細＞
・「話すスピード」の全体的な低評価は、顧客の理解度を確認することな
く、
説明していることに起因している

・そのため、課内や係内において、定期的に問合せに対する説明のシミュ
レーションを実施し、お互いに評価しあう機会を作るべきと考える。また、
評価の高い職員の接遇の機会に同席し、観察することも有効である

・このことを通して、話すスピードだけでなく、わかりやすい説明の方法に
関する技術の向上にも繋がる 65



② 改善提案

より好感度の高い「身だしなみ」実現のため相互チェックを！
提 案 ２

訪 問

＜詳細＞
・「身だしなみ」については、「清潔感のある服装」が評価され、相対的に
評価が高い

・毎朝、始業直前に職員間で服装の相互チェックを行い、より好感度を
向上させる取り組みを期待したい

66



総合案内は外に出て迷い顧客はいないか常にチェックを！

＜詳細＞
・総合案内は、通常、座っており、案内窓口に来る顧客を自らの案内
対象と考えがちである

・総合案内は、特別、急ぎの用件がない場合には、カウンターの外に出
て、
どこの窓口に行ったらよいかわからず迷っている顧客を積極的にナビゲート
する役割を果たすべきと考える

・現行の総合案内カウンターは、カウンターの外に出づらい作りのものが
多いため、場合によっては改修も検討するべきである

② 改善提案

提 案 ３

訪 問
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顧客を見かけたら笑顔で挨拶を！

＜詳細＞
・顧客が来庁した際に、自分の行きたいところがわからない時等に誰に聞い
たら良いか、わからないケースが存在する

・そのような時に、顧客は忙しそうに真剣な表情の職員には聞きにくい
ものである

・他の自治体での実践例もあるが、職員自らが顧客に笑顔で「こんに
ちは！」等、声かけすることで顧客は現行より数倍、質問がしやすくなる

訪 問

提 案 ４

② 改善提案
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常時、窓口に人がいるわけではない係では席配置を顧客側に！

＜詳細＞
・課によっては、窓口に常時、職員がいない課も存在する。そういった課
では、すべての席である必要はないが、一部の席でも席配置を顧客側
に向いた形に変更する

・このことにより、顧客から勇気を持って、声かけをしなくても良くなる

② 改善提案

訪 問

提 案 ５
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（２） 電話調査
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（１） 区役所全体における調査結果の総括

②電話調査
全体を通して、評価項目別に平均値を算出してみると、
「言葉づかい」の評価が相対的に高めであるのに対して、「受電
の仕方」「所管外業務への対応」の評価が相対的に低めである。

※「所管外業務への対応」は、平成２７年度取組内容
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② 改善提案

電話対応マナーの徹底を！
提 案 １

電 話

＜詳細＞
・「受電の仕方」の全体的な低評価は、「声が小さい」「元気がない」
「早口」といった点に起因している

・また、何度なくコールがあってから受電したにもかかわらず、「お待たせ
しました」の気遣いの言葉もない、といった点も低評価の一因となって
いる

・研修等電話の対応に関する基本マナーの徹底が必要である
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② 改善提案

所管外業務への対応に対する早期の検討を！
提 案 ２

電 話

＜詳細＞
・「所管外業務への対応」の全体的な低評価は、「市報を見てほしい」
「転送したり電話番号を伝えることはせず、部署名だけを教える」と
いった対応の丁寧さの欠如に起因している

・所管外の業務であるだけに、難しい課題ではあるが、所管外業務の
対応に関する課題の詳細化、対応ルール、対応マニュアル作り等
早急に検討を開始するべきである

※「所管外業務への対応」は、平成２７年度取組内容
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② 改善提案

電話の接遇を録音して比較検討し、更なる底上げを！
提 案 ３

電 話

＜詳細＞
・「言葉づかい」については、「言葉づかいの丁寧さ」が評価され、相対的
に評価が高い

・また、顧客の状況に心配りした言葉の選択も見られ、高水準となって
いる

・電話の接遇を録音し、見本となる電話の接遇や逆に真似してはいけ
ない電話の接遇を課内、係内で比較検討し、全体の更なる底上げを
目指したい
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② 改善提案

マニュアル整備により説明力の更なる底上げを！
提 案 ４

電 話

＜詳細＞
・問合せ内容に対する説明に対しては、「論理的でわかりやすい」「顧客
の反応を踏まえた説明」等、高評価も多い

・一方で、「説明がわかりづらい」というケースもいくつか報告された。電話
での問合せがあった場合のマニュアルの整備により更なる説明力の底上
げを検討する必要がある
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