
��

はじめに　

忙しい公務員のために

長引く不況で、リストラ、倒産、自殺者の増加と、日本社会は不

安定な状態になっています。これは公務員も同じです。人は減ら

され、仕事は増える一方。それに伴って、作成する文書の量も倍増

していることでしょう。また、ワープロソフト、プレゼンテーショ

ンソフトなどのツールや、Web ページ、メールマガジン、Twitter

などを活用することも求められ、従来の文書事務のやり方だけでは

対応しきれなくなっています。

そこで本書には、今までの文章術の書籍には書かれていない、「効

率的＆効果的な文章の書き方」をまとめました。

1　ツールを使いこなして効率化！

文章を書くには、ほとんどの場合、パソコンを使います。ところが、

パソコンや携帯電話のこととなると、上司や先輩に教えてもらえな

い、またはアドバイスが参考にならないこともあるでしょう。市販

の書籍は「操作方法」が説明されているだけです。本書では、行政

職員の業務に必要な知識と活用法をお伝えします。

2　好感度UPでトラブル・クレームを減らす

文章も、住民とのコミュニケーションです。書き方のポイントを

おさえて、気持ちのよいコミュニケーションをとることができれば、

あなたに対する好感度がUPします。同じことを言っても、好きな

人なら許せる。好意的にとらえます。つまり、好感度がUPすれば、

不要なトラブルを防げます。クレームも減らせるのです。本書では、

文章の好感度をUPするためのポイントをお伝えします。
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3　「伝わる文章」で仕事がスムーズに進む！

「事業仕分け」は国だけではないでしょう。限られた予算を必要な

事業に配分するためには、事業の有効性や必要性をアピールしなけ

ればならず、「前年度の起案の年度だけを変えて使いまわす」こと

ができなくなっています。ところが、新たに文章を書き起こして起

案したものの、「わかりにくい」と指摘されたり、「で、結局どうい

うこと？」と聞かれてしまったり……ということはないでしょうか。

上司や予算の査定担当などに伝わる、わかりやすい文章を書くこ

とができれば、仕事もスムーズに進みます。Web ページやメール

の文章がわかりやすければ、住民からの問い合わせや苦情も減り、

効率的です。

起案など公用文の書き方については、参考書がたくさんあります

が、本書はそれらとは違った解説をしています。文章術の書籍にあ

りがちな、「優れた本をたくさん読め」とか、「語彙を豊富に」「良

いフレーズはメモを取れ」「新聞の社説を書き写せ」といった、手

間のかかる文章上達法はいっさい書いていません。行政の職員に必

要とされるのは、小説家やコピーライターのような名文を書くこと

ではないからです。あなたにお伝えしたいのは、誰にでもできる、

ちょっとしたコツなのです。

あなたが公務で失敗しないため、これ以上忙しくならないために、

ひいては住民のために。

この本を、がんばっているあなたに贈ります。

2011 年 4 月　　

小田順子
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東日本大震災では、関東地方で計画的に送電を止める「計画停電」

が実施されました。「輪番停電」とも呼ばれ、地域ごとに順番に停

電とし、節電をするイメージです。しかし、これがなかなか伝わら

ずに、混乱を巻き起こしました。このときのお知らせも、やはり住

民目線ではなかったようです。

送電エリアのグルーピングがどうなっているかよりも、住民は「自

分の家はいつなのか」に興味があるでしょう。「そんなことは電力

会社の仕事…」は、言いっこなしです。地域住民のため、住民目線

でわかりやすく伝えられるよう、ひと手間をかけましょう。

情報掲載のポイントは、次の 3 点です。

住民の立場に立って書く
―計画停電のお知らせ6 

〈計画停電の予定〉2011/3/18（金）

◦第 1 グループ 6:20 ～ 10:00 

◦第 2 グループ 9:20 ～ 13:00 

◦第 3 グループ 12:20 ～ 16:00 

◦第 4 グループ 15:20 ～ 19:00 

◦第 5 グループ 18:20 ～ 22:00

〈停電エリア〉

◦第 1 グループ 東西町 1 ～ 3 丁目、南北町、西北町 4

　丁目

◦第 2 グループ 夕日町 2 丁目の一部、朝日町

×
悪い例



100 101第３章　住民に伝わる！　お知らせ文書作成術

（1）町丁番地ごとに停電の有無、日時を書く

一覧表からどのグループに属するのかを探し、グループごとの停

電時間帯を探すのは手間がかかります。また、毎回グループの分け

方が違う可能性もあり、時間帯を間違えてしまうおそれもあります。

（2）行政順ではなく、あいうえお順で掲載

地名、住所、町会名や防災会名は、行政順で書くと、探すのに苦

労します。

（3）停電する地域だけでなく、しない地域も書く

該当しない地域も書かなければ、「自分の住む地域が見つからな

い！」と、いつまでも探し続けることになってしまいます。

また、停電が人の命にかかわることもあります。通電した途端、

爆発したのではたまりません。停電に備えて注意すべきことも一緒

に伝えたいものです。

〈計画停電の予定〉

〈停電の時の注意〉

◦ローソクは地震の際に、火災の原因になります。使わない
でください。

◦通電時に思わぬ動作をすることがあるため、必ず電化製品
の電源を落としておきましょう。（アイロン、ドライヤー、
自動ドア、屋内用リフト、電動エレベーターなど）※

○
良い例

町丁名（あいうえお順） ３月１8日金曜日
あ 朝日町全域 9：20 ～ 13：00
さ 西北町 1～ 3丁目 12：20 ～ 16：00

西北町 4丁目 6：20 ～ 10：00
西北町 5丁目 15：20 ～ 19：00

た 東西町 1丁目～ 3丁目 6：20 ～ 10：00
東西町 4～ 6丁目 なし

（※「あらゆる危機への情報源 - rescuenow.net」より）
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Twitter はミニブログのようなものです。投稿できるのは 140 文

字まで。手軽なコミュニケーションツールとして、多くの人に利用

されています。使い方は人それぞれですが、行政が利用する場合に

は、上手に活用したいですね。

活用のコツは、住民の共感を得ることができるような内容、書き

方にすることです。つぶやいただけではただのひとり言です。まず

は読んでもらえることが重要。そのためには、フォロワーの目に留

まること、3 秒で理解できることを意識しましょう。また、共感を

得て、RT（リツイート）してもらうことも大切です。

次の例は、読んでもらえない、共感を得られない典型です。

3 秒で理解できるようにしよう
―Twitter によるコミュニケーション7 

tozai-city Apr 25, 9:02pm via HootSuite

東西市です。東西市公式ホームページの報道

発表資料を更新しましたので、ご覧ください。

東西市都市整備部公園緑地課公園係「2011

年 4 月 25 日　報道発表　東西市の紹介　東西公園の桜

はゴールデンウィークが見頃」：http://www.tozai-city.

lg.jp/info/gw/20110430/00070012300045.pdf

tozai-city 9:02am via HootSuite

×
悪い例

東西市
全ての人が
輝けるまち
TOZAI
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この例はどうすれば良くなるのかを考えてみましょう。

①　文字数を少なくする

難しい漢字がたくさん並んでいて、何が言いたいのか 3 秒で理

解できません。また、Twitter は全角 140 文字までです。この例は

135 文字。RT すると、「RT @ tozai-city:」と、つぶやいた人の ID

が付くので、文字数オーバー。RT できず、コメントも入りません。

②　字下げはしない

140 文字しか書けないのですから、字下げの分だけ無駄に文字数

を使うことになります。起案文ではないので、字下げは不要です。

③　名乗りは不要

アイコンと ID で誰だかわかります。メールと違って、名乗る必

要はありません。やはり、文字数の無駄遣いです。

④　一方的な情報提供をしない

伝えるべきメッセージは、「更新しました」ではなく、「東西公園

に来てください」ですよね。長々と書いているのに、肝心なメッセ

ージがありません。

興味を持ってもらうためには、「私はホームページを更新しまし

た」と一方的にお知らせするのではなく、「あなたにとって、お得

な情報ですよ」というメッセージを伝えましょう。「リンク先を見

れば書いてある！」というのは NG です。それではそもそもリンク

先を見てもらえません。

⑤　PDF ファイルへのリンクは不快

リンクをクリックしたら、いきなり PDF ファイル……というの

は、基本的にマナー違反です。PDF でしか載せられないような資

料であっても、HTML ファイルで概要を作り、そこから PDF ファ

イルにリンクを張りましょう。
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例文（150 ページ）のメールは、誰に何をしてほしくて送ったの

でしょうか。本文を見ると、

◦今週中に出欠をお知らせ下さい。

◦ 4月末日までにご提出してください。

と書かれています。選定委員（鈴木さん、佐藤さん、加藤四朗さん、

山田さん、高橋さん）全員から返事をもらいたいのでしょう。とこ

ろが、宛先は次のようなものになっていましたね。

返事をしてほしい相手には、CCではなくTOで送るべきです。

CCだと、「参考までに送ります」「お返事はけっこうです」という

意味になってしまいます。

❖TO、CC、BCCの違い

「TO」と「CC」を使いこなす2 

TO あなたに送ります あなたが返信する必要があります。

CC
（CarbonCopy）

念のために送ります
基本的には返信の必要がありませんが、
返信する場合は、「全員に返信」を。

BCC
（BlindCarbonCopy）

こっそり送ります
基本的には返信の必要がありません。返
信する場合は TO の人へ。CC の人に返
信（全員に返信）するのはNGです。

宛先：kato-ichiro@tozai-city.lg.jp 
CC：suzuki-jiro@tozai-city.lg.jp, sato-saburo@tozai-city.lg.jp, kato-
shiro@tozai-city.lg.jp, yamada-naoko@tozai-city.lg.jp, takahashi-goro@
tozai-city.lg.jp
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使い方の例

◦会議開催通知や出欠確認

　TO　会議参加者　／　CC　上司

◦住民へのメールを上司と情報共有する

　TO　住民　／　CC　上司

◦面識のない複数の住民に連絡する

　TO　自分　／　BCC　複数の住民の連絡先

CCの宛名も本文中に書くのがポイント

あなたがメールを送るとき、本文中に、CCでも送っていること

やCCの宛名を書きましょう（図 1）。そうすることで、TOの人に

「他の人にも送っていますよ」と伝えることができます。

また、「どうしてCCに課長が入っているのかな…」と、「課長に


