
はしがき

「クレーム対応が好き！」という人は、めったにいません。
誰だって、「嫌だなぁ」「怖いなぁ」と思ってしまうものです。
あなただけではありません。安心してください。

特に、行政に対するクレームは、民間企業より対応が難しいと言われ
ています。
あなたもこんな悩みはありませんか。
●　法律や条例で決まっていることはどうしようもないのに、苦情を言
われても困る

●　長々と話し続ける人の対応にウンザリ。仕事が進まずイライラする
●　言われたことに対して、とっさにどう切り返していいかわからない。
言葉に詰まってしまう

●　怒鳴りつけられると、周囲の目が気になる。上司や同僚に、自分の
対応が悪いと思われそうで、落ち込んでしまう

●　クレームメールが来ると憂
ゆう

鬱
うつ

。返信メールに何をどう書けばいいの
か悩ましい

●　怒鳴ったり暴れたりする人が怖くてたまらない。身の危険を感じる

その気持ち、よくわかります。
そんなあなたの役に立ちたくて、この本を書きました。
私はかつて、役所の職員でした。だから、同じ悩みを持っていたのです。

私がいた役所のある朝のこと。
ブチブチブチッ！
大きな音を立てて、シャツのボタンが飛びました。
胸ぐらをつかまれたのは、年配の男性職員です。
「テメェ！　その口のきき方はなんだっ！」

ある日の閉庁時間を少し過ぎたころのこと。
「あんた、アタシのことバカにしてんでしょ－－－！」
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同僚の女性職員が、髪の毛をわしづかみにされ、引きずり回されてい
ました。

ある夜のこと。
「その言葉の意味は何だっ？　わかってるのかっ！　だいたいなぁ…」
アルコールの臭いを嗅ぎながら、顔面に唾を浴びながら、先輩女性職
員が肩を震わせていました。

ある年の、仕事始めの朝こと。
「うわ－－－！　お前なんか、○■☆▽×◇※▲！！！」
同じフロアの課から、意味不明の言葉が聞こえてきました。
声のするほうを見ると、男性が次々と服を脱ぎ捨てています。
なおも叫び続け、ついに全裸になってしまったその男性のもとに、複
数の男性職員が駆け寄ります。
職員たちは、新聞紙で男性の体を覆い隠しながら、一緒にどこかへ消
えて行きました。

……いずれも、私の公務員生活の中で目にした光景の、ほんの一部で
す。あなたがベテラン職員なら、「あぁ、そんなこともあるよね……」
と思われることでしょう。
若手職員のあなたは、ゾッとしたでしょうか。でもこれが現実です。
このうち２つは、私が代わって対応しました。残りの２つは、私が対
応できるケースではありませんでした。

あなたが頑張らなきゃいけない場面があります。
逆に、頑張ってはいけない場面もあります。
クレーム、トラブルの対処方法。そして、自分で対応すべきかどうか
の判断を、あなただけにこっそり教えます。
こうしたら、きっとうまくいきますよ！

著者
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1自己主張タイプ
●！ 自分の話を聴いてほしい、自分の能力を認めてほしい、自分の

存在価値をアピールしたい……そんな理由から、しつこく苦情
を言ってくる人もいます。

特徴：とにかくしつこい⿇

自己主張タイプの人は、とにかく粘着質なのが特徴です。言動別に
分類すると、さらに具体的な目的が見えてきます。
1はじめは語気が荒いが、10分も話を聴いていれば柔らかい口調
になる。話をさえぎると、また語気が荒くなる。
目 的　孤独感を埋めること。話し相手が欲しい。
2はじめは丁寧な言葉遣いだが、徐々に語気が荒くなってくる。自
分はかつて、○○に勤務していた、○○を学んでいたと自慢する。
目 的　自分の能力や存在価値を認めさせること。
3終始、単調な話し方で、質問が多い。行政や法律、情報システム
など特定分野の知識が豊富。役所のことを、詳しく調べている。
目 的　自分の知性をアピールすること。

対応：相づちで「聴いていること」をアピール⿇

目的は、いずれも「自分を認めてほしい」という１点です。頻繁に
来庁する、電話をかける、メールを送る……という行為は、時間に余
裕のある人しかできません。例えば、仕事がないまたは少ないことで、
自分を否定されたような気持ちになっているのです。公務員としては、
じっくり話を聴くことが基本です。このようなタイプに対しては、第
２章の対応方法を忠実に実践することが効果的です。
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ここがポイント ! 面倒くさがると面倒なことになる
聴き役に徹する→第２章８（28ページ）
相手に視線を向け、相づちを打つことで、きちんと話を聴いていること
をアピールする→第２章９（30ページ）
ほめ言葉や共感の言葉をはさむとなお良い→第２章11（34ページ）

言動でわかる、「自己主張タイプ」の目的と対策

3第１章 ● 見極めが大切！ タイプ別対応のコツ



13あいまい語は
トラブルの元

●！ 役所の常識が世間の常識とは限りません。あいまいな表現をす
ると、理解にずれが生じ、それが原因でトラブルに発展する恐
れがあります。

「少々」は何分？⿇

「少々お待ちください」 と言われたら、 何分くらい待てますか。
……答えは人それぞれです。 あなたは10分くらいのつもりでも、 相
手は２・３分だと思っていたら、「少々って言ってから、どれだけ待
たせるんだー！」と怒鳴りつけられてしまうかも。人によって解釈の
異なる「あいまい語」を使うことは危険です。

仕事では「６Ｗ３Ｈ１Ｍ」が基本⿇

日本の文化は、ハッキリものごとを言うことを「品がない」と受け
止める傾向がありますが、ビジネスでは６Ｗ３Ｈ１Ｍが基本です。６
Ｗ３Ｈ１Ｍとは、次の要素です。
① When（いつ） ① How（どのように）
② Where（どこで） ② How much（いくらで）
③ Who（誰が） ③ How many（いくつ）
④ What（何を）
⑤ Whom（誰に） ① Message

（相手にどうしてほしいのか）⑥ Why（どうして）
「少し・たくさん」など抽象的な表現をするのではなく、何通、何円、

何月何日何時何分……と、具体的な数値を挙げることが大切です。ま
た、「〜をご用意ください」ではなく、「〜をお持ちの上、何時何分ま
でに窓口へいらしてください」と明示しましょう。

38



言ってもわからない。言わなきゃなおさらわからない

おすすめフレーズ ! あいまい語の言い換え例
×今週中に	 ➡	 ○金曜日の午後５時までに
×朝一番で	 ➡	 ○午前９時に
×たくさん	 ➡	 ○１月に５回以上、一度に10通以上
×余分に	 ➡	 ○もう１通余分に、もう300円余分に

39第２章 ● これでカンペキ！ ファーストコンタクトからクロージングまで



1メール対応の基本
●！ クレームメールが来ると、返事をどう書いていいやら悩ましい

のではないでしょうか。ポイントは３点。基本を押さえれば、
大丈夫！

返信メール３つのポイント⿇

クレームメールへの返信は、次の３点に注意しましょう。
１．紋切り型の対応をしない
２．対応はスピーディーに
３．メールに必要な要素を順番通りに書く

紋切り型の対応は怒りを増幅する⿇

「日頃、東西市政にご理解ご協力を賜り有り難う御座居ます」とい
った紋切り型の文を見ると、「適当にあしらわれている」と感じます。
「苦情メール」というカタマリとして対応するのではなく、心のこも
った言葉を送りたいものです。

スピーディーに対応するには⿇

メールの返信は「24時間以内」が一般的なマナーです。そうはい
っても、事実関係の調査や、決裁が必要なこともあるでしょう。時間
がかかるときは、①時間がかかることと、②時間がかかる理由をお知
らせしておくことが大切です。
文章を考えるのに時間がかかる方は、「メールの型」を身につけま
しょう。「何からどう書いていいやら……」と悩むのではなく、必要
な要素を順番通りに書けば、漏れがなく時間もかかりません。
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ここがポイント ! すぐに返事ができないときは
答えられる部分だけ返事を書く
今すぐ回答できない部分は、今すぐ回答できない理由を書く
今すぐ回答できない部分は、いつ、返事をするのかも書く

対応はスピーディーに

95第５章 ● メール・ネットのトラブル対応


