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第１章 業務の概要 
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1-(1)  調査の目的 

本業務は、「さいたま市行財政改革推進プラン２０１３」に基づき、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、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、以下に記載する区役所窓口の環境及び区役所職員の案内サービスの向

上への取組に資することを目的として実施しました。 

  

（１）快適な窓口 

お客様が過ごす窓口の快適で清潔な環境 

（２）信頼される窓口 

個人情報の保護やプライバシーに配慮し、お客様が安心して利用できる窓口 

（３）機能的な窓口 

レイアウト・動線・サイン等を見直し、整理整頓により事務効率が高い窓口 

（４）適切な窓口への案内 

お客様のニーズの把握 

お客様のニーズに合った窓口案内 

お客様に何度も説明させないよう、しっかりとした取り次ぎ 

（５）適切なサービスの提供 

より深い専門知識の習得 

お客様の状況に応じたサービスの提供 

知識及び技術の共有、継承 

 

改善提案抽出にあたっての前提として、窓口レイアウトの大幅な変更等、貴区役所庁舎の大規模改修を必要とするものや、貴区役所業務に影響が生じるものは除いております。 

 

3 



© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

(1)事務事業調査 

区民課、支援課、高齢介護課及び保健センターにおける調査対象事務については、事務事業の概要及び業務フロー等について、貴区役所職員よりヒアリ

ングを行い、関連資料の閲覧を実施しました。また、ヒアリング結果を踏まえて、調査事務の現場を観察しました。 

さらに、貴区役所庁内の案内サインや待合場所などを観察しました。 

くらし応援室におけるくらし応援室窓口全般については、アンケート調査を実施しました。 
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1-(2)  調査の方法 

調査対象事務 

区民課 転入事務 

支援課 自立支援医療受給証交付事務 

高齢介護課 要介護・要支援認定事務 

保健センター 母子健康手帳交付事務 

くらし応援室 くらし応援室窓口全般 
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(2)区長インタビュー 

区長へ、主に以下の点についてインタビューを実施しました。 

① 区役所窓口総合サービス（窓口環境・案内サービス）の向上に関する各区役所の現状認識についてのお考え 

・ これまでの取組み概要等 

・ 貴市における区役所窓口総合サービスの向上に関する平成２６年度窓口満足度アンケート 

調査結果を受けた所感 等 

② 区役所窓口総合サービス（窓口環境・案内サービス）の向上に関して、各区役所における課題・改善点等についてのお考え 

③ その他、高品質経営区役所の実現に向けて、区役所窓口総合サービス（窓口環境・案内サービス）の向上に関するお考え 

 

1-(2)  調査の方法 
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調査期間は、以下のとおりです。 
 
平成27年6月16日～10月30日 
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1-(3)  調査期間 
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第2章 調査の結果 
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高品質経営区役所 

(1) 
快適な窓口 
お客様が過ごす窓口の快適で清潔な環境 

(2) 
信頼される窓口 
個人情報の保護やプライバシーに配慮し、お客様
が安心して利用できる窓口 

(3) 

機能的な窓口 
レイアウト・動線・サイン等を見直し、整理整頓に
より事務効率が高い窓口 
 

(4) 

適切な窓口への案内 
お客様のニーズの把握 
お客様のニーズに合った窓口案内 
お客様に何度も説明させないよう、しっかりとした
取り次ぎ 

(5) 

適切なサービスの提供 
より深い専門知識の習得 
お客様の状況に応じたサービスの提供 
知識及び技術の共有、継承 

提供すべき窓口サービス 

来庁前 

必要な書類が事前にわかる 
申請に必要な書類をお客様が事前確認することができ、申請のために複数回区役所へ足を運
ぶことがない。 
窓口の混雑状況が事前にわかる 
窓口の混雑時期、混雑状況を来庁前に把握することができる。 

来庁 
わかりやすい案内 
お客様が来庁から窓口受付までに必要な行動がわかりやすく案内されている。また、わかりやす
いサインでお客様を誘導する。 

申請書類の
記入 

記載方法がわかりやすい 
申請書類の記載方法(どこに、何を記入するか)がわかりやすく明示されている。 
書き損じ申請書類のプライバシーへの配慮 
書き損じた申請書類には個人情報が含まれるため、廃棄する場合にはプライバシーが配慮され
ている。 

待機(受付) 
待ち時間が短い 
短い待ち時間でお客様を窓口へご案内する。 

窓口受付 

スムーズな窓口対応 
お客様からの質問・相談について、職員による適切でわかりやすい説明を行う。 
簡単な手続 
複数の申請書類を作成する場合であっても、同一の内容(氏名、住所等)について、一度のみ
記入すれば済む。 
相談内容のプライバシーへの配慮 
プライバシーが確保された状態で、落ち着いて職員に相談・申請手続をすることができる。 

待機 
(お渡し窓口) 

待ち時間の目安がわかる 
書類の作成にどのくらいの時間がかかるのかの目安が予めわかることで、お渡しまでの待機時間
に対する不安がない。 

庁内 
多様なお客様に対応したサービスの提供 
乳幼児を連れたお客様が安心して利用できる。 
車いすのお客様が区役所を利用しやすいように配慮がなされている。 

具
現
化 
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2-(1)  高品質経営区役所において提供すべき窓口サービス 
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2-(2)  調査結果の総括 

区役所における取り組み【現在行われているサービス】 更なるサービス向上策 

全般 

区長及び職員の窓口サービスに対する意識が高い 
・快適な環境への意欲 
・設備の配置を工夫 
・お客様の要望への対応 
・定期的な自己点検の実施 

高品質経営区役所を具現化した提供すべき窓口サービスの実現
を図り、更にお客様満足度を高める施策の提案 
 

来庁
前 

・手続に必要な書類の明示 
・混雑予想カレンダーを予め開示 

・お客様のケースに応じた必要書類の案内 
・混雑状況をホームページでリアルタイム開示 

来庁 ・ライフイベントを記載した案内板の設置 ・お客様の来庁からお帰りまでの行動が一目でわかる掲示 

申請
書類の
記入 

・英語版の申請書記載例の設置 
・書き損じ申請用紙を廃棄するBOXの設置 

・英語だけでなく多言語に対応した記載例の設置 
・書き損じ申請用意を廃棄するBOXの適切な運用 

待機
(受付) 

・窓口混雑時における窓口の増設 ・混雑時期における特設会場の設置 

窓口
受付 

・お客様の状況に応じたチェックシートの活用、丁寧な説明 
・複数の目的がある場合でも１つの窓口で対応できる 
（ワンストップサービスの提供） 
・相談窓口に仕切りを設置 

・お客様からの相談内容をデータベース化し、情報共有を図る 
・複写式の申請書類を採用し、複数の書類に同一内容を記入する手間を省略 
・相談内容に応じて、別室をご案内する等のコミュニケーションを取り入れる 

待機 
(お渡
し窓
口) 

・口頭による待ち時間目安のお伝え ・待ち時間の目安をホームページや掲示等で提示 

庁内 ベビーベッド、授乳室、キッズスペースの設置等 
・お客様が手続中でも見える範囲にベビーベッドを移動等の設備活用 
・車いすやベビーカーを持つお客様の移動を考慮した待合スペースのレイアウト工夫 

【課題】 

各区役所窓口では、
左記のとおり様々な
取り組み（好事例）
を行っているが、全
区で統一されて行
われていない。 
 

ただし、区役所庁舎
の規模や構造によ
り統一することが困
難である取り組みも
ある。 
 
 
【改善策】 

他区でも取り組みを
共有することによっ
て、区役所サービス
の平準化が図られ、
更なるサービスの
向上につながる。 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

状況に応じた案内  

お客様のケースに応じた必要 

書類をホームページで掲載する。 

(次ページ:イメージ図参照） 

必要書類の開示 

さいたま市のホームページにおい

て、手続に必要な書類を明示

している。 

必要な書類が事前にわかる 

申請に必要な書類をお客様が

事前確認することができ、申請

のために複数回区役所へ足を

運ぶことがない。 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（来庁前①） 
 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 

更なるサービス向上策 

10 



© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
11 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（来庁前①） 
 

申請・手続 必要書類等 お渡しする書類 

代理人による申請   ・委任状   

住基カードをお持ちの場合 特例転入手続（※1） 
・住基カード 
・暗証番号 

  

国民年金1号加入者(※2) 国民年金関係届 ・年金手帳   

国民健康保険に加入する場合 
国民健康保険被保険者
異動届 

・免許証 
・認印 
・所得証明書 

国民健康保険被保険者証 

中学生以下のお子様がいらっしゃる 
場合 

子育て支援医療 登録申
請書 
子育て支援医療 高額療
養同意書 

・お子様の保険証 
・認印 
・預金口座番号 

子育て支援医療受給資格証 

児童手当を受けていた場合 児童手当認定請求書 
・申請者の保険証 
・所得証明書 
・預金口座番号 

  

※1 住民基本台帳カード（住基カード）をお持ちのかたは、転出入の特例処理が可能です。 
   転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、転入届出を行う事ができます。 

※2 自営業者、学生、無職の方などが加入する国民年金です。 

(例：転入手続) 

提案イメージ図 

お客様のケースに応じた必要書類をホームページで掲載する。 

Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

 混雑状況の開示 

ホームページにおいて、各窓口

の混雑状況(待ち人数、予想

待ち時間)をリアルタイムで開示

する。 

混雑時期の開示 

混雑予想カレンダーをホーム

ページに掲載し、混雑時期をお

客様にお知らせしている。 

混雑状況が事前にわかる 

窓口の混雑時期、混雑状況

を来庁前に把握することがで

きる。 

 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（来庁前②） 
 

更なるサービス向上策 
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窓口名 待ち人数 予想待ち時間 

出生・婚姻 4人 50分 

転入届・転居届 23人 2時間以上 

印鑑登録 3人 30分 

住基カード 3人 40分 

証明書申請 18人 2時間以上 

待ち時間は状況によって多少前後する場合があります。 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（来庁） 
 

更なるサービス向上策 

①手続の流れを掲示 

お客様の来庁からお帰りまでの

行動が一目でわかる掲示をわか

りやすく行う。 

(次ページ:イメージ図参照） 
 

②表記の統一 

窓口サインの表記と関連する設

備（例：発券機、記載台な

ど）の表記を一致させる。 

 

③見やすい案内表示 

案内表示が見えにくくなる位置に

ポスターを貼らない。 

①ライフイベントに合わせた案内 

ライフイベントを記載した案内板

を設置している。 

(左下図参照) 

 
 

②フロアアドバイザーの設置 

フロアアドバイザーがお声掛けして、

お客様のニーズに合わせた案内

を行っている。 

 

③わかりやすい窓口サイン 

大きな文字でわかりやすい窓口

サインを設置している。 

わかりやすい案内 

お客様が来庁から窓口受付ま

でに必要な行動がわかりやすく

明示されている。 

また、わかりやすいサインでお客

様を誘導する。 
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区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（来庁） 
 

提案イメージ図 

お客様の来庁後、窓口受付までの行動が一目でわかる掲示をわかりやすく行う。 

お手続きの流れ 

証明 
住民票・印鑑証明  など 

届出 
お引越し、ご結婚 など 

申請書を記入する 

番号札を取る 

証明受付 
④窓口 

番号をお呼びします 

⑤窓口(お渡し) 

届出受付 
①～③窓口 

番号をお呼びします 

終了 

お引越しに伴う住所

の異動や出生・婚姻

などの戸籍の届けの

際に、関連する手続

を合わせて１つの窓

口で受付けます。 

(例：区民課) 

14 



© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（申請書類の記入①） 
 

更なるサービス向上策 

①記載例の更なる工夫 

・ 特に記載漏れの多い項目に

ついては、注意喚起を追加 

・ 現行年度を明示する。 
 

②多言語対応 

英語だけでなく、多言語に対応

した記載例を準備し、記載台

に事前に設置する。 

多言語の場合、記載例の枚数

が多くなるため、スペースが少な

い場合にはラミネート加工した

カード型の記載例の備え置きが

望ましい。 

記載例の設置 

記載台に記載例を設置してい

る。 

更に、日本語を母国語としない

お客様に対応するために英語

版の記載例も用意している。 

記載方法がわかりやすい 

申請書類の記載方法(どこに、

何を記入するか)がわかりやすく

明示されている。 

15 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（申請書類の記入②） 
 

更なるサービス向上策 

適切な運用 

書き損じ申請用紙を捨てる廃棄

BOXを定期的に確認し、用紙が

スペースからあふれている状況が

ないように適切な管理を行う。 

廃棄BOXの設置 

記載台に書き損じ申請用紙を

捨てる廃棄BOXを設置している。 

書き損じ申請書類のプライバ

シーへの配慮 

書き損じた申請書類には個人

情報が含まれるため、廃棄する

場合には、プライバシーが配慮

されている。 
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区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（待機(受付)） 
 

更なるサービス向上策 

特設会場の設置 

窓口が混む時期は、特設会

場を設置するなど臨時の窓口

を増やす(区役所内部における

処理人員や端末等も臨時で

対応する体制を構築する）。 

窓口の増設 

窓口が混雑する時期は、他の

受付窓口を融通させることにより、

窓口を増設し、お客様の待ち時

間を削減する工夫をしている。 

待ち時間が短い 

短い待ち時間でお客様を窓口

へご案内する。 

17 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（窓口受付①） 

Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 更なるサービス向上策 

①説明資料の作成 

申請受付後、書類の発行まで

の流れをまとめた資料を配布す

ることにより、書類がお手許に届

くまでに一定期間を要する事に

ついてスムーズに納得と理解を

得る。 

②情報共有 

お客様からの質問・相談への対

応結果についてデータベース化

する等、情報共有する仕組み

を構築し、よりスピーディな対応

を行う。 

①チェックシートの活用 

お客様の状況に応じた適切な

案内や手続を行うためのチェック

シートを活用している。 

②丁寧な説明 

・ 申請受付日に窓口で書類を

お渡しできない場合、お手許

に届く目安及びその要因につ

いて、適切に丁寧に口頭で

説明している。 

・ 区役所では対応できない業

務について、所管庁等への

適切な案内を行っている。 

スムーズな窓口対応 

お客様からの質問・相談につい

て、職員による適切でわかりや

すい説明を行う。 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（窓口受付②） 
 

更なるサービス向上策 

複写式申請書類の採用 

各申請書類で記載内容が重複

する部分は一回の記入で済むよ

うにする。 
 

例えば区民課の場合、お客様の1件

当たり記入時間が20分からから9分に

短縮される。 

また、職員による記入内容の確認に要

する時間が1件当たり9.5分から4.5

分に短縮される。 

                

職員の業務量4173.6時間削減 

(平成26年度の転入届出件数

(50,084件)を前提とした計算) 

①コピーによる記入の省略 

同一の内容を複数の申請書類

に記入する必要がある場合は、

一つの申請書類に共通の項目

を記入して頂き、コピーをとること

によって、何度も記入して頂く手

間を省いている。 

 

②ワンストップサービス 

・ 複数の目的がある場合でも、

1つの窓口で対応できる(ワン

ストップサービスの提供)。 

簡単な手続 

複数の申請書類を作成する場

合であっても、同一の内容(氏

名、住所等)について、一度の

み記入すれば済む。 
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区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（窓口受付③） 
 

更なるサービス向上策 

①別室のご案内 

相談内容に応じて、お客様の

意思を確認した上で別室をご

案内する等のコミュニケーション

を取り入れる。 

②明るい窓口 

受付窓口の明るさを確保し、

相談しやすい窓口環境を作る。 

③レイアウトの工夫 

テレビの音声等、お客様との会

話の妨げになるものがある場合

は、待合室のレイアウトを変更

する。 

 

①座席の間の仕切り 

相談窓口の座席の間に仕切り

を設置している。 

 

②声の大きさの調節 

確認内容等の読みあわせの際

には、声のトーンを低く小さめに

する等の配慮を行っている。 

 

③発券機の配置の工夫 

発券機を窓口の近くに設置しな

い(相談内容を他のお客様に聞

かれないための配慮)。 

相談内容のプライバシーへの

配慮 

プライバシーが確保された状態

で、落ち着いて職員に相談・申

請手続をすることができる。 
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区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（待機(お渡し窓口)） 
 

更なるサービス向上策 

待ち時間の目安の掲示 

書類作成に要する時間の目安

をホームページや掲示等で提示

する。 

口頭による目安のお伝え 

窓口受付時に待ち時間の目安

を口頭でお伝えしている。 

待ち時間の目安がわかる 

書類の作成にどのくらいの時間

がかかるのかの目安が予めわか

ることで、待機時間に対する不

安がない。 

21 

手続内容 待ち時間の目安 

転入届 
通常時 10分～15分 

混雑時 25分～30分 

転出届 
通常時 10分～15分 

混雑時 25分～30分 

出生届 
通常時 30分～40分 

混雑時 40分～50分 

婚姻届 
通常時 15分～20分 

混雑時 30分～35分 

死亡届 
通常時 30分～40分 

混雑時 40分～50分 

窓口受付後、手続に要する時間の目安は以下の通りです。 

手続きが複数ある場合や内容によって、多少前後する場合があります。 

区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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Scene 

1  来庁前 

2  来庁 

3  申請書類の記入 

4  待機(受付) 

5  窓口受付 

6  待機(お渡し窓口) 

7  庁内 

高品質経営区役所 

2-(3)  区役所の取り組み及び更なるサービス向上のための提案（庁内） 
 

更なるサービス向上策 

①設備を活用するための配慮 

・ 手続中でもお客様から見える

範囲にベビーベッドを移動する。 

・ 授乳室の設置場所を通行の

少ない位置に変更する(プラ

イバシーへの配慮)。 

 

②レイアウトの工夫 

車いすやベビーカーを持つお客

様も移動しやすいように待ち合

いスペースのレイアウトを工夫す

る。 

①乳幼児をお連れのお客様へ

の配慮 

・ ベビーベッドを設置している。 

・ 授乳室を設置している。 

・ キッズスペースを設置している。 

 

②身体が不自由な方への配慮 

エレベーターの扉に、身体が不

自由な方が優先である旨の案

内を掲示する。 

多様なお客様に対応したサー

ビスの提供 

・ 乳幼児を連れたお客様が安

心して利用できる。 

・ 車いすのお客様が利用しや

すい。 
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区役所における取り組み 
（現在行われているサービス） 
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好事例として共有 

⇓ 

更なる顧客満足度の
向上へ 

「快適な環境」への意欲 

 「さいたま市が住みやすい」と感じる市民の割合を高める活動
「CS90運動」に基づき、区役所においても、見やすい標識の設
置、キッズコーナー、写真を飾る等、お客様が快適に過ごす環境
作りを進めていきたい。 

お客様目線での配置の検討 

 レイアウト、動線、サインなどは職員目線になりがちのため、書面
上だけで決めることなく、実際に配置したうえで、お客様目線で検
討を行っている。 

 

設備の配置を工夫 

 自動交付機については、操作者が後ろに並んでいる人の視線を
気にするため、順番待ちの位置を工夫した。 

窓口環境改善への姿勢 

 窓口環境ではプライバシーの配慮を最重要視し、窓口カウンター
で隣にいる相談者の会話が聞こえないような対策を取るほか、話
しやすい、座りやすい窓口作りに努めている。 

 

お客様の要望への対応 

 お客様の要望への対応策を検討している。対応策の具体化とし
て、電話応対の改善、申請用紙の記入台の改善、古いポスター
の撤去等を進めている。 

きめ細かいサービス提供の心がけ 

 区民1人1人に応じたきめ細かいサービスをモットーとし、毎月、各
課が強化目標を設定し、実践している。テーマは各課の窓口の
前、及び、部長と課長の席の前に掲げている。 

 

わかりやすい言葉の使用を呼びかけ 

 区民に対して、わかりやすい言葉で丁寧に対応する事を心がけて
いる。具体的には、専門用語は区民にとってわかりにくいのでなる
べく使用しない事などを職員に呼びかけている。 

サービス意識向上のための取り組み 

 定期的にセルフチェックシートによる自己点検を実施し、改善点の
多い職員に対しては、所属長により個別面談を実施して、サービ
ス意識の高めている。 

  

お客様の目線に立ったサービスの提供 お客様のニーズの把握 

プライバシーへの配慮 わかりやすく丁寧な対応を心がける 

区長インタビューの結果、各区役所において窓口サービス向上を目的として下記の取り組みが実施されていることがわかりました。 

好事例として他の区役所と共有することにより、更なるお客様満足度の向上が見込まれます。 

 

 

2-(4)  区長インタビューの概要 
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おわりに ～高品質経営区役所の実現・維持に向けて～ 
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おわりに ～高品質経営区役所の実現・維持に向けて～ 

真の「お客様目線」とは？ 

多種多様なお客様の気持ちになりきって、「来庁する前の行動」、「来庁してからの行動や感じていること」を反映した行政サービスを徹底すること。 

 

高品質経営区役所を実現し維持するためのご提案 

①職員自らが「お客様」として考え、行動することを体験し、体験を通じて改善の機会を抽出し具体的な提案を検討する。 

②本報告における提案事項が抽出された背景を主体的に理解し、「できない理由」を探すのではなく、「クリアするための方策」を検討する。 

③関連する職員全員参加型の意見交換会や区役所をまたがるコミュニケーションを定期的に行う。 

 

 

 

高品質経営区役所の実現・維持 


