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「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生
協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、
組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献するこ
とを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資
金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員
になることで各種共済制度をご利用いただけます。
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わたしたちのタカラモノ
2020年度　組合員・お客さまの声　報告書



「わたしたちのタカラモノ」発行にあたって

代表理事　理事長

廣田 政巳
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こくみん共済 coop は、組合員やお客さまの声を大切にしています。

を考え行動し、一人でも多くの組合員やお客さまが
笑顔になっていただけるよう、努力し続けます。

組合員
・お客さまの声

①
声
を
聴
く

③
品
質
向
上
に
役
立
て
る

②声を分析する

　わたしたち『こくみん共済 coop 』は、「New-Zetwork（2018年度～ 2021年度中期経営政策）」に

おいて「組合員・お客さまの声」を拝聴し、そのご指摘に対して迅速にお応えするため、「お役立ち

発想」と「共創活動」により事業と運動を変革すべく、「組合員・お客さまの声」にもとづく業務改善

の取り組みを進めてきました。

　2020年度にいただいた「組合員・お客さまの声」の総数として 78,647 件（「感謝・評価

52,433 件」「意見・要望 25,864 件」「苦情 350 件」）のお声をいただきました。全国各地から寄

せられました皆さまの声は、わたしたちの理念「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」

の実現に向けて、大きな勇気と元気を与えていただきました。あらためて心より感謝申し上げます。

　2020年度においては、新型コロナウイルスによる感染拡大を受けて、わたしたちの働き方やライフ

スタイルの変化を余儀なくされ、わたしたちの行動が大きく制限された状況下において、皆さまから

の声を多くいただきました、自宅からお気軽に保障相談が可能となる「こくみん共済 coop のオンラ

イン相談」を開始しました。また、「#今できるたすけあい」では、医療・介護・福祉に携わる方々の

支援として「マイページ」での新規登録者や各種手続きに応じて寄付をする取り組みを行いました。

　一方、苦情の声は、年々減少していますが、まだまだ多くのご不満やご指摘をいただいています。

一つ一つのお申し出に対して、誠意をもって積極的に受け止め、公平・迅速・適切かつ誠実に対応

し、引き続き、再発・未然防止の取り組みを進めてまいります。

　今般、2020年度にいただいた「組合員・お客さまの声」や、わたしたちの取り組み内容を本誌にま

とめさせていただきました。ご一読いただければ幸いに存じます。

　これからも、「組合員・お客さまの声」を「わたしたちのタカラモノ」として大切にするとともに、

それらのご指摘にお応えすべく、たゆまぬ努力を続けてまいります。引き続きのご理解とご支援を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

わたしたちの
タカラモノ

「皆さまのために何ができるのか」
「信頼に応えるには、何が必要なのか」

「どうすれば、お客さまのお役に立てるのか」



2020年度は合計で78,647件の声をいただきました。
たくさんの声をありがとうございます。
※こくみん共済 coopの事業年度は6月1日から5月31日までとなります。

こくみん共済 coop では「組合員・お客さまの声」にもとづく業務改善に取り組んでいます。

お寄せいただいた「声」を、データベースに登録して、共有するとともに集約・分析を行っています。専務理事が委員長を務め、役

員・各部門の責任者で構成する「CS※向上委員会」にて、「声」と「職員の気づき」（提案）にもとづき、業務改善に向けた課題の

設定、改善実行の進捗管理、促進を行っています。今後も「組合員・お客さまの声」にもとづく業務改善の取り組みを継続し、より

皆さまにご満足いただけるよう努めてまいります。

※CS（Customer Satisfaction:組合員・お客さま満足）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

20,086件 26,250件 38,745件 38,176件

「組合員・お客さまの声」を業務改善に
つなげる取り組み

● 窓口(支所・共済ショップ など )　● コールセンター

「声」をデータベースへ登録
データベースで全国の役職員が「声」を共有します。

　 への取り組み
状況の開示

「組合員・お客さまの声」報告書
やホームページで報告

　 を活かした
商品・サービスの向上

25,864件

組合員・お客さまからの
ご期待、ご意見、ご要望

（2019年度23,745件）

組合員・お客さまからの
感謝、評価、お褒めの言葉

感謝・評価

意見・要望

苦情

350件

（2019年度516件）

組合員・お客さまから不満の
表明があったもので、対応や
回答を必要とするもの

わたしたちは一つ一つの 　 を
大切にしています。

組合員・お客さまの
　   の状況

お客さまからいただく
感謝・評価の声は
増加しています。

「声」にもとづき、より良いサービスを行うために
改善に努めます。

業務改善

ホームページ
お問い合わせ、組合員・
お客さまの声、苦情など
の受付

全国の支所・共済ショップ
共済のご加入、変更などの各
種手続きに関する対面による
ご相談窓口

お客様相談室
ご意見・ご要望、
苦情に関する受
付窓口

コールセンター
資料のご請求や保障に関するご相
談、病気やけが、住宅災害、自動車
事故に関するお問い合わせの対応

52,433件
66.7％

32.9％

0.4％

2020年度
「組合員・お客さまの声」の状況

すべての始まりは皆さまの　  から声

声

2020年度
お客さまの 声

声

をデータベースへ登録声

「声」の内容を把握します。

の集約・分析・報告声

「声」と「職員の気づき」から業務改善課題を
設定します。 (CS向上委員会※)
※CS向上委員会は本部・統括本部・推進本部で開催し、
　業務改善に取り組んでいます。

　　の状況確認、業務改善課題の
設定・進捗管理など

声
声

をいただく主な拠点声

声

すべての役職員が「組合員・お客さまの声」に、しっか

りと耳を傾け、ご意見やご要望をお聴きしています。

この取り組みを着実にすすめた結果、おかげさまで

たくさんの声をいただくことができました。

● ホームページ　● お客様相談室　など

3 4

を反映させるしくみ

組合員・お客さま

声
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感謝・評価の 　 は、
わたしたちの喜びであり誇りです。
2020年度は52,433件の「感謝・評価」の声をお寄せいただきました。
組合員やお客さまに喜んでいただいた事例はこくみん共済 coop のすべての役職員に共有しています。

その他
2,967件お申し込み手続きに

関するもの
1,293件

共済金のお支払いに
関するもの
1,354件

共済商品に
関するもの 
5,494件

ご契約の保全、
掛金収納に関するもの
9,466件

応対に関するもの

31,859件

感謝・評価の状況

台の玉突き事故に遭い、どうしてい

いか分からなかった。自分自身の賠

償責任がないため対応できないとのことだっ

たが、事故の流れや相手損保との対応方法、

けがが発生したときの対処法など丁寧に教

えてくれて安心した。何度も連絡をしてくれ

てありがとう。

まいる共済を諸事情により解約し

ようと思い来店しました。担当者が

解約はせずに掛金を抑える提案をしてくれ

たので解約せずに済みました。ありがとう。

住
３

まいる共済の契約が切れているので

はないかと不安に思い来店しました

が、契約が継続していることを案内してもら

い安心しました。その時にマイページサービス

の案内をしてくれて、契約確認ができることも

教えてもらいました。ありがとうございました。

住

総数
52,433件

ってもらった書類に付箋で分かりや

すく説明が書かれていてうれしかっ

たので、思わず電話をしました。ずっと重い

腰が上がらなかったけれど、こくみん共済の

移行手続きをしたいと思います。

送

声 お寄せいただいた
主な感謝･評価の　声

感謝・評価の分類別件数

許を返納するため、マイカー共済の解

約手続きに来ました。その際、同居の

子どもの自動車の購入予定があるという話を

したら、解約ではなく車両入れ替えの手続きを

勧めてくれた。言われなければ解約してしまう

ところだったので窓口で教えてもらって助かり

ました。ありがとうございました。

免
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初めての事故で不安でした。自分や相手の修理

費、相手への対応はどのようにしたらよいかな

ど、いろいろなことが頭から離れませんでした。

事故担当者が「心配することはないので今後の

対応はお任せください」と優しく言葉をかけてく

れて非常に安心しました。また、その後の手続

き、賠償の内容も分かりやすく説明いただき、丁

寧な対応で信頼できる手際の良い対応でした。

事故解決までの尽力に感謝

健康点検サービスやマイカー共済の横断旗寄

贈の取り組みといった社会貢献活動に直接関わ

れることは大変誇りに思います。今後も組合員

や協力団体、ひいては社会全体へのお役立ちに

つながる活動を自分自身も考えながら業務にま

い進したいと考えます。

こくみん共済満期時に面談をしてもらい、保障内

容の確認だけではなく健康点検サービスの活動

の紹介をしてもらったが、大変意義のある活動だ

と思う。コロナ禍で病院へ行くことに抵抗があ

る方もいる。そういった社会課題に対するアプ

ローチは引き続き継続してやってほしい。

組合員向けサービスの評価

スタッフの話し方や伝え方、表情や店舗の雰囲気は

保障内容と同じくらい重要視されていると感じます。

スタッフ同士のコミュニケーションがきちんと取れて

いて意思疎通がしやすい店舗なので、自然と信頼関

係が築けているのがお客さまの心に響き、感謝の言

葉をいただけたのだと思います。これからもお客さ

まのニーズを大切にしていきたいです。

1台目をマイカー共済に加入したときから 2台
目もこくみん共済 coop で加入すると決めてい

ました。相談から加入に至るまで皆さんの一生

懸命な姿勢、分かりやすい説明、思いやりのあ

る対応は心に響きました。

病気でこくみん共済に加入できなかったが、加

入可能時期となりましたと連絡をいただきまし

た。覚えていてくれてうれしかったです。

連絡をしてくれてありがとう

応対の良さが加入の決め手に

前回来店された際、ご加入いただけなかった時のお

客さまの残念そうなお顔を思い浮かべ、「お役立ち」

の気持ちを込めて、お電話を差し上げるようにして

います。これからも、お客さまへの想いを大切に、

「期待に応える」「お役に立つ」活動を続けていきた

いと思います。

感謝の声をいただいて

感謝の声をいただいて

感謝の声をいただいて

出産前から子どもの加入はこくみん共済 coop 

に決めていました。妊娠中に何度か窓口で相談

させていただきましたが、その度に優しく声を

かけてくれました。生まれる前から一緒に子ど

もの保障を考えてくれたり、初めての出産で不

安もあり、そのときのアドバイスも心強かった

です。心温かい雰囲気の店舗で加入したい気持

ちが大きくなりました。今日、やっと加入できて

本当によかったです。ありがとうございました。

気軽に相談できる共済ショップ

解約をしようと思ったが、「家の中や庭でけがをした

ことはないですか？」と聞いてくれて、そこで初め

て私の保障内容について知ることができました。今

まで何となく加入していたので、説明を聞いて私に

とって必要な保障だと知ることができました。分か

りやすく説明してくれてありがとうございました。

ライフプランに合った提案
感謝の声をいただいて

感謝の声をいただいて

感謝の声をいただいて

解約は保障見直しのよい機会であり、今一度お客

さまと一緒に考える時間を大切にしています。近

年、医療の進歩、社会保障制度が拡充し、新しい

生活様式がスタートしているからこそ、商品のメ

リット、デメリットを分かりやすく説明し、お客さま

自身でライフプランに合わせて慎重に選択してい

ただきたいと思っています。

職員一人ひとりが仲間意識を持って協力して業務

を行うことで、さらに感謝の声を生み出せると思

います。これからも全員一丸となって喜びを分か

ち合えるような職場にしたいです。

窓口では、お客さまの声を傾聴し、お客さまには不安や

悩みを気軽に相談していただきたい。そんな温かい雰

囲気の店舗をスタッフ一人ひとりが大切にしています。

これからも対面のよい部分を上手に活用し、効果的なコ

ミュニケーションの輪が広がればよいと思っています。

感謝・評価の
　　に
ありがとう
声

組合員・お客さまからの「ありがとう」「安心したよ」という声は、

こくみん共済 coop で働くわたしたちを元気にしてくれます。

「感謝・評価」の声、「お客さまの笑顔」は、わたしたちのかけがえのない財産です。

これからも、一人でも多くの方から「感謝・評価」の声をいただけるよう、そしてよ

り多くの方に「笑顔」になっていただけるよう、わたしたちは努力し続けます。



9 10

「組合員・お客さまの声」は、お電話、全国の共済ショップ、ホームページなどを通じて寄せられています。

その中で26,214件(意見・要望25,864件、苦情350件)のご指摘やご叱責の声をいただきました。

いただいた声を真摯に受け止め、業務改善につなげていきます。

わたしたちは、 一つ一つの　  を　　  真摯に受け止めます。
意見・要望、苦情の状況

マイカー共済契約証書の
補償内容表記が分かりづらい。

加入年齢制限がある保障の資料を送らないでほしい。

WEBで契約変更手続きを
できるようにしてほしい。

加入手続き進捗について連絡してほしい。 事前に案内されていた掛金と
異なる金額が引き落とされている。

自動車事故に遭い治療を受けているが、急に打ち切りの連絡が来た。

自動更新だと思っていたら手続きが必要だった。
案内を分かりやすく記載してほしい。

電話がなかなかつながらないため
手続きができない。

その他
61件共済商品に

関するもの
3件

お申込み手続きに
関するもの
27件

ご契約の保全、
掛金収納に
関するもの 
41件 応対に関するもの

65件

共済金の
お支払いに関するもの

153件

総数
350件

その他
3,908件

共済金のお支払いに
関するもの
843件

お申込み手続きに
関するもの
2,930件

応対に関するもの 
5,082件

共済商品に
関するもの
4,210件

ご契約の保全、
掛金収納に関するもの

8,891件

総数
25,864件

声

申込書の不備に対しての連絡が遅い。

苦情の分類別件数意見・要望の分類別件数

「意見・要望、苦情」
の主な　声



こくみん共済 coop の
オンライン相談
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わたしたちは、一つ一つの声に
積極的に耳を傾け、皆さまに満足していただける
サービス・業務品質を目指しています。

新型コロナウイルス感染症拡大により、保障相談をしたいけれどショップに行くのは不安、加入

相談をしたいけれど小さな子どもがいて外出するのが難しい等の多くの声をいただきました。

そこで2020年10月よりインターネット環境があればどこからでも保障についてご相談いただ

けるオンライン相談を開始しました。

「組合員・お客さまの声」にもとづく
業務改善の取り組み

こくみん共済 coop のオンライン相談の特徴

自宅からお気軽に
保障の相談ができるようになりました。

STEP

01

QRコードより、予約フォームにおすすみいただけます。
ご都合の良い日時を選択いただき、ご予約ください。

❶ 相談日時の予約
ご予約は
こちらから

ご予約後、予約完了メールを送付しますので内容をご確認ください。
また、スタッフがお電話にて確認のご連絡をする場合がございます。

❷ 予約の確認 予約完了！

オンライン相談の予約

STEP

02

ご予約時間になりましたら、担当スタッフよりお電話いたします。

❶ 当日、スタッフよりお電話します

接続が確認できましたら、オンライン相談が開始となります。
ささいな心配事でもお気軽にご相談ください。

❸ オンライン相談スタート！

ご案内するWEBサイトにアクセスしていただき、
表示された4桁の番号をスタッフまでお伝えください。

❷ 接続方法をご案内します
画面の

4桁の番号を
お伝えください

オンライン相談

こんな相談ができます

寄付金額　8,979,600円
寄付先　日本赤十字社・日本医療福祉生活協同組合連合会

マイページの利用・登録で
#今できるたすけあい

アプリのダウンロードなど、事前の準備は不要！
さらにご相談は無料です！
※通信料はお客さま負担となります。

■ くるまの補償

最大22等級・掛金64％割引。安心のサポート
体制と充実した補償をご案内いたします。

■ 住まい（住宅・家財）の保障

火災への備えはもちろん、台風や地震などの
自然災害にも備える保障をご案内いたします。

■ ご自身・ご家族の保障

ご希望をお聞きしながら、入院・通院や死亡、賠償など、ご自身・ご家族のニーズに
合わせた保障をご案内いたします。

結婚、子どもの誕生・進学、住宅の
購入、車の買い替えなど、生活環
境に変化があったときは、保障に
ついて考えるタイミングです。お気
軽にご相談ください。

医療・介護・福祉に携われている方々を支援するため、
2020年9月11日～2021年5月31日までマイページでの
新規登録や各種手続きに応じて1件あたり100円を当会よ
り拠出し寄付をする取り組みを実施しました。
ご協力ありがとうございました。

お寄せいただいたご感想

とても親切丁寧にご説明していただいて

想像以上。相手の顔も見れてより信頼が

増して安心した。  （50 代女性）

初めてオンラインで説明を
聞きましたが、便利に感じました。
分かりやすい説明をありがとう。
　　　　　　　　 （40代男性）自宅でプランを選べるので

このオンライン相談は便利。

　　　　　　　　　（30 代女性）
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共済ショップでの取り組み 防災・減災の取り組み

共済ショップ豊橋店（愛知県）
お客さまへの新型コロナウイルス感染拡大防止・早期受診を実
現するため、豊橋市独自の「豊橋市新型コロナ通知システム」へ
登録しました。共済ショップ専用のQRコードを取得後、掲出用
ポスター（QRコード付ポスターチラシ）をショップ入り口、通
路、各カウンターへ設置し、スマートフォンからシステムへ登録
できるようにしました。

共済ショップ沼津店
（静岡県）
来店受付シート記入時に
お客さまに安心してボー
ルペンをご使用いただく
ため、消毒済みボールペン
と使用済みボールペンを
区別したペン立てを設置
しました。

共済ショップ金沢店
（石川県）
お客さまが気軽に閲覧
し、お持ち帰りいただけ
るように、ポップスタン
ドをショップ店外に設置
し、お持ち帰り用の袋を
用意しました。

共済ショップ松江店（島根県）
来店されたお客さまに興味をもっていただき、少し
でも多くの共済商品を知っていただくため、店舗入
口にウェルカムボードを設置しました。

万一の災害に備える、災害時に身を守る、災害後に
復旧・復興をすすめるという観点で自助・共助の促進に
取り組んでいます。

全国に199店舗（2021年7月現在）ある共済ショップでは、「こくみん共済 coop の顔」として、お気軽に立ち寄っていた
だき、安心して相談していただけるよう誠心誠意のおもてなしを心がけています。また、当会ではお客さまおよび職員の
安全確保を最優先として、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対策を実施しております。

わたしたちは、組合員・お客さまと向き合い、
より身近に相談できる共済ショップづくりを目指します。

共済ショップの窓口でできること

保障内容の
点検・見直しの
ご相談

ライフステージ・
家族構成に合わせた
保障プランの
ご案内

変更手続きや
新規・継続の
お申し込み

保障のしくみに
関する疑問の
お答え

ぼうさいカフェ
ぼうさいカフェは内閣府が防災知識普及モデル事業として社会全
体の防災力向上や国民の防災意識を高めるために推進している
取り組みです。

被災地を支援する取り組み

防災・減災を広げる取り組み
楽しく防災・減災を学べるように「ぼうさいえほん」「ぼうさいクイズ」を作成し、当会のぼうさいカフェを
はじめとしたイベント、幼稚園・保育園でのよみきかせ会、自治体や社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、市民団
体等による防災・減災活動で活用しています。

お住まいの地盤診断サービス ～地盤の強さや、自然災害のリスクを確認～
もしものリスクに適切に備えるために。地震・液状化・浸水の可能性など、お住まいの地域の災害リスクを今すぐチェック！
住所を入力するだけでお住まいの地盤サポートマップが無料で作成・ダウンロードできます。
お引越しや新築時の地盤調査の参考に、地域で防災訓練やハザードマップ、防災マップ作成時にご活用ください。

自然災害で被災した地域では、地域の団体・ボランティアの皆さ
まと一緒に復興支援活動に取り組んでいます。

仮設住宅引越しボランティア
（福岡県）
グリーンコープのボランティアに参
画、福岡県朝倉市の林田仮設住宅
入居者の引越しを支援しました。

ぼうさいえほん


