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▲ 病気やけが、住宅災害、自動車事故にあわれたとき

▲ 苦情に関する受付窓口

全労済共済金センター

0120-580-699
住宅損害受付センター

0120-131-459

TEL.03-6831-8530（有料） TEL.03-6628-4600（有料）

マイカー共済事故受付センター

0120-0889-24

全労済お客様サービスセンター

0120-00-6031

お電話の場合

※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない
　場合は、下記までご連絡ください。

※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない
　場合は、下記までご連絡ください。

平日9：00～19：00/土曜9：00～17：00
（日曜・祝日・年末年始はお休み）

受付時間

平日9：00～19：00/土曜 9：00～17：00
（日曜・祝日・年末年始はお休み）

受付時間

平日9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）

受付時間

24時間・365日受付時間 24時間・365日受付時間

24時間・365日受付時間

店舗により異なります。各店舗までお問い合わせください。受付時間

支所・共済ショップ などの窓口

ご来店の場合

右記の手続きができます。

全労済ホームページの場合

病気やけがに関する
共済金請求受付ダイヤル

住宅災害に関する
共済金請求受付ダイヤル

マイカー共済の
事故受付専用ダイヤル

0120-603-180
お問い合わせ お客さまの声受付
お問い合わせ 苦情の受付

トップページ
トップページ

苦情対応マネジメントシステム

見て
聴いて
感じよう

▲

資料のご請求、ご契約内容の確認や変更などの各種手続きに関するお問い合わせ・ご相談

※全労済の住まいる共済にご契約されている方や海外へご転居される方など、
受付できない場合があります。詳しくはホームページにてご確認ください。

苦情受付専用ページでもお受けしています。

トップページ お近くの相談窓口
トップページ 窓口一覧

パソコンから
スマートフォンから

：
：

●
●

パソコンから
スマートフォンから

：
：

●
●

■各種共済商品の資料請求　■住所変更届・振替口座変更届のご請求

＜全労済ホームページでもご確認いただけます＞

全労済お客様相談室 全労済ホームページ

タカラモノ
わたしたちの

資料のご請求、ご契約内容の確認や変更などの各種手続きに関するお問い合わせ・ご相談
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2016年度

組合員・お客さまの声 報告書



すべての始まりは皆さまの「声」から

意見・要望

苦情 1,683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。

前年度 24,248件

前年度 1,587件

19,365件

感謝・評価

20,086件
48.8％

組合員・お客さまからの
感謝、評価、お褒めの言葉。

20,000件を超えました！
2016年度

組合員・お客さまの声の状況

47.1％

4.1％

組合員・お客さまからの
ご期待、ご意見、ご要望。

2016年度※は合計で　　　　　　 の声をいただきました。
感謝・評価の声は初めて20,000件を超えました。
たくさんの声をありがとうございます。

は合計で　　　　　　 の声をいただきました。
感謝・評価の声は初めて20,000件を超えました。

41,134件『わたしたちのタカラモノ』
全労済は、組合員やお客さまの声を大切にしています。

「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か」

「どうすれば“心地よさ”をお届けできるのか」

このような気持ちは皆さまからいただく「声」から

生まれてくるのです。

わたしたちの
タカラモノ

※全労済の事業年度は6月1日から翌年5月31日までとなります。

　2014年６月からスタートした４ヵ年計画
「Zetwork-60」において、「組合員視点への転換に
よる改革の実現」を重要政策の一つとしています。
　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。

感謝・評
価の声は

年々増加
していま

す！

14,546件
16,312件

4,851件3,585件

2014年度

2012年度
2013年度

2015年度
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わたしたちの
タカラモノ

わたしたちは、
一つ一つの「声」を大切にしています。

　全労済では、「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・分析を行います。

「声」と「職員の気づき」（提案）にもとづき、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「全労済CS※向上委員会」にて、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）

「組合員・お客さまの声」にもとづく業務改善の取り組み

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

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への
対応

お問い合わせ、
組合員・お客さまの声、
苦情など受付

苦情に関する受付窓口

ここにも窓口ができたね。
近くにお店がないからその
まま更新していたけど、本
当はずっと見直したかった
んだ。

※CS向上委員会は本部・統括本部・推進本部でも開催し、業務改善に取り組んでいます。

「声」をデータベースへ登録

●窓口（支所・共済ショップ など）
●コールセンター
●全労済ホームページ
●全労済お客様相談室　など

データベースで全国の役職員が「声」を共有します。

「声」の集約・分析・報告
「声」の内容を把握します。

業務改善
「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。（本部各部室）

「声」の状況確認、業務改善課題の
設定・進捗管理など

「声」と「職員の気づき」から改善課題を設定します。
（CS向上委員会※）

「声」を生かした
商品・サービスの向上

「組合員・お客さまの声」報告書
やホームページで報告

「声」への取り組み
状況の開示

組合員・お客さま

「声」をいただく主な拠点

「声」を反映させるしくみ

全国の
窓 口

コール
センター

ホーム
ページ

お客様
相談室

マイカー共済の車両の入
れ替えも、インターネット
で手続きできればいいと
思う。

対応がとてもよかった。相
手の話を聞く姿勢ができ
ているので、テキパキと
明瞭に臨機応変な対応が
できるのだと思う。

更新書類に載っているお
すすめタイプの記載方法
がわかりにくい。
追加・変更手続きが必ず必
要だと勘違いしてしまう。

で手続きできればいいと
思う。
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わたしたちの
タカラモノ

＜総数＞
21,048件

　「ISO10002」は「苦情対応」に関する国際規格であり、国際標準化機構（ISO）により2004年
7月に制定されました。日本では翻訳版がJIS Q10002：2005として制定されています。この規
格では組合員・お客さま満足のための苦情対応プロセスを継続的に改善していくことが目的と
され、PDCAサイクルを構築・運用していくことが求められています。

応対品質の向上に向けた取り組みを行っています。
応対スキルの基本を習得することを目的とし、全国の
どの店舗スタッフでも安心・信頼される基本的な対応
が実践できるように、応対マナーの基本マニュアルと
して『店舗スタッフＢＯＯＫ』を作成し、応対品質の向上
に向けた取り組みを行っています。

　全労済は、苦情対応マネジメントを適切に行っていることを明示し、苦情対応マネジメントシ
ステムの国際規格である「ＩＳＯ10002」について、自己適合宣言を行っています。

▼苦情マネジメントシステム「ISO10002」への適合宣言

　信頼され、選ばれる「組合員の全労済」をめざしています。
　組合員・お客さまからの苦情を最優先課題として捉え、誠実かつ迅速な対応を心がけ、
共済商品・事業運営の改善および業務品質の向上に努めています。

わたしたちは、
一つ一つの声を真摯に受けとめます。
　「組合員・お客さまの声」は、お電話、全国の窓口、ホームページなどを通じて寄せられています。
　その中で、21,048件（意見・要望19,365件、苦情1,683件）のご指摘やご叱責の「声」をいただきました。

・　　　  の分類別件数と主な「声」

への取り組み

応対に関するもの
3,514件

共済商品に関するもの
3,003件

共済金のお支払いに関するもの
1,158件

お申込手続きに関するもの
2,281件

ご契約の保全、 
掛金収納に関するもの

8,251件

その他
2,841件

解約しても解約完了通知
が届かないから、手続き
ができたかどうかわから
ない。

制度改定によって掛金が
高くなった。

DMに病気保障の記載が
ない。年寄りが心配してい
るのは病気保障。抜粋で
記載されると心配になる。

最初に担当してくれた方は
とても親切で丁寧だった
が、次に担当してくれた方
は一方的な案内で不快な
思いをした。
担当者によってこれほど
対応に差があるのか。

更新の案内にパンフレット
や書類がたくさん入って
いてどれが必要なものか
わかりにくい。

フリーダイヤルがつなが
らない。

高齢者でも加入ができ、
保障が長く続く商品をつ
くってほしい。

共済金請求の際、必要書
類が多すぎて大変。もっと
簡素化してほしい。

平日しか共済金請求を受
付してくれない。

掛金変更のお知らせが届
いたがわかりにくい。

親族であっても契約者と
別居という理由で手続き
に応じてくれない。高齢化
社会なんだから、それに合
わせた方法を検討すべき。

ご指摘を受けて

IP電話から着信可能な一般電話番号を新設しました。
損害事故受付センターでは、フリーダイヤルへの着信
自体が困難なIP電話（050番号端末）からの受電方法
として、フリーダイヤルとは別に、IP電話から着信可能
な一般電話番号を新設しました。

携帯電話をIP電話にした。
長年マイカー共済を利用
しているが、事故などの
緊急連絡先がフリーダイ
ヤルだけで、IP電話対応
の番号がないため連絡が
できず、不安である。

ご指摘を受けて

意見・要望 苦情

苦情
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わたしたちの
タカラモノ

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・
業務品質をめざしています。

業務改善事例

2016年1月～2017年4月までに、新たに18店舗を開店しました。
そのうち6店舗は土曜日営業も行っており、より多くの皆さまにご利用いただけるようになりました。

高血圧の方の加入条件を緩和しました。
これまで高血圧の治療中を
理由に加入をあきらめてい
た方も一定の条件を満た
せば保障内容や掛金は変
わらず、お申し込みいただ
けるようになりました。
※なお、加入には一定の条件が
ありますので、お申し込み時の
健康状態について詳細な内
容を確認させていただきます。
内容によっては、ご加入いた
だけない場合があります。

ご意見・ご要望を受けて現在、高血圧症で降圧剤を服
用しているため、保障の大きい
商品に変えることができない。
このような状態でも、加入でき
る共済を作ってほしい。

医師の指示のもと、薬で血圧は
正常値になっているにもかか
わらず加入できないのはおか
しい。

全労済共済金センターの土曜日営業を開始しました。
２０１７年４月１日から、病気やけがに関する共済金請求
受付ダイヤル「全労済共済金センター」の土曜日営業
を開始しました。
※住宅災害に関する共済
金請求受付、自動車事
故の事故受付は24時間
365日行っています。

ご意見・ご要望を受けて平日は仕事で電話ができない。
土日でも共済金請求ができる
ようにしてほしい。

ご意見・ご要望を受けて満期案内の記載内容が全
労済目線であり、利用者
のニーズに合っておらず、
わかりづらい。

毎年自動更新なので、保
障額が下がっていること
を知らなかった。更新書類
でわかりやすく案内して
ほしい。

共済ショップ月島店（東京都）
共済ショップ藤枝店（静岡県）
共済ショップ富士店（静岡県）
共済ショップぐりんぼう大宮店（埼玉県）※
共済ショップ練馬店（東京都）
ぐりんぼう津山　共済ショップ（岡山県）
共済ショップ三宮店（兵庫県）※
共済ショップなんば店（大阪府）
共済ショップ戸塚店（神奈川県）
共済ショップ赤羽店（東京都）
共済ショップ本八幡店（千葉県）
共済ショップ栄地下店（愛知県）※
共済ショップぐりんぼう浦和店（埼玉県）
共済ショップ武蔵小山店（東京都）
共済ショップ四条烏丸店（京都府）
共済ショップ博多駅前店（福岡県）※
共済ショップ光の森店（熊本県）※
共済ショップ銀山店（広島県）※

2016年  1月
2016年  4月
2016年  4月
2016年  6月
2016年  6月
2016年  6月
2016年  6月
2016年  8月
2016年  9月
2016年  9月
2016年10月
2016年10月
2016年10月
2016年10月
2016年12月
2017年  3月
2017年  4月
2017年  4月

※

共済ショップなんば店（大阪
府）

共済ショップ栄地下店（愛知県）

～安心をより身近に～
 新店舗を開店しております

なんばに窓口ができて
とても便利になった。
また何か分からない
ことがあれば、なんば
店に行こうと思う。

共済ショップ栄地下店（愛知県）

栄地下店のおかげ
で、土日に手続きで
きるのはたいへん
ありがたいです。

平日１７時までや土日休
みの窓口だとなかなか行
けない。

近くに窓口があればいい
のに…

利用者が実際に使う様子を関係者が観察して改善し、
「実利用者研究機構」からの「実利用者ユニバーサルデ
ザイン認証」を取得しています。

従来のこくみん共済満期案内は、さまざまな書類が封入されており契約者から見てわかり
づらいことが課題となっていました。今回の改定によって証書や申込書、リーフレット類を
可能な限り一体化し、一人一人に応じた内容の印字によりわかりやすくしました。

こくみん共済の満期案内を改定し、
「実利用者ユニバーサルデザイン認証」
を取得しました。

（2017年7月時点）

※土曜日営業を行っている店舗。共済ショップ栄地下店は、年末年始を除き、土曜・日曜・祝日も営業しています。

※「実利用者ユニバーサルデザイン認証」とは (参考：「（特非）実利用者研究機構」 http://jitsuken.com/)
実際の利用者が使用する際の行動観察調査を行い、発見された課題に対して、わかりやすく社会的にも価値のある
ものに改善された製品・サービス等に与えられる認証

実利用者ユニバーサルデザイン認証 証明書▶

認証番号:170004　
認証機関:実利用者研究機構

0120-00-6031お客様サービスセンター 0120-580-699共済金センター

保障内容のご確認や契約変更等のご相談は 共済金請求の受け付けは

契約更新のご案内をリニューアルしました

［受付時間］ （日曜・祝日・年末年始は除く）平日9：00～19：00／土曜9：00～17：00 おかけ間違いのないよう、電話番号をもう一度お確かめください。

利用者が実際に使う様子を
観察して改善しました。使う
人のことを大切に考えてい
る印刷物の証です。

※森林労連共済、たばこ共済、全水道共済など職場や団体を通じてご加入の方は、上記フリーダイヤルで受け付けできない場合がありますの
で、「契約更新のお手続き」右上に記載の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

必ず開封して、内容をご確認ください。

▲認証番号の記載された封筒

■60歳年齢満了時など、保障額が下がることが視覚的
にわかるよう、注意喚起のマーク・文言を表示し、保
障内容を認識いただけるよう改善しました。
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わたしたちの
タカラモノ

　2016年度は、20,086件の「感謝・評価」の声を、お寄せいただき、ありがとうございました。
　組合員・お客さまに喜んでいただいた応対の事例として、全労済のすべての役職員が共有しています。

わたしたちは、
「感謝・評価」の「声」が喜びであり、
誇りです。

の分類別件数と主な「声」

共済商品に関するもの
709件

共済金のお支払いに
関するもの

663件

お申込手続きに
関するもの

67件

ご契約の保全、 
掛金収納に関するもの

243件

応対に関するもの
15,728件

その他
2,676件

以前事故に遭ったときの相
手が加入していたのが全
労済でたいへんよかった
ため、加入を検討した。

駅からの道がわからなく
て長電話になって仕事
を中断させて申し訳な
かったわね。そのうえ、わ
ざわざ迎えに来てくれて
ありがとう。本当に親切
でありがたかった。

コールセンターに電話してか
ら窓口へ来たら連携がとれ
ていた。何度も説明するのは
大変なので助かる。

年寄りなのでわからない
ことがあって連絡しても、
いつも丁寧にわかりやす
く教えてくれる。わざわざ
自宅まで来てくれた。

少ない掛金での契約と思っ
ていたが、たくさん支払っ
ていただき、住宅を建て直
すことができた。
本当に感謝している。

高血圧の薬を飲んでいる
ので医療保障はあきらめ
ていたけど、加入できてよ
かった。

入院の共済金請求をした
ら2、3日で支払われた。
早い処理をありがとう。

すぐに手続きできて安心
した。高齢のため手続き
が面倒だと思っていたの
でよかった。

いつも歩道をきれ
いに掃除していた
だいて、ありがとう。

記入箇所が少ない用紙
（プレプリント）を用意
してくれてありがとう。

寒い中、最寄りのバ
ス停まで送ってくれ
てありがとう。

感謝・評価

＜総数＞
20,086件

※これは実際の出来事を元にしています。

…えっ！？
小学生のお子さまが！？

それは、小学生のお子さまが運転する
自転車と歩行者との接触事故でした。

被害者はご近所に
住む高齢の方で、
骨折もされていて
とても不安に思わ
れていました…

相手がご近所の方で、
お子さまが関わる事故…
デリケートな問題だ
いつも以上に慎重に
進めないと…

藤沢さん
お手紙が
来てますよ！

はーっ！
よかった！！ 解決されたん

ですか？

あぁ、
相手の方ともめ
ることもなく、
円満に解決し
たよ！

ご近所の方との
トラブルは、
その後のお付き合
いにも関わるし…
これできっと
安心だね

私たちにとっては
当然のことだけど、
こんな風に感謝して
もらえるとやりがい
を感じるな…

無事解決
しました！！

お疲れさま
でした！

これは…

藤沢さん
お願いします

はい

は
い
、全
労
済…

プ
ル
ル
ル
ル…

プ
ル
ル
ル
ル…

え？

お子さまのおけがは
大丈夫ですか？

安心して
私どもにお任せ
ください！！

そ
し
て…

わたしたちの

小学生のお子さまから感謝のお手紙が届い
たのです。
感謝の言葉とともに同じことを二度と繰り返
すまいといった思いが綴られていました。
親御さまからも「以前と変わらずにご近所付
き合いができています、本当にありがとうご
ざいました」との言葉をいただきました。

数ヵ月後

皆さまからいただいた
声はとても励みになる。
これからも安心を
お届けできるよう
がんばるぞ！
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手続きは多くなりますが、それによって掛金を下げる
ことができ、お客さまのニーズに合った提案につな
がりました。
今後もお客さまにとってより良
いご提案ができるよう努めてま
いります。

その声をいただいて
いろいろな説明・対応に
感謝したい
契約している車両が複数台あるが、
車両入替で掛金に差が出ることを
初めて知った。今回、最も安い掛
金になるように何度も試算いただ
いた。
また、子供特約の存在も今回の説明
の中で初めて知った。いろいろな説
明・対応に感謝したい。

他社と比較され、保障が小さいため解約を検討され
ていたようですが、対応を評価していただき契約を続
けていただけることになりました。
窓口は顔が見えることで信
頼していただける場所だと
思います。
これからも、丁寧な対応を
心がけていきたいです。

その声をいただいてマイナス面もちゃんと
説明してくれた
強引に自社のものを勧めてくる
ところもあるが、全労済は、保障
内容のマイナス面もちゃんと説
明してくれたので解約するのは
もったいないと思った。
何よりも窓口でお話できたこと
で、安心できた。ありがとう。

お寄せいただいた主な　　　　　　の「声」

運転者が高齢で、事故受付時より高圧的な相手に対し
不安を抱えていたので、少しでも気持ちが楽になって
もらえるよう一つ一つ親身になってお話を伺い対応さ
せていただきました。感謝していただけたことをうれ
しく思い、自分のやった仕事への自信にもつながりま
した。今後もお客さまの気持ちが少しでも楽になる、
そんな努力を続けていきたいと思います。

その声をいただいて
全労済に任せて、
本当に感謝している
本当にありがとうございました。
心配で心配で、何度も連絡して
しまってごめんなさい。
事故当初、相手がとても怖く、考
えすぎて何なら自腹でも、とま
で悩んでいましたが、全労済に
お任せして、無事示談になり本
当に感謝しています。

感謝・評価

お母さまは現在も全労済のご利用があるとのこと。
お母さまから娘さまへ、娘さまも母親になり、またそ
の息子さまへ。お客さまが全労済を身近に感じていた
だいていること、つなげていただいていることに感謝
いたします。

その声をいただいて

母からの紹介で、息子
の保障を選びました
母からの紹介で、息子の加入手
続きに窓口へ来ました。母から
聞いた話では、私が幼い頃に、
全労済で子ども向けの保障に加
入してくれていたようです。親近
感がわき、また長く利用できる
共済だなと印象を持ったので、
息子の保障も安心して利用で
きる全労済を選びました。

調査の際に焼け跡から写真を見つけてお渡ししました。
大切にされていたものが手元に戻り、喜んでいただけ
てよかったです。
数年前の火災でしたがよく覚えていてくださって、何
度も感謝の言葉をいただきました。火災にあったのは
本当に大変だったと思いますが、組合員の生活再建の
お手伝いができたことをとてもうれしく思います。

その声をいただいて

火事はつらかったけど、
写真を見つけてくれて
本当にうれしかった
以前、母の家が火事になった。
全労済の方が焼け跡から写真
を見つけてくれた。
その写真は貴重な写真でロー
カルテレビにも取り上げられて、
今は記念館に保管されている。
火事に遭ったことは本当につら
かったが、写真を見つけてくれ
て本当にうれしかった。

退職手続きの際、若くして退職するのは何かあるので
はないかと思い尋ねたところ、共済金をご請求いただ
けることに気づきました。退職による解約手続きのな
かでお役立ちにつながったことをうれしく思います。
いただいた感謝を励みに、「もしかしたらお役に立て
るのでは？」という意識を「当たり前の対応」とし続けた
いです。

その声をいただいて

今後の生活が明るく
なりました
重度障害共済金が支払われま
した。
会社を病気で退職する際に、共
済金の請求を勧められました。
難病でやむなく退職することと
なり、共済金の請求なんて頭に
もありませんでしたが、退職手
続きの際に気づいていただい
たことで、今後の生活が明るく
なりました。
支払いまでの丁寧な対応にも
あわせて感謝申し上げます。

共済金に関する　　　　　　の「声」感謝・評価
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皆さまへの対応に関する　　 　  　　の「声」

その声をいただいて

感謝・評価

すぐに調査に来てくれ
たのは今でも忘れない
九州で地震が発生しているが、
東日本大震災時の全労済の対
応を思い出す。混んでるだろう
から、後回しにしてもらってよい
と言ったのに、すぐに自宅に来
てくれたのは今でも忘れない。

伝言というかたちでいただいたお言葉にうれしくなりま
した。免許も取りたてとのことで不安な様子でしたが、
今後のカーライフを安心していただけるような対応を
心がけてまいりたいと思います。

その声をいただいて

その一言がうれしかった
マイカー共済に初めて加入した。
共済（保険）契約も初めてだった
が、丁寧に説明してもらい、安心
して加入することができた。納
車を明日に控え、急遽の訪問依
頼だったにも関わらず担当者が
すぐ来てくれ、手続きができて
よかった。
明日は遠隔地からの運転で不安
であるが、「落ち着いて運転して、
安全第一でお願いしますね。自
慢のお車また見せてください」
と担当者から言ってもらった。そ
の一言がうれしかった。

高齢のご夫婦が縁石に車を乗り上げて困っていたのを
見かけたので声を掛けたところ、大丈夫との返事をい
ただくも困惑していた様子で、見過ごすことはできま
せんでした。男性職員５、６名を現場に呼び、車を引き上
げました。現場から帰る際のご夫婦の笑顔、また応援に
かけつけた職員の笑顔にわたしもうれしくなりました。

その声をいただいて偶然通りかかった全労
済の方が助けてくれた
自分が加入している自動車保険
にも相談しましたが、親身な回
答がもらえず困っていました。
たまたま通りかかった全労済の
方が気にかけてくださり、しか
も皆さんで助けていただき本
当に感謝しております。今後、自
動車補償は全労済にお願いしよ
うと思っております。

半年以上も前の事故対応について、お客さまが深く印象
に残っていることにあらためてうれしく思いました。担当
者にとっては一つの仕事であっても、お客さまにとっては
重大な出来事であることを再認識いたしました。

その声をいただいて
本当のプロの対応だった
以前、人身事故を起こしたとき
損害調査サービスセンターの
方にたいへんお世話になった。
契約者にも的確かつ丁寧に説
明していただき、被害者に対す
る対応も格別で本当のプロの
対応だった。今後も全労済でお
世話になりたい。

対応についてお褒めの言葉をいただいたことを受け止め、
より良いサービス提供につなげていきたいと思います。

組合員･お客さまからいただいた「感謝･評価」の声が、わたしたち職員を元気にしてく
れています。その声があるので、今日も頑張ることができます。ありがとうございます。

感謝の「声」から元気をいただいています。

【ホスピタリティ】
思いやり・やさしさ・丁寧

【ホスピタリティ】
思いやり・やさしさ・丁寧

組合員・お客さま

より良いサービス

力になれてうれしい！

ご理解いただけましたか？

お聞き忘れは
ございませんか？

喜んでいただけて
うれしい！

「もっと喜んでいただ
きた
い！
」

掛金が
魅力的だね

これからも
頑張ってね

とても
親切･丁寧だね

の「声」感謝・評価

お褒め
もっとお役に

立ちたい

より丁寧な
対応を

評 価

激 励 笑顔･笑声※

の対応

激励が
励みになりました！

いただいた「声」は、毎日全国で共有しています。
また、月ごとに取りまとめ、『CSニュース「お客様の笑顔」（内部広報誌）』で紹介しています。
これが全労済職員の励みとなり、日々の活力となっているのです。

※顔の見えない電話では、
　明るく元気な声（笑声-えごえ-）を
　心がけています！

「自分のことのようにうれしく思いました！」
「より親身な対応を心がけるようになりました」
「業務を見直すきっかけになりました」
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わたしたちの
タカラモノ

　全労済では、お客さま志向やホスピタリティ（思いやり）の浸透、ＣＳ・業務改善活動に率先して取り組
むＣＳリーダーを、2009年10月から全国の各拠点に配置しています（2017年7月現在、532名）。
　ＣＳリーダーの役割は、ご満足いただいた事例の発見、その取り組み事例の報告と共有、他のＣＳ事例の導
入などです。各拠点のＣＳリーダーは、組合員満足の向上をめざし、それぞれ工夫した活動を実施しています。

※CS（Customer Satisfaction：組合員・お客さま満足）

わたしたちは、
組合員･お客さまの目線で考えます。

〈CSリーダーの取り組み〉

笑顔で挨拶
接客対応の基本となる声出し（おはようございます、いらっしゃいませ、
ありがとうございました等）を朝礼で行っています。

思いやりの気持ちを大切に
書類を送付する際は、文字は大きく、送付票には
手書きで一言添えています。ほかにも、お客さま
の不便が少なくなるよう工夫をしています。

一人一人に寄り添いたい
「耳マーク」（聴覚障がい者用）プレートを設置してお申し出により筆談などで対応したり、車椅
子のお客さまの対応のためのスロープを準備するなど、お客さま一人一人に寄り添った対応
を心がけています。

『耳の不自由な方は筆談しますのでお申し出ください』
という案内ポップをしています。聴覚の障がいがない
方からも、社会貢献をしている意識の高い団体だとお
声かけいただくこともあります。
これからもお客さまとの触れ合いを大切にしていきた
いと思います。

「使用する機会は少ないとは思うが車椅子のお客さ
まの対応を考えた方がいい」との意見により、段差ス
ロープを購入しています。実際使用した際にお客さま
にお喜びいただけました。
会話も含め、お客さまに寄り添う気持ちで接客に努
めたいです。

「耳マーク」（聴覚障がい者用）

帳票等でわかりにくい部分に
は、フセンやメモで案内を添え
ています。

障がいがある方がサービスセンターへ来店された際
スムーズに意思疎通ができるよう、コミュニケーション
ツール（イラストを指差すことで自分の意思を伝える
ツール）を事務所に設置し
ています。
すべてのお客さまにご満足
いただけるよう工夫して取
り組んでいます。

障がいがある方との
コミュニケーションツールを設置
【岡山損害調査サービスセンター】

毎月、ショップスタッフ手作りの店舗装飾を行ってい
ます。お客さまにもたいへん好評であり、そのことが
ショップスタッフの楽しみにもなっています。

季節感を取り入れた店舗装飾
【群馬県 共済ショップ高崎店】

写真（左）のミノムシカバーはお客さまの手作り！

本の物々交換を通じて気軽に読書してもらおうという
試みで、「かえる文庫」を設置しました。お好きな本を1
冊持ち帰っていただき、機会があれば読まなくなった本
を１冊お持ちいただいています。
混み合った際などには、待ち時間に本を選ぶお客さま
もいらっしゃいます。

「かえる文庫」の設置
【青森県 共済ショップ青森店】

認知症を理解し、スムーズな対応が行えるように認知
症サポーター資格取得のための講座を全員が受講し、
認知症の方への対応方法を学びました。
受講後は認知症サポーターとして認定を受け、その証
としてオレンジリングを受け取りました。

認知症の方への対応方法を学ぶ
【奈良県】

マナー集を作成して職員へ配布。マナー講習会に参
加した職員の資料や立ち居振る舞い、おじぎの方法
などを職員みんなで共有しています。

誤表現や誤解を生む表現を
なくすよう独自資料を作成し、徹底
【愛知県】

全員が認知症サポーターの証のオレンジリングをしています。皆さまの手で入れ替わる本棚。

各拠点でのＣＳ向上の取り組み（一例）

保障セミナー開催告知や無料相談実施告知用に、ス
タッフの手書きポップデザインでのブラックボードを作
成し、来店者・歩行者へのＰＲ版として活用しています。

セミナー・無料保障相談ご案内の
手書きポップ
【広島県】
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「わたしたちのタカラモノ」
  発行にあたって

　わたしたち全労済は、2016年度においても、現行の中期

経営政策『Ｚｅｔｗｏｒｋ－60』の重要政策の一つとして掲げ

た「組合員・お客さまの声」を傾聴し、そのご指摘に対して

迅速にお応えするためのさまざまな取り組みを実践してき

ました。

　この一年間、組合員やお客さまからお電話やお手紙を

通じて、わたしたちへのご叱責やご要望・激励などを数多く

お寄せいただきました。その結果、「組合員・お客さまの声」

は、前年に引き続き4万件を超える結果となりました。

　わたしたちは、それらのご指摘を「組合員・お客さまの声」

として専用のシステムに記録するとともに、ご指摘の内容を

「感謝・評価」「意見・要望」「苦情」として分類し蓄積して

います。特に、「感謝・評価」の声は前年より23％増となり、

初めて2万件を超えました。あらためて感謝申し上げます。

　さて、2016年度は、「入院等の共済金請求も、休日に受

付してほしい」というご要望に応え、2017年4月より、土曜日

の受付を開始しました。また、「契約更新時の案内がわかり

にくい」とのご指摘を受け、多くの方に利用いただいている

「こくみん共済」について、2017年5月より、見やすくわかりや

すいように改善（更新書類のリニューアル）しました。

　一方、「苦情」については、前年に比べ6％増加しました。

苦情についても「わたしたちのタカラモノ」として捉え、それ

ら個々の課題については内容を共有したうえで迅速・適切・

誠実に対応させていただくとともに、再発・未然防止および

業務の改善につなげました｡

　今般、2016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。

全労済 代表理事 理事長

中世古 廣司
なかせこ　   ひろし

1957年9月29日の創立から60年。
火災共済からスタートした全労済は、今日では、さまざまな保障で組合員の皆さまの暮らしを支えるまでに
成長することができました。

　全労済は、たすけあいの組織として、共済事業を行う協同組合です。
　たすけあいのしくみとは、さまざまな課題を個人の問題ではなく、みんなの問題
として捉え、協力しながら解決をはかっていくことです。働く人々がたすけあうため
につくった全労済だからこそ、皆さまとともに、その原点を忘れることなく人々の「働
く今」「暮らしの今」を支えたいと願っています。
 2017年9月29日、全労済は創立60周年を迎えるにあたり、これからも保障の生
協として、たすけあいの輪を広げ、一人でも多くの方々に安心をお届けできるよう
努めてまいります。

～これからも皆さまとともに～

皆さまのおかげで、
全労済の「安心」はこんなに大きくなりました。

個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済・
個人賠償責任共済・終身生命共済・個人長期生命共済

17 18




