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0120-131-459

全労済お客様サービスセンター

0120-00-6031
お電話
の場合

ご来店
の場合

ホームページ
の場合

※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

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

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。

受付時間全労済窓口・共済ショップ

苦情対応マネジメントシステム

見て
聴いて
感じよう

※こくみん共済はインターネットでもご加入いただけます。

※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。

■各種共済商品の資料請求・お見積もり

■住所変更・振替口座変更の手続き

※お近くの全労済窓口・共済ショップは、
　ホームページ（下記）でご確認いただけます。

病気やけがに
関する

共済金請求受付
ダイヤル

住宅被害に関する
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

全労済共済金センター

0120-580-699
※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。

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

住宅損害受付センター
※IP電話等、左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。

24時間・365日受付時間

TEL.03-6628-4600（有料）

マイカー共済事故受付センター

全労済お客様相談室

0120-0889-24 ※IP電話等、左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。

24時間・365日受付時間

平日9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）

受付時間

0120-603-180

苦情受付専用フォーム

TEL.03-6831-8530（有料）

24時間・365日受付時間※ホームページ（下記）「お問い合わせ」から
　お願いいたします。

全労済ホームページ 携帯・スマートフォン
はこちらから

お電話
の場合

ホームページ
の場合

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

病気やけが、
住宅被害、

自動車事故に関する
お問い合わせ

苦情に関する
受付窓口

各種お問い合わせ・ご相談窓口

2017年度

組合員・お客さまの声 報告書

全労済公式キャラクター
「ピットくん」

90c18Z055

2018年8月版

皆さまからの「声」がわたしたちにとって
何よりの「タカラモノ」です。

わたしたちの
タカラモノ



14,546件
2014年度

16,312件
2015年度

20,086件
2016年度

4,851件
2013年度

2017年度※は合計で46,448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。

『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

生まれています。

※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。

すべての始まりは皆さまの「声」から

意見・要望

組合員・お客さまからの
ご期待、ご意見、ご要望。

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。

苦情
1,004件

19,194件

タ
カ
ラ
モ
ノ

前年度 19,365件

前年度 1,683件

2017年度
組合員・お客さまの声の状況

感謝・評価の声は

年々増加
しています！

26,250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
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わたしたちは、
「感謝・評価」の「声」が
喜びであり、誇りです。

お寄せいただいた
主な

感謝・評価の声

共済ショップで話を聞くと安心し、
頭の中が整理できた
こくみん共済を解約しようと思って、
共済ショップに行った。保障内容を聞い
ていたら、保障を継続しようと思った。
直接話を聞くと安心し、頭の中が整理
できた。丁寧にありがとう。

ミスに対して、
丁寧にお詫びと説明をしてくれた
手続きで自分ひとりのために職場まで
来てもらってありがたい。
ミスに対して、丁寧にお詫びと説明を
してくれた。まったく気にしていない。
今後とも全労済にお世話になります。

久々に感動しました
親切に延べ６時間余り、嫌な顔も
せず、根気強く対応をしてくれて
ありがとうございました。故人の
墓前に無事、報告もできました。
請求書送付後、すぐに共済金も振
り込まれびっくりし、久々に感動し
ました。

▶その声をいただいて
ご兄弟の死亡請求書類について、店長
のお客さまに対する誠意が伝わった
結果だと思います。お客さまへの気遣
い・心配りが大切だと感じました。

間接的に社会貢献している
と思えばうれしい
エコ住宅では割引も受けられる
とは知らなかった。
全労済が環境団体へ寄付してい
ることで、間接的に社会貢献して
いると思えばうれしい。これから
も続けてほしい。

▶その声をいただいて
社会貢献、というワードに感
心してくださるお客さまがい
てくださってうれしいです。
多くの方に全労済の社会貢
献の取り組みをもっとお伝え
していきたいと感じました。

▶その声をいただいて
ミスをしないことが一番ですが、
ミスをしてしまったときには、
誠実に、丁寧に対応することの
大切さを痛感しました。ミスを
なくす努力と、組合員の皆さま
への誠実さを忘れないよう、心
がけていきたいと思いました。

▶その声をいただいて
解約する意思を決めて来店されましたが、現在の契
約内容を細かくお伝えすると旦那さまと相談され、
このままの保障で続けようと気持ちが変わられま
した。契約内容が分からず、なんとなく解約しよう
という方へ、現在の契約内容を丁寧に説明する大
切さを痛感しました。2017年度は、26,250件の「感謝・評価」の声をお寄せいただきました。

組合員・お客さまに喜んでいただいた応対の事例を、全労済のすべての役職員が共有しています。

感謝・評価の分類別件数

その他 4,014件

共済金のお支払いに
関するもの
778件

共済商品に関するもの
1,019件

ご契約の保全、
掛金収納に関するもの

1,092件

お申し込み手続きに関するもの
128件

総数
26,250件

応対に関するもの

19,219件

■感謝・評価の「声」1
今回の事故はマイカー共済の補償対象外で困ってい
たところに、損害調査サービスセンターの方から指定
整備工場を紹介してもらった。そこの工場は、とても丁
寧で非常に対応がよかった。今後の車検もそこにお願
いしたいと思う。紹介してくれて本当にありがとう。

■感謝・評価の「声」2
先日、解約手続きの説明をしてくれた方は対応がと
てもよかった。解約の申し出をしたのに最後に、｢長い
間ありがとうございました｣と言ってくれた。
なかなか、この言葉は言えない。

■感謝・評価の「声」3
マイカー共済の見積もりのために共済ショップに行った
のに、娘のキッズタイプが満期になることを確認し
てくれて、おすすめプランを案内してもらいました。
丁寧な説明ありがとう。

■感謝・評価の「声」4
先日、共済ショップからマイカー共済の変更申込書
を送ってもらった。記入する箇所にしるしがつけられ
ていて、とても分かりやすい。
付箋紙にも説明書きがあり、どこに何を記入したら
良いのか、分かりやすかった。
親切に対応していただきありがとう。よろしく伝えて
ほしい。

■感謝・評価の「声」5
朝早くに共済ショップに行ったにも関わらず、請求書
類の記入方法を丁寧に教えていただいた。
「通院日数に関わらず請求をしてください」という言
葉で、安心して請求をすることができました。
ありがとうございました。

感謝・評価の主な「声」
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「感謝・評価」の「声」から元気をいただいています。

共済金に関する
感謝・評価の声

いつも丁寧に説明してくれる
ので信頼しています
東日本大震災では共済金をいた
だきありがとうございました。
全労済はいつも丁寧に説明してく
れるので信頼しています。
これからもよろしくお願いします。

また追加で加入したいと
思いました
以前共済金を請求した際、手続き
も面倒でなく、支払いのスピード
も早かった。
入院時は出費も多かったため、家計
が助かり、感謝しています。そうした
対応もあって、また追加で加入し
たいと思いました。

▶その声をいただいて
共済は万一に備えるための
保障であり、組合員の皆さ
まにとって、「加入していて
よかったな」と思っていただ
けるのが仕事をしている中
で一番うれしい声だと思い
ました。

▶その声をいただいて
東日本大震災から7年が経過しようとしてい
ますが、今でも震災時の感謝の声をいただ
きます。
これからも信頼される全労済であり続ける
ため、親切丁寧な応対をしてまいります。

皆さまへの
対応に関する
感謝・評価の声

「仕事は誰のためにするものか」が
分かった
長期にわたり、迅速かつ丁寧な対応に感謝い
たします。私の一つ一つの質問に対して、満足
のいく回答をくださいました。
お客さまの担当として長年仕事をしてきまし
たが、今になって「仕事は誰のためにするもの
か」が分かったような気がします。そんなこと
を考える機会を与えてくれました。担当の方
が不在でも、電話の対応もとても親切でした。
ありがとうございました。

必要な情報を教えていただき助かりました
給与保障がほしくて相談しましたが、全労済さん
にはなく、それにも関わらず必要な情報を教え
ていただき、とても助かりました。
子どもがまだ生まれたばかりなので不安もあり、
「いろんな保障に入らないと」と焦っていました
が、私の住んでいる区では中学校まで医療費が
かからないことや、日本は医療制度が充実して
いるので「必要な分を必要なだけ加入するのが
良いのでは？」と言っていただきました。
親身にご対応いただき、ありがとうございました。

解約しようと思っていたが、
詳しく教えてもらえて助かった
保障内容がよく分からず勘違いし
ており、解約しようと思っていたが、
詳しく教えてもらえてたいへん助か
りました。
丁寧に教えてくれて、本当にありが
とう。
これからもよろしくお願いします。

▶その声をいただいて
ご高齢の方のため、ゆっくりはっきり
ご案内することを心がけました。
当初、解約の意向でしたが、保障内
容を詳しくご説明したところ満足
され、今後もご継続いただけること
になりました。

▶その声をいただいて
かなり不安なご様子で、お子さまの心配を
しておられました。自分が教えてもらって
うれしい情報をお伝えし、それを喜んでい
ただけたので今後の励みとなりました。

▶その声をいただいて
朝礼で共有して、今後の業務の励みとする
こととしました。契約者の立場に立って、職
員が一丸となって対応することが大切で
あると感じました。

振り込みまでの対応が早い
これまで何度か共済金の請求
をしているが、振り込みまでの
対応が早い。
娘にもこくみん共済を勧めて
いる。

▶その声をいただいて
共済金のお支払いに関するお
褒めの言葉をいただき、組合員
の皆さまに自信を持って共済を
お勧めすることができます。
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■苦情の「声」1
共済契約証書には正しい漢字表記にして送って
ほしい。

■苦情の「声」2
申込書不備に対しての対応が遅すぎる。

■苦情の「声」3
契約者に寄り添う対応をして貰いたい。
もう少し親切で温かみのある対応をお願いしたい。

■苦情の「声」4
台風の被災受付をしたが、なかなか連絡が来ない。
早く連絡がほしい。

■苦情の「声」5
更新書類が届いたが、変更前の情報が記載されて
いる。変更手続きが完了していないのかと不安に感
じる。

お申し込み手続きに
関するもの

53件

応対に関するもの
287件

共済商品に関するもの
49件

その他 86件

ご契約の保全、
掛金収納に関するもの

225件

総数
1,004件

共済金のお支払いに
関するもの

304件

■意見・要望の「声」4
複数の共済に加入しているが、通帳記帳した際に
掛金振替合計額の内訳が分かりにくい。

■意見・要望の「声」5
更新の書類の返送が必要なのか分からない。

■意見・要望の「声」1
共済契約証書をもう少し早く届けてほしい。

■意見・要望の「声」2
「マイカー共済」や「こくみん共済」などの複数契約
がある人には、割引などを設けてほしい。

■意見・要望の「声」3
全労済から送られてくる案内文書やパンフレット・
帳票関係は、文字のサイズが小さく、文字の分量も
多い。高齢者の視点からすると、不親切に感じる。

苦情の主な「声」

苦情の分類別件数

意見・要望の主な「声」

意見・要望の分類別件数

共済商品に関するもの
2,947件

お申し込み手続きに
関するもの

2,112件

共済金のお支払いに
関するもの
547件

その他 3,145件

応対に関するもの
2,643件

総数
19,194件

ご契約の保全、
掛金収納に関するもの

7,800件

わたしたちは、
一つ一つの声を大切にしています。
全国で寄せられた「組合員・お客さまの声」の中で、「意見・要望」として19,194件の「声」をいただき
ました。

わたしたちは、
一つ一つの声を真摯に受けとめています。
「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、「苦情」として1,004件のご指摘やご叱責の「声」をいただきました。
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共済金請求の手続き書類の記
入方法が分かりにくい。
何枚も書類があるのでもう少し
分かりやすくできないか。

仕事で遅い時間にしか電話でき
ない人のために、ホームページ
でも契約内容変更ができるよう
にしてほしい。

▶ご意見・ご要望を受けて

ホームページで住所・電話番号の
変更手続きができるようになりました
2018年1月4日より、全労済ホームページで
住所・電話番号の変更手続きができるサービス
を開始しました。書類による手続きは不要で
すので、突然のお引越しなどでご利用いただ
けます。
【ご注意】
ご契約内容により、別途、書面による手続きが必要な場合、また、
変更をお受けできない場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。
＜例＞
・住まいる共済にご加入されている方
・自賠責共済にご加入されている方
・海外にご転居される方

▶ご意見・ご要望を受けて

生命系共済の請求手続きを簡素化しました
2018年4月1日より、組合員の皆さまの利便性向上を目的
に、生命系共済の共済金請求手続きを簡素化しました。
たとえば、病気入院共済金をご請求いただく際、これまでは
契約年数に関わらず、入院日数や共済金の額が一定の基準
を超える場合に、所定の診断書のご提出をお願いしていま
したが、この要件について緩和しました。

＜主な改定内容＞
・病気入院共済金請求の必要書類として、所定の診断書の
提出が必要な場合を緩和しました。
・最大３枚になっていた請求書類を１枚に統合しました。

集積した「組合員・お客さまの声」をもとに、ヒアリングや第三者によるモ
ニター結果を反映させるなどの改善を重ねた結果、一般社団法人ユニ
バーサルデザイン協会（UCDA）が主催するUCDAアワード※2017に
おいて、「こくみん共済WEB資料請求用リーフレット」が、共済分野・加
入募集資料部門の「情報のわかりやすさ賞」を受賞しました。

※UCDAアワードとは
企業(団体)・行政が生活者に発信するさまざまな情報媒体を、産業・学術・生活者の知見により開発した
尺度を使用して「第三者」が客観的に評価し、優れたコミュニケーションデザインを表彰するものです。

皆さまからの「声」を受けて
こくみん共済のリーフレットを改善しました

※DC9評価…UCDAが開発した「わかりやすさの9原則」による客観的な評価のこと。

■受賞理由
・専門家のDC9評価※では、問題指摘
数が非常に少ない(=マイナス要素が
少ない)
・高齢者を含む生活者からは、情報量と
言葉づかい、文字の可読性について
高い評価を受けている
・一覧表や図表を駆使して情報量を抑
制し、必要な情報を見つけやすい機能
的な冊子になっている

▶ご意見・ご要望を受けて

応対品質の向上に向けた取り組みを
行っています
事故対応が完了した共済契約者の満足度
調査の集計・分析結果をまとめた「全労済マ
イカー共済お客さま満足度調査報告書＜要
約版＞」を発行し、事故対応担当者の応対品
質の向上に向けた取り組みを行っています。

事故対応の担当者の対応に不満
がある。
事故の被害者に対して、事務的・
機械的な対応ではなく、誠意あ
る対応を心がけてほしい。

業務改善事例

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。
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全国に216店舗（2018年7月現在）ある共済ショップ
では、「全労済の顔」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おります。

北海道　共済ショップ釧路店
共済ショップ内のカウンターに新聞記事、待合スペー
スに防災グッズやハザードマップ等を掲示し、ご紹介
しています。お待ちいただいている間や会話の中で
防災グッズに触れていただき、「事前の備え」の大切
さを知っていただいています。

新潟県　共済ショップ河渡店
商業施設にテナントとして入っている共済
ショップの入口がフードコートに面しています
ので、休憩している方にも気軽に手にとってい
ただけるように、パンフレットを置いているス
タンドにおすすめのコメントを添えています。
また、キッズスペースもご用意しています。

鹿児島県　共済ショップぐりんぼう鹿児島店
お子さまづれの方がご利用しやすいようにベビーカーや
お子さま用の椅子、ポータブルＤＶＤプレーヤーをご用意
しています。

大阪府　共済ショップ梅田店

神奈川県　共済ショップ新横浜店

静岡県　共済ショップ沼津店
組合員・お客さまにお気軽に
ご来店いただけるように、店
舗スタッフでアイデアを出し
合いながら、共済ショップの
装飾やブラックボードでのご
案内を行っています。

防災グッズは自由に手に
とってご覧いただけます

店内ラックには
防災グッズも常備

徳島県　共済ショップ徳島店

広島県　共済ショップ曙店
コルクボード等でのご案内や、プロ野球グッズで広島の一
体感を演出し、安心感や信頼感を感じていただき、相談し
やすい環境づくりを心がけています。

熊本県　共済ショップ光の森店
通りに面した店舗です。組合員・お客さまから
わかりやすいように自動ドアや窓ガラスでも保
障の呼びかけや共済のご案内を行っています。

わたしたちは、
組合員・お客さまと向き合い、より身近に
相談できる店舗づくりを目指しています。
これからも皆さまの「声」をお聴かせください。

組合員・お客さまが安心して相談いただけるようテ
レビや待合スペースの椅子が相談ブースと直角に
なるようにレイアウトしています。また、店舗入口や
テレビ横に手書きボードを設置し、季節感を取り入
れた装飾で皆さまのお越しをお待ちしています。

発想
お役立ち

活動
共 創

全国の共済ショップのご紹介

組合員・お客さまのご相談
スペースに商品の内容とポ
イントを掲示しています。
また、台風による被害が多
かったため、住まいる共済
の説明にも力を入れてい
ます。

ご来店いただいた組合員・
お客さまに色んな情報をお
伝えできるよう、毎月テーマ
を決めてブラックボードに
てご案内しています。
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全労済 代表理事 理事長

中世古 廣司
なかせこ　   ひろし

わたしたちは、
「子どもの健全育成」の活動を
社会貢献活動の重点分野として
位置付けています。

全労済では、創立60周年を記念した取り組みとして、株式会社学研プラス（以下、学研）の小学生向け学習
まんが『まんがでよくわかるシリーズ』の「たすけあいのひみつ」を学研と協同企画・制作しました。
制作した冊子（25,500冊）は学研を通じて全国の小学校（特別支援学校含む）ならびに公立図書館に寄贈
されました。

▶小学生向け学習まんが「たすけあいのひみつ」を
　全国の小学校および図書館に寄贈

“たすけあうこと”の素晴らしさを子どもたちに認知・理解してもらい、しっかり未来へと伝達していくことは、
全労済の理念「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」の実現につながる活動と考え、制作しました。
一人一人の力は小さくても、“たすけあうこと”で大きな力になる――読まれた方の心に、たすけあいの気持ち
が芽生え、育っていくことでそれぞれの人生だけでなく、社会全体がより豊かで活力あるものになりますように。
そのための一助として学校やご家庭でご活用いただければ幸いです。

学研『まんがでよくわかるシリーズ』は、教育現場の副教材として公益社団法人日本PTA全国協議会の推薦を受
けており、約20年にわたり、子どもたちに愛読されています。書店での一般販売はありませんが、学研キッズネット
「まんがひみつ文庫」の（下記）ウェブサイト内でも無料で閲覧可能ですので、ぜひご覧ください。

https://kids.gakken.co.jp/himitsu/138

「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、２０１４年度～２０１７年度中期経営政策『Zetwork-60』において、その重要政策の
一つとして掲げた「組合員・お客さまの声」を拝聴し、それら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４年間にいただいた「組合員・お客さまの声」の総数は、１６７，６０６件（「感謝・評価７７，１９４件」「意見・
要望８４，２４６件」「苦情６，１６６件」）にのぼりました。このように、お電話・お手紙やホームページ、また、全国の
共済ショップの窓口を通じて数多くのご叱責やご要望・激励などのお声をお寄せいただいたことに対して、
あらためて心より感謝申し上げます。

　おかげさまで、この間、全労済として、お寄せいただいた「組合員・お客さまの声」にもとづき、火災共済・自
然災害共済の制度改定、更新案内の手続き方法や共済契約証書の見直し、書類提出の確認がとれない
方への電話連絡、病気やけがに関する共済金受付請求ダイヤルの土曜日営業の開始など、皆さまに安心
して満足いただくべく商品・サービスや業務品質の改善などに反映させていただくことができました。
　今後も、２０１８年度～２０２１年度中期経営政策『New-Zetwork』において、「お役立ち発想」と「共創活
動」により事業と運動を変革し、さらに組合員・お客さまを支える活動を進めていく所存です。

　今般、２０１７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。
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