２０１５年１１月２５日

第２回消費者志向経営の取組促進に関する検討会

意見骨子

公益社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）
理事長

坂倉

忠夫

１．消費者志向経営の定義
・ＡＣＡＰとしての定義
「消費者志向経営とは、事業者が社会の一員としてその責任を十分に理解し、
消費者の権利・利益を尊重し、消費者視点に基づいた事業活動を行うとともに、
持続可能な社会に貢献する経営のあり方」
・各企業によって事情や状況も異なるので、あまり細かい規定は不要。
・考え方のキーワード
「お客様だけでなく消費者全体を見る」「トップマネジメント」
「消費者視点」「社会的責任」「持続可能な社会」
２．表彰制度
・表彰制度の導入には賛成するが、まず表彰制度を行う目的と意義を明確に。
・表彰制度の目的、意義
当該企業のモチベーションアップと取り組みの更なる推進。
優良事例の他企業への共有と水平展開。他企業が参考にしての取り組み推進。
消費者への認知。
・表彰の対象
企業ではなく活動・取り組みを、現状の評価ではなく改善のプロセスを評価する。
・できるだけシンプルに、かつハードルを下げて多くの企業が参加できる宣言に。
・マトリックスの導入
（参考資料

ＡＣＡＰ消費者対応部門進化度合いマトリックス）

３．ＡＣＡＰが消費者志向経営の推進に向けて行うこと
① 会員の資質向上
（例会、自主研究会、研修、セミナー、シンポジウム、講演会

等）

② 会員企業の経営層への働きかけ、会員企業の社内全体への浸透
（経営層と行政との懇談機会の設定、トップセミナー 等）
③ 会員企業以外への消費者志向経営の輪の拡大
（会員外の企業、団体に対して、交流会や啓発活動の実施、JISQ10002 の普及等）
④ 消費者啓発活動
（消費者教育・消費者啓発の支援活動、消費者への情報提供

等）

⑤ 企業・団体・個人の優良な消費者志向活動の表彰
（参考資料

ＡＣＡＰ消費者志向活動表彰制度）
以上
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ACAP「消費者対応部門」進化度合いチェックマトリックス（２０１０年版）
消費者対応部門の機能

判断の基準
第一段階 （初級レベル）
１．苦情・相談・問 ① 消費者の声（苦情、問合せ、意見、 ・消費者窓口専任（または兼務）担当者が配置され、対
合せへの対応
要望、提案等）への対応
応が出来ている。
・消費者窓口や申し出方法が容易にわかるようになっ
ている。

第二段階 （中級レベル）
第三段階 (上級レベル)
・消費者窓口専任（または兼務）担当者が配置され、迅速で、統一性 ・専任担当者が共通マニュアルに基づき、迅速かつ社会的公平性・透
のある対応が出来ている。
明性・応答性を持った対応が出来ている。
・電話以外の申し出に対し、申し出の受理を通知している。
・Ｅメール（ホームページ上）でも受付を行い、迅速に対応出来てい
る。
・フリーダイヤルを設置している。

② 個人情報の保護

・個人情報の管理は対応者の責任下で行っている。

③ リスクへの対応

・重大な内容は上司に報告することになっている。

④ 対応力アップのための教育や評価 ・主にOJTで担当者に研修を行っている。

・個人情報の保護に関する規則、手順に基づき統一した対応をとって ・万一個人情報が漏えいした場合の対応手順が出来ている。
いる。
・申し出を重要性、安全性、複雑性、即時処理の必要性等の基準で ・リコール発生時の対応マニュアルが出来ている。
分類している。
・リスクの度合いにより対応手法を決めている。
・ブログやツイッターでの自社評判についても検討している。
・消費者対応や消費者満足に関する社内研修を実施している。
・問題が発生する都度、改善を検討している。
・対応に関して消費者へアンケート調査を行っている。

２．情報の収集と ① 部門内の共有化・ルール化
分析
② 消費者情報の活用

３．消費者への情 ①
報提供
②
③

④

５．マーケティング ① 広告、表示、表現等のチェック
等への活用

社外への
アプローチ

・苦情対応マニュアルの整備
・アクセシビリティ（視覚、聴覚障がい者、外国人など）にも配慮した対 ・英会話対応可能者の存在
応が出来ている。
・個人情報の保護方針の策定と明示
・販売の中止、またはリコールなどに関して提案、意見を具申する権
限がある。

・商品設計部門、企画部門との連携・リコー
ル・社告実施決定への参画

・大災害等による会社機能停止時にも、対応を継続できる仕組みが
出来ている。（BCP（事業継続計画）策定）
・研修に対する社内外の評価を得ている。

・難苦情解決事例の蓄積、対応方針

・改善の評価を実施している。
・各担当者毎の対応評価を数値的、定期的に行っている。

・統計のスパン・情報の保管等を効果的な集計方針で決めている。

・電話応答率
・社内研修の実施回数
・電話応対研修の実施回数
・消費者満足度調査での評価
・問合わせに対する消費者対応品質評価
（ありがとうコール）
・対応トークや事例集の定期的見直しと効果
的教育
・ルール、マニュアル
・消費者情報システムの活用

・トップ（経営層）の方針に基づき、消費者情報を社内で有効に活用さ
せるよう常に働きかけている。
・消費者情報から改善されたことなど２ｗａｙの情報提供が出来てい
る。

・ホームページ上でのお客様コーナー等の
設置

・学校教育現場に役立てる資料を提供している。

・能動的な情報提供活動

・講演会、啓発展示、出張相談等、直接、消費者へ啓発活動を主催し
ている。
・アクセシビリティに配慮した情報提供を行っている。（音声読み上げ
のホームページ、拡大文字、点字の資料作成等）

・外国語表記

・個人情報の保護及び秘密保持の規程がある。
・トップ(経営層)に重要な内容についての情報を必要に ・トップ（経営層）、関連部門に、定期的に情報を報告している。
応じて報告している。
・関連部門の社員に、必要な情報のみを報告している。 ・関連部門にスムーズに情報が伝達されている。

・重要な情報が迅速かつ効率的にトップ（経営層）に伝わる仕組みが出
来ている。
・関連する全社員が、情報を何時でも閲覧出来るようになっている（シ
ステムが出来ている）。

・広告には窓口の連絡先を記載し、消費者の反応を聞 ・商品の発売前において、重要な新商品については広告や表示、パ ・企画段階において、広告や表示、パンフレットなどのチェックをしない
くことができる。
ンフレットなどへのチェックや意見を求められる。
とレビュー出来ない仕組みが出来上がっている。
・消費者の声の中で、重要な事項についてはマーケティ
ング部門や開発部門等に情報を提供している。

③ 商品・サービス改善への関与

・消費者ニーズを把握し、改善検討に関連する情報は、 ・消費者ニーズを把握し、商品改善（改良）への提案、具申をしてい
担当部門に提供している。
る。
・消費者の変化および企業を取り巻く環境の変化を察
知し、情報を社内に提供している。

・重要な情報に際して、迅速にトップ（経営層）に情報が伝達されるとと ・消費者の声情報への社内アクセス数
もに、全社一丸となって対応できる仕組みが出来ている。
・トップ（経営者）自ら、消費者重視・消費者対応の重要性を認識し、 ・社内に発信する情報の種類、頻度
組織全体に浸透させている。
・消費者の声情報発信物に対する社内アン
ケート評価
・社内への改善提案数
・新商品、企画会議への参画

・苦情発生率
・消費者ニーズを把握し、商品改善（改良）への提案、具申を行い、実
現化する仕組みがある。

・消費者の変化および企業を取り巻く環境の変化を察知し、有益な情 ・消費者の変化および企業を取り巻く環境の変化を察知し、経営に有
報を社内に提供している。
益な情報を定期的に社内に提供している。

② 企業の社会的責任（ＣＳＲ）への関 ・消費者視点の重要性を認識している。
与
① 文書規程の整備（方針・基本マニュ ・消費者対応に関する方針がある。
アル・手順書ほか）

・社内において、コンプライアンスについての働きかけを実行してい
る。
・消費者対応に関するマニュアルがある。

④ 目標の設定・達成

・消費者対応に関する目標が社内、部内に対して明示されている。

・消費者ニーズを把握し、商品改善（改良）への提案、具申を行い、実
現化し、改善成果を評価する仕組みがある。
・新商品の企画立案に積極的に関与する等、プロフィットセンター的な
役割を担っている。
・消費者の変化および企業を取り巻く環境の変化を察知し、経営に有
益な情報を定期的に社内に提供し、経営の意思決定に反映させてい
る。
・CSR向上に関与している。

・消費者視点での商品（表示）改善件数
・消費者視点での商品（表示）改善の提案件
数
・ACAP等で得た消費者関連情報の社内に
おけるフィードバック活動

・トップ(経営層)に対して、コンプライアンスについての働きかけを実行
・CSR会議への参画
している。
・消費者対応に関するマニュアルが整備され、定期的な見直しもされて ・消費者対応に関するマニュアルが整備され、定期的な見直しを、客 ・消費者満足、組織における苦情対応のた
いる。
観的な視点で実施している。
めの指針
・JISQ10002に則った文書規程（方針・基本マニュアル）がある。
・JISQ10002品質マネジメント
② 消費者視点・消費者満足の社内理 ・社員に対して悪質商法などの情報を提供（消費者教 ・全社員に消費者問題に関する教育の機会がある。
・トップ（経営層）の方針に基づき、担当者の教育訓練も含め必要な経 ・トップマネジメントが消費者対応に関して必要な経営資源を投下する ・社内研修の実施回数
解促進
育）している。
営資源を投下し、よりよい消費者対応が出来るよう継続的に改善を
ことに理解を示している。
図っている。
・企業理念や経営方針に消費者満足をうたっている。 ・消費者満足に関する社内研修を実施している。
・消費者満足に関する社内研修を定期的に実施している。
・トップ（経営層）や他部門からも教育訓練に参加する。
③ 消費者対応に対するトップマネジメ ・トップマネジメントが消費者対応や消費者の声を受け ・トップマネジメントは大きな消費者苦情が発生したときは確認する。 ・苦情対応に対するトップマネジメントのコミットメント（苦情対応方針等） ・トップマネジメントが消費者対応に関心を持ち、消費者の声を積極的 ・行動指針
ントのコミットメント
入れることに関心を持っている。
が明示されている。
に経営や商品、サービスに反映するように全社員に働きかけている。
・消費者対応に関する目標がある。

⑤ トップマネジメント主催のマネジメン
トレビュー
８．業界・行政へ
の対応

・苦情対応方針の設置

・特に重要と思われる一部の消費者情報を記録し、集
計している。

② 消費者ニーズの把握

６．経営への参画 ① 消費者や企業を取り巻く環境の変
化の察知

社内への
アプローチ

・分析手法を決め、優先項目についてルール化している。

・研修体系が出来ている。
・外部研修（ＡＣＡＰなど）を効果的に活用している。
・継続的改善（監視、内部監査、満足度調査等）を実施している。
・消費者からのアンケート調査結果を活かしてPDCAサイクルを回して
いる。
・定期的に対応の監査、評価を行っている。

・消費者情報を記録し、システム上に集計し、継続して統計をとって
いる。
・消費者情報の一部を有益な情報としてとらえ、対応結果を把握して ・すべての消費者情報を有益な情報としてとらえ、システム上に集計
分析を行っている。
し、数値や対応結果の内容を継続的に把握し、分析を行い関連部署に
情報提供している。
ホームページの活用
・ホームページで消費者に向けた情報を提供している。 ・ホームページ上に、相談内容のFAQが掲載され、消費者が自身で ・ホームページ上に消費者対応の専用コーナーがあり、容易にわかる
問題を解決することが可能になっている（セルフソリューションの促進 ようになっている。
が出来ている）。
啓発資料の作成･配布
・カタログやＣＳＲ報告書に消費者対応に関する内容を ・啓発資料を作成し、消費者や消費生活センター等の関連団体へ配 ・業界・事業社団体としての啓発資料作成に参加している。
入れている。
布している。
・啓発資料を定期的に見直している。
消費者向け講座への講師派遣、
・依頼があった場合には対応できる。
・講師候補、カリキュラムは準備できており、依頼を積極的に受けて ・外部に、講師派遣をすることを知らせている。
消費者向け情報提供機会の設置
いる。
・工場等施設見学を消費者向けに実施する時に啓発情報を提供してい
る。
アクセシビリティ（視覚、聴覚障がい ・必要な時には対応できる。
者、外国人など）への配慮

４．情報の社内へ ① 個人情報の保護
の発信
② 消費者情報の社内共有

７．全社的な取り
組み

・記録のとり方、書式が決まっている。

・Ｅメール（ホームページ上）での申し出がしやすいよう、フォームを工夫
している。
・夜間、土日祝日等営業時間外の受付も行っている。

第四段階 (最上級レベル)
・各担当者に対応への権限が与えられており、顧客が満足でき、リ
ピーターにつながる対応が出来ている。

2012/7/10改訂
状態を把握する指標となる活動例やキー
ワード
・公平性、透明性、申し出の容易性、迅速、
親切丁寧な対応
・対応時間帯

① 業界への対応

・業界団体ならびに業界各社との交流を図り、関連情
報を入手して、自社の消費者対応に活かしている。
② 消費者関連法規への対応
・消費者関連法規を理解し遵守している。
③ 行政（消費者庁、内閣府、各省庁、 ・行政情報の回覧（ホームページ等）を実施している。
地方自治体等）や関連団体（国民
生活センター、消費生活センター
等）への対応

・目標が数値化され達成期限も定められている。

・消費者対応に関する目標の達成に向けて定期的に進捗をチェック ・目標の達成度
し、ＰＤＣＡサイクルを回している。
・消費者対応部門の中長期的目標やビジョンが作成されている。
・全体会議の中で、消費者対応に関するテーマが取り上げられる。 ・トップマネジメント主催のマネジメントレビュー（マネジメントシステムの ・トップマネジメントが積極的にマネジメントレビューに関与し、経営の
総括、見直し）が定期的に行われ、商品、サービスの改善に貢献してい 方針や商品、サービスの改善に貢献している。
る。
・業界団体ならびに業界各社との情報交換を行い、連携をとりながら ・異業種を含めた他社と情報交換を行い、自社の消費者対応の向上を ・業界全体の消費者対応の品質向上をめざし、業界へ積極的に働き ・業界（同業他社)、異業種他社への積極的
自社の消費者対応の向上を図っている。
図っている。
かけている。
な働きかけと連携
・消費者関連法規に関する情報収集に努めている。
・消費者関連法規に関する情報を先取りし、対応策を検討している。
・消費者関連法規の改正を、行政に対して働きかけている。
・法令を遵守した企業活動
・必要に応じて、消費者行政関連の情報や関連団体の消費者対応 ・消費者行政関係者や関連団体と、定期的にコミュニケーションをとり、 ・消費者行政関係者とコミュニケーションをとり、行政における消費者 ・行政、関連団体等からの情報収集と活用
情報を入手し活用している。
情報収集や情報提供を行い、連携をとりながら消費者対応の向上を
教育や消費者啓発活動の推進を具申し、企業として積極的に協力し
図っている。
ている。

Ⓒ公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP)
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ACAP/N.R.２０１５－７
２０１５年１１月１日
公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）

ＡＣＡＰ消費者志向活動表彰制度を新設 ～企業の消費者志向経営の推進を支援する～
第１回表彰式をＡＣＡＰ創立３５周年記念式典（１月）において実施
企業のお客様相談部門の責任者・担当者で組織する公益社団法人消費者関連専門家会議(通称・ＡＣＡＰ、所在地：
東京都新宿区、理事長：坂倉忠夫)では、このたび、事業者の消費者志向経営の推進を支援する目的で、消費者庁の後
援のもと、「ACAP消費者志向活動表彰制度」を導入いたしました。この表彰制度は、企業、団体、個人が行う活動で、消
費者志向経営の推進またはこれを支援する観点から称賛に値するものを「消費者志向活動章」として表彰するもので、行
政、消費者関連団体、事業者・事業者団体、有識者、当会関係者で構成する選考委員会にて選考が行われます。
下記要領にて１１月末日まで候補者の推薦を受けつけますので、多くの方のご応募をお待ち申し上げます。
（１）被表彰者
・企業または団体もしくは個人（会員及び非会員ともに対象となります。）
（２）対象となる活動
・消費者の自立を支援する活動
・健全で安全・安心な消費生活の実現に向けた活動
・消費者と企業等の信頼関係の向上に向けた活動
・消費者市民社会の形成に貢献する活動
（被表彰候補の対象となる活動期間は、表彰を行う事業年度の 4 月 1 日を基準とし、過去 5 年以内のもの）
（３）推薦方法
・所定の『推薦書』に記入のうえ、ACAP 事務局まで E-mail または FAX でご提出ください。
・送付先： ACAP 事務局 E-mail acap@acap.jp FAX 03-3353-5049
・『推薦書』とは別に、第三者的評価や社会への貢献状況が分かる関係資料（新聞、雑誌記事など）を添付（全資
料合わせてＡ４用紙 10 枚以内程度）してください。
・自薦・他薦ともに可（他薦の場合はご存知の範囲でご記入ください。）
（４）送付期限
２０１５年１１月３０日（月） ACAP 事務局着
（５）選考委員
選考委員長
選考委員
〃
〃
〃

松本恒雄氏 (独)国民生活センター 理事長
中村年春氏 大東文化大学 大学院経済学研究科/経済学部 教授
長田三紀氏 全国地域婦人団体連絡協議会 事務局長
高山靖子氏 株式会社資生堂 顧問
坂倉忠夫 ACAP 理事長

（６）結果の通知および公表
･被表彰者への通知
２０１５年１２月
･表彰式
２０１６年 １月１９日（火）ACAP 創立３５周年記念式典において
･公表
表彰後、ニュースリリース、機関誌、ホームページ等で公表
･被表彰者は５名（企業等含む）以内とし、賞状ならびに記念品を授与します。
＊詳細はＡＣＡＰホームページをご参照ください。URL: http://www.acap.or.jp/events/acapsho2015
◆本件に関するお問い合わせ先
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