
生活者の期待は
満たされているか？
企業の1お客様対応Jの現状を輸る
“お客様相談窓口”の存在は、生活者と企業の距離を大きく縮める。

しかし、当然のことながら、最も重要なのはその窓口が「どう機能しているか」だ。

果たして企業は、高まる一方の生活者の期待に応えているのか？

“お客様対応”の現状を探った。

PU去を機に、再び注目を集める

「お客様相談窓口j

企業が“お客様対応”の重要性を認識する大きなきっ

かけとなったのは、 1968年の消費者保護法の制定であろ

う。1970年には、「国民生活の安定及び向上に寄与する

ため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及

び調査研究を行う」ことを目的に、国民生活センターが設

立され、相談業務を開始。各地方自治

11月にかけて、同関西支部会員を対象に『企業の消費者

対応に関する調査』を行った。この調査結果によると、消

費者対応部門の設置年次は、有効回答企業129杜のうち

約23.3%が1970～74年の5年間に集中しており、次いで

1975～79年の約19.4%、1980～84年の約15.5%の順と

なっている（図表①）。

製品の安全性が確立されていくにしたがって、品質・

安全性に関わるトラブル、相談件数は減少していく。販売

体に設けられた消費生活センターと連 l，で竺で、
II 図表~ E消費者対応部門の設置年次

携をとって業務を行ってきた。 ｜、一一一ー，
当時、生活者の関心は主に製品の品

質・安全性に向けられていた。現代、私

たちは目覚ましいスピードで進歩を遂げ

た科学技術の恩恵を受けて暮らしてい

るが、その中途では当然、製品の不備、

使い方の誤りによる事故が多数発生し

ている。企業のお客様対応は、これらの

事故や、苦情処理からスタートしたので

ある。

（社）消費者関連専門家会議（以下

ACAP）関西支部では、 1994年10月から

25 

20 

15 

10 

5 

。

（単位：%）

23.3 

19.4 

～1954 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
～59 ～64 ～69 ～74 ～79 ～84 ～89 ～94 

資料出所：（社）消費者関連専門家会議関西支部「企業の消費者対応に関する調査J
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~お客様相談窓口 電撃調査結果

企業名 調査日ベル待ち
声・話し方 対応内容 最後のあいさつ

電話をかけた部署 応対者名乗り

トヨタ自動車 5/1 3回 回すぎず柔らかすぎず、適切 場所の説明がわかりやすく、 はい、よろしくお願いします
お客様相談センター t丈 社名・部署名 親切

日産自動車 5/1 2回 早口だが聞き取りゃすしなれて 的確な補足質問あり よろしくお願いいたします、あり
お客様相談室 tζ 社名・部署名 いる感じ がとうござしミました

乗 本田技研工業 5/7 2図 「あのですね」などつなぎの言葉 要望を聞き出そうとしてし、る姿勢 どうもありがとうございます
用車 お客様相談センター 女 社名・部署名 が多い が伝わり、好印象

ニ菱自動車工業 5/7 4回
聞き取りやすく感じがよい 必要十分な情報をJi[!jを追って はい、よろしくお願いいたします

お客様相談センター 女 社名部署名 伝えてくれる

マツダ 5/1 2回 ビジネス用語ではないが、とても 東尽の事情には詳しくはなかっ すみません、よろしくお願いしま
お客様相談室 男 社名・部署名 親切な印象 たが、一生懸命調べてくれた す、はしミどうも

松下電探産業 5/1 
（※3回かけたが、すべて話し中でつながらず）

首都悶お客様ご相談センター

東芝 ii① 5/1 3回 ソフトという治、フニャフニャした 的確な情報をすぐ調べてくれた 申し訳ないっすね～、よろしくお願いします
jレハロートウシパお質物ご相談センター 男 社名・部署名 話し方 （と言ったきりプ、yンと切れた）

ム 三菱電機 5/1 2回 ソツなく信頼できるていねいな 近く』こ店がないとのことでショー 一度ご検討ください、よろしくお願し如たします、
工
ア お客様ご相談センター 男 社名・部署名 話し方 ルームを案内してくれた ありカfとうございました

ヨ 日立製作所 5/1 2回 かわいらしい声ながら、信頼で 的確、迅速な対応 よろしくお願いいたします
お買物相談センター 女 社名古II署名 きる話し方

三洋電機 5/7 2回 子どもに話すような口調。何度 要望した情報は教えてくれた はい、お原品、します
東京お客様センター 男 社名・部署名 も笑い声入る

日本電気 5/7 2回
早口て、せかされている感じ 一方的にどんとんしゃべる （こちらが「ありがとうございまし

お客様相談室 男 社名部署名 た」と言う前に）よろしくお願いします

アッフ。ルコンピュータ 5/1 
（※3回かけたが、すべて話し中でつながらず）

カスタマアシスタンスセンター
I ~ 

富士通 5/7 ソ （※3回かけたが、すべて話し中でつながらず）
ヨ FMインフォメーションサービス

日本アイ・ピーエム 討② 5/1 2回
予言が小さく聞き取りにくい 詳しく親切な説明 よろしくお願いいたします

女 社名DIAL IBM 

セイコーエプソン 5ρ 
（※3回かけたが、すべて話し中でつながらず）

インフォメーションセンター

注①東芝の受付時間などのデータは「ハロートウシパお買物ご相談センター」のものだが、ほかに「お客様ご相談センターJあり。

形態、の多様化に伴い、これに替わって相談の多くを占める

ようになるのが、訪問販売など販売方法に関するトラブル。

次いで、クレジ、ツトなどの契約トラブルが増加してくる。ここ

数年不名誉なトッフ。の座を占めているのは、資格取得のた

めの教材の販売などに絡んだ悪質な電話勧誘に関する相

談である。「時代の変遷とともに相談の内容は多様化して

きた。しかし、昔からあった品質・安全性の問題がなくなっ

たかというと、そうではない」（国民生活センター 相談・危

害情報部調査役上原章氏）。

また法律が、必ずしもすべてを解決するわけではない。

たとえば、 1988年までの数年間、国民生活センターに寄せ

られる相談の1位は、目的を明らかにせずに見込客を呼び

出して商品を売りつける「アポイントメントセールス」に関す

るものだ、った。 1988年にこれに関する条項を盛り込んだ改

正訪販法が施行されると、翌1989年には「アポイントメント

セールス」に関する相談件数は4位にまで落ちる。しかし

1990年を底に、件数は“柄杓型”のラインを描いて再び上

昇し始めたのだ。

6 I LM.p' 1996-6 

国民生活センターでは、平日の午後10時から正午まで

と、午後l時から3時まで、8名のスタッフが1日平均約40件

寄せられる相談に対応している。電話によるものが約96

%、残りの約4%が文書による相談である。1994年には、国

民生活センターと全国324カ所の消費生活センターに寄

せられる相談を合わせ、年間受付件数は約45万件だ、っ

た。これはその20年前、1974年の約3.5倍に当たる。この

約45万件のうち、苦情件数は約四万件。「モノ」と「サービ

ス」に関する相談がほぼ半々となっている。

国民生活センターでは、問題解決のために、まず生活

者と企業、双方の話を聞いて事実確認を行う。解決に数カ

月を要するケースも少なくない。もちろん、必ずしも生活者

の言い分が正しくない場合もある。“生活者のわがまま”を

指摘する声も聞かれる。しかし、せっかく寄せられた意見

を切り捨てることで失うものが見えていれば、どんな意見も

邪見に扱うことはできない。高まる一方の生活者の期待に

応え続けることは容易ではないが、「その時々に課せられ

た責務を果たすことは、次の時代へ企業がパワーを維持
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容認
窓口告知メテ、イア

そのイ也
窓口設立年月

電話帳 新聞・ 取扱 カタ 商品 その他 電話受付時間帯／休日
電話以外の 専任スヲッフ数

7リーダイヤル導入年月 雑誌広告 説明書 ロク パッケージ テレコム・メディア 電話回線数

1982/07 。。。 サービスの手？｜ 9:00～12:00 13:00～17:00 なし
N.A. 

1992/01 土・日・祝日は休み N.A. 

質問のあと保留35秒
1983/09 。。 9:00～12:00 13:00～17:00 

FAX 
50 

1991/01 土・B・祝日は休み N.A. 

営業時間を聞くと保留10秒
1969/08 。。。メンテナンスノート 9:00～17:00 

なし
52 

1990/04 経休土・B・祝日は（12～13:00／クローズ） 12 

「朝9時くらいから…Jという営業 （※期日までに回答得られず）
時間の説明が不思議

G. W 中のため、イレキ、ユラーに 1984 。。。 9:00～12:00 13:00～17:00 
なし

34 

広島で受け付けていた 1992/12 土・日・祝日は休み 17 

1968 。。。 9:30～17:30 音声自動応答装置
100 

なし 無休 30 

質問のあと保留30秒
1971/02 。 。テレビコマーシャル 9:00～17:45 フリーダイヤルFAX

20 

1990/04 無休 10 

“デキル営業マン”の印象。 （※期日までに回答得られず）
ていねいな対応で気分がよい

1988 。。。ノfンフレット 9:00～17：・30
FAX 

35 

1988 日・祝日は休み 14 

パカにされているような気持ちに 1992/12 。。 9:00～17:00 
FAX 

50 

なった 1992/12 土・日・祝日は休み 35 

早く電話を切らなければならない （※期日までに回答得られず）
ような気になる

（※代表番号にかけても、「ただいま混み合っておりますので…jと、カスタマアシスタンスセンターのNo.がメッセージされ、なしのつぶてで、あった）

1985/10 。。。 9:00～17:00 
FAX 

200以上

1995/07 日・祝日は休み N.A. 

音声応答装置が受けた後、必要な 1992/04 。。 。 9:00～18:00 なし
230 

場合のみスタJ7のし喝総合窓口に回る 1992/04 土日祝日は休み 150以上

1987 。。。。 9:00～17:30 
音声自動応答装置

N.A. 

なし 土・日・祝日は休み N.A. 

i主②日本アイ・ビー・エムのデータは「DIALIBM」のもの。ほカ刈こ「PCHelp Center」「POWERDIAL」「AS/400電話相談」など商品別の相談窓口あり。

してしミくために必要不可欠なことなのではないか」と上原

氏は語る。

みが寄せられており、逆に、そこで、解決で、きなかった深刻

なトラブルが国民生活センターに持ち込まれていることを

示しているものと考えられる。いずれにしても企業のお客

様相談窓口が、すでに“苦情処理セクション”から脱して

拡がる役割、

高まる期待

E面会蚕B消費者情報収集の
、一一－一’主たる担当部門

注（）内は各消費者情報の収集実施企業数

消費者関連情報・資料の収集（118)

消費者の意識・行動についての調査分析（98)

消費者モ二女ーの活用（77)

消費生活セン女等の公的機関との情報交換（77)

消費者団体との情報交換（63)

一般消費者との情報交換（56)

消費者部門無回答
では担当して

0 50 100(%) 

国民生活センタ一、消費生

活センターに寄せられる相談の

うち、苦情の割合は約64%に

上っているのに対し、 前述の

ACAP関西支部の調査では全

企業平均で約27.7%となって

いる。苦情が「10%未満」であ

る企業が約31.0%であり、過半

数の約s1.9%の企業で「30%

未満」で、あった。このことは、企

業のお客様相談窓口にはトラ

ブル発生に至る前の質問や悩
資料出所：（社）消費者関連専門家会議関西支部「企業の消費者対応に関する調査j
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E歪3お客様相談窓口 電撃調査結果

企業名 調査日ベル待ち
声・話し方 対応内容 最後のあいさつ

電話をかけた部署 応対者 名乗り

日本交通公社 5/1 2回 簡潔で、的を得た話の運び、 詳しく親切で、わかりやすい よろしくお願いし、たします、ありが
お客様相談室 男 社名－部署名 とうござし、ます

海
近畿日本ツーリスト 2回 なれている感じで対応が外 i土① 5/7 ちょっとなれなれしい感じ よろしくお願いいたしますう～

旅 東京本音IIお客様相談センター 男 社名 スピーディ
ff 日本旅行 5/1 3回

めんどうくさそうな話し方 場所の説明はとてもわかりやすし はい、どうぞ＼どうも～
お客様相談室 男 社名部署名

日本マクドナルド 5/1 3回 「お友だち」のような気軽さ。 やや的はずれな場所の店を よろしいでしょうか？ 失キしいた
お客様サービス部 女 社名・部署名 フレンドリーな対応 教えてくれた します

モスフードサービス

7お客様相談室

／主② 5/1 1回 明るくテキパキ、よく訓練されて 親切でわかりやすい お電話ありがとうございました
女 社名・部著名 いる印象

スロッテリア 5/1 2回 話の途切れがなく、質問が 道順を詳しくわかりやすく説明 よろしくお願いいたします、ありが

タお客様相談センター 男 社名・部署名 さしはさめない してくれた とうございました

｜ ウェンコ・ジヤノfン
ド代表番号

5/1 2回 すっとんきょうな話し方、トーンが 別の人に代わり、場所を教えて はい、すみません。よろしくお願い
女 社名 高い くれた いたします

ファーストキッチン 5/1 5回 発音があいまいで、だるそうな 迅速、的確に回答が得られた はーい、よろしくお願し、し、たします
代表番号 女 社名 感じ

コセフゃンイレブン・ジヤノTン 5/1 2回
元気だが早口で聞き取りにくv' 場所の説明が要領を得ずわかり よろしくお願し、します

百代表番号→東尽DO 女 社名 』こくし、

王 ダイエーコンビニエンスシステムズ 5/1 2回 「地図がないものですから・・－」 場所はわからずじまいだったが、 よろしくお願いします
ズ総務企画室 女 社名・部署名 など、やや言い訳が多い 一生懸命調べている様子はよくわかる

予ファミリーマート 5/1 2回
ややなれなれしい印象 補足質問をしつつ、l軒l軒 お待たせいたしました

ア顧客サービス室 男 社名 調べて教えてくれた

注①近殺日本ツーリストのスタッフ数などのデータは、本社お客様相談室のもの。ほかに全国4カ所の「お客様相談センター」あり。

いることは石在かだ。

前述の『企業の消費者対応に関する調査Jで、消費者

情報収集の主たる担当部門を聞いた質問では、「主に消

費者部門が担当」している業務は「消費者関連情報・資

料の収集」が約66.1%、「消費者の意識・行動についての

調査分析」が約36.8%、「消費者モニターの活用」が約

23.4%、「消費生活センター等の公的機関との情報交換」

が約75.3%、「消費者団体との情報交換」が約68.3%、

「一般消費者との情報交換」が約50.0%と多岐にわたっ

ている（図表②）。お客様相談窓口に期待されているの

は、一口で、言って生活者情報の収集で、あり、その目的は

生活者とのより良い関係づくりで、あると言っていいだろう。

ACAP事務局長の薄田隆氏は、「PU去の制定を機に、

お客様相談窓口の社内的地位は一段と高まった」と見

る。PL法対策委員会を設けて、研究や体制強化に取り組

んだ企業は多いが、その中心となって活動したのがお客

様対応部門の担当者で、あったためだ。

同氏は、お客様相談窓口が生活者とのより良い関係づ

くりという究極の目的を果たしていくためには「情報開示

の実現が必要」であると指摘する。現在、奈良県以外の

すべての都道府県で情報公開条例が設けられている

が、国レベルでの法制定は実現していなし3。PL法が真に

生活者の利益を守る法律となるためには、事故が起きた

時に生活者側がその原因を立証できるように、企業側の

8 I I.M.press 1996-6 

情報公聞を義務づけることが必要だ。そればかりではな

く、企業と生活者の真の信頼関係構築には、生活者に商

品・サービスを使いこなすための十分な情報を与えるこ

とが不可欠。2者の共生のためには、“自立した消費者”

が育つ必要があるのだ。

大企業のほとんどは

相談窓口を設置

さて、では企業のお客様対応は、どこまで進んでいる

のだろうか。『IM.press.l編集部では、本誌生活者モニ

ターに依頼して「お客様相談窓口電撃調査」を実施、企

業のお客様対応の実態を把握することを試みた（図表

③）。

質問を「住居の近くに店舗（あるいはショールーム）が

ありますか？」に設定。日経産業新聞編『市場占有率’96.l

の中から、この質問に適当と思われる「乗用車」「ルーム

エアコン」「パソコンJ「海外旅行」「ハンバーガー店」「コン

ビニエンスストア」の各ジャンルにおける上位3～5社、全

26杜を調査対象とした。調査実施日は1996年5月1日。た

だしゴールデンウィークで業務を休んでいる企業につい

ては、5月7日に改めて電話をかけた。また、営業時間、フ

リーダイヤル導入の是非など受付体制に関する事項は、

別途広報担当者に取材して、得た回答を掲載している。



ε8 
窓口告知メテ‘ィア

その他
窓口設立年月

電話帳 新聞・ 取扱 カタ 商品 その他 電話受付時間帯／休日
電話以外の 専任ス台、y7数

7リーダイヤル導入相 雑誌広告 説明書 ロク J(・yケージ テレコム・メディア 電話酒線数
1994/l l 。 ノfン7レット 9:30～18:00（土は13:00まで） なし

3 

なし 日・祝日は休み つ

営業時間を聞くと保留音なしで 1991/01 。。ノtンフレアト 9:00～17:00 なし
2 

7｛少の問 なし 土・日・祝日は休み 3 

1982/02 
クーポン袋 9:30～18:00 

N.A. 
2 

なし 土・日・祝日は休み N.A. 

質問のあと保留40秒
1975/04 。商品袋、トレーマット 9:00～17:00 なし

10 

1993/l l 土日－祝日は休み 5 

質問のあと保留15秒
1990/03 。商品袋、店舗備え付けの 9:00～20:00 FAX、 7 

1986/11 ハガキ、新聞折込千ラシ （土日祝日は18:00まで）無休 留守録（7リーダイヤル） 6 

1993/03 クーポン券、PR誌、卜l- 9:00～18:00 音声自動応答装置 2 

1993/03 71卜、商品袋、店内掲示板 土・B・祝日は休み （フリーダイヤル）

保留音なしで「00さ～んjの （※現在のところ、お客様相談窓口は設置しておらず、クレームなどには商品企画部で対応している）
声があり、ほかの人にチェンジ

（※期日までに回答得られず）

相談窓口の電話番号を聞いたところ、 （※期日までに回答得られず）
強51に用件を聞かれ、電話を因された

質問のあと保留20秒
1994/03 。商品袋 9:00～17:45 音声自動応答装置

1995/01 日・祝日は休み （フリーダイヤル）

会話を楽しんでいる印象があり、 1993/03 。 。商品袋 9:00～17:45 
なし

4 

好感をもてる 1994/03 土・日・祝日は休み 4 

注②モスフードサービスのフリーダイヤルは、お客様相談室設立以前からお客様対応用に導入。

調査対象を各業界を代表する大企業に絞っているこ

ともあり、各社のお客様対応は一定レベルをクリアしてい

た。ただ、予想よりもフリーダイヤル、フリーフォンなどの着

信課金サービスの利用が少ないという印象を受けた。

前述のACAP関西支部の調査では、有効回答企業

129杜におけるフリーダイヤルの導入率は約40.3%。導入

していない企業のうち、「設置の予定がある」のは6社、約

8.0%に過ぎず、 「フリーダイヤル設置の必要を感じてい

た企業は、ほぼ設置を終えたと見ていい」とレポートして

いる。ACAP事務局長の薄田氏は、フリーダイヤルを導入

しない理由について「これまでの経験から、各社は一定

数の相談から潜在的なニーズをほぼ正確に読み取るノウ

ハウを獲得しており、通信費と人件費をかけてまで、フ

リーダイヤル導入によって数倍に跳ね上がると言われて

いるコールに対応する必要性を感じていないようだ」とコ

メントしているOまた、系列の販売店を組織しているメー

カーなどは、いたずらに既存チャネルとのを摩擦を起こし

たくないとの理由から、フリーダイヤル導入を躍践してい

る場合も多いようだ。

やはり業界ごとのカラーは強い。ティーンエイジャーや

20代の若者を主力ターゲットに据えるファーストアード、コ

ンビニエンスストアは総じて「友だち感覚」のフレンドリー

な対応。対して自動車や家電メーカーは、いわゆる“マ

ニュアル”に準じたソツのない応対が特徴である。

あえて苦言を言わせていただ、けば、各社こぞ、って広報

部の対応は実に的を得ですがすがしいのに、それに比

較するとお客様対応のレベルはやや落ちるのである。も

しかしたら、お客様対応部門に対する社内的評価が、ま

だまだ低いのではないか。対応者ひとりひとりが、業務の

重要性、仕事のやりがいを認識し切っていないのではな

いか、と勘ぐりたくなる節があった。

しかしこの調査は、たまたま通じた1本の電話で評価を

試みていること、ゴールデンウィーク中に実施したことな

ど、いくつかの面で「調査jとして不備な要素を含んで、い

ることを告白しておきたい。花のゴールデンウィーク期間

中に、電話を受けていただ、いたスタッフの皆様に、心から

感謝の意とエールを送りたい。

本調査は、原則的にひとりのモニターがl業種を担当し

た。担当者の意見をまとめると、「声質jや「言葉遣いJなど

の要素ごとの評価の集積で、対応レベルを測ることは難

しいようだ。言葉の端々からこぼれる「一生懸命要望に応

えようとしてくれている」姿勢が、最終的な印象を決める。

相手に満足を与えるには、小手先のテクニックよりも、経験

の豊富さや機転などが大きくものを言うようである。

この調査で特に担当調査員から評価が高かったの

が、 「近くにお奨めできる店舗がないjということでショー

ルームを紹介してくれた三菱電機、 「ショールームには家

庭用の機種が少ないJので秋葉原のパソコンショッフ。が
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E歪）れからの消費者対応における最大の課題

啓発資料の作成1.2%

一般消費者との情報交換1.2%

タイルをとっている。（株）東芝の「お客様

相談システム」、日本電気ビジネスシス

テム（株）の「コールセンターシステム

View工房／CS」、富士通（株）の「ソ

リューションブティック」などがそれだ。松

下電器産業（株）や（株）目立製作所で

は、要望に合わせlからシステム構築の

サポートを行うという形をとっている。す

でに蓄積されたノウハウを活用すること

によって、ひと昔前と比べ、システム構築

の手聞や費用は大きく軽減した。

消費者団体との情報交換1.2%
消費者情報の収集分析3.7%

モニター、アドバイザーの充実3.7%

公的機関との情報交換2.4%

システムは手軽に整うようになったと

は言え、それを100%生かせるかどうか

は、やはり“人”にかかっている。寄せられ

資料出所・（社）消費者関連専門家会議関西支部「企業の消費者対応に関する調査」 る声の中から真の課題を抽出し、迅速・

確実に解決するための手段を講じるの

がお客様相談窓口の役割である。
ょいとアドバイスしてくれた日本IBMなど。あえてマイナ

ス要因を暴露した2杜の対応が好印象を与えているとい

う事実は、お客様対応における何らかのヒントとはならな

いだろうか。

人材育成が最大課題

一定レベルの対応を実現した企業のお客様相談窓口

の、現在の課題は何なのだろうか。

ACAP関西支部の調査で「これからの消費者対応にお

ける最大の課題」を聞いたところ、「社内における機能・

役割の向上」が約46.3%でl位、「csのための人材の育

成・能力UP」が約30.5%で2位に上がり、次いで「OA化推

進Jが9.8%、「消費者情報の収集分析」と「モニター、アド

バイザーの充実」が約3.7%の順となっている（図表④）。

収集した生活者情報をデータとして蓄積、商品開発な

どの資料として企業活動に役立てていくためには、情報

収集・分析のシステム化が必要になってくる。どのような

情報を、どのように役立てていくかは企業秘密の部類に

属するため、システムは自社で開発・運用することが基

本である。しかしここ数年、大手コンピュータ・メーカーが

相次いで、お客様相談業務用コンピュータ・ソフトを開発、

販売を開始している。いずれももともとは自社のお客様相

談業務のために開発されたシステムで、これをもとに導

入企業の業種・業態によってカスタマイズし、提供するス

10 I l.M. press 1996-6 

これを可能にするのは「組織の力Jであると、国民生活

センター調査役の上原氏は指摘する。各分野の専門家

がノウハウを持ち寄ることによって、公平・公正な目で相

談の真意を正しく読み取り、それを“使える”情報に加工

する。生活者の芦を企業活動に生かせるか否かは、特に

この情報加工技術に依るところが大きい。現実に（株）臼

立製作所や花王（株）など、評価の高いお客様相談窓口

では、問い合わせ対応だけでなく、問題解決、あるいは事

故予防のための資料の提供・作成なども業務範囲に含

めている。

ACAP事務局長の薄田氏は、「各社のお客様対応は一

定レベルに達した。フリーダイヤルの導入、消費生活アド

バイザーなど有資格者の採用も、意志のある企業ではす

でに終えている。当面解決が急がれる課題は、高齢者や

障害者への対応、バリアフリー対策ではないか」と語る。

たとえばトヨタ自動車（株）では、高級車を中心に、パンフ

レットの文字を読みやすく大きく変えたという。電化製品の

操作をより単純に、わかりやすくするのも、一種のバリアフ

リー対策であろう。

生活者が「今」「何を」求めているのかを正確に受け止

め、それにスピーディに対応することが、お客様相談窓口

に求められている役割である。自社の現状、および経営

方針やビジョンを熟知し、なおかつ生活者感覚を失わな

い良識あるスタッフを適正人数確保できるか否かが、お

客様相談窓口の成否を決める最大の要因と言っても過

言ではないだろう。


