苦情処理措置
当組合では、ご利用の皆さまによ リー層 ご満足いただけるサ ー ビスを提供できるよう、共済事業 にかかる相談・
苦情等を受け付けてお りますので、お気軽 にお申 し出 <だ さい。
※「相談・ 苦情等」 とは、共済事業 にかかる相談・ 苦情・ 紛争等 に該当するものをいいます。

1.ご利用の皆さまからの相談・ 苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
相談 0苦 情等の申 し出があ った場合、当組合は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申 し出内容・ 事
情等を充分聞き取る等 によ り、当該相談・ 苦情等にかかる事情 0事 実関係等を調査 します。
3.当 組合は、相談・ 苦情等については、迅速かつ適切に対応する とともに、その対応について組合内で協議 し、

2。

4。

5。

相談・ 苦情等の迅速な解決に努めます。
当組合は、ご禾」
用の皆さまか らの相談・ 苦情等 への対応にあた つては、できるだけご利用の皆さまにご理解・
ご納得 いただけるよう努めます。
受け付けた相談・ 苦情等については、定期的 に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有
化を推進 し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策 0未 然防止策 として活用 します。

まずは、当組合の 」A共 済相談・ 苦情等受付窓 ロヘお申し出ください。
」A庄 内たがわ

○

共済部

丁EL

0235‑64‑2210

ご利用者の皆さまからの相談・ 苦情等については、まずは当組合 がお受けいた します。なお、」A共 済相談受
付セ ンタ ーでは、相談・ 苦情等のほか、」A共 済全般に関するおFcD5い 合わせもお電話で受け付けております。

」 A共 済 相 談 受 付 セ ンタ ー

(JA共 済 連

全国本部)

電 話 番 号 :画面.o120‑536‑093
〜 金 曜 日)、 9:00〜
受 付 時 間 :9:00〜 18:00(月
0習
〜
1月
3日
※日 日、祝日および 12月 29日
を除きます。
※メンテすンス等により予告なく変更する場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

17:00(上

曜 日)

相談・ 苦情等受付・ 対応態勢
下図のような態勢で組合員・ 利用者の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・ 業務改善活動を通 じて
共済仕組みや各種サ ー ビスの開発・ 改善に努めています。
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報告・ 連絡
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(注 )」

A共 済連は県本部・ 全国本部 (JA共 済相談受付セ ンター)を いいます。

紛争解決措置
ご利用の皆さまか らの相談・ 苦情等 については、当組合が対応 いた しますが、ご納得のい <解 決 に至 らない
場合 は、下記の中立的な外部機 関に解決の 申 し立て を行 うことができます。また、当組合は下記の外部機関
をご紹介 し、その外部 機関 の 標準的な手続 きの概要等の情報 を ご提供 いた します。詳細 は当組合 にお問 い含
わせ <だ さい。
・ 一般 社団法人
・

一 般財団法人

・

日本共済協会

共済相談所
自賠責保険・ 共済紛争処理機構
日弁連交通事故相談セ ンタ ー
交通事故紛争処理セ ンタ ー

公益財団法人
0 /AN益 財団法人
0 日本弁護士連合会

弁護士保険 ADR

1.一 般社団法人 日本共済協会 共済相談所 httoブ /ur― .icia.Or.jo/advbory力 ndex.html
一 般社 団法人

日本共済協会

共済相談所では審査委員会 を設置 してお り、裁定または仲裁 によ り解決

支援業務 を行 います。

※自動車事故の賠償に
かかわるものは、
お取 り扱いしていま
せん。
一般 社団法人 日本共済協会 共済相談所は、
「 裁判外紛争解決手続 の利用の促進 に関する法律」(ADR促
進法 )に もとづ <法 務大臣の認証 を取得 しています。
(認 証取得 日 :平 成 22年 1月 26日 認証番号 :第 57号 )

2.一 般財団法人

自賠責保険・ 共済紛争処理機構 httpブ /www.Jba卜 adr.orJp/
自賠責共済の支払 に関 して、万一 にもご納得 いただけなか つた ときのため に、公正中立で専 門的な矢□見 を
有 する裁判外紛争処理機関 と して国土交通大臣および内閣総理大臣の監督 を受 ける「 一 般財団法人 自賠
責保険・ 共済紛争処理機構」が設置されています。この機 関は自賠責共済の支払 に関する所要の調査 を行
い、紛争の当事者 に対 して調停 を行います。
※ 連絡先 (住 所・ 電話番ヨ につきま しては、ホ ームペー ジをご覧 <だ さい。

3.公 益財団法人

口弁連交通事故相談センタ ー http:〃 www.n― tacc.or.ip/
公益財団法人 日弁連交通事故相談セ ンタ ーの相談所が全国の各弁護士会内等 に設置されて お り、専門の
弁護 生が交通事故 に関する相談や示談の斡旋 を無料で行 つて います。
※ 連絡先 (住 所・ 電話番 ]に つきま しては、ホ ームペー ジをご覧 <だ さい。

4.公 益財団法人

交通事故紛争処理セ ンタ ー http:〃 www.icstad.or.ip/
公益財団法人 交通事故紛争処理セ ンタ ーでは、学識経験者および弁護士か らなる審査員が、被害者の正
当な利益 を守るため、公正な立場か ら不□解の斡旋 を無料で行 つています。
※ 連絡先 (住 所・ 電話番ヨ につきま しては、ホ ームページをご覧 <だ さい。

5。

日本弁護士連合会 弁護士保険 ADR httpゞ 〃www.nichibenren.o「 .ip/acJvity/resoluJon4ac.html
弁護士費用保障特約 における共済金の支払有無・ 支払額等 に関 して、万― にもご納得 いただけなか つた と
きのための裁判外紛争解決機 関と して「 日本弁護士連合会 弁護士保険 ADR」 が設置されて います。こ
の機関では、保険会社等 が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士か らなる裁定委員が、公正な立
場か ら紛争解決手続 (和 解斡旋手続・ 裁定手続 )お よび見解表明手続 を行 つて います。
※ 連絡先 (住 所・ 電話番号)に つ きま しては、ホ ームページをご覧 <だ さい。
平成 30年 4月

JttJA共 済

