
Ⅰ.2019 年度事業活動方針

1 社会貢献

　経済産業省・総務省をはじめとする官公庁ならびに 10 団体連絡協議会等の関係団

体とさらなる連携を図り、特定商取引法等の関連法規への対応、自主的規制の強化

等に関する情報を早期に会員へ周知・徹底することで、消費者保護に一層努めること、

また、2019 年 4 月から施行される働き方改革関連法を遵守の上、引き続き多様な人

材が活躍できる環境を整備するとともに、従業員のワークライフバランスに配慮し、

多様で柔軟な働き方を推進することで、生活者にはより安心して利用できる、従業

員には安心して働ける魅力あるコールセンター業界を目指し、会員企業を牽引して

いく。さらには、2020 年 東京オリンピック・パラリンピックに向けた訪日外国人の

支援や、地方自治体との情報交換・交流を深め、連携した活動を行うことで、地域・

地方の活性化に貢献していく。

2019 年度 事業活動計画

2018 年度定時総会（2018 年 6 月 5 日開催）

　2019 年 2 月 5 日 ( 火 ) に開催された 2018 年度第 7 回理事会において、2019 年度の事業活動計画が承認されま

した。CCAJ News では、「2019 年度事業活動方針」「具体的な事業活動計画」「協会活動予定」をお届けします。なお、

掲載している写真は 2018 年度の活動の模様です。

　2019 年度は、当協会の基軸である「社会貢献」「交流 ( つながる )」「相互研鑽 ( 学ぶ )」に基づき定めた

方針をより一層強化し、次の 2020 年度に向けたステップとすべく、以下の方針のもと、会勢拡大を図り、

業界の健全な発展に向けて、事業活動を推進していきます。
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1 倫理の確立と綱領の普及・推進

①日本コールセンター協会電話相談室

　主に特定商取引法の電話勧誘に関する消費者からの相談・

アドバイス業務を行う。

②ガイドラインの周知・徹底ならびに適正化による自主的規制の強化

　次の 3 つのガイドラインを周知・徹底ならびに適正化等を

検討する。

❶「コールセンター業務倫理綱領」

❷「コールセンター業務倫理ガイドライン」

❸「コールセンター業務における個人情報保護に関するガイ

ドライン」

③コールセンターに関連する法規の周知・徹底

　特定商取引法、消費者契約法、民法等の改正や動向、個人情

報の保護や適正な利活用など、早期に情報を提供し対応を促す。

2 コールセンター利用の拡大・高度化に資する活動の推進

①「CCAJ 会員交流会」の開催

　最新テクノロジーの動向等について、相互研鑽と交流の機

会を提供する。

②新技術の動向に関する情報提供

　AI、RPA、音声認識等、人を支援するテクノロジーの有効

活用に関する情報を収集し提供する。

3 顧客中心の経営手法に関する情報収集・調査・分析・教育

①「CCAJ ガイドブック Annual  Report Vol.29」の発行

　コールセンターに関するトレンド、コールセンター企業実

態調査、生活者調査等、公益性のある内容を掲載し、会員を

はじめコールセンターに関わる方々へ情報提供を行い、協会

の認知度向上に努める。

Ⅱ . 具体的な事業活動計画

2 交流（つながる）

　インハウス、エージェンシー、サポートと 3 つの会員種別があり、コールセンター

との関りも多岐に渡ることから、会員の実態を正しく理解した上で、会員の声を積

極的に収集し、要望や提案をしやすい環境を構築することで、真の会員ニーズを

捉え、事業活動に反映していく。また、会員に対して協会の様々な活動を正しく知っ

てもらうことに努め、各種活動への参加と会員満足度の向上を図っていく。

　こうした会員とのリレーションを外部にも PR していくことで、非会員企業や公

的機関との交流につなげ、協会の認知度向上や業界のイメージアップに努めていく。

3 相互研鑽（学ぶ）

　コンタクトセンターが最新テクノロジーを駆使し、新たな価値を創出する拠点と

位置づけ、企業戦略をリードしていくために「人とテクノロジーが真に融合したコ

ンタクトセンター」を追求し、「知の共有」を一層推進することで、コンタクトセンター

の活躍領域の拡大や生活者の利便性向上に努めていく。

　また、採用難・人手不足を克服し、人材定着のための施策・環境等を会員相互

で学び、優秀な人材が長期に活躍できる仕事・業界として、人財基盤を固めていく。

その上で、人とテクノロジーが真価を発揮する領域を見極め、「AI・デジタルコミュ

ニケーション ( ノンボイス ) 時代に、コンタクトセンターに求められる人材」を定

めて、時代の趨勢に適合した人材を輩出していく。

CCAJ コンタクトセンター・セミナー 2019
（2019 年 2 月 19 日・20 日開催）

第 7 回会員交流会（2018 年 11 月 2 日開催）

新人マネージャー勉強会
（半年間で全 4 回開催）
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②「コールセンター基礎講座」の開催

　コールセンターの機能・役割等の概論、運営の課題・最新

トレンド、関連法規・ルールといったセンターマネジメントに

必須の基礎知識を体系的に学ぶ講座を、東京(2回 )・大阪(1回 )

で計 3 回開催する。

③「スーパーバイザーによる意見・情報交換会」の開催

　センターの実務担当者が日頃の取り組みや課題等を共有・

意見交換する座談会を、東京 (5 回 )・大阪 (4 回 ) で計 9 回開

催する。さらに、2008 年度から数え 100 回目を迎えること

から、記念開催を企画する。

SV 意見交換会

④「新人マネージャー勉強会」の開催

　勤務経験の浅いマネージャーが、他社センターのマネー

ジャーとともに学び、交流することで、本人の成長や自社セ

ンターにプラスの効果を波及することを目指す勉強会を開催。

東京のみならず、他地域での実施やセンター見学会の併催等

も企画する。

⑤ AI・デジタルコミュニケーション時代に求められる人材の研究

　AI や RPA 等の最新テクノロジーの活用とノンボイスを加え

たオムニチャネル化が進展するコンタクトセンターの機能や

人の役割等を設定し、今後どのような人材が活躍できるのか、

求められるスキル・資質を研究し、会員へ情報提供していく。

⑥雇用・労働に関する法規・国の政策の周知・啓発ならびに

地方自治体による雇用・就労支援に関する情報提供

　働き方改革関連法の周知・啓発、改正労働契約法や派遣法

への対応状況の共有ならびに、地方自治体の雇用・就労支援

策の情報提供により、業界の人材不足・採用難への改善策を

見出す。

5 統計調査、需要予測

①コールセンター企業実態調査の実施

　エージェンシー会員を対象に、年間売上高や従業員数、セ

ンター数等の基礎データを調査し提供する。

②コールセンター基礎データ調査の実施

　会員の企業情報やコールセンターの状況等、会員の実態を

把握するための調査を行う。また、センターの関心・トレン

ドに合わせたワンポイントアンケートも実施する。

6 内外の諸団体との情報交換及び協力

①経済産業省、総務省、内閣府、消費者庁等との情報交換・

要請対応

②「CCAJ コンタクトセンター・セミナー 2019 」の地方開催

　地方中核都市において、その地域で従事されている方々を

中心に、各地の実状に則したイベントを開催する。当該地の

地方自治体と連携し、コンタクトセンター事業の活性化、企

業横断的活動・交流の促進を図る。

2018 年 9 月 27 日に
福岡で開催された
コンタクトセンター・
セミナー

③「CCAJ コンタクトセンター・セミナー 2020」の開催

　センターで関心の高いテーマや共通課題に関して、実際の

運営に携わっている方がパネルディスカッション形式で、事

例等を共有する。

④「CCAJ スタディーツアー ( 海外視察 )」の実施

　会員ニーズに基づいた視察テーマと視察先等を企画し、海

外コンタクトセンターの実態、最新事情等を学び、参加者間

の交流を図る視察を実施する。

⑤コンタクトセンター見学会の開催

　センターの品質向上を目的とした見学会を首都圏ならびに

コンタクトセンター集積地で各 1 回開催する。センター集積

地では、地方自治体との連携を検討する。

4 人材の育成と雇用の創出

①「CCAJ スクール」の開催

　コールセンターで活躍できる人材の育成、他社との交流・

相互研鑽を目的とした研修を実施する。業務遂行に必要なス

キル・知識を網羅的に学ぶ「ベーシックコース」、テーマ・

課題にフォーカスし専門・高度なスキル・知識を習得する「専

門コース」に分類した講座を、東京 (39 回 )・大阪 (6 回 )・

北海道(1回)・沖縄(1回)で計47回開催する。さらに「AIチャッ

トボット」「ナレッジマネジメント」等をテーマにした新講座

も企画する他、受講者増大に向けて諸施策を実施する。

CCAJ スクール
モニタリングの基礎
知識と成果の上がる
フィードバックスキル
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③協会活動・会員動向の周知を目的とした広報活動

　新聞社・出版社等のマスメディアへの情報提供、協会

Facebook による発信、Web サイトでの会員のニュースリリー

ス掲載等を通じて、協会を PR する。

8 本法人の目的を達成するために必要な事業

①広聴活動の実施

 「CCAJ News」読者アンケートをはじめ、各種活動に対する

要望等、会員の声を聴くとともに、意見・提案しやすい関係

を築くことで、会員の正しいニーズを把握し、協会活動に反

映する。

②会員拡大に向けた諸施策の展開

　会員サービスの充実、入会見込企業に対する訪問の徹底、

リテンション活動の推進等を継続する。

③各種イベント協賛・後援

4 月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

2019 年度 協会活動予定 （2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月 31 日）

● CCAJ スクール
（5/9 スタート）

※ 東京・大阪・沖縄・北
海道で開催予定

● CCAJ コンタクトセンター・セミナー

● CCAJ スタディーツアー

● CCAJ コンタクトセンター・セミナー
　  in 地方開催

●新春賀詞交歓会

● CCAJ 会員交流会

●コールセンター基礎講座（東京）

●コールセンター基礎講座（東京）

●コールセンター基礎講座（大阪）

●ＳＶ意見交換会
　（年間 9 回）
　100 回記念開催予定
●新人マネージャー勉強会
　（半年間全 4 回シリーズ）● 2019 年度定時総会

②地方自治体との情報交換・連携

③公的団体、10 団体連絡協議会との情報交換・連携

7 広報・宣伝活動

①「CCAJ News」の発行

　協会の活動報告や読者アンケートを反映した特集、地方自

治体の企業誘致施策、会員へのインタビュー、CCAJ スクール

講師によるコラム等を掲載した会報誌を毎月発行する。また、

協会の認知度向上と会勢拡大、業界のイメージアップのため、

対外的 PR として本誌を活用する。

②「CCAJ メールニュース」等の配信

　メールマガジンで、コールセンターに関わる公的機関のタ

イムリーな情報発信や協会活動の周知を行う。省庁や地方自

治体等のコールセンターに関連する入札情報を配信する。

【新講座予定】
「AI チャットボット」
「ナレッジマネジメント」

※ 決まり次第公開

主要な活動 会員向け活動 CCAJ スクール 会員向け勉強会
※ 会員限定で定期的

に随時開催予定

● CCAJ ガイドブック

●コンタクトセンター見学会
　（年間 2 回）

情報提供
● CCAJ News
　（毎月発行）
● CCAJ メールニュース
　（毎月配信）
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新入会員のご紹介

　NTT コムウェアは、これまで 24 時間 365 日途切れることのない日本の通信インフラを ICT によって支え続けてきました。
その中には、NTT グループの各種コールセンターにおけるインフラも含まれています。
　これまでのシステムインテグレータとしてのシステム構築・運用保守業務で培ったノウハウを活用したソリューションに
よって、コールセンター業界の企業におけるビジネス改革と業務効率化・コスト低減をご支援すると共に、皆様との協創によっ
てデジタルイノベーションを巻き起こし、新たなビジネスの創造にも貢献していきたいと考えています。
　私たち NTT コムウェアは、お客さまとのビジネス価値の協創を通じて、豊かなコミュニケーション社会の実現に向けて、
挑戦してまいります。

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
	 代表取締役社長　栗島	聡
	 東京都港区港南1-9-1	NTT品川 TWINSアネックスビル
	 https://www.nttcom.co.jp/

「働き方 ｣ が変わります !!
2019 年 4 月 1 日から働き方改革関連法が順次施行されます

Point1 施行：2019 年 4 月 1 日〜　※ 中小企業は、2020 年 4 月 1 日〜

時間外労働の上限規制が導入されます！
　時間外労働の上限について、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも

年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

Point2 施行：2019 年 4 月 1 日〜

年次有給休暇の確実な取得が必要です！
　使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年 5 日、時季を指定して

有給休暇を与える必要があります。

Point3 施行：2020 年 4 月 1 日〜　※ 中小企業は、2021 年 4 月 1 日〜

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！
　同一企業内において、正社員と非正規社員（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳細は厚生労働省 HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
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A 新人研修は予定通り実施していても、その後のフォ

ローアップ研修などの時間が取れないというセン

ターは多いと思います。繁閑差をうまく利用し、教育時間

に充てられると良いですね。

　閑散時期が予めわかっているコールセンターであれば、

計画は立てやすいと思うので、研修・コーチングはもちろ

んのこと、時には趣向を凝らしたグループワーク等も取り

入れてみると良いと思います。一方で、年間を通じて繁閑

差が少ないセンターや、呼量予測の難しいセンターでは、

教育を計画どおりに進められないことが多いと思います。

そこで、呼量が減少したちょっとしたスキマ時間を『自習

時間』として活用することをお勧めします。突然やってく

るスキマ時間を効果的に活用するため、教育担当者として、

事前に準備しておきましょう。3 つの例をご紹介します。

1. 問題集を解く

　もっともスタンダードな方法は『問題集』を作っておく

ことです。自習用なので、難しすぎず、時間もかからず、

5 〜 10 分程度で回答できるレベル、ボリュームの問題を、

たくさん作っておくのが良いと思います。業務知識に関

する内容はもちろん、敬語、クッション言葉、文章要約

練習など、マナーや日本語に関する内容もあると良いで

しょう。ちなみに当社では『10minTraining』シリーズと

して、スペリングアルファベット（電話などで英語のスペ

ルを確認する方法）や難読住所の読み問題など、気軽に

解ける問題も含めて、約 30 種類の問題集を用意し活用し

ています。

2. 応対音声を聞く

　コーチングの第一歩は自分で気づくこと。テレコミュニ

ケーターが応対音声を聞ける環境があれば、自分の応対

を聞き、振り返る時間に充てましょう。ただ聞くだけで終

わらないよう、『セルフチェックシート』を準備し、簡単

な目標設定ができると良いと思います。また、優秀なテレ

コミュニケーターの音声を聞くことも、新たな気づきにつ

ながるかもしれません。

3. ナレッジ整理の時間に充てる

　ナレッジデータベースには膨大な情報が入っています。

探したい情報になかなか辿り着けず保留時間が長引くケー

スも珍しくありません。スキマ時間を、ナレッジデータベー

スを見直す時間、検索の練習時間に充てることも有効です。

　また、ペーパレス化が進まず、紙資料の整理に課題を

抱えるセンターもあるようです。テレコミュニケーターが

個々に過去の資料を持っていることは、ミスオペレーショ

ンにも繋がりかねません。常に最新情報だけが残るよう、

資料を整理整頓する時間を取ることも必要です。

　これらをヒントに、センターの特性にあった自習時間の

活用方法を考えてみてください。

コミュニケーション・ヒューマンリソース
センターマネージメント・スクリプト・システム etc.

Q&A
あなたの疑問・質問に お答えします！

コンタクトセンター

インバウンドのコールセンターで、テレコミュ

ニケーターの教育を担当しています。私の勤

めるセンターでは受電率の維持が最優先で、まとまっ

た教育時間を取ることができません。何か良い方法

はありませんか。

回答者 仲江 洋美 氏
ビーウィズ株式会社 品質マネジメント部 部長
CCAJ スクール

「育成スキル向上講座 〜研修とフィードバックの進
め方を学ぶ〜（旧トレーナー講座）」講師

「スクリプト・FAQ 作成講座 〜効果的なスクリプト
を、効率よく作成する〜」講師

 5 月の『 CCAJ スクール 』 のスケジュール
日程 講座名 開催地 日程 講座名 開催地

5/9 〜 5/10 スーパーバイザーの仕事術 東京 5/21 基礎から学ぶ テレフォンスキル講座 東京

5/14 〜 5/15 育成スキル向上講座 ( 旧トレーナー育成講座 ) 東京 5/28 クレーム対応講座 基礎編　 東京

5/16 ＫＰＩマネジメント基礎講座 東京 5/29 〜 5/30 センターマネジメントの実践 ( センターマネージャー講座 ) 東京
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Active Staff
interview vol.76

　日経 BP グループとして、各種専門誌や書籍の販売、研修
プログラムなど教育商材の販売、広報活動の支援など幅広
く企業のサポートを行う株式会社日経 BP マーケティング。
同社のコンタクトセンターを訪ね、立ち上げ時期から活躍
する野村浩正さんにお話を伺いました。

　日経 BP マーケティングが、アウトバウ

ンド中心のコンタクトセンターを核とする

テレマーケティング事業を開始したのが

1998 年 4 月。以来、日経 BP が発行する

日経ビジネスや日経アーキテクチャなど

の直販系メディアの定期購読促進や、書

店に対する新書籍紹介などを担当してき

ました。近年は、映像を活用した企業向

け教育商材の紹介や、B to B のインサイ

ドセールスなどの新規事業にも積極的に

取り組んでいます。

　そのセンターで、マネジャー、スーパー

バイザー（以下、SV）、情報システム担

当という幅広い業務で活躍する野村浩正

さんに、センターの概要と業務内容を紹

介していただきました。

 「20 席規模のセンターで、10 名程度の

テレコミュニケーター（以下、同社の呼

称のオペレーター）が在籍していて、10

時から18 時までアウトバウンドを行っ

ています。担当しているのは 10 誌以上、

60 業務以上で、定期購読期間満了や

DM 送付後のお客様へのフォローに加え

て、VOC 収集などのマーケティング活動

も行います。

　最近の事例では、エンジニア向けの

Web メディアである日経 xTECH（クロス

テック）で、日経コンピュータなどの関連

雑誌の定期購読者に架電して、ユーザー

登録や有料会員のメリットをご紹介をす

るとともに、アンケートページへの誘導も

含めた VOC 収集を行っています」

　収集したデータは、オペレーターから

各メディアの編集スタッフに直接伝える

場も設けられます。「議論になることもあ

りますが、具体的な改善につながってい

ます。従来の紙のメディアと Web という

新しいデジタルメディアの両方を活かせ

るように、読者にも編集部にも提案でき

るアウトバウンド活動を続けていきたいと

考えています」

アウトバウンドだからこそのセンター

　野村さんの入社は 1999 年ですが、そ

れ以前のセンター立ち上げ時期から参画

していたとのこと。その経緯を伺うと、「当

初、大手のエージェンシーからオペレー

ターとして派遣されました。それまでイ

ンバウンド中心でアウトバウンドは初めて

だったのですが、声だけのコミュニケー

ションで信頼を得て、契約にまでつなが

ることに驚きましたし、喜びを感じました」

　もう一つの転職のポイントが商材に惚

れ込んだこと。「昔から本が好きで、出版

系の仕事には興味がありました。商材の

ビジネス誌も読み込みましたが、それが

詳しい商品紹介と情報活用の提案につな

がっただけでなく、自分自身の勉強にもな

りました」

　商品が持つ価値を自ら体現することで

スキルアップになり、それがさらなるモチ

ベーションにつながったのです。

 「入社後もいろいろな勉強に取り組みま

した。外部研修も活用しましたが、協会

のセミナーや海外視察にも参加させてい

ただき、とても役に立っています」

　その後、SV に昇格し、2018 年からマ

ネジャー職を兼務。現在はアウトバウン

ドシステムの運営も担当という忙しい日々

を送っています。

 「これまでのセンターでは、オペレーター

の興味やスキルに合わせてメディアや業

　大学時代、ジャズ研でウッドベース
を担当していたという野村さん。「いず
れはまたウッドベースを弾きたいので
すが、始めるとのめり込む性格なので
今は聴く側でガマンしています。垣根
なくどんな音楽でも聴きます」

務内容を選択して担当するという、人材

中心のシフトでした。本人も喜んで学ぶの

でスキルアップになり、定着にもつながる

という好循環を生んできました。しかし今

後は、業務拡張での人員増加やオペレー

ターの都合退社も考えられるため、平準

化への取り組みが必要だと考えています。

誰でも一定の成果が出るような仕組み作

りやシステム導入を目指して、業務の明

確化や体系化に取り組んでいます」

　さらに、日経 BP グループ内に蓄積さ

れているさまざまな情報とも連携しなが

ら独自性を打ち出していきたいという野

村さん。

 「アウトバウンド中心だからこそ実現でき

る、真のコンタクトセンターの姿があると

思います。こちらから複数回のコンタク

トを取る中で信頼を得て、その後も定期

的なアプローチを続けることで双方向で

の情報共有につながれば、お客様と担当

オペレーター間での親密なコミュニケー

ションを実現できるはずです。そういう機

能を強化することで、日経 BP グループだ

けでなく多くの企業のお手伝いをさせて

いただきたいと思います」

　アウトバウンド中心だからこそできる独

自性と可能性を語る野村さんから、コー

ルセンター業界の方向性のひとつが見え

たように感じました。

株式会社日経 BP マーケティング
　テレマーケティング部
　マネジャー 兼 スーパーバイザー

　　　　　野村 浩正 さん

企 業 情 報

株式会社日経 BP マーケティング
代表取締役社長：中島 久弥
本社：東京都港区虎ノ門 4-3-12
ホームページ：

https://www.nikkeibpm.co.jp/
設立：1973 年 1 月 5 日
従業員数：100 名
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 TOPICS 正会員数：223 社

協会日誌
（2019 年 3月現在）

◆理事会・委員会報告◆

理事会
日程：2 月 5 日 ( 火 ) 場所：協会会議室 出席者：15 名

【議題】2018 年度第 3 四半期業務執行状況報告、入退会、
会員交流会の開催、2019 年度事業活動計画と収支予算等

【審議事項】2018 年度第 3 四半期における各活動の実施な
らびに収支状況を承認した。2019 年度の事業活動方針と具
体的事業活動ならびに予算を承認するとともに、コンタクト
センター・セミナーの仙台開催と会員交流会の実施概要を
決定した。

広報委員会
日程：2 月 13 日 ( 水 ) 場所：協会会議室 出席者：6 名

【議題】CCAJ News、会員ニュース、2018 年度 各事業活動
の報告

【討議概要】CCAJ News の 2019 年 5 月・6 月号で、「人材定着、
人材育成・キャリア支援」をテーマとした特集を組むことと
し、取り上げる内容を検討した。会員ニュースについては、
保有するあらゆるメディアで情報を選別することなく、会員
のニュースリリースを紹介していくこととした。

電話勧誘販売などに関する、
消費者からの相談などに対応しています。

日本コールセンター協会電話相談室
03-5289-0404 受付時間 10:00 〜 16:00

( 土曜・日曜・祝日を除く )

CCAJ	News	Vol.265		（2019 年 4 月発行）
発行 : 一般社団法人日本コールセンター協会

編集発行人 : 広報委員長 須藤大輔
〒101-0042東京都千代田区神田東松下町35アキヤマビルディング2
TEL：03-5289-8891 FAX：03-5289-8892 URL：http://ccaj.or.jp

（協会のサイトで本誌のバックナンバーをご覧いただけます）

CCAJ News Vol.266 では、「人材定着（ES 向上）、人材育成・キャ
リア支援」に関する特集などを掲載する予定です。   

※ 掲載内容は変更になる場合があります

次号予告

事業委員会
日程：2 月 15 日 ( 金 ) 場所：協会会議室 出席者：9 名

【議題】CCAJ スクール、CCAJ コンタクトセンター・セミナー
2019、CCAJ スタディーツアー ( 海外視察 )

【討議概要】CCAJ スクールは新講座「AI チャットボット」「ナ
レッジマネジメント」の内容を審査した。CCAJ コンタクト
センター・セミナーでは、2 日目の懇親会の内容・役割を決
定した。海外視察では、2019 年度の開催に向けて、会員等
に対して事前アンケートを実施することとした。

総務委員会 委員募集のご案内
　総務委員会は行政機関への対応、自主規制や関

連法規の普及・啓発等を目的に 2010 年 8 月に設

立しました。公益法人制度改革への対応など特定

の目的・案件に応じて、委員を募集し活動するアド

ホック委員会として活動して参りました。

　現在、関係団体による「10 団体連絡協議会」に

参画し、自主的規制に関する情報交換等を行って

おりますが、今後は特定商取引法等への対応と自主

的規制の強化、働き方改革関連法への対応などが

求められます。

　こうした動向に対応するため、総務委員会として

次の通り活動を担って参りますので、ぜひ委員とし

てご参加くださいますようお願い申し上げます。

＜活動内容＞

1. ガイドラインの周知・徹底ならびに適正化による自主

的規制の強化

2. 特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法などの

コールセンターに関連する法規の周知・徹底

3. 雇用・労働に関する法規・国の政策の周知・啓発等

4. その他、委員会の目的に準じた活動

＜参加資格＞

　会員企業に在籍し、本委員会の目的・活動内容に関心

のある方。

＜応募方法＞

　4 月 12 日（金）までに当協会事務局にご連絡ください。

＜今後の予定等＞

　6 月中旬に委員会の開催を予定しています。

応募方法などの詳細は当協会事務局にお問い合わせくだ

さい。

 CCAJ メールニュース好評配信中
　情報調査委員会では CCAJ メールニュースの配信を行っていま
す。配信ご希望の方は、「CCAJ メールニュース配信希望」と明記
のうえ、配信先メールアドレス・会社名・部署名・氏名・連絡先
電話番号を記入し、当協会事務局 e-mail アドレス (office@ccaj.
or.jp) までお申込みください。

★配信内容サンプルURL★
http://ccaj.or.jp/ccajnews/mailnews.html
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