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環境変化に適応し︑
品質を磨く

を提供することは日本代協の役割

であると考えています︒

4 学び続ける

験の時代を迎えます︒﹁非連続﹂

化し︑消費者自身が変化する未経

損保業界の品質はひとえに代理店

代協アカデミー﹂を開講しました︒

ＷＥＢ教育システムである﹁日本

昨年

こうした思いを実現するために︑

の変化などと言われると不安にな

の品質に懸かっており︑私たち代

2020年

さて︑今後我が国は︑社会構造

るのは当然ですが︑私は代理店の

の大きな変化の中でＩＴ技術が進

将来に悲観はしていません︒私た

理店は自らを磨く努力を止めるこ

月１日から日本代協独自の

さまへの思いを具体的な行動に変

ち代理店は︑長い歴史を通し︑幾

一般社団法人
日本損害保険代理業協会

えて取り組んでまいる所存です︒

金子 智明

あけましておめでとうございま

とはできません︒

努めながら様々な教育コンテンツ

すが︑今後カリキュラムの拡充に

生まれたばかりのアカデミーで

多の環境変化を乗り越えながら日

年以上経った現在でも国

や好取組事例等の提供を行い︑代

本の人々を支えてきました︒自由

％以上は代理店扱

化から

であり︑この歴史的な重みは大き

内損保契約の

と成長力強化を

サポートし︑持

続する経営を後

押ししてまいり

近年の被害の大きさを見るにつ

皆さまに深く敬意を表します︒

者対応に尽力されている代理店の

とともに︑厳しい環境の中で契約

は心からお見舞いを申し上げます

を開発し︑近日中に代協会員の皆

を想定した﹁ＢＣＰ策定ツール﹂

では︑比較的規模の小さな代理店

ません︒そこで︑この度日本代協

り︑私たちの業界も例外ではあり

を中心にＢＣＰの普及が遅れてお

残念ながら我が国では︑中小企業

タルジーに浸っている暇はないの

になったことも明らかです︒ノス

を怠れば︑直ちに淘汰される時代

位の実現に向けた品質向上の努力

中で︑自らの変革を避け︑顧客本

ただ︑今後環境が劇的に変わる

だからこそ頑張りがいがあるのだ

営力が問われることになります︒

い時こそ本当の実力︑すなわち経

ます︒是非とも多くの代協会員の

け︑最後の砦となる保険の普及を

を良く知る代理店の責務であり︑

安解消を図っていくことは︑地域

応じた保険を的確にご提案し︑不

かりと発揮できる体制を整えてい

の隅々で︑その役割と価値をしっ

取り組み︑いざという時に︑日本

の代理店におけるＢＣＰの普及に

の環境を整え︑学びと気づきの場

磨き続けることが重要であり︑そ

対応しながら︑組織と人の品質を

ように︑時代の変化にしなやかに

に必要な存在と認めていただける

どんな時代であってもお客さま

どうぞよろしくお願いいたします︒

に向けて歩みを進める所存です︒

互いを高め合い︑顧客本位の実現

全国の仲間と切磋琢磨しながらお

本気で︑誠実に！﹂です︒本年も

るく︑楽しく︑元気よく︑仕事は

と思います︒私のモットーは﹁明

変化の激しい環境ですが︑厳し

くお願い申し上げます︒

皆さまにご活用いただきたく︑強

担う私たち代理店の役割はますま

です︒

ハザードマップなどを活用した防

きたいと考えております︒

本ツールを活用しながら︑地域

災・減災の情報提供と併せ︑お客

ます︒お客さまのリスクの実態に

さまに提供を行う予定です︒

いと思っています︒

理店の品質向上

Ｐの策定と平時の訓練が必要です︒

同時に︑万一の際に代理店とし

10

ての責務を果たすためには︑ＢＣ

2 ＢＣＰを普及させる

会長

す︒年頭に当たり︑今年一年が平
和で穏やかな年になりますよう祈
念いたします︒

号を始め︑

91

顧客本位の実現に向け歩みを進める

号︑

１ 災害リスクに備える
昨年は台風
各地を大規模災
害が襲い︑甚大
な被害をもたら
しました︒被災

20

す大きくなっていることを痛感し

された皆さまに

19

行動規範

倫理規範

15

①重要事項の説明 ②最適アドバイス
③アフターサービス・アフターフォロー
④顧客情報の守秘 ⑤法令の遵守
①社会性・公共性の自覚 ②自己研鑽
③信義・誠実性 ④信用の維持
⑤反社会的勢力との関係遮断

われわれは、次の募集規範
を遵守し、消費者の利益に
貢献します。
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時代の変化に対応し︑
持続

会認定・損害保険トータルプラン

学課程は８年目を迎えた︒損保協

岩崎専務理事は︑﹁損害保険大

二専務理事が祝辞を述べました︒

ページ参照︶と損保協会の岩崎賢

協理事会・各委員会等会議のライ

とした品質向上の活動︑④日本代

在り方︑③幅広い代理店層を対象

口座振替手数料及び印紙代負担の

賠償責任保険の普及促進対策︑②

このうち︑代理店賠責の普及促

ブ配信︱について質問・意見があ

進では︑﹁代理店賠責の付帯﹂を

ナー︵ＴＰ︶は︑９月末現在で１

上に努力したい﹂と述べました︒

保険会社における代理店評価の対

り︑担当役員と事務局が回答しま

また︑衆議院議員の石原伸晃氏

可能な代理店経営を考える

と鈴木馨祐氏が駆けつけ︑祝辞を

した︒

着が可能になり︑リスクに応じた

万４１４８人となった︒代理店の

智明会長が挨拶に立ち︑﹁近年︑

補償内容にできるようになった︒

最上位資格であるＴＰの認知度向

世界的規模で自然災害が猛威を振

月１日・２日の両

日︑東京・港区のグランドニッコ

口座振替手数料負担については︑

象に盛り込むよう求めていく︒ま

各社に要望書を提出し︑個別の対

述べました︒

功労者表彰では︑高梨重勝︵北

一方で︑大きな災害が起こると︑

海道ブロック・北海道代協︶︑鈴木

るっており︑特に我が国では風水

水災による被害は保

話の場に持ち込めるよう努める︒

ー東京台場など３会場で﹃第９回
約者から︑

孝︵北東北ブロック・岩手県代協︶︑

この特約を付帯していなかった契

いる︒住宅の水災補償は２０１３

険が出ないと言われたが︑そんな

災のリスクが極めて大きくなって

しました︒今回のテーマは﹁時代
年度契約から特約方式になって脱

さまのリスクとは関係なく︑保険

った苦情が寄せられている︒お客

話は契約時に聞いていない

ロック・愛知県代協︶︑尾崎健二

ク・東京代協︶︑高崎巧︵東海ブ

県代協︶︑大藪邦嗣︵東京ブロッ

飯島俊治︵東関東ブロック・茨城

ました︒

行い︑論点を整理したい︱と答え

の見地から専門家を交えた検討を

印紙税の負担者の問題は︑税法上

とい

︹１日目︺式 典 ・ 代 協 会 員 懇 談

料を引き下げるためだけに特約を

店経営を考える﹂です︒
会・基調講演と情報交換会が行わ
れました︒

基調講演に入り︑講師の野村修

暮らしをどう変えるか︱金融・教

︵北陸ブロック・石川県代協︶︑

育・ビジネスの未来︱﹂と題して

外して案内するケースがあるとす

県代協︶︑井内一志︵四国ブロッ

講演しました︵４ページ参照︶︒

式典では︑物故会員・災害によ

ク・徳島県代協︶の９氏が表彰さ

情報交換会では︑金融庁保険課

也氏︵中央大学法科大学院教授︶
いるはずであり︑ハザードマップ

れ︑金子会長から感謝状と記念の

長・保険サービス監視専門官︑保

が﹁人工知能︵ＡＩ︶は私たちの
を読み解き︑リスクの実態に応じ

盾が贈呈されました︒また︑９氏

険会社各社の社長など関係者５０

奥忠道︵阪神ブロック・大阪代協︶︑

た保険手配をお勧めすることは代

それぞれの長年にわたる代協活動

鴨居義成︵西中国ブロック・山口

理店の責務である︒会員の皆さま

の功績を司会が紹介して表彰式を

は︑その地域のことをよく知って

には︑自社の付帯率の実態を改め

０名超が出席されました︒金子会

れば問題だ︒地域で生きる代理店

て把握いただくとともに︑他の会

盛り上げました︒受賞者を代表し

ならみんなで行け

という言葉が

急ぐなら一人で行け︑遠くへ行く

金子会長は︑﹁アフリカの諺に︑

藤井裕久氏が祝辞を述べました︒

会の金杉恭三会長︑元財務大臣の

員の皆さまにも一層の注意喚起を

代協会員懇談会では︑①代理店

の実施方法などで意見

正会員の増強とＣＳＲ活動

べました︒

長の挨拶で始まり︑来賓の損保協

監督局保険課の横尾光輔課長︵５

続いて来賓を代表して︑金融庁

認知度向上を

トータルプランナーの

お願いしたい﹂と呼びかけました︒ て︑高梨重勝氏がお礼の挨拶を述

る犠牲者に黙祷を捧げた後︑金子

功労者表彰

の変化に対応し︑持続可能な代理

日本代協コンベンション﹄を開催

― 第9回 ―
日本代協は

日本代協
コンベンション
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挨拶する金子会長と参加者
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り︑長続きしない︒理念に共感す

あると思うが︑一人では限界もあ

ある︒一人で先を急ぐ場面も勿論

いします﹂と挨拶しました︒

位のご支援をどうぞよろしくお願

保険会社の皆さまを始め︑関係各

きましょう︒損保協会の皆さま︑

ながら︑力を合わせて頑張ってい

補償の見直し︑地震保険の加入促

とともに︑啓発活動や火災保険の

されている日本代協会員の皆さま

としては︑地域に密着した活動を

みが重要と考えている︒損保協会

顧客本位の業務運営をより一層進

をしていくためには︑従来からの

する中︑損保業界が持続的に成長

の保険ニーズもめまぐるしく変化

ションの進展などに伴い︑お客様

マーケティングの方向性﹂︑牧野

理店を考えよう

報学部教授︶が﹁

岩崎邦彦氏︵静岡県立大学経営情

地平を考える〜﹂︑岩崎ゼミでは

世紀の保険代

る仲間がみんなで力を合わせるこ

事業の再定義と

ス㈱代表取締役︶と古川純子氏

櫻井ゼミでは櫻井英裕氏︵リブラ

ゼミでは牧野司氏︵東京大学大学

いる︒損保協会としても︑日本代

︵リブラス㈱業務管理責任者︶が

める必要がある︒このため︑日本

協会員の皆さまと︑損保業界の募

進などに取組んでいきたい︒高齢

めていきたい︒外国人向けの取組

集品質の向上と︑お客さまからの

院非常勤講師︶が﹁シンギュラリ

みについても︑安心・安全に滞在

ティ時代の保険と代理店経営﹂︑

金杉会長は︑﹁損保協会は︑①

できる環境を整備するという観点

代協と損害保険トータルプランナ

自然災害に対する取組みと②高齢

﹁お客様にとっても従業員にとっ

ーを一段と増やす取組みを行って

ちの仕事は決して派手ではないが︑
者・外国人向けの取組みの２テー

信頼の獲得に注力してまいりたい

関する啓発活動などの取組みを進

そこに生きる人々の役に立ちたい

から様々な取組みを進めている︒

てもプラスになる企業作り﹂につ

者向けの取組みでは︑交通安全に

と願い︑その人の目線に立って考
マを２０１９年度の重点課題に設

と考えている﹂と述べました︒

より一層進める

顧客本位の業務運営を

とで︑より遠くにたどり着くし︑
その方が断然面白い︒だから代協
のスローガンは︑競い合うではな

えることで成り立つ価値ある仕事

ぜひ皆さまのご支援・ご協力も得

いて講演しました︵４分科会の講

ながら︑こうした活動も推進して

〈滞在都市〉サンフランシスコ 〈研修旅行費用〉298,000円 ＋ 900 USドル
一人部屋追加料金：100,000円 最少催行人数：18名

続いて︑損保各社社長が紹介さ

定し︑取組みを進めている︒自然

6月12日
（金）〜 6月19日
（金）8日間

演概要は４〜８ページに掲載︶︒
げました︒

米国研修（PIAS）参加者募集開始！

場となり︑和やかな懇談を繰り広

会場では︑九州北ブロック︵福

★お申し込みは日本代協事務局 へ ★

共催

A m e r i c a n I nstitu te fo r CPCUサンフランシスコ支部

岡・大分・佐賀・長崎︶による名

産品・銘酒︑観光地のＰＲコーナ

ーが設けられ︑出席者に試飲・試

食も提供されました︒また︑募金

活動も行われ︑参加者からの募金

を後日︑あしなが育英会に全額寄
付しました︒

４分科会で

テーマを掘り下げて学ぶ

︹2日目︺東京・千代田区の損保

会館︑お茶の水ホテルジュラクで

４つの分科会が行われました︒

中﨑ゼミでは中﨑章夫氏︵保険

ジャーナリスト︶が﹁デジタル社

会化と代理店ビジネスの活路〜コ

ンパクト代理店が躍動する新たな

〜第39次 太平洋保険学校〜

れ︑壇上に並んだ後︑情報交換の

災害に対する取組みでは︑各地域

く︑高め合うとなっている︒私た

21

である︒その価値をしっかりと発

来賓の金融庁保険課長・損保会社社長

揮し︑お客さまに必要とされる存

石原伸晃衆議院議員

いきたい︒一方︑デジタライゼー

藤井裕久元財務大臣

の実情に応じた防災・減災の取組

金杉損保協会長

在となるよう︑互いに切磋琢磨し

岩崎損保協会専務理事
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氏
︵中央大学法科大学院教授︶

の観点から再定義する︒例えば︑

ていくプロセス︶を共通価値創造

ながら商品やサービスを作り上げ

バリューチェーン︵価値を付加し

した﹁こども食堂﹂︒二つ目は︑

どもの貧困と食品ロスの解決目指

る人は︑今の時代はまずいない︒

イント︒売り込まれて買いたくな

い手主語﹂に持っていくことがポ

ら︑
﹁ぜひ契約したい﹂という﹁買

ださい﹂という﹁売り手主語﹂か

考え方であり︑﹁ぜひ契約してく

通じた﹁共通価値の創造﹂である︒

は︑製品と市場を見直す＝社会的

のことである︒アプローチの一つ

済的価値が創造されるアプローチ

社会的価値を創造し︑同時に︑経

がこれにあたる︒背景には︑国連

中心とした会津若松の再生モデル

つくること︒データサイエンスを

地域を支援する産業クラスターを

る︒三つ目は︑企業が拠点を置く

棄物発電やバイオマス発電を進め

句にして買うと言い換える﹂︑
﹁何

としては︑﹁売るという言葉を禁

線﹂を﹁顧客目線﹂に変える方法

し﹂である︒強制的に﹁売り手目

向﹂は︑﹁言うは易し︑行うは難

﹁顧客目線﹂︑﹁マーケット志

消費者目線になるには？

そのために必要なのは︑逆説的で

課題を解決するための新しい商品

で採択されたＳＤＧｓ︵持続可能

３

あるが︑課題解決手段としての人

やサービスを生み出すこと︒例え

を売るのではなく︑なぜ買うのか

ゴミ問題とエネルギー問題から廃

工知能・ＩｏＴの活用である︒

ば︑飲酒運転撲滅を目指した﹁ノ

な開発目標︶がある︒

共通価値の創造︵ＣＳＶ
Crea
︶とは︑社会
ting Shared Value

のニーズや問題に取り組むことで

世紀の保険代理店を考えよう
氏

心を買う﹂と言える︒

︵静岡県立大学経営情報学部教授︶

〜事業の再定義とマーケティングの方向性〜

岩崎 邦彦

﹁お客様をいかに生み出すか﹂と
いうこと︒キーワードは﹁価値﹂で

をイメージする﹂︑﹁売り上げを

つくるのではなく︑顧客をつくる

小さな企業の強み

と考える﹂等のやり方がある︒

４

小さな企業は︑大企業の小型版

ではない︒﹁大きな店﹂の強みは

﹁品揃え︑量︑安さ﹂であり︑﹁小

さな店﹂の強みは﹁個性︑サービ

しさ﹂であり︑お客様は﹁きれい

う︒例えば︑化粧品の価値は﹁美

ではなく︑﹁コト︵価値︶﹂を買

災害﹂︑﹁健康・病気﹂︑﹁お金・

不安に思う３大要素は︑﹁事故・

ス﹂である︒同アンケート結果で︑

と再定義でき︑﹁こころのビジネ

保険ビジネスは﹁安心提供業﹂

変えていくか﹂が重要︒また︑ブ

げて︑追い風をいかに現実の力に

い風が吹いている︒﹁帆を高く掲

へ変化しており︑小さな企業に追

﹁量から質﹂︑﹁効率から感性﹂

合から専門﹂︑﹁全国から地域﹂︑

ンドは︑﹁画一性から個性﹂︑﹁総

ス︑独自性﹂である︒時代のトレ

になること﹂を買う︒﹁自動車保

生活﹂であり︑お客様の不安を解

ランド力を高めるためには︑足し

保険ビジネスの再定義

険契約者１０００人アンケート調

消してあげることが保険代理店に

２

査︵２０１８年

求められる︒﹁販売・売り込み﹂

あり︑お客様は﹁モノ︵商品︶﹂

を考える﹂︑﹁モノではなくコト

ンアルコール飲料﹂の開発や︑こ

ジュ﹂であり︑社会課題の解決を

野村 修也

人工知能︵ＡＩ︶は私たちの暮らしを
どう変えるか 〜金融・教育・ビジネスの未来〜

人工知能︵ＡＩ︶は︑インター
ネットとの融合によって︑驚異的
に進化している︒それによって︑
金融︑教育︑仕事︑子育てなど︑
私たちの生活は大きく変化し︑そ
れを取り巻く社会の仕組みやルー
ルも大幅に見直しが迫られている︒
こうした急激な社会の変化を前
に︑保険代理店ビジネスの持続可
能性を高め︑なお一層発展させて
いくにはどうすれば良いか︒

保険の価値を﹁安心﹂と答えた人

算ではなく引き算することによ

Ａ︵ロボティック・プロセス・オ
ートメーション︶がある︒これは︑
①アプリを活用した募集活動︑②
損害調査や支払業務のデジタル化
である︒

10

つとして︑保険会社が進めるＲＰ

が大多数だった︒すなわち︑﹁お

と﹁マーケティング﹂は正反対の

月実施︶﹂では︑
マーケティングとは︑﹁ Mar

客様は保険を買うのではなく︑安

マーケティングとは？

こうした中で︑保険代理店が目

ket︵顧客︶＋ ing ﹂であり︑

代理店業務に押し寄せる波の一

21

基調
講演
指すべき姿は︑﹁街のコンシェル

１

岩崎
ゼミ
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保険会社との連携密に
お客さまに寄り添った対応を

態に備える保障機能を発揮し︑経済

成長や国民生活の安定に貢献して頂

くことが期待されています︒今年度

って︑イメージを鮮明にするこ

地域代理店

とがポイントである︒

５

マーケティングのＡＢＣ

害を確認した場合には損保会社に連

顧客本位の業務運営の基本の一つ

ているという報道もあります︒

を損ないかねない契約が多数発生し

重要︒小が大を超えるには︑﹁尖

えない商品﹂なので︑
﹁提案力﹂が

地域代理店に必要なＡＢＣは︑

の各種監督では︑顧客本位の業務運

絡することを契約者に周知する取り

として︑保険募集において顧客ニー

がり﹂が不可欠であり︑専門性を

﹁専門性と提案力︵ほんもの力︶

金融庁では︑これらの災害に対し

組みを進めています︒さらに︑契約

ズに合致した商品提供が行われるこ

磨き提案力を高める必要がある︒

営の定着を掲げています︒最近︑特

て保険会社をはじめ各金融機関に向

者からの連絡を待つだけではなく︑

とが重要なことは申し上げるまでも

定の生保会社において顧客の不利益

け︑金融上の措置要請を発出しまし

損保会社もしくは保険代理店から契

なく︑この会場にいらっしゃる保険

氏 ︵金融庁監督局保険課長︶

た︒保険分野では︑迅速な保険金支

約者等に対して電話や訪問など被害

横尾 光輔

払い︑保険料払い込み猶予期間の延

状況を確認して頂く取り組みが行わ

そのためには︑お客様の声を聞く

になりかねない︑保険に対する信頼

長など︑被災したお客さまに寄り添

代理店の皆さまはお客さまニーズや

﹂︑
﹁顧客・地域との
Authenticity
﹂︑﹁人的コミュニ
きずな力
Bond
﹂︒
Communication

った柔軟な対応を行うよう各保険会

れていることも承知しています︒

金請求手続きを完了する活動を行う

い地域に所在する契約者に対し保険

て︑損害が発生している蓋然性が高

金を漏れなく支払うための対応とし

知しています︒各損保会社は︑保険

て﹂という依頼を発出したことを承

損保契約照会センターの周知につい

険金請求勧奨﹂および﹁自然災害等

号に係る保

日本損害保険協会は先日︑会員会

に関する原則﹂を金融行政のテーマ

金融庁では﹁顧客本位の業務運営

ら敬意を表します︒

れている保険代理店の皆さまに心か

らず事故受付など顧客対応に奔走さ

す︒自らが被災しているにもかかわ

保険代理店と連携することが重要で

損保会社は︑契約者にもっとも近い

難しいとも伺っています︒従って各

却って被災者に迷惑を及ぼしかねず

下達的に一律に対応してしまうと︑

の状況や被災者の環境を顧みず上意

一方︑こうした取り組みは被災地

界の発展を加速させると信じていま

発展と契約者保護に繋がり︑また業

皆さまの活動が保険業界のさらなる

お願いしたいと思います︒そうした

にし︑お客さまに寄り添った対応を

その際には︑保険会社との連携を密

続き地元でのご活躍を期待します︒

に根差した保険代理店として︑引き

は︑保険代理店の皆さまです︒地域

それぞれの地域における顧客接点

います︒

険募集を行って頂くことを期待して

た事案を他山の石として︑適正な保

なることは承知しています︒こうし

法等が先ほどの報道事例と大きく異

経営に適合する商品の提供︑営業手

いう回答が一番多かった︒お客様

いう問いには︑﹁クチコミで﹂と

域の代理店をどこで知ったか﹂と

コミ﹂のパワーがすさまじい︒
﹁地

須である︒また︑最近では﹁クチ

が︑お客様を維持するためには必

よって︑苦情を吸い上げる仕組み

客様は何も伝えずに逃げていく︒

不満があった場合に︑４割のお

﹁きずな﹂がある︒

客様の満足度も高まり︑その先に

く力﹂を高めることによって︑お

られる︒﹁押す力﹂ではなく﹁引

﹁コミュニケーション力﹂が求め

保険は﹁ほしいものがはっきり見

ケーション力

社に要請しました︒

契約照会センター﹂を立ち上げ︑お

に掲げています︒保険分野では︑顧

す︒

■九州︑関東の自然災害
今年は︑九州北部豪雨︑台風
号・ 号と大きな自 然 災 害 が 続 け て

15

連の災害で被災した 各 地 の 皆 さ ま に

発生し多くの方が被 災 し ま し た ︒ 一

を惹きつけるために︑﹁心の若さ﹂

対し心からお見舞い を 申 し 上 げ ま す ︒

す︒

こと︑および被災し保険契約に関す

客の利益やニーズに真に適う保険商

関東地方で大きな災 害 が 発 生 し た 台

表によると︑９月 日 時 点 で 約 万

各損保会社では︑契約者の損害発

品を提供することを通じて不測の事

てほしい︒

を保ち︑ぜひ前向きな実践を続け
生の有無を確認し︑保険代理店が損

る手掛かりを失った方からの契約内

19

容の照会に応じる﹁自然災害等損保

15

風 号では︑日本損 害 保 険 協 会 の 発

社に宛てて﹁台風 ・

客さまにこれを周知するべく随時情

開催にあたり︑ご挨 拶 を 申 し 上 げ ま

件の事故受付状況で す ︒ ま た ︑ 東 日

報発信を行っています︒

を上回る規模という 報 道 で す ︒

6 お客様を惹きつけるために

本を中心に広い範囲 で 災 害 が 発 生 し

13

や自動車の被害は昨 年 の 西 日 本 豪 雨

19

■顧客本位の業務運営

た台風 号では︑浸 水 を は じ め 住 宅

﹁第９回日本代協コンベンション ﹂

来賓祝辞

18

19

15
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シンギュラリティ時代の保険と
代理店経営

化の速度を超える速度で寿命が延

て加速する︒技術革新により︑
﹁老

グエコノミーはデジタル化によっ

ーム︑洋服︑家電などシェアリン

Ｉに任せて人間にしかできないこ

のである︒ＡＩでできることはＡ

に上回る時代では人間力が重要な

死・自殺者数が交通事故死を大幅

び人間中心の時代となる︒孤独

り︑テクノロジーが進化しても再

要素の分解やその担い手の検討︑

ためにどんな技術が使えるか﹄と

は何を望んでいるか︑その目的の

アンテナを張り巡らすことが極め

性などに変わると考えられるので︑

要な時に必要なだけ︑無料︑公益

速︑サクサク感︑シームレス︑必

お客さまのニーズは︑自動︑瞬

ベーションで解決していくことに

えるべきだ︒その社会課題はイノ

こに新しいリスクは生まれると考

ことに挑戦する生き物であり︑そ

死ななくなっても︑人間は新しい

ゆる病気が治療可能となり︑人が

こと︵フューチャーズ・リテラシ

お客さまと一緒に﹁未来を使う﹂

い︒機械︵デジタル︶を活用して︑

械︵デジタル︶には真似はできな

間の心の底からの欲求︶﹂は︑機

る﹁人が本当にやりたいこと︵人

募集人のレベルアップを図り、
経営者のマネジメント力を磨き、
組織の力を活かして代理店の価値を発揮し、
顧客に選ばれる存在となるために最適な日本代協独自のWEB教育システムです。

と﹂を見出し︑﹁自身のビジョン

年間の研究

また︑技術革新によるお客さま

年間の変

びることで人は死ななくなる﹂と

ハーバード大学の

ニーズの変化にも注目する必要が

いう予測を始め︑今後

デジタルが人を超えるシンギュ

また︑保険以外の付加価値の検討

いう自発的・能動的な姿勢が大切

て重要であり︑顧客のことを誰よ

ー︶を真剣に考え︑明るい未来を

【 社員教育と体制整備対応の決定版 】

︵魅力的な未来像︶を創る﹂こと

が大切である︒イノベーションの

メソッドとしては︑常識を強制的

に反転させて考えると面白い︒武

雄図書館や保険の事例で試してほ

しい︒また︑非連続の変化の時代

ンに関する各研究者の取組を知る

︵東京大学大学院 非常勤講師︶

ことが大事だ︒モノについては︑

氏

店をサポートするテクノロジーに

技術の幾何級数的進歩により様々

で﹁幸福な人生は︑良い人間関係

牧野 司

には思考を柔軟にすることが非常
関しても︑ＡＩクレームアシスタ

な分野でコストが劇的に下がり︑

の上に成り立つ﹂と発表されてお

に大事だ︒

ントやお客さまとの会話をＡＩが

生活に必要なものが無料に近づい

人間力が重要な時代に

分析・アドバイスする仕組みなど

ていく︒また︑ライド︑カー︑ホ

３

が活用されだしている︒

テクノロジーが進化して保険事

ある︒自動事故通報装置︑請求後

技術革新によるお客さま

業と代理店ビジネスはどう変わる

３秒で保険金を支払うＡＩ︑業態

とを突き詰めることが大事だ︒

２

か︒ＩＴを活用しながら双方向で

化予測一覧︵添付略︶を確認いた

イム保険などが稼働しており︑世

ラリティ時代の保険を考えると︑

を進めることが大切である︒シン

ニーズの変化に注目

話を進めたい︒

横断で活用できるＡＰＩ︑必要な

明るい未来を創り出すため︑そ

界ではＳＤＧｓなどの公益性が志

ギュラリティ時代の生き甲斐とな

改めて保険業における専門性の

して自身がイノベーターになるた

偶然性や事故が無くなり︑財産・

受身ではなく能動的に

だきたい︒

めには︑受身の思考ではなく︑

金銭という概念がなくなり︑あら

である︒

りも知っている代理店が保険会社

築いていくことが必要であると思

最先端のテクノロジーとしては︑
遺伝子検査︑空飛ぶクルマ︑ジェ

なるが︑イノベーションには内発

う︒

的動機が必要である︒興味・能力・

﹁未来はどうなるか﹂を考える

価値観から﹁自分のやりたいこ

等に伝える必要がある︒

を持つ人型ロボット︑メンタルケ

ために︑先ずはポスト・ヒューマ

ットスーツや︑驚異的な運動能力

﹃自分は何がしたいか︑お客さま

向されている︒

１

時に必要なだけ手当できるワンタ

75

収益性の向上

代理店経営の高度化

募集人の資質向上

充実した３つのコンテンツ

牧野
ゼミ
アＡＩなどが実現している︒代理

日本代協アカデミー

申し込み
受付け中！
！
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氏
︵リブラス㈱業務管理責任者︶

︵リブラス㈱代表取締役︶

的豊かさを手にいれるためである︒

組織化の目的はメンバーの時間

いる︒Ａは Adjust
︵調整・修正︶︒ はできないが︑その替わり高度な

自分を応援することと位置づけて

こういうやり方もあると︑仲間と

などを確認し︑こうすればできる︑

良かったこと︑出来なかったこと

アドバイスの提供を強みにしてお

従って︑時間外や夜間の顧客対応

る際にはオフィスに保管している︒

スマホも会社貸与であり︑帰社す

ベルまで徹底して取り組んでいる︒

各都道府県代協のリレー形式でつなぐストーリー性のある内容です。
是非ご視聴下さい。

従業員へのプラス

個人の集合体を組織にできれば要

り︑それに価値を感じる顧客が

ドは︑﹁在り方とやり方﹂﹁会社

検索頻度の高い基礎的保険用語の解説を元とした保険情報啓発を

５

員代替性が生まれ︑プライベート

できるための知恵を出し︑１週間

﹁お客様﹂になっている︒給与は

企業にとって文化は行動の源で

の心技体﹂﹁ＥＳとＣＳ﹂﹁強み

日本代協PR動画の配信

リブラスでは︑集合研修やリー

分にして女性

の時間を活用できて精神的豊かさ

単位で修正している︒態勢整備は

完全固定給であり︑こうした取り

あり︑繋いでいくことが大事だ︒

を活かし︑弱みは補完﹂﹁人は育

【 YouTubeチャンネルを活用 】

ダー研修︑独自のリブラスマイス

ター認定等︑徹底して社員教育に
時

取り組んでいる︒働き方改革も徹
底し︑終業は

が働きやすい環境にするとともに︑

シュ休暇５日︵連続取得で３万円

も得ることができる︒また︑中小

浸透することが最も大事で︑再現

組みの結果︑ごく普通の会社にな

業法改正により保険代理業も

そのためには︑①ネーミング︵イ

てたように育つ﹂﹁組織はトップ

〜言 葉 で つ なぐ 信 頼 のリレー〜

お客さまにとっても 従業員にとっても
プラスになる企業作り
氏

支給︶︑夏季休暇５日︑年末年始

１時間単位の休暇取得︑リフレッ
ール︒数値で行動を管理し︑時間

日間休暇︑４０１ｋの導入など︑

が大事だ︒Ｄは

的生産性を意識するようにしてい

企業の部門作りは﹁適所適材﹂の

性が高くないと持続しない︒また︑

組織・部門

経営指針は理念・方針・ビジョ

考え方が必要だ︒人には必ず良い

問題があれば素早く改善すること

︵声援︶︒ 顧客企業のアドバイスができるレ
Cheer

ン・バリュー・計画の総称であり︑

部分があり︑それを活かす場所を

と
check

ぶれてはいけない基軸である︒作

作ってあげることが重要だ︒使う

る︒Ｃは

ることがゴールではなく︑浸透さ

ったと思っている︒

﹁金融事業者﹂と認められたので︑

メージがわかないものは無意味︶︑

の器を超えない﹂だ︒中小企業経

経営のキーワード

﹁知力﹂﹁行動力﹂﹁人間力﹂の

②独自性︵社員の誇りになる︶︑

営の成否は︑経営者の本気度と覚

6

向上を責務としており︑メンバー

今までより重い責務を負うのは当

③定着するまで繰り返し行う︑④

悟次第だ︒

社内文化

全員の経済的・時間的・精神的豊

Ｐ︒原理原則と計画が合致してい

然だ︒Ｐは

うまくいかなければすぐ修正︑⑤

４

かさを手にすることをゴールにし

ないと意味がない︒理念に基づく

文化を日常に落とし込む︑ことが

リブラスＰＤＣＡ

ている︒また︑本業が社会貢献で

ゴール︵目的・目標︶を明確にし

３

あるべきと考え︑理念に位置づけ

てまずはやってみること︑ゴール

大切にしてきた経営のキーワー

ている︒経営の柱は︑①長所進展

重要である︒

の
Principle

︵強みを伸ばし弱みは補完︶︑②

は必ず数値化する︵ＫＰＩ︶こと

と
Plan

力相応一番化︵売上や社員数で一

長くお付き合いするために必要な

要である︒リブラスはお客さまと

が重要だ︒

２

番は目指さない︶︑③時流適応

櫻井 英裕
古川 純子

30

︵ＩＴ活用︶である︒

とスケジュ
To Do

16

言葉をかえるだけで人は変わる︒

理念・方針・ビジョン

10

せて活かし︑結果を出すことが重

１

櫻井
ゼミ

デジタル社会化と代理店ビジネスの活路

氏

革も一つのヒントになるのではな

して働くなどといった働き方の改

タイムの五分の一ずつ時間を分割

高齢者を集めて労働者５名でフル

グループ就労支援︑地域で元気な

か︒自宅勤務やスマホを活用した

が一つのヒントになるのではない

高橋健太郎︵東京代協／マノリンオフ

倫之︵東京代協／㈲クロスリンク︶︑

葉県代協／㈲アーク未来研究所︶︑入江

／ライフプロジェクト︶︑山田悦孝︵千

フリンクス︶︑福原鋭司︵千葉県代協

画︶︑中島竜二︵埼玉県代協／㈱ライ

塚越大輔︵埼玉県代協／㈲塚越保険企
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ィス︶︑伊藤智治︵神奈川県代協／㈲

いかと思う︒

﹃信頼＝ハート﹄は変わらないと

えており︑ＡＩの時代であっても︑

の心﹂を動かし︑ユーザーが求め

たりするなど︑理屈ではない﹁人

店に求めるものは心のケアであっ

る︒例えば災害時に契約者が代理

クを駆使したビジネスモデルであ

保険の仕事は︑人のネットワー

にはない独自の力を明確にして強

に大切である︒更に︑他の代理店

とはお客様の安心感を高めるため

と連絡が取れるようにしておくこ

くこと︑ＳＮＳを活用して全顧客

ためにも顧客データを整備してお

ないことになる︒また︑災害時の

いけば︑代理店の規模拡大は必要

機械化による業務の効率を進めて

デジタル社会を上手く活用し︑

局︶︑小出

協事務局︶︑野元敏昭︵日本代協事務

／㈱ワイズラボ︶︑猪股義夫︵東京代

純光︵神奈川県代協

確信している︒

るものを的確に判断し︑財務マネ

化すること︑また︑事業活動の一

柴田保険︶︑豊

保険会社の調査によると︑若年

ジメントやリスクマネジメント︑

環として地域社会に対する独自の

代理店が変わる

層の専門家ニーズは意外に高い︒

更にはリスクコントロールまでで

貢献活動を検討すべきである︒こ

5

ネット社会であっても保険のよう

きる仕組みを保険サービスの中に

れからは︑真に顧客本位の事業運

代理店の

な難しい商品の選択に当たっては︑

作ることが理想ではないか︒その

営を行っているか︑社会の利益を

３

分であり︑喫緊の課題である︒

︵㈲ナカザキ・アンド・カンパニー取締役︶

〜コンパクト代理店が躍動する新たな地平を考える〜

中﨑章夫
また︑それを追及することがビジ
ネスモデルそのものを兼ねること

誰か専門家に相談したいというこ

意味で︑代理店の﹁大型化﹂は必

考え︑社会に貢献しているかが問

は理想形の一つとなる︒単なる目

環境変化により︑業務のあり方が

とである︒社員５名程度のコンパ

要なく︑５人程度の規模感のいわ

デジタル社会がもたらす大きな

代理店ネットワークの方向性と

的存在として何を目指し︑将来に

単に規模を追うのではなく︑社会

ら信頼される代理店になること︑

顧客像が変わる

の保険会社への依存度はまだまだ

して︑ＧＢＥＲ︵ジーバー︶をモ

向かってどのような代理店の姿を

２

ビジネスモデルの変革

抜本的に変わり︑大型化や上意下

クト代理店であっても︑付加価値

ゆる﹁コンパクト代理店﹂が適当

高く︑自立して主体的に経営を行

デルの一つとする全員参画型社会

ＡＩを駆使した効率化やバック

先の利益追求の時代は終わりを迎

達といった旧来からのピラミッド

を高めた独自のビジネスを展開で

われる時代であり︑代理店の職業

であるが︑こうした変化が進行し

う代理店が未だに大勢を占めるに

︵いわゆる無差別︑フレックス︑

に向上していかなければならない︒

ても︑個人や地域︑社会の安定化︑

は至っていないのは大きな課題だ︒

鋭︵日本代協事務局︶

型の組織的価値観が通用しない時

きれば生き残りは可能であり︑保

かもしれない︒

デジタル社会化での

代が到来している︒

険会社もこのような代理店に対し︑

ビジネス環境

オフィスの均質化︑キャシュレス

適切な経営支援体制を確立するべ

代理店ネットワーク作り

魅力︑存在価値︑ブランド力を更

社会へのシフトチェンジ等は︑社

きである︒とは言っても︑代理店

幸福追求等の問題解決には一切繋

個々の代理店における﹁顧客のた

描くのかが最大のポイントである︒

社会と接点を作ること︑社会か

がらない︒それらを目指していく

フリータイム︑フリーワーク等︶

のヒント

ためには︑人のネットワークの構

めの独自のＢＣＰの構築﹂も不十

４

会的な利便性の追求には必要な事

１

中﨑
ゼミ
築や付加価値向上が必要になる︒
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