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プロローグ（10年先も成長するためのプロセス）

少子高齢化、DXの進展そして自動運転化等で、専業代理店を取り囲む環境は厳し
くなっています。
そのような中、専業代理店が今まで通り、保険募集の主役として持続的に成長し続
けるにはどうしたらよいでしょうか？
それはお客様視点に立ち、お客様に満足いただけるサービス・商品を提供し、そし
てお客様に支持され続けることしかありません。
お客様に満足いただけるサービス、それも一番のサービスとは・・・
私たち保険を扱う者にとっては、お客様を生涯にわたってお守りし、ライフステー
ジ毎に最適なサービスを提供し続けることではないでしょうか。
生涯お守りすること、そして世代を超えてお守りするには、まず代理店自身が経
営基盤を安定させ、事業の継続性を高める必要があります。
そのためには、上図のように経営理念に基づき近い将来のビジョンを定め、自社の
状況の把握と戦略の立案をSWOT分析で行い、全体戦略を定め、それを経営計画に
落とし込み、PDCAを回しながら愚直に実行する、この経営の柱をしっかりとやり
続けることが重要です。
以下、このパートでは、この柱の中で戦略を導く要となるSWOT分析について解
説します。
ふうたのワンポイント！
代理店においても事業計画書の策定は当たり前になってきています。
さらに、これからの激動の時代を社員とともに進んでいくためには
「長期目線」も必要ですね！
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1. SWOT分析は強みの発見から!
中小企業庁のメッセージ：「強みの見つけ方」を読んで理解する
中小企業、とくに小規模企業の方がよく口にするのが、「うちには強みはない」
「別に特別なことは何もしていない」との言葉です。しかし、何年も何十年も事業
が続いているという事実があるならば、「強みがない」ということはありえません。
思いつかない時は、以下のような視点から考えてみましょう。
● 顧客の視点から考える
「なぜ、お客さまは来店してくれるのか」「なぜ、当社の商品を買うのか」「なぜ、
取引先は付き合いを続けているのか」と、自身に問いかけてみてください。お客さ
まからアンケートで意見を集めたり、取引先からヒアリングしたりしても良いで
しょう。顧客の視点に立つことで、自社の「強み」が見えてきます。
● 競合他社と比較してみる
お客さまは、競合他社と比較して「良いところがある」から自社を選んでいるの
ではないでしょうか?「強み」を見つけるためには「競合調査」が欠かせません。
競合店の様子を見に行ったり、競合店の商品を食べてみたり、製品を使ってみたり
して、自社の商品やサービスとの比較してみましょう。競合他社のホームページを
確認するのも一つの方法です。
また、一度調査したら終わりではありません。競合も日々進歩していますから、
定期的に調査するようにしましょう。
● 従業員や支援者等に聞いてみる
従業員に「うちの会社の強みはどこか?」を聞いてみましょう。営業、経理、製
造などの部門によって「強み」の視点は異なります。思わぬ発見があるかもしれま
せん。
また、顧問税理士や経営指導員等の支援者に聞いてみるのも良い方法です。第三
者である専門家の目から、客観的な強み（弱みも…）が分かると思います。
ふうたのワンポイント！

引用：中小企業庁「マンガで分かるSWOT分析」より

コロナ禍においては、新型ウィルスという脅威にどうやって打ち勝つのかを考え
る手法としても注目を集めています。
また、コロナ対策として政府は補助金や助成金を新設しています。その中で令和
3年3月に新設された「事業再構築補助金制度」は、過去5回の公募で延べ応募総数
は10万社を超え、最も注目されている補助金ですが、その申請要件としてSWOT分
析が必須とされており、その有用性がますます高まっています。
皆様も、ポストコロナ時代において、SWOT分析を活用し、自社の事業拡大に繋
げてください。
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2. SWOT分析とは（４つの観点を知る）
あなたの会社の強みは何ですか？と聞かれて
弱点（課題は）山ほどあるのですけれど・・・
というのが多くの経営者の口ぐせだそうです。

内部環境

プラス要因

マイナス要因

強み（Strength）

弱み（Weakness）

自社の持つ強みや長所、得意なことなど 自社の持つ弱みや短所、苦手なことなど
機会（Opportunity）

外部環境

脅威（Threat）

社会や市場の変化などでプラスに働くこと 社会や市場の変化などでマイナスに働くこと

「SWOT(スウォット)分析」とは、自社の内部環境と外部環境それぞれのプラ
ス・マイナス要因を洗い出し、現状を分析していく手法です。自社の可能性や見逃
していた強みに気づかせてくれる手法ともいえます。
名前の由来は内部環境の｢強み(Strength)」と｢弱み(Weakness)」、外部環境の
「機会（Opportunity)」と「脅威(Threat)」のそれぞれの頭文字から名付けられて
います。
自社のビジョン達成に向けて、計画を立案し実行するためには、まず自社の現状
を把握しておく必要があります。「敵を知るにはまず己から」ではないですが、自
分自身を知らないと戦略も計画も立てられません。
自社がなぜ長年お客様から信頼されているのか？より一層、地域密着でお客様と
の強い絆でつながるためには何が必要なのか？
経営者と社員全員で、あまり難しく考えないでやってみましょう。

ふうたのワンポイント！
すでにSWOT分析の名前を知っている方は多いと思います。
皆さんの知り合いの税理士さん、中小企業診断士さんの中には自社の法人顧客に対
してSWOT分析を用いて経営支援をしているケースもあります。
一度、士業のお仲間に聞いてみると取り組みのヒントになるかも！ですね。
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３. 分析の実行方法（全員参加で自由に）
SWOT分析は、全社員もしくは多くの社員が参加して実施することが効果的です。
実施方法としては、以下のような方法が考えられます。
１．ブレーンストーミング
例えば、自社の強みを洗い出すとき、参加者が自由に発想し、多くのアイディア・意見
を引き出す方法です。実施にあたっては、以下の３つの鉄則を守るようにしてください。
①３セズ
⇒ 質問セズ・批判をセズ、アイデアを出す人もくどくど説明セズ
② 質より量を重視
⇒ 8分間で一人10個以上アイデアを出す等決めてアイデアを多く集める
③ 人の尻馬に乗る
⇒ 出てきたアイデアを結合し、改善して、さらに発展させる

２．KJ法
ブレーンストーミングの意見・アイデアを整理分析し、新たな発想を生み出す方法です。
以下の手順で実施します。
① ブレーンストーミングで出された意見やアイデアを、各自がひとつづつポストイット
に書き出し、ホワイトボードなどに貼り付けます。
② その中から似通ったものを全員で整理し、いくつかのグループにまとめ、それぞれの
グループに項目名をつけます。
例えば、自社の強みのテーマで、「24時間事故受付体制」や「現場急行」というカー
ドをグループ化して、「充実した事故対応体制」と項目名を付けます。
こうして、項目化されたものが具体的な戦略アイデアになります。
ふうたのワンポイント！
「心理的安全性」という言葉を最近よく耳にするようになりました。
言葉の定義は「組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言でき
る状態」のこととされています。
SWOT分析に取り掛かる前に、自社がこの状態にあるのかチェックが必要ですね！
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４. 外部環境分析（５Forceの視点）

最初に、自社に影響を及ぼす５つの力（お客様、競合代理店や通販などのライバ
ル、代替者であるＪＡや全労災などの共済、大手資本のショップ店などの新規参入
者、そしてメーカーである保険会社）のそれぞれが、自社にどういう影響を及ぼし
ているかを分析します。
自社を取り巻く外部環境の変化は、ビジネス拡大の機会になったり、自社存続の
脅威となったりするので、客観的に分析し、認識しておくことが大切です。

ふうたのワンポイント！
保険代理店の最大の財産は「社員=人財」です。
自社に影響を及ぼす上記の５つの分析要素だけではなく、地元新聞情報の情報記事
を素材にしたランチミーティングなどで、役職員全員の「環境認識力」も高めてお
きましょう！
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４-2. 外部環境分析（PESTの視点）
追い風は何？ 逆風はある？
政治的 (Political)
・法律・規制の変更・関係団体の動向
・消費者保護・環境保護・SDGs
・税制改正・補助金・助成金 など
社会的 (Social)
・人口動態・人口構成
・女性などの社会進出
・文化・価値観の変化
・教育・雇用形態 など

経済的 (Economic)
・価格変動（インフレ・デフレ）・金利
・為替・貯蓄率・消費性向
・業界動向 など
技術的(Technological)
・技術革新・代替技術
・IT化・IoT・自動運転
・DX（デジタルトランスフォーメーション）
・AI・特許などの知的財産権 など

次にPESTの視点で外部環境分析を行います。自社を取り巻く環境の中で、自社に与
える事業機会（追い風）や脅威（逆風）を分析します。
私たちの業界のビジネスは常に世の中全体の変化、つまり「外部環境」に大きく影
響を受けます。まず、環境把握として中長期的に自社業界を取り囲む外部環境を把握、
洞察することから始めましょう。
分析する際の視点としては、先ずはPEST : P(政治)・E(経済)・S（社会)・T(技術)
で見ていきましょう。
エリア内の人口構成(世帯主年齢・家族構成・住居タイプなど）、景気動向、業界動
向、新技術(DX等)、法規制、文化、トレンド、社会環境(新型コロナ等)、市場動向等
です。
例えば、新型コロナウイルスの感染拡大による生活スタイルの変化などは、外部環
境の大きな変化でした。
ふうたのワンポイント！
ヨットは帆に風を受けて（追い風）前に進むことは分かりますが、風上（向かい
風）でも前に進んでいきます。外部環境の逆風もスキッパー（船長＝経営者）の腕
次第でプラスになりますね！
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５. 内部環境分析（バリューチェーンの視点）
新規募集・
プロモーション

更新準備
募集関連

面談・お客様
サービス

募集後
の対応・保全

内務・事務
業務

代理店
経営・戦略

内部環境分析とは自社の強み弱みを分析することです。とはいっても自分自身のことなので、逆に
評価しにくいかもしれません。客観的に評価するのがポイントです。
分析の際は、保険会社から提供される「代理店カルテ」などの業務指標を参考にするとよいでしょう。
① 収保構成比分析 保険料単価は高い？低い？=売上＝契約数X単価⇒低い原因は何か？
② 生損保のクロスセルができているか？
③ 複数種目割合はどうか？多種目販売ができているか？
④ 顧客年齢層 高年齢化していないか？世代交代できているか？
⑤ 移動時間？ 来店客は？
⑥ 業務に無駄はないか？役割分担は適切か？営業専念体制はできているか？
次になぜその指標が低いのか分析します。その場合便利なのがバリューチェーンというフレームワークで
す。 代理店の個々の業務を鎖と見立てて分析すると、業務が滞っているところなど強み弱みが見えてき
ます。
鎖は一個の駒を強化しても、弱い駒があるとそこで切れてしまいます。それは組織も同じです。
例えどんなに営業が優れていても、事務が弱いと組織は強くなりません。この場合は、営業を強化する
前に事務を補強することが先です。
また、チェーンの潤滑油となるのが代理店システム！これも重要です。

ふうたのワンポイント！
あなたの強みは何ですか？と聞かれて「〇〇〇です！」と答える友人と、「さて強
みは何だろう？」と答える友人がいたら、どちらに惹かれますか？
ふうたなら自分の強みを明確に分かりやすく答えてくれる人に惹かれます。
自分や自社の強みはブランディング形成にもつながりますね！
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5-2. 内部環境分析（分かりやすい分析方法）
レイヤー

強み
候補

Ｖ
（価値）
売上UP・顧
客接点強化
等に有効？

Ｉ
Ｒ
（希少性） (模倣可能性)
希少性があ
るか？

Ｏ

(組織実効性)

マネされにく 組織・資源の
いか？
観点で実行
できるか？

レイヤー
強み

新規募集
・プロモーション

新規募集
・プロモーション

更新準備
募集関連

更新準備
募集関連

面談・お客様
サービス

面談・お客様
サービス

募集後
の対応・保全

募集後
の対応・保全

内務・事務
業務

内務・事務
業務

代理店
経営・戦略

代理店
経営・戦略

競合相手

当社

A社
弱み

強み

B社
弱み

強み

弱み

強みを考える上で便利なフレームワークにVRIO分析があります。
以下の４つの視点で自分の強みを評価してみるとよいでしょう。
① Ｖalue
：商売上の価値があるのか？（例：歌がうまい→× ）
② Ｒarity
: 希少性があるか？（例：メンバー全員が免許を持っている→×）
③ Ｉnimitability：誰にでもすぐまねされるものではないか？
（例：お客様情報データベース→○）
④ Ｏrganization：組織で実行できるものか？
（例:24時間事故対応体制→○）
バリューチェーンとVRIO分析を組み合わせるとより検討しやすくなります。各業務毎に
強み・弱みの分析を行っていく際に、競争相手を想定し、ライバルの強みと比較すると考え
やすくなります。
各メンバーが、VRIOの各項目基準を（5点◎、3点○、 1点△、0点×）で評価を行い、最
後に点数を合計し評価します。

ふうたのワンポイント！
「V・R・I・O」は聞きなれず、なかなか難しい分析かもしれません。そんな時には長年
契約をしていただいているお客さんや新規のお客さんに「どうして当社を選んでくれた
のですか？」というアンケートを行っても良いかもですね！
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5-3. 内部環境分析（４Pによる視点）
お客様が望む商品を
提供できているか？

顧客単価が上がる保険
募集はできているか？
商品

価格

（Product）

（Price）

流通・場所

販売促進

（Place）

効率の良い
募集活動ができているか？

（Promotion）

認知度を上げる
プロモーションが
できているか？

次に４P分析という別の視点で自社の強みと弱みを見てみましょう。
４P分析とはProduct（商品）、Price（価格）、Place（流通・場所）、Promotion（販
売促進）の視点で分析することで、お客様に効果的なマーケティングを行う上で、極め
て重要な視点です。それぞれ以下の視点で自社の現状を分析してください。
① 商品：お客様が望む商品を提供できているか？を考えます。クロスセル率の高さや
提供商品の多さなどです。
② 価格：お客様との取引は拡大できているか？を考えます。
複数種目割合、特約付帯率などです。
③ 流通・場所：効率の良い募集活動ができているか？契約者の居住地・所在地が点在
し非効率な募集になっていないか？担当分けが地域を考慮したものと
なっているか？来店されるお客様は多いか等を考えます。
④ 販売促進：自社の認知度を上げるプロモ―ションはできているか？を考えます。
HPやSNSを有効に活用し、保険と言ったら自社を思い出してもらえる
のが理想です。
※Placeを分析する際には、代協会員向けの顧客マッピングシステム(基本機能）搭載の
「地図で見えるくん」の活用をご検討ください。（P24参照）
ふうたのワンポイント！
地域NO1になる！という場合、どこの地域とするのか？県内・市内・半径10キロ圏
内などいろいろな設定が考えられます。顧客マッピングで見える化を！
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6. クロスSWOT分析（戦略の導き方）
O:機会

クロスSWOT分析

T：脅威

代理店の整理統合/保険業法改定

少子高齢化(市場縮小)

BCP（新型コロナ・南海トラフ・相次ぐ台風等）

消費者行動の変化と多様化（情報量増・主体化）

国際化の進展（インバウンド等）

情報産業の強大化・ネットの進展・サイバーリスク

情報化社会（ビッグデーター・DXの進展等）

他販売ﾁｬﾈﾙの拡大と伸長（通販･ｼｮｯﾌﾟ･銀行･郵便局等)

国家補償制度の限界

CASEの進展

大阪万博

新型コロナ（パンデミック・在宅進展・アフターコロナ等）

健康経営意識の進展

遺伝子解析技術の発展

S×O：自社の強みを機会に最大限活かす

S×T:自社の強みで脅威を克服

社員の専門性が高い

a.フルコンサルの実施

k.世帯・世代をまたぐ営業展開

地域密着

b.顧客の代理店・商品MIX戦略

l.ｲンバウンド・外国人契約の獲得(工場勤務者）

c.リスクコンサル推進（感染症･自然災害対応含む）

m.SDGs活動による地域との接点強化

d.ソリューション型営業

n.顧客体験・主体化戦略

e.ブルーオーシャン商品戦略

o.事故対応の強化

f.人とデジタルのベストミックス戦略

p.新種保険の専門性強化

S
事故対応
強
豊富な商品選択
み

W×O:自社の弱みで機会を逃がさない

W 人・物・金の不足

弱 プロモーションが弱い
み 保険料が割高

W×T:被害を最小限に食い止める又は撤退

g.保険会社資源の活用

q.HP活用の旅行保険等ネット契約

h.ネットワーク士業等を活用した営業展開

r.一日自動車保険、少額短期保険

i.M&A/代理店合併/広域連携

s.販売商品の一部特化

j.SNS・メール・zoom等非接触型ツールの活用

O:機会 T:脅威 S:強み W:弱み が分析できたら、それぞれを上図の該当の箇所に記入し
ます。そして、各々をクロスさせ、戦略を導き出します。
これを「クロスSWOT分析」と言い、組み合わせは以下の通りとなります。
① 「強み」×「機会」：自社の強みを最大限に活かすための戦略
② 「弱み」×「機会」：機会を弱みで逃さないための戦略
③ 「強み」×「脅威」：脅威による悪影響を自社の強みで克服する方法
④ 「弱み」×「脅威」：自社の弱みと脅威による最悪の事態を避けるための戦略
撤退もあり得ます。
経営戦略立案の優先順位は、①「強み」×「機会」⇒②「弱み」×「機会」を先に検討
し、次に③「強み」×「脅威」⇒④「弱み」×「脅威」の順番で実行します。
機会はチャンス。これを逃さないように戦略を実行することが重要だからです。
ふうたのワンポイント！
強い部分を伸ばすことと弱い部分を改善することのどちらを先に取り組んだ方が良
いかと聞かれたら、もちろん「強みを伸ばして！」とアドバイスします！
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自主ワーク：洗い出し＜自社の強み・弱みを確認する＞
強み

弱み

継続落ちが少ない、大口契約者との付き合い
が長い

生保が苦手、若手社員の経験が少ない

営業・内務の役割分担が明確になっている

個人の高齢契約者が多い

トータルプランナー４名、AFP３名の資格者
が在籍、リスクコンサルタントを活用

自動車保険の割合が６０％を超えている

来店率が３０％を超えている

新規開拓などの成果を挙げる人がだいたい決
まっている

内務社員だけでお客さま対応を完結できる

属性情報が十分に収集できていない

事務所から車で１５分圏内に占めるお客さま
の割合が２５％以上ある

火災保険契約者への接点が弱い
紹介は多いが、車で1時間のお客さまもある

お客さまから説明が丁寧というお褒めの言葉
をいただく

満期時にお客さまから連絡を受けることが多
い（早期アプローチが不徹底・不統一）

強み

弱み

機会

積極戦略

改善戦略

脅威

差別化戦略

回避
縮小検討

積極戦略

事業計画においては最優先事項であり、具体的な活動とする
項目

改善戦略

事業計画においては、自社の弱みを経営課題として認識す
る項目

差別化戦略

事業計画においては、自社の強みをいかに活用してチャンス
をつかみ取るかの項目
12

自主ワーク用
【クロスSWOTシート】
自社を取り巻く環境分析と
今後の事業戦略
※USPとはUnique Selling
Proposition（独自の強み）
※ニッチ分野は隙間。大企業や
中堅企業がターゲットには
しない小市場
⇒ブルーオーシャン戦略にも
つながる貴重なマーケット

内部要因
強み（Ｓ）･･･この地域や同業のUSP※ 弱み（Ｗ）･･･この地域や同業のUSP
を持つ同業者と比較して
を持つ同業者と比較して
①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

⑨

⑨

⑩

⑩

機会（Ｏ）…これから求められる 組合 【積極戦略】強みを活かし、更に 組合 【改善戦略】弱みを克服し、事業
伸ばしていく対策。または積極的
機会やチャンスの波に乗るには何
ニッチ分野※、費用を払ってでも わせ に投資やPR、学習をして他社との わせ をどうすべきか、中期計画で少し
番号
番号
生まれるクライアントのニーズ
競合で優位に立つ戦略
ずつ良くしていく戦略
〈1〉

〈2〉

〈3〉

〈4〉

〈5〉

〈6〉

〈7〉

〈8〉

外部環境

〈9〉

〈10〉

【回避・縮小戦略】弱みが致命傷

組合 【差別化戦略】強みを活かして、 組合
脅威（Ｔ）…これから競合や
にならないためにはどうすべきか。
わせ 脅威をチャンスに変えるには何を わせ
これ以上傷口を広げない為に撤退
ニーズの減少でピンチとなること 番号 どうすべきか。
番号
縮小することは何か。

〈1〉

〈2〉

〈3〉

〈4〉

〈5〉

〈6〉

〈7〉

〈8〉

〈9〉

〈10〉
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７. 戦略の評価と取捨選択
財務
カテゴリー

S×O：自社の強み
を機会に最大限活
かす

W×O:自社の弱み
で機会を逃がさない

S×T:自社の強み
で脅威を克服

戦略

売上UP・
継続性・
費用

顧客

業務

学習

顧客満足度・ 業務改善・業 能力開発・
接点強化・ 務品質・差別 モチベーション・
生産性
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 化

総合評価

指標合計

a.フルコンサルの実施
b.顧客の代理店・商品MIX戦略
c.リスクコンサル推進 感染症･自然災害対応含む
d.ソリューション型営業
e.ブルーオーシャン商品戦略
f.人とデジタルのベストミックス戦略
g.保険会社資源.の活用
h.ネットワーク士業等.を利用した営業展開
i.M&A
j.SNS・メール等非接触型ツールの活用
k.世代・世帯を跨ぐ営業展開

3
2
3
3
2
2
1
2
1
2
3

3
3
3
3
2
3
0
3
1
2
3

2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
2

10
9
10
9
6
8
3
7
3
7
10

l.ｲンバウンド・外国人契約の獲得

1

2

1

1

5

2
1
1
2
1
1
1

2
3
2
3
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
0
0
0

7
6
5
8
2
2
2

m.SDGs活動による地域との接点強化
n.顧客体験・主体化戦略
o.事故対応の強化
p.新種保険の専門性強化
W×T:被害を最小 q.HP活用の自動契約旅行系保険等
限に食い止める又 r.一日自動車保険
s.販売商品の一部特化
は撤退

クロスSWOTで導き出された戦略の有効性を評価し、取捨選択を行います。評価方法
は、各戦略を、財務・顧客・業務・学習の４つ視点で検討し、それぞれに下記①˜ ③の
判断基準を設け、その有効数（３点〜0点）で評価し、合計点が高い戦略を採用します。
例えば、a.フルコンサルの実施の財務の視点を評価してみると、フルコンサルによる多
種目化で「売上UP」につながり、それは一過性のものではなく「継続的」に収益を生み
ます。そして、これを実施するための「費用」はあまり掛かりません。このことから、
財務の項目は3点と評価できます。これと同様の方法で顧客、業務、学習の視点での評価
していきます。
・財務：① 売上UP
② 継続性
③ 費用
・顧客：① 顧客満足度 ② 接点強化
③ ブランディング
・業務：① 業務改善
② 業務品質
③ 差別化
・学習：① 社員の能力 ② モチベーション ③ 生産性
ふうたのワンポイント！
保険会社から提供される業務指標関連の分析データは、こんな時こそ役立てなくてはい
けませんね。保険業界でもDXが進んできていますので、保険会社が提供するデジタル
ツールや支援メニューは積極的に、最大限活用して損はないですね！
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８. 具体的な戦略の事例
本事例では「フルコンサルの実施」「リスクコンサルの推進（下記※）」、そして「世
帯・世代をまたぐ戦略」が優先して実施していくべき戦略としています。
①フルコンサル/世帯・世代をまたぐ戦略（a+h）
生保と傷害保険の入院補償のように補償が重複する商品や個人賠償責任補償特約等、複
数の商品に付帯でき、同一世帯の家族も対象となるため、補償が重複してしまうものも多
くあります。
従って、最適な保険サービスを提供するためには、家族全員の補償内容を考慮して設計
しなければなりません。しかしながら、通販等の募集チャネルでは単種目しか扱わず、家
族全員のフルコンサルを行わない場合も多いため、最適な補償を提供できていない可能性
があります。
そのため、専業代理店は、そのコンサル能力の高さ、扱い保険種目の豊富さ、そして顧
客接点の強みを活かし、家族全員のフルコンサルを推進し、他チャネルとの差異化を図っ
ていくべきです。
また、少子高齢化による契約者の高齢化が進む中、世帯単位のフルコンサルを行うこと
で、その子ども家族も取り込むことができれば、世代をつなぐ営業となり、大変有効な戦
略となります。
②リスクコンサルの推進（ｃ）
昨今の状況を鑑みると、新型コロナウィルスを踏まえた戦略の優先順位が高くなります。
感染リスク、事業の持続性等の面からは脅威ですが、社会的な関心の高さから、リスクコ
ンサルの面では機会と考えることもできます。
また多くの保険会社で、休業補償商品について新型コロナウィルスも対象とするよう改
定が行われました。顧客の自然災害・感染症リスク対策としてBCPや事業継続力強化計画
の策定を支援し、併せてリスクコンサルを行い、休業補償商品をリスクファイナンスの一
つ(リスクの移転）として提案することが重要な取り組みとなります。
さらに、最近はサイバー攻撃のリスクが高まっているため、サイバーセキュリティに関
する情報提供と併せて、サイバー保険の提案も重要となります。
顧客と代理店がWin-Winの関係を築ける絶好の機会となりますので、今、最も効果的な
成長戦略の一つといえます。
※【日本代協アカデミーリスクマネジメント講座】
詳細は2021年12月6日(第21-141号（L-14）発信の各代協会長・事務局宛の日本代協
レターでご確認下さい。
ふうたのワンポイント！
「リスクコンサルの推進」においては、日本代協アカデミーの教育コンテンツであ
る「リスクマネジメント講座」が役立ちます。まさに保険代理店ならではの必須の
「強み」になるはずですので受講をお奨めします！
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９. 計画を確実に実行する（BSCによる管理）

戦略が決まったら、それが確実に機能しているかをチェックし、所定の成果が出るよう
しっかりマネジメントする必要があります。そこで、役立つフレームワークが
「バランス・スコアカード（以下BSC）」です。
BSCとは、組織のビジョン・戦略を具体的なアクションへ変換し、実行を支援するもの
であり、４つの視点（財務/顧客/業務プロセス/学習・成長）で、それぞれ戦略・目標を設
定し、全体バランスを取りながら最終目標の達成を目指すものです。
① 検討順序
財務⇒顧客⇒業務プロセス⇒学習・成長の視点の順で検討しますが、本事例では
売上100万円(上図:④⑥)としました。
② 戦略目標のブレークダウン
財務視点の目標を達成するために、顧客視点ではどうすれば良いか検討し、
⑦目標を決定します。この目標を実施する上での⑧成功要因を検討し、定めます｡
この進捗状況を図るための⑨指標を定め、その⑩最終目標を決定します。
以上の手順で、他の視点についても検討を行います。
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９-２. 経営計画への落とし込み
③ 実行の管理
学習・成長⇒業務プロセス⇒顧客の視点の順で各戦略目標を達成するために、KPI
（重要業績指標）により進捗管理を行いながら最終目標まで実施し、財務視点の
売上目標を目指します。
④ 指標や目標がそぐわなくなった場合
適宜修正して設定しなおします。(PDCAの観点）
このようにBSCは、目標を達成するまでにどのような道筋をたどるかを示しているの
で、全スタッフが戦略を理解して行動することができ、かつ戦略の進捗状況を随時把握
することができます。是非活用してみてください。
以上、各種フレームワークを使い、戦略の策定と実行方法を説明してきましたが、一
番大切なのは、この戦略を実行する「人」とその「意欲」です。
お客様のリスクを取り除き、「安心と安全を届け続ける」という社会的意義が高い保
険代理店の業務を通じて社会課題解決と自社の発展を目指してください。
ふうたのワンポイント！
検討していくための視点を「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習・成長」と分
類していくことで、各々の目標とゴールが見えてきます。まさに経営のバランスが
大事だということが分かりますね！

https://mirasapo-plus.go.jp/
事業計画書の作成にあたって、はじめに会社の状況を把握
しておくことが大切です。そのための方法の一つに、
「SWOT（スウォット）分析」があります。という説明か
ら始まる中小企業庁のこちらのマンガも読んでください。
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１０．

SWOT分析活用事例

ＳＷＯＴ分析を用いて具体的な戦略を導き出
して成功している代理店、経営計画に落とし
込み持続的成長を実現している代理店の事例
をご紹介します。
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SWOT分析を事業計画策定時に活用している事例
【Ａ代理店】
同社は毎年社外の関係者も呼んで経営計画発表会を実施しています。経営計画を策
定するにあたっては、毎年SWOT分析を実施、そこから導き出された課題毎に担当
者を決定して管理を委ね、どうやって達成するか？いつまでに達成するか？の基本
戦術を立案しています。進捗状況はA〜Eの5段階で評価し、組織全体でしっかりと
PDCAサイクルを回しています。
社員を信頼し、仕事や役割を任せることで成長にもつながるケースです。
結果だけの評価だけでなくプロセスの評価も重要視しています。

【B代理店】
SWOT分析を行い、「愚直にまじめに取り組む事」が自社の強みと分析。
組織内でこれを徹底し、毎朝、朝礼で愚直にロープレを実施し、面談率の向上に結
びつけています。また、成功事例や失敗事例の情報共有は仕事の基本とわかってい
ても継続することは案外難しいものですが、同社はそれを愚直に継続的に取り組み、
結果として皆が経験を共有する風土ができ、成長につなげています。
キーワードは「愚直に続ける」です。誰にでもできることを誰にもできないぐら
い長く続けることはブランドや組織風土の形成にもつながります。

【C代理店】
保険会社の担当者と一緒にSWOT分析を行い、事務所があるエリアで特別老人ホー
ムが増えていることを把握。この「機会」を活かすため、社長の人脈の広さとメン
バーが元介護職員だったという「強み」をクロスさせ、新規開拓に成功しています。
外部環境の分析（P６,7）から入り、競争力につなげたケースです。
自社だけでなく、社員の経歴（前職や人脈など）とのクロス分析で優先的な取組
みを導き出し、先手を打ったケースです。

会員の皆さんのSWOT分析活用事例をお待ちして
います！「こんな取り組みをしているよ」という
情報がありましたら、是非、日本代協代理店経営
サポートデスクまでお寄せ下さい！
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地域の同友会での学びを活かしたSWOT分析事例（宮城：ミライズ）
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内部要因

【参考１】
SWOT分析記載サンプル

強み（Ｓ）

弱み（Ｗ）

会社の歴史が長く、ノウハウ・会社・販売・顧客対応・サービスの蓄積がある。

新しい取組への抵抗がある

お客様第一の姿勢が強い

顧客と従業員の高齢化・独身

地域に密着しており、取引歴の長い固定客が多い

社内コミュニケーション不足（報連相）、分業意識が強い
担当以外の顧客への関心が薄い

多種、多様な法人、団体等（民間、官公庁）マーケット

売上全体の社長のウェイトが高い

来店型事務所としての立地条件がいい

営業担当者の能力ばらつき
（業務知識・販売スキル・対話力・説得力）

保険会社からの評判・〇〇年連続MVP入賞

顧客の管理を営業担当に任せているため募集プロセスを見える化できていない

取引業者とのネットワークを持っている

機会（Ｏ）

かかりつけ修理工場

能動的な動きができていない。情報収集ができていない

【積極戦略】

【改善戦略】

◆M&A戦略
業法改正に追いつかない代理店を吸収
（受け皿作り、社内体制、内部牽制機能、顧客対応）
（保険会社との信頼関係）

取引歴の長い富裕層の存在
業法改正に追いつかない代理店の存在

◆顧客データ整備
社内共有化、ＩＴ化
◆募集プロセスの標準化
→標準営業活動による全ての募集人の見える化

◆本業支援
多種多様な法人顧客とのビジネスマッチングによる

地域での認知度が高い

外部環境

◆家財の火災、地震保険未付保契約者へのアプローチ
値上げ前の駆け込み需要、ハザードマップの活用

顧客ニーズの多様化
天災・自然災害リスクの増加、対策の必要性
保険料の値上げ

脅威（Ｔ）

【差別化戦略】

（自動車台数減少、人口減・少子高齢化）マーケット縮小
他チャネルの脅威

【致命傷回避戦略】
◆募集プロセスの標準化、高付加価値サービスの提供
標準営業活動による全ての募集人の富裕層への他チャネルにはない募集プロセス展開に
よる差別化、囲い込み

◆職域自動車マーケット開拓
中小法人マーケットに対し、マイカー通勤管理手法を活用

（ディーラー・来店型ショップ）

作成年月日

SWOT分析シート

「代理店経営診断」で明らかになった現状分析
内部環境

＜経営管理＞
・経営理念、ビジョンが共有されている … （Ｃ）
・一人当たり生産性が高い

当社の経営ビジ ョン
・略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社の中期経営計画（数値目標・定性目標）
・略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ベクトル
一致

当年度事業計画 （数値目標・定性目標など）
・略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外部環境

②個人自動車マーケットの縮小
③保険販売チャネルの多様化

⑦建設業界の活況
⑧自治体による iターン推進

＜組織の整備・活性化＞
・社内コミュニケーションが良い
・内務スタッフが優秀で来店更改率が高い … （Ｂ）

＜組織の整備・活性化＞
・営業と内務の業務分担が曖昧
・若手人材の採用が難しい

強み×機会 （＝積極展開）
・社長の人脈を活かした法人開拓 （建設、介護福祉業界など） …（Ａ）
・他代理店Ｍ＆Ａ、提携による規模拡大 …（Ｃ）
・信頼度の高い契約者への多種目販売と紹介依頼
・リスクマネジメントの視点から防災、減災などの情報提供（セミナー開催も検討）
・内務スタッフを中心とした事務ルールの構築
・グループウェアを活用した業務効率化

脅威

⑤業法改正・顧客本位の業務運営の要
求
⑥ＩＴ化進展

＜顧客対応・営業推進＞
・法人に弱い
・若年契約者が少ない
・火災、新種、生保のウエイトが低い
・担当者間の営業エリアが重複している … （Ｅ）
・営業手法は個人に任せている … （Ｅ）

①高齢者契約減、ダウンサイジング
②個人自動車保険減収
③通販、来店ショップへの移行 … （Ｂ）
④損害率悪化
⑤体制不十分
⑥業務効率化の遅れ … （Ｅ）
⑦既契約法人への他代理店参入

利害関係者のニーズ

弱み×機会 （＝弱点改善）
・法人開拓の知識、ロープレ強化
・顧客データベースと応対履歴の構築による、顧客の可視化 …（Ｄ）
・若手募集の採用による若年層マーケットの開拓
・営業エリア制の導入による時間創出
・話法やツールの標準化

強み×脅威 （＝差別化）

・世帯総合提案推進にむけた高齢契約者家族（子・孫）の紹介受け
・長期顧客向け中間接点強化
・漏れのない特約付帯の重点的提案

弱み×脅威 （＝防衛・撤退）

・効率の悪い契約者の対応見直し
・遠方契約者への訪問抑制 （非対面更改の工夫） … （Ｅ）

・内務社員を中心にした来店対応の標準化 …（Ｂ）

（従業員）
（従業員）
（顧 客）
（保険会社）
（地域社会）

働き甲斐のある明るい職場環境
仕事の成果が公平に評価される社内制度（従業員）
いつも寄り添い、困ったときに頼れる代理店
顧客本位の業務運営方針の設定をはじめとする業務品質向上
地域の安心安全や発展への貢献

品質目標および取組 方針 の選 定

④自然災害の増加

①高齢者マーケットの創出 … （Ａ）
②法人自動車保険の開拓 … （Ａ）
③接点強化による世帯総合販売推進
④減災・防災への対応強化
⑤体制整備による組織力強化 … （Ｃ・
Ｄ）
⑥ビジネス手法の改革
⑦建設業界の開拓 … （Ａ）
⑧若手募集人の採用

＜経営管理＞
・社長への依存度が高く、NO２が育っていない … （Ｄ）

＜顧客対応・営業推進＞
・長期取引の個人客が多い
・来店型店舗のため来店率が高い
・顧客情報が共有されている
・社長の人脈が広い（ライオンズクラブ・ 各種会議所など） … （Ａ）

機会

①少子高齢化の進行

弱み

強み

当社の経営理念
・略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注記： …（Ａ） 等の表記について
内部環境・外部環境を踏まえた取組方針策定を例示しています。
◆外部環境分析 ：
高齢者マーケットの創出や法人自動車保険の開拓、建設業界の開拓
◆内部環境分析 ：
社長の人脈が広い

ＩＳＯ９００１取組上の課題
（マネジメントレビュー・内部監査・外部審査などの指摘事項）

・お客さまアンケート回答率・回答数が低い
・ヒヤリハットの収集と改善策が打てていない
・周辺業務の教育研修が不十分
・ＳＪＮＫ−ＮＥＴ上の名寄せが不十分
・ホームページ、会社案内の充実
・代理店ニュースの発行

◆上記を踏まえた取組み方針：
『社長の人脈を活かした法人開拓 建設、介護福祉業界など）』
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経営理念

【参考２】
経営計画シート

共通の価値観・存在意義 共有方法・確認方法

ビジョン

中期的ゴール・社員のベクトルを一致させるため、わかりやすく明確なもの

経営目標：具体的な数値目標は？(売上､生産性､生損比率､法人比率､複数種目化率､更新率､社員･募集人数等)
現在
目標
現在
成長：売上（生・損・他）

視点、短納期、投資資金

目標

成長：顧客数（個人・法人）

効率性：組織体制

効率性：一人当たり生産性

安定性：複数種目・クロスセル

SWOT分析

内部環境分析

S強み

自店の強み弱み： 業務ﾌﾟﾛｾｽ毎他店と比較､価値、希少性、模倣不可能
W弱み

外部環境分析

O機会（ビジネスチャンス）

１．C×A：強みを機会に最大限に活かすには？

業界 エリア:政治・経済・社会・技術的等の視点
T脅威（阻害要因）

クロスSWOT

２．D×A:弱みで機会を逃さないようにするには？

３．C×B:強みで脅威を克服するには？

４．D×B:被害を最小限に食い止めるには？撤退すべきか？

ギャップ分析

ビジョンと自店の現状
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【参考３】
経営計画シート

経営戦略

具体的戦略・目標・指標

2021年度

2022年度

2023年度

2024年度

2023年度

2024年度

2025年度

１.顧客戦略（DBM・エリ
ア・層別・接点・満足度）

２.人事戦略（採用・能力
開発・人事労務）

３.業務プロセス戦略（時
間創出・営業専念体制・フ
ロントオフィス）

４.情報戦略・設備投資
（ブランディング・情報共
有・IT）

５.財務戦略（内部留保・
労働分配率）

中期経営計画
現状
メンバー
組織
体制

2022年度

営業社員
事務担当者

勤務型代理店（数）
共同募集提携（数）
事務所（面積・賃料）
損保手数料
売上高

生保手数料
合計

正味売上高
収支
財務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

勤務型代理店報酬
正味売上高
人件費
地代家賃

一般管理費 他物件費(かける)
他物件費(かかる)
合計
営業損益
当期純損益
繰越利益剰余金
火災
新種
自動車
自賠責

収保

NM一般計
マリン
一般計
積立
長期第三
生保
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【参考４】
顧客マッピング

お客様にいつも寄り添うための

「地図で見えるくん」の特徴
顧客情報を地図にマッピング
エリアマーケティングに活用

自動車保険
多種目販売

基本機能

火災保険

新種
クロスセル

生命保険

※全国の地図に対応しています。

①自社のエリア分析・戦略立案
顧客の契約状況を地図に表示できます。（担当者別・種目別・層別）
エリアの傾向や注力するエリアを視覚的に分析、顧客リストとしても
活用できます。
自社の経営資源を重点配分するエリアを認識することは重要です。
②合併時のマーケット確認

合併前後で双方の顧客情報を合わせて表示

合併後には双方のシナジー効果（マーケットへの集中と拡大戦略)を
確認することは重要です。
代協会員様向けに
カスタマイズしました。
応用機能も含めたチラ
シをご準備しています。

☆本システムは代協会員限定の
有料コンテンツとなります。
☆ご利用のお問い合わせは下記
までお願いします。
代理店経営サポートデスク
03-6268-0788(粕谷）
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SWOT分析サポートメニュー
「SWOT分析」「同クロス分析」については本ガイドで基本的な考え方を学ぶことはでき
ますが、自社の法人顧客に対するアドバイスなどを行う際には専門的な知識や経験が必要
となります。
代理店経営サポートデスクでは本ガイドの実践活用フォローアップ、さらにはブラッ
シュアップのためのメニューを準備しています。用意出来次第、ご案内いたしますので、
ご活用下さい。
主催：株式会社 粕谷企画
講師：保険会社OB中小企業診断士他
時間：オンライン方式で1回5名まで
費用：1名3,000円
内容：「代理店経営SWOT分析基本ガイドをテキストとして使用した解説講座とQ＆A」
①SWOT分析の要点整理と解説
②優先戦略と改善課題の捉え方
③強みの発揮は弱点克服につながる
④顧客マッピングシステムの実践活用ガイダンス
⑤質疑応答
時間：90分〜120分
対象：□2022年度事業計画等の策定済み会員
□中期経営計画を立案中の会員
□同計画の見直しを希望する会員
□日本代協「代理店経営未来塾」修了会員 ※2021年度より未来塾を開講しています。
****************************************************************************

【サポートメニュー】＜オプション①＞
個別コンサルを別途希望する会員には、保険代理店経営に精通した中小企業診断士を紹介し
ます。
★紹介料は不要
★コンサル費用は1時間1万円（原則としてzoomによるオンライン型）
★年間コンサル希望の場合には別途紹介先との協議となります。
****************************************************
【サポートメニュー】＜オプション②＞
自社顧客に対するSWOT分析をスキルアップとして活用したい会員向けに
日本代協会員限定「クロスSWOT分析初級講座」をご紹介します。
★紹介料は不要
★講師はクロスSWOT分析の第一人者で、関連著書も多数出版されている
株式会社RE-経営 代表取締役 嶋田 利広氏
★初級講座メニューは別途ご案内します。
*****************************************************
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