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【代協会員向け】代理店体制(態勢)整備支援サービス(Web監査)

代理店体制(態勢)整備支援サービスのご案内
～代理店訪問監査とWeb監査による支援メニュー～

保険代理店 御中
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日本代協アドバイザー
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会 社 概 要
【会社概要】

会 社 名 : 日本創倫株式会社 (にっぽんそうりんかぶしきがいしゃ)

[英 名 : NIPPON-SOURIN CO.,LTD.]

代 表 者 : 代表取締役 山本 秀樹

所 在 地 : 東京都品川区北品川１ｰ１２ｰ９ テラス品川２０１

電 話 : ０３ ｰ ６２２８ ｰ ２０５０ / ＦＡＸ : ０３ ｰ ６２２８ ｰ ２０７６

設 立 : ２０１４年２月

資 本 金 : ９００万円

事 業 内 容 :  保険コンプライアンスオフィサー事業、登録鑑定人支援事業、教育研修事業

主要取引銀行 :  三菱ＵＦＪ銀行、 ゆうちょ銀行、PayPay銀行

【主な提携先・支援業務】

・委託・提携 : 損保会社、生保会社、保険代理店、代理店システム会社、弁護士、社労士など

・支援団体 : 一般社団法人 日本損害保険代理業協会(アドバイザー業務)

・講演セミナー : 保険会社および代協・保険代理店向け全国セミナー・講演活動など

・代理店支援 : 経営相談、内部監査、体制(態勢)整備、社内規程作成支援、社員教育研修など

登録会員制「代理店サポート倶楽部(ASC)」による代理店経営・監査支援、情報提供など

「代理店Web監査」支援サービス(全国の代理店向けに低価格な監査業務を支援)

代理店ホームページのコンプライアンス検証・指導支援、募集体制の覆面調査など

・執筆情報提供 : 週刊メルマガInswatch、新日本保険新聞に毎月連載、 「個人情報取扱・管理Q&A」出版

無料メールマガジンおよび会員向け「代理店サポート通信」を毎月配信、Facebook投稿など

・教育支援活動 : 日本代協アカデミー・ZYRUSアカデミー講演、メルマガ配信、eラーニング研修

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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《 講師・オフィサーのご紹介 》

代理店経営に求められる体制整備支援とコンプライアンス営業

山 本 秀 樹

＜プロフィール＞

１９８１年４月安田火災海上保険株式会社 (現・損害保険ジャパン株式会社)に入社。

損保会社で損害調査、営業および生保会社(出向)に勤務し、責任者を歴任後、保険コンプライアンスオフィサーとして保険会社の

社員研修・指導および保険代理店の業務監査を約２００店実施し、課題の発見、業務改善指導を行なう。

２０１４年３月退職後、日本創倫株式会社の専務取締役兼ICオフィサー事業部長に就任。３０年以上の生保・損保営業と保険コン

プライアンスオフィサーの経験により実務的な業務・経営支援、集合研修や教育研修などを行う。現在、代協主催セミナーやプロ

代理店向け経営セミナーなど講演活動を行い、会員代理店の支援グループ「代理店サポート倶楽部」を運営。代理店監査(Web監

査)により内在リスクや課題を洗出し、現場目線で実態に応じた具体的改善指導により体制整備を支援。

《執筆》メールマガジンInswaｔch、また(社)日本損害保険代理業協会に毎月執筆・連載。また会員代理店へ毎月メールマガジンを

執筆・発信。Facebookに公開型コミュニティ「共創会」を運営し、保険事業者向けに情報提供として執筆・投稿。

保険業法改正に向けて、必要な体制整備 〜６つの観点〜

風 間 利 也 専務取締役 Senior Executive Officer (SEO) 兼 オフィサー事業部長

代表取締役 Chief Executive Officer (CEO)

＜プロフィール＞

1981年10月日産火災海上保険（株）(現・損害保険ジャパン株式会社)に入社。

損保営業店長および生保子会社に出向し営業店長を歴任後、保険コンプライアンスオフィサーとして保険会社の営業社員研修

・指導および約200店の保険代理店の業務監査を実施し、課題の発見、業務改善指導を行なう。

2014年2月、30年以上の生保・損保営業経験と保険コンプライアンスオフィサーの経験により、実務的な業務・経営支援、集合

研修やeラーニングを活用した教育研修などを事業目的に日本創倫株式会社を創業。現在、日本代協の支部セミナーや企業

保険代理店向け経営セミナーなどで講演活動を行い、保険代理店に内在するリスクや課題を洗出し、現場目線で代理店の実

態に応じた具体策を整備支援中。

執筆物：週刊メールマガジンInswaｔch、および 週刊新日本保険新聞に毎週連載中、フェイスブックの「共創会」を随時掲載中。

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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《 講師・オフィサーのご紹介 》

日本創倫株式会社 相談役 Executive  Adviser (EA)

保険業法改正・「顧客本位の業務運営」が代理店経営にもたらすもの

栗山 泰史

＜プロフィール＞

１９７５年３月京都大学卒業後、安田火災海上保険（現・損保ジャパン株式会社）入社。

本社商品業務部門やシンクタンクにおける業務を通じて保険・補償制度全般に精通、また企画部門に長く在籍し、政治・行政

・マスコミ・業界内対応における幅広い経験を有する。

２００７年４月に損害保険ジャパン常務執行役員、２００９年７月に日本損害保険協会常務理事に就任。２０１３年７月からは、

それまでの経験と見識を生かして、日本損害保険協会シニアフェロー、日本損害保険代理業協会アドバイザー、ＲＩＮＧの会ア

ドバイザー等に就任し、さまざまな執筆・講演活動を行なっている。

《主要著書》・保険募集制度の歴史的転換 － 募集改革の経緯・狙い・展望（単著）

・変わり続ける保険事業 － 保険業界の明日を考える（単著）
・保険販売の新たな地平 － 保険業法改正と募集人規制（共著）
・保険代理店で働く人のＣＲＥＤＯ事例ノート（共著）

インシュアランス「保険事業の今を読む」、Inswaｔch「保険一歩づつ」連載中。弊社メルマガ「保険のアンカー」毎月執筆・配信

日本創倫株式会社 顧問 Senior  Adviser (SA)

＜プロフィール＞
名古屋市出身。1985年名古屋税関。87年大蔵省（現・財務省）銀行局に出向。その後、大蔵省、金融庁において
監督局・保険課、検査局などに在籍。保険関係は生命保険会社の許認可や保険募集などのほか郵政民営化を
担当。
直近では、2016年に九州財務局検査監理官、特別検査官として保険会社、代理店などの検査を多数担当。
2019年9月からアニコム損害保険株式会社に在籍。
2020年4月より日本創倫株式会社の顧問に就任。講演活動などを全国各地で行なっている。
《執筆・講演》
・講演 : 保険会社や代協の講演活動など、現在全国各地で行う。

当局が代理店に求める体制整備とは

成島 康宏

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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代理店支援メニューによる主な支援先

【主な業務委託契約・顧問先(順不同)】

(株)リスクマネジメント・ラボラトリー(東京都)、ANAファシリティーズ(株)(東京都)、 (株)セゾン保険サービス(東京都)、

ツーサン(株)(東京都)、東京ガス都市開発(株)(東京都)、さいたま総合保険サービス(株)(埼玉県)、関友商事(株)(茨城県)、

群馬振興(株)(群馬県)、 (株)Mapフィナンシャル(東京都)、日鉄保険サービス(株)(東京都)、(株)ほけんの匠(静岡県)、

セキスイ保険サービス(株)(大阪府)、損保ジャパンパートナーズ(株)(東京都)、昭光通商保険サービス(株)(東京都)、

(株)共栄ベスト(福岡県)、袖ヶ浦興業(株)(千葉県)、横河商事(株)(東京都)、(株)サンエージェンシー(京都府)、ほか

【代理店サポート倶楽部(ASC)会員代理店(順不同)】

(株)さくら保険サービス(福岡県)、(株)小酒保険(石川県)、日商保険コンサルティング(株)(東京都)、(株)エムアイエス(千葉県)、

日商保険サービス(株)(大阪府)、 クレバー保険企画(株)(長野県)、(株)トータルネットワーク(北海道)、(株)東北安田(宮城県)、

(有)アカハネ保険事務所(長野県)、(有)あおぞら保険(福岡県)、(株)西日本総合保険(福岡県)、(有)あっぷる保険事務所(青森県)、
(株)総和(福岡県)、(株)タスク(福岡県)、(株)総和(福岡県)、グローバルリード(株)(福岡県)、(株)B.I.C(福岡県)、(有)ライヴ(福岡県)、

(株)保険アドバイザー(東京都)、(株)保険グル―ヴ(大阪府)、(有)ひまわり保険企画(大阪府)、 (株)トラストパートナーズ(東京都)、

(株)フォー・オール・プランニング(大阪府)、(株)M・I・G(大阪府)、(株)ティーケーコーポレーション(北海道)、サザンリンク(株)(鹿児島県)、

(株)プロ保険サツマ(鹿児島県)、絆ジャパン鹿児島(株)(鹿児島県)、 (株)日正社(愛知県)、(株)船橋保険事務所(千葉県)、

(株)アドウェル(千葉県)、(株)インベストほけん(北海道)、(株)ＰＡネットワーク(北海道)、(株)大藪保険コンサルタント(東京都)、

(株)T-ONE(高知県)、(有)安田総合(宮城県)、(株)保険サービス(沖縄県)、(株)イノベーション(沖縄県)、(株)RICKA(沖縄県)、

(有)総合保険ジャスト(沖縄県)、(有)ヤスダ総合保険(沖縄県)、(有)コーケンサービス(沖縄県)、(有)TMコンサルタント(沖縄県)、

(有)石原プラン(沖縄県)、(株)フジタ企画(沖縄県)、ソンポコンサルタントジャパン(株)(沖縄県)、ほか

【代理店Web監査支援先(順不同)】

(有)ユニバーサル保険企画(北海道)、ひろさき損保(株)(青森県)、(株)エイアンドビーアシスト(岩手県)、(株)東北安田(宮城県)

(有)安田保険システム(秋田県)、(有)カスガ保険(秋田県)、(有)安田保険プランナー(秋田県)、相澤保険(有)(宮城県)、

(株)ベストミント(北見市)、(株)グットライアンス(山口県)、(有)並木保険企画(茨城県)、ファイナンシャル・ソリューションズ(株)(栃木県)

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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代理店監査支援 (監査業務の委託契約)

代理店体制整備支援 (体制整備全般の相談・支援アドバイス・ツール提供)

(3)外部監査(訪問)

(4)Web監査(非訪問)

訪問監査(18万円/初回、継続監査15万円)

Web監査(11万円/初回、継続監査8万円)

(2)登録会員契約
(代理店サポート倶楽部)

業務監査・報告(規模別料金 1万円/月〜)

フォロー検証・報告(6ヶ月間フォロー15万円)

(1)業務委託顧問契約
(個別契約)

業務監査(規模別個別見積り 5万円/月〜)

フォロー検証・報告(個別見積り 15万円〜)

１.代理店体制整備支援メニュー

自己点検の実効性確認代理店推奨

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.

専業プロ代理店推奨
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２.代理店支援メニュー(契約形態と費用概要)

契約形態 支援業務の概要説明 概算費用
(１)業務委託顧問契約 １）年間または有期契約(※)により、定期訪問して体制（態勢）整備を １)年間契約

①プレミアコース 含む各種課題の改善のための指導ならびにツール等の提供、 ①月２回定期訪問 : 25万円／月額

②ベーシックコース 相談対応・支援・指導アドバイス実施 ②月１回定期訪問 : 15万円／月額

③アドバイザーコース また、改善状況の把握(モニタリング実施)、業務改善指導・支援 ③定期訪問無し : 5万円／月額

※有期契約とは、３〜４ヶ月間を１つの業務委託期間とする契約 ※有期契約は、個別見積り

２）内部監査の受託実施・指導アドバイスならびに評価 ２)内部監査(規模別個別見積り)

・監査結果により、A・B・C・Dの４段階の評価認定 ・定期監査+報告書作成

３）監査指摘事項をフォロー検証で是正・改善指導・支援(資料・ツールの提供) ３)フォロー検証(個別見積り15万円〜)

・監査報告より、約６ヶ月後に指摘事項の改善状況を確認・検証 ・確認・検証+報告書作成

４) Facebook・メルマガニュース等により情報提供 ※その他、個別見積り

例) 社内規則見直し・新規作成(P)や拠点長・募集人の教育・研修(D)

内部監査の実施(C)、監査に伴う改善指導(A)など、PDCAにより支援

(２)登録会員契約 １）体制（態勢）整備に関する相談対応・支援・アドバイス実施 ・規模別会費 : 1万円／月額〜

(代理店サポート倶楽部) ２）依頼により、年1日訪問(監査・研修等)対応(宿泊・交通費別) (初回のみ登録料+3万円) 

３)監査指摘事項をフォロー検証で是正・改善指導・支援(資料・ツールの提供) ※新規監査は+1日分(10万円)加算

４) Facebook・メルマガニュース等により情報提供 ・フォロー検証+報告書:15万円／日

例)役職員10名以下の場合、初回登録料３万円+月会費１万円(年12万円) ※その他、個別見積り

(３)個別業務委託契約 １）「内部監査(訪問監査)」のみ業務委託

※代理店規模(拠点数・役職員数など)により個別見積り作成・提示

1)訪問監査+報告書 : 15万円〜／回
(初回のみ登録料+３万円) 

(スポット契約) ２）「代理店Web監査(非対面監査)」(対象 : 1店舗・20名以下小規模Ag)
※代協会員は、 Web監査+報告書 : 5万円／回(初回のみ登録料+３万円)

※新規監査は+1日分(10万円)加算
2)Web監査+報告書 : ８万円／回

３）「フォロー検証」監査指摘事項を是正・改善指導・支援(資料・ツールの提供) (初回のみ登録料+３万円) 

４)内部監査の内製化のためのオフィサー(内部監査人)養成講座 3)フォロー検証+報告書:15万円／日

５)各種体制整備の個別支援(支店管理者・募集人の教育研修など) 4)講座１名4日間 : 20万円／名

自己点検の実効性
確認代理店へ推奨

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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◆「訪問型監査」と「非訪問型Web監査」の比較

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.

監査方式 訪問型監査 非訪問型Web監査

契約形態 ・代理店サポート倶楽部会員として会員契約を締結 ・Web監査申込書による契約を締結

諸費用 ・登録料 : ３万円 （初回のみ） ・登録料 : ３万円 （初回のみ）

・月会費 : １万円／役職員数10名まで (※１０名増すごとに１万円加算) ・監査費 : ８万円 （代協会員 : ５万円）

※初回監査は、2名または1名2日間監査のため、10万円加算となります

監査方法 １．弊社のオフィサーが代理店事務所を訪問します。 １．代理店の代表者ならびに管理責任者が自己点検を実施します。

２．代表者ならびに管理責任者とヒヤリングおよび現物確認します。 ２．Web方式で提供されるWeb監査シートに基づき、自己点検を行い、

３．募集人とのヒヤリングおよび現物確認します。 証跡となる確認写真を撮影します。

４．執務室内のファイリングおよび保管書類を確認します。 ３．自己点検終了後、点検済のWeb監査シートとその確認写真を

５．態勢整備や監査などの相談・提案アドバイスを実施します。 指定サーバーにアップロードします。

６．弊社のオフィサー自身が１５７の監査項目を確認し、証跡(写真)を ４．アップロードされた点検済のWeb監査シートと８５項目の確認写真を

もとに判定(評価)します。 もとに弊社のオフィサーが判定(評価)します。

監査報告 １．監査結果の報告は、以下の代理店監査報告書類を作成し、 １. 監査結果の報告は、以下の代理店Web監査報告書類を作成し、

証跡(確認写真)とCD-Rに収納し、通常は訪問説明します。 証跡(確認写真)とCD-Rに収納して郵送します。

①代理店監査報告書 ①代理店Web監査報告書
②代理店監査評価シート ②代理店Web監査評価シート

③代理店監査実施報告書 ③代理店Web監査シート

④代理店監査記録シート ④証跡(確認写真)

⑤証跡(確認写真)

２．監査報告時に現状報告(課題・問題)および是正・改善のための ２．Web監査報告書類に現状報告(課題・問題)および是正・改善の

提案・ツール等の提供やアドバイスサポートします。 ための提案やアドバイスを報告書に記載します。

※監査報告をPCによるWeb会議システムで説明を希望の場合は、 ※是正・改善のための資料・ツール等の提供はありません。

監査報告書(含CD-R)を送付し、Web会議システムで説明します。 ただし、是正・改善のためのフォロー検証(有料)は依頼できます。

主な特徴 ・会員契約として、以下の支援サービスを受けることができます。 ・個別のWeb監査契約として、以下の内容となります。

１．年１回の訪問監査（交通費等が別途必要）が受けられます。 １．Web方式で行うために交通費等の費用が掛かりません。

２．監査時の募集人ヒアリング実施で実態が把握できます。 ２．Web監査に関して、電話、メール、PCのTVシステム等で相談できます。

３．指摘事項などの相談、是正・改善提案、アドバイスが受けられます。 ３．指摘項目に関して、相談、是正改善提案・アドバイスが記載されます。

４．体制整備で必要な社内規程やツール(雛型)など提供します。 ４．自社の空いている時間を使用して監査を進められます。

５．年間通して、電話、メール、PCのTVシステム等で相談できます。 ５．監査項目の自己点検と証跡確認(写真)の作業が発生します。

６．業界情報・事例などのメルマガが配信されます。 ６．自己点検の証跡不明で異なる監査結果が出る場合があります。

７．規模の制限は無く、全ての代理店を対象としています。 ７．比較的小規模（１店舗、２０名以下）の代理店を原則対象としています。
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３.(１) 業務委託顧問契約による支援

◆業務委託顧問契約による代理店支援制度
業務委託顧問契約により、代理店の保険業務・運営および内部管理体制などの整備を支援します。

《主な支援内容》

・経営(社内規則等)相談、内部(外部)監査、業務改善指導、教育研修など、定期訪問またはご依頼により
個別訪問(宿泊・交通費別)、相談、体制整備支援・ツール資料(ひな形)提供・アドバイスを行います

・相談、問い合わせ等について、電話・メール等により対応します
・Facebook、メルマガニュース等により情報提供します
・その他、個別相談・依頼事項について、個別訪問対応(有料)します
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「アドバイザーコース」 「ベーシックコース」 「プレミアコース」

10名につき 10名につき 10名につき

10,000円加算 10,000円加算 10,000円加算

250,000円

101名～

～100名

登録料
(契約金・税別)

30,000円

月額契約料(税別)

個別相談・指導対応

℮ラーニンク゛研修

検査・月1日定期訪問あり

(宿泊・交通費別)

150,000円

月額契約料(税別)

個別相談・指導対応

℮ラーニンク゛研修

(要・守秘義務契約)

(宿泊・交通費別)

50,000円

◆業務委託契約(年間業務委託) ※金額は、すべて税別価格です。◆業務委託契約制規定

契約形態

(役職員数制)

月額契約料(税別)

個別相談・教育指導対応

集合・℮ラーニンク゛研修

検査・月2日定期訪問あり

(宿泊・交通費別)
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３.(２)登録会員契約による「内部監査」支援

◆登録会員契約による代理店支援制度
「代理店サポート倶楽部(ASC)」に登録された会員契約代理店に対し、以下の内容について、

ご支援する制度です。

《主な支援内容》

・経営(社内規則等)相談、内部監査、業務改善指導、教育研修、個別相談など、ご依頼により

年1日訪問(宿泊・交通費別)、体制整備支援・ツール資料(ひな形)提供・アドバイスを行います

・是正・改善のため、 ６ヶ月間「監査フォロー検証(有料)」によるサポートを行います

・相談、問い合わせ等について、電話・メール・ Web会議システム等により遠隔地でも対応します

・会員向けメルマガニュースやWebセミナーやコンプライアンス研修等を受講できます

・その他、個別相談・依頼事項について、個別訪問対応(有料)します
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会員契約料 監査実施(年1日) メール相談 Webオンライン相談 会員向け情報提供

(月額・税別) (宿泊・交通費別) (24時間受付・相談) (1時間・予約制)
代理店サポート通信・
Webセミナーなど

10,000円 ○ ○ ○ ○ (有料・特別会員価格)

20,000円 ○ ○ ○ ○ (有料・特別会員価格)

30,000円 ○ ○ ○ ○ (有料・特別会員価格)

10名につき
10,000円加算

31名～

◆登録会員制

契約規定
◆登録会員契約の提供内容　(※金額は、すべて税別価格です。)

契約形態
(役職員数制)

月額料金(税別)およびコンサルサービス内容

依頼による個別相談、
ツール作成支援、
個別訪問対応など
(宿泊・交通費別)

登録料
(契約金・税別)

～10名

○ (有料・特別会員価格)

30,000円

○ ○ ○

11名～20名

21名～30名

専業プロ代理店推奨
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３.(３)個別業務委託契約(スポット)による支援

◆個別業務委託契約(スポット)による代理店支援
個別の業務委託契約により、代理店の内部監査や態勢整備などを実施・支援します。
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◆個別業務委託契約(スポット) ※金額は、すべて税別価格です。

(1)「外部監査」コース
(2)「監査フォロー検証」

コース
(3)「Web監査」コース

　・Web監査シートに基づく代理店

　　自己点検内容をスマホで撮影し

　　専用のWebサイトにアップする

　　低価格の外部監査

　・監査報告書(エビデンス)作成

　・監査結果評価シート作成

　その他、個別対応(見積り作成)

　「(1)または(3)の監査」を実施後、

　　　　　　　　　　↓

・監査指摘項目の改善結果を検証

→１０万円／日×調査店舗数

・経営者へ検証結果・評価をメール

または訪問による報告

→　５万円／日

　他、別途個別協議

1) Web監査+報告書

　→ ８万円／回

　※代協会員は、 ５万円／回

　(初回のみ登録料＋３万円)

2)Web継続監査(次年度以降)

　→ ８万円／回

※代協会員は、 ５万円／回

 他、別途個別協議

　・本社管理部門実態調査

　(初回のみ登録料＋３万円)

　　→１０万円／日

　・支店(出先)部門実態調査

　　→１０万円／日×調査店舗数

　・経営者へ証跡作成・報告

　　→　５万円／日

　他、別途個別協議

　・経営者層および管理部門の

　　訪問ヒアリング・モニタリング

　・支店(出先)訪問（実態調査）

　・経営者層への点検6項目の

　　現状報告(エビデンス作成)

　(※訪問時の宿泊・交通費別)

・「外部・内部監査」実施後、監査指

摘事項を約6ヶ月後に訪問検証

　　　　　　　　　　↓

・改善プログラムシートの結果検証

・Q&A管理表による6ヶ月間相談・

指導アドバイスによる支援フォロー

　(※訪問時の宿泊・交通費別)
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◆保険業法が求める目的とは → 「 」

その目的を達成するために必要なことは？

体制整備＝

態勢整備＝

「顧客本位」の運営整備！

Plan(社内規則等の策定)
&

Do(適切な教育・管理・指導)

Check(自己点検等の監査)
&

Action(改善に向けた態勢整備)

顧客保護の対応

「形」を作ること

(1)組織・規定(ルール)を作る

(2)社内周知・研修で徹底する

「形」を機能させること

(3)点検・検査で実効性を検証する

(4)検証結果・経営課題を改善する

４. 保険業法の目的 と 体制(態勢)整備

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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☞代理店向け、ツール・ひな形等により、代理店体制整備(P・D)を実施！

Q１. 社内規則(ルール)等の整備・策定 (P)は、完了していますか?
規模・業務の特性に応じた体制（態勢）整備の取組内容を確認し、必要な社内規則等を
整備(修正・策定）できていますか? ( はい 、 いいえ → ひな型をベースに作成・制定 )

Q２. 募集人に社内規則(ルール)の研修・指導を実施・実行 (D)していますか?
研修等で募集人に対し、社内規則(ルール)を周知・徹底し、社内規則(ルール)にもとづいた
業務運営を実施できていますか? ( はい 、 いいえ → 研修等の実施で周知・徹底 )

Q４. 実効性のある代理店態勢のための改善 (A)は、実施していますか?
自主点検や代理店監査、保険会社の業務点検・監査等の結果、あるいは、「お客さまの声
(苦情)」等により、判明した不備・不適事項に対する業務改善等を実施していますか?

( はい 、 いいえ → 不備・不適事項を是正・改善 )

Q３. 代理店監査 (C)は、店主の内部監査or外部監査で実施しますか?
策定した社内規則等に基づき、誰(店主or外部)が点検等の代理店監査を実施しますか?

( はい 、 いいえ → 代理店監査体制を整備・実施 )

Plan

( 計画)

Do

(実行)

Check

(点検)

Action

(改善)

◎代理店は、お客さまからの信頼を高めていくため、募集体制の質の維持・向上を図ることが求められ、

PDCAサイクルのしくみ(体制)を自ら整備して機能させる、「実効性」が求められています。

５. PDCAサイクルによる体制(態勢)整備！

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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Plan Do Check Action Plan Do Check

体制(態勢)整備のPDCAサイクルは ⇨ C⇨A(P・D)で早期に体制(態勢)整備！

・・・

いきなり体制整備と言われても、
何から手をつけていいのだろうか・・・？

まずは自社の現状を知ることから
始めてみましょう！

まず何が整備課題なのか!!

【指導型監査のスタイルとウエイト】

課題(改善点)を代理店監査(C)で把握⇨体制(態勢)整備を実施(A)！

１．自社の体制整備の現状・課題を把握⇨点検・監査C (30%)

２．改善課題の体制整備を実施⇨改善指導・支援 A (70%、含むP&D)

ここから
スタート!!

６. 監査による体制(態勢)整備 [C⇨A(P・D)]

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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(出所) 金融庁資料より抜粋

◆規模に応じた募集管理業務や監査業務などの社内監査体制
・大規模な保険代理店 → 専門部署(コンプライアンス部署、監査部署など)

を設置
・中規模な保険代理店 → 専担者(内部監査人など)を配置
・小規模な保険代理店 → 店主自ら又は全員

➢規模により、内部監査業務を外部機関に外部委託も可

７. 代理店の規模に応じた社内監査体制

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.



1515

「内部監査」

「⾃⼰点検」

「自己点検」 「監査」

実施者

業務の実施主体者(担当者)が
自ら実施する。

業務の実施主体者とは別に独立性を
有した者が実施する。(外部監査、内
部監査、監査役監査など)

報告先

自己点検の実施者は、その点検結果
を管理責任者へ報告する。

監査責任者は、監査報告書を作成し、
経営責任者へ報告する。

実施頻度

遵守事項に応じて、日次、月次など
の周期で日常的に実施されるべきもの
から、年一度程度の実施でよいものま
で様々である。

監査は、主に年次単位で実施計画を
立て実施されるが、自己点検に応じて
随時するという実施計画を策定しても
構わない。

対象選定

原則として、すべての実施主体が
すべての対策項目について実施する。

監査対象をサンプリングにより選出し、
母集団の統計的性質を推定すること
ができる場合もある。

評価観点

予防を含む問題点を早期に発見する
ための項目を確認し、実際の運用が
業務規程に遵守しているかを点検す
る。

社内のルールや実施状況など実際の
運用や作成された社内ルール等が業
務規程や関係法令・指針に準拠して
いるかについても監査を行う。

評価手法

業務の実施主体者によって自己申告
された回答を原票として、それを評価
する。

社内規則等の確認を行って準拠性を
評価し、また、被監査部門への質問・
査閲・観察・点検により遵守性を評価
する。

改善プロセ
ス

管理責任者から改善指示があった場
合の対処のほか、従事者が自己の権
限の範囲で改善できると判断した事
項は自ら対処を行う。

経営責任者から改善指示があった場
合には、被監査部門の責任者は改善
計画を策定し、実施報告する。

※共通の自己点検項目(損保44項目、
生保一般Ag77項目)2019年12月公表

《ご参考 : 「自己点検」と「内部監査」の関係と違い》

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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③下記のファイルを格納した専用サーバーのアクセスURL と
ユーザー名・パスワード、および確認写真(サンプル)の
閲覧用URLを送信

日本創倫(株)

②《Web監査》
支援サービス申込
の受付・内容確認

⑦自主Web監査報告書類を作成、CDに収納し郵送

Web監査
報告書

→

「監査シート等」

【Web監査報告書類をCDに収納】

①監査報告書
②監査評価シート
③監査記録シート

代理店(店主or監査者)

①《Web監査》
支援サービスの
申込書兼確約書を送信

④「Web監査セット(３つ)」を
ダウンロード後視聴、Web監査
シートの点検・監査85項目確認

⑤「監査項目を順番に点検し、
その確認した証跡(エビデンス)
をスマホ等で写真撮影

⑥点検済の監査シートと撮影した
確認写真をフォルダにアップロード

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

監査シート

＋

⑧Web監査報告書類とCDを受領・保管

＋・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

記録シート

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

評価シート

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

監査報告書

→

「Web監査セット(３つ)」
1. 監査シート
2. 監査シート記入例
3. 操作マニュアル

ダウンロード

アップロード

申込み

郵送

８-1．《代理店Web監査》 [概要(流れ)]
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・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

代理店Web監査の申込み

監査報告書類の内容確認

内部管理態勢の改善実施

顧客情報管理
モニタリングシート

改善・再発防止
実施計画書

改善・再発防止
実施報告書

「代理店Web監査」検討計画・申込

み
代理店による自己点検 オフィサーによる監査

STEP１ STEP２ STEP３

指摘事項の是正・改善

STEP４

代理店Web監査(３ファイル)

をダウンロード確認・視聴

④監査シートに基づき、点検・監査項目８
5項目(損保・生保協会)を点検・確認写
真を撮り、アップロード

監査シートに基づき点検・確認

1. 監査シート
2. 監査シート記入例
3. 操作マニュアル

専用サーバーのアクセスURL および
ユーザー名・パスワードにより、「Web監
査セット(３つ)」をダウンロード、確認写
真は閲覧用URLでサンプルを確認

オフィサーによる確認・監査

代理店による点検済み監査シートと
確認写真を点検・確認

体制(態勢)整備の現状把握

社内検討会議

内部監査の外部委託を検討・計画

監査報告書類作成

課題・問題点などを発見・抽出し、監
査報告書を作成。

(P) (D) (C) (A)

内部監査規程に基づき、外部監査を
業務委託し、代理店監査を計画・社
内周知

報告された点検結果を検証して、検証
結果と解決策を検討

指摘・是正事項について、原因を特定
し、いつ、だれが、どのように改善対応
するのか具体的な改善・再発防止策を
策定

①《代理店Web監査》
支援サービスの
申込書兼確約書
を送信

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

監査シート

＋

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

監査シート

＋

①代理店Web監査報告書
②代理店Web監査評価シート
③代理店Web監査記録シート

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

記録シート

監査報告書
評価シート

８-2．《代理店Web監査》 [概要(STEP)]
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《代理店Web監査》とは、

全国の代理店が、自身で点検実施(確認写真の撮影)した自己点検と改正保険業法で求められている

監査内容をWebを活用して日本創倫(株)が実施する独立かつ実効性のある代理店監査です。

＜ポイント＞

■ 全国の代理店を対象にPDCAサイクルによる体制整備のため、Webを活用した点検監査(C)を支援

■ 代理店自己点検の検証として、独立かつ実効性のある外部機関による代理店監査の実施

■ 損保・生保の業務に精通した専門の保険コンプライアンスオフィサーによる監査(評価)と改善指導

《サービスの特徴》

1)PA代理店の実効性のある代理店監査が低価格で実施できます。

2)継続監査の実施により、是正・改善がPDCAサイクルで進み、社内の体制(態勢)整備ができます。

3)監査シートに基づく自己点検とその確認内容(書類・ファイル等の証跡)をデジカメやスマホ等で撮影し、

代理店専用のWebサイトにアップするだけで、代理店監査ができます。ただし、確認内容(写真画像)が

不鮮明や該当箇所ではなく確認できない場合、監査(評価・判定)不能となることがあります。

4)監査は、損保・生保業務に精通した専門有資格者（保険コンプライアンスオフィサー)が実施します。

5)基本26項目、生損共通50項目(含む損保共通項番44項目)、生保固有9項目の合計85項目の

監査シートで点検・監査するので、代理店自己点検の実効性がよりアップします。

6)監査実施後、監査報告書(エビデンス)および評価シート等を作成し、ご提供します。

評価シートの結果が、最上位のA評価(☆☆☆☆)の場合は、認定盾を贈呈します。 →

7)監査指摘事項について、改善計画(プログラム)を策定し、ご質問や是正・改善等の

相談・アドバイス等が受けられます。

８-3．《代理店Web監査》 [ポイント・特徴]
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パスワード

1. ログイン
2. Web監査セット（３つ）*1のダウンロード
3. Web監査シート記⼊、確認書類（証跡）を撮影
4. Web監査シートと写真（証跡）をアップロード
5. 監査報告書類受領（3つ）*2とCD-ROMを受領

*1 ① Web監査シート(Excel)
② Web監査シート記入例(PDF)
③代理店向け操作マニュアル(PDF)
※確認写真は閲覧用URLでサンプル確認

*2 ① 代理店Web監査報告書
② 代理店Web監査評価シート
③ 代理店Web監査シート

Web監査
申込み後の流れ

約２週間

申込み～監査報告書類の受領まで約８週間

監
査
開
始

８-4．《代理店Web監査》 [申込み後の流れ]
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⑤監査シート(記入例)

①申込書
②利用約款

③操作マニュアル

Web監査申込み

アクセス(ログイン)等説明

Web監査セット(ダウンロード)

閲覧資料

④監査シート

⑥確認写真(サンプル)

８-5．《代理店Web監査》 [ダウンロードファイル・閲覧資料等]

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.



2121

↑代理店Web監査報告書
↑Web監査評価シート

↑Web監査シート

８-6．《代理店Web監査》報告書類と監査評価シート

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.
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《代理店監査》支援サービスの料金および申込み方法

【訪問監査料金】

1)「代理店サポート倶楽部(ASC)」登録会員契約による訪問監査

(例)役職員10名以下の場合、月会費 ¥１０,０００ /店+税 (２ヶ月目以降は、口座振替)

※初回登録契約料 ¥ 30,000/店+税、および初回監査は、2名または1名2日間監査のため、10万円加算となります

2)個別契約による訪問監査(個別見積り)

(例)役職員10名以下の小規模代理店の場合、 ¥１５０,０００ /店+税 ※継続監査(次年度以降)も同額

※初回登録契約料 ¥ 30,000/店+税、および初回監査は、2名または1名2日間監査のため、10万円加算となります

【Web監査料金】

1)初回監査 : ¥ ８０,０００ /店+税 (※代協会員の場合、 ¥ ５０,０００ /店+税）

※初回のみ、登録契約料 ¥ 30,000/店+税 が必要です。

※対象代理店 : 1店舗、役職員20名以下

複数店舗や勤務型募集人等の規模の大きい代理店は、監査内容や項目が違うため、別途ご相談ください。

2)継続監査(次年度以降) ¥ ８０,０００ /店+税 (※代協会員の場合、 ¥ ５０,０００ /店+税）

【お申込み方法】

弊社ホームページの「お問い合わせ」より、必要項目を入力の上、 お問い合わせ内容の

「代理店(訪問)監査の依頼・申込み」、または「代理店Web監査の依頼・申込み」を選択し、お申込みください。

URL : https://nippon-sourin.co.jp

７-1．代理店訪問監査 及び Web監査の料金と申込み
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７-2. 代理店監査の評価と認定

代理店監査実施後、監査報告(講評)および
監査評価シート等を作成し、ご提供します。

また、監査報告書の内容について、ご相談
や是正・改善等の支援・アドバイスいたしま
す。

◆監査結果が、

最上位のA評価(☆☆☆☆)の場合は、

「認定盾」を贈呈します。

Copyright 2022 NIPPON SOURIN Co., LTD.

 

認定証 
★★★★ 

 

 貴社は、当社が定める監査基準により

最上位の A 評価基準を達成され、優良な

内部管理態勢であることを証します 

2021年◯月◯日 

 

◯◯保険サービス株式会社 
代表取締役  ◯◯ ◯◯ 殿 

 


