
われるものの当時はまだ一般的ではなかった言葉が次々と飛び

出し、それらを初めて聞いた占部氏は衝撃を受けたそうです。さ

らに、 O氏からは「北九州の田舎でだけ仕事するのでなく、もっ

と全国を見ろ」と叱責され、損保売上げが１億を超えて鼻がピ

ノキオのように伸びていた占部氏はその鼻をポッキリと折られ

ボロクソにこきおろされたそうです。

　そのO氏の伝手で、全国の大手代理店を訪問させてもらい、

各社の進んだ代理店経営を目の当たりにして大きなショックを

受けます。福岡へ戻る飛行機や新幹線の中では悔しくて悔しく

て涙を流しながら帰ってきたそうです。この時に目が肥えたこと

が今にいきていると今では思えるようになったとのこと。

　これを機に、自社も「組織化」へ踏み切りました。まず最初に、

「組織とは何か？」を徹底的に考えました。そこで出た答えは、

「組織とは“分業の仕組み”である」ということ。分業の仕組みが

代理店経営を変えた２つの大きな「出会い」
　【株式会社三愛】の社長、占部氏が保険業界に入ったのは1984年（昭和59年）の

ことでした。大学を辞め19歳で当時の富士火災に直販社員として入社し、1988年

（昭和63年）に【有限会社三愛保険事務所】を設立して独立。それ以来32年にわた

って代理店を経営してきました。

　「代理店としてはまだまだ成長途中。理想はこの10倍くらいある」と、今も熱心に

勉強を続け、将来の代理店経営にとって不可欠な新しい取組みも積極的に取り入

れている占部氏に、創業からこれまでの歴史を振り返り、今後に向けたビジョンにつ

いても詳しくお話いただきました。

　占部氏の代理店経営を語る上で欠かせない大きな出会いの１つは、約20年前

の、ある保険会社社員とのものでした。社員でありながら一匹オオカミのように全国

の代理店を飛び回っていたO氏との出会いです。

　O氏の口からは「商店から会社への改革」、「分業化と専業化」、「テレマーケティン

グ」、「業務の棚卸し」、「既契約のデータベース化」など、今では当たり前のように言

崩れていると組織として適切に機能しないことに気づきます。

　とは言っても、自社の組織化が順調に進んだわけでは決して

ありませんでした。本社事務所と小倉のお客様相談室の他にも

店舗を出してはうまくいかずに撤退し、スタッフの増減も繰り返

し、それは今でもやはり大きな課題でもあるとのこと。

　もうひとつの大きな出会いは、有限会社保険ネットワークセン

ター（香川県）の宮宇治氏とのものでした。

　初めて聞いた宮宇治氏の講演で感銘を受け、懇親会の場で

「宮宇治さんから学びたい！」と直談判。快く引き受けてもらい、

それから２年間は毎月会社へきてもらい、宮宇治氏が推奨する

『循環型セールス』について徹底的に叩き込まれました。今の会

社の業務はこの循環型セールスが柱となっています。

［開催日時］　 2020年 2月14日（金） 15:00～18:00

［開催場所］ 　株式会社 三愛

［研修テーマ］  代理店経営32年の軌跡と将来ビジョン
　　　　　　  ～お客様からたくさんの「ありがとう」を
　　　　　　　　いただく地域一番店へ。～
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福岡県代協

代理店ベンチマーク研修
優れた代理店経営の手法・取組みを学び、自社の問題点を改善しよう！



１－１、営業所在地
　現在の本社社屋は1998年（平成10年）に建設されました。

当時の社員は占部氏を含めて３人だったそうです。

　「小倉相談室」は主にマネーセミナーの会場として使用して

おり、他に黒崎でも会場を借りてマネーセミナーを定期的に開

催し、セミナー後には個別相談を同会場で受けています。

１－２、構成員
　営業３名、クラーク２名、事故専任者１名、業務管理責任者

１名と占部氏で合計８名。

　社員は全員が入社前は保険未経験者で、入社後に研修で徹

底指導。営業は既存顧客の担当から始めて徐々に開拓してい

きます。

１－３、社用車／携帯電話等
　社用車７台とバイク１台を所有。2005年の福岡県西方沖地

震が発生した時、福岡地区のお客様へは車では辿り着くことが

できず、急遽バイクを借りて行ったところ大変喜ばれ、それが大

きなグリップ力となったことからバイクも所有することにしたそ

うです。保険代理店として、何かが起こった時にこそ力を発揮で

きなければならない以上、最近のBCPの観点からも必要だと判

断しているとのこと。

　発電機も所有し、停電時にも迅速に業務が再開できるように

備えています。発電機がガソリンで稼働するため、ガソリン備蓄

の意味もあって、社用車はガソリンが半分を切ったら給油する

取り決めにしているとのこと。車からのガソリンの抜き方も社内

で研修済みで、もしもに備えています。

１－４、売上規模／比率
　損保と生保の割合は、損保65.3%・生保34.7%。この比率を

３年後には55：45にしたいと考えているそうです。

１－５、人件費比率

１－６、健康経営「働き方改革」の推進
　社員の健康診断をこれまでの「事業者健診」から「生活習慣

病健診」へ切り替えました。

　残業を出来るだけ減らし「帰ろう帰ろう」と声をかけているも

のの、休日のマネーセミナーやお客様対応など、時間外勤務が

避けられないこともあり、それは今後も課題とのこと。

　健康増進・改善へ向けた取組みとして、朝のラジオ体操を始

めています。真剣なラジオ体操はからだの隅々までほぐし、就

業前にちょうどよい心身の準備となっているそうです。

　また、就業時間中の運動OKということにし、昼休憩後に近隣

を軽くランニングしたり、移動時間の合間にジムに行くなどを

すすめ、社員が健康で働ける環境作りに取り組んでいます。

占部氏からの全体説明の後、

具体的な日常業務（営業）については専務の望月氏より。
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株式会社三愛　会社概要
１－１、営業所在地
１－２、構成員
１－３、社用車／携帯電話等
１－４、売上規模／比率
１－５、人件費比率
１－６、健康経営「働き方改革」の推進

株式会社三愛　日常業務（営業）
２－１、商圏（営業エリア）
２－２、会社案内
２－３、目標を達成するための行動
２－４、循環型セールス
２－５、保険管理
２－６、バックオフィスの役割
２－７、業務分掌
２－８、成績管理
２－９、教育／研修



２－１、商圏（営業エリア）
　商圏は、本社から車で30分圏内を目安としています。一日の

訪問件数を上げることが目的で、移動時間を無駄と考え、でき

るだけ効率よくお客様訪問できるよう商圏を絞り込んだ結果、

お客様全体の90%以上はこの30分圏内とのこと。多い時には

一日で10件程訪問することもあるそうです。

２－２、会社案内
　保険ネットワークセンターの宮宇治氏から会社案内の重要

性を学び、取り入れています。代理店の多くは社長がトップセ

ールスマンであり、もしその社長がいなくなったらお客様が離

れ売上げが悪化することは目に見えています。

　目指しているのは、『会社としての永続性』。お孫さんの代ま

でお付き合いさせていただくことをお客様に宣言し、社員全員

が社長と同じ想いでお客様に向き合うようにしています。その

手段となるのが会社案内です。

　お客様を訪問してまず最初に行うのは、３分ほどの会社案

内です。その後に権限明示などを数分行ってから保険の話に

入ることにしています。望月氏から実際の会社案内のデモンス

トレーションを行っていただきました。

　この会社案内は社員全員が行えるように社内教育されてい

ます。スクリプトで原稿を読む部分と暗記しておく部分が明確

にされ、慣れない新入社員にも難しいものではなく、新入社員

の研修の一環としても行われます。

　日頃から接しているお客様に改めて面と向かって会社案内

を行うのは 「照れくさいですよ！」 と望月氏。けれども改めて聞

いてもらうことで、生命保険もあったの？火災保険もできるの？

と今更ながら言われることも多々あり、普段自分たちがフル装

備でお客様に接していると思っていても全く通じていなかった

ことを実感するそうです。

２－３、目標を達成するための行動
　営業ノルマはありません。会社から求められるのは数値目標

ではなく、行動の目標であり、行動管理を自ら行うことが求めら

れています。

［行動目標］

「♪ニッセイのおばちゃん自転車で笑顔を運ぶふるさとよ・・・♪」

は時代が違うかもしれませんが、足を使った訪問活動を徹底

してください。

●お客さまの声を分析し、我々にできることは何かではなく、

　お客さまが望むものは何かを考えて行動する。

●お客さまにお会いして、一生懸命お世話をすること・・・！更改

　や事故処理、保全だけで伺うのではなく、常に寄り添った人

　間関係を構築しながら心の占有率を上げる。

●会社から車で30分圏内を商圏とし、その小商圏内の市場占

　有率を上げる活動を徹底する。

●指示、命令されたことは必ず実行し報告・連絡・相談をする。

さらに細かく・・・

［自身の目標を達成するための行動］

①保全業務（保険管理）の面談訪問計画を立てる

②お客さま情報を収集し、どんな小さなことでも全て社長に報

　告する

③今まで以上に報告・連絡・相談をして社内コミュニケーション

　を上げる

④生命保険の取扱い告知

⑤人身傷害補償保険金額の無制限の推進

⑥地震保険、水災実損払いの推進

⑦内部監査による前期指摘事項の改善

⑧循環型セールス及び保険手続きルーチン（決まりきった手続

　きや仕事の日課）を守る

社員が常にお客様起点で考え、この行動目標を達成することで

会社が「永続性」へ近づくと考えて実践しているそうです。

２－４、循環型セールス
　訪問しているお客様へ目の前で、またいつでも訪問できる環

境を整え、それを繰り返していくことが『循環型セールス』の考

え方です。会う機会が少ない生保のお客様にも、電話一本でい

つでも会っていただける環境作りが重要と考えています。
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［商談の１セット］

①「お客さまの役に立つ」ことが最大の目的である

②場の設定後、会社案内を行ってから本題に入る

　⇒まず私たちの会社を知っていただくことから始める

③次のステップに進む時には必ず「お客様の承諾」を得る

　⇒情報提供してよいか、時間を00分いただけるか等

　⇒いただいた時間を超過する際には再度、承諾を得る



④ステップの終わりには「感謝」を述べる

　⇒聞いていただき／お時間いただき、ありがとうございます

⑤こちらから商品を出さない！　お客さまが関心を示した場合

　も「商品説明をさせていただいてよろしいですか？」と承諾を

　得る

⑥情報提供はお客さまに聞いていただける場合に行う

　⇒聞いていただける姿勢がない場合はツールも渡さない

⑦継続して情報をお持ちする承諾をもらう

　⇒再度情報をお持ちしてよいかの問いかけは、席を立って

　　帰り際に振り返って行う

　情報提供のネタはたくさん用意されており、資料の他に3～5

分ほどの動画は現在までに43種類を製作済み。

　これは占部氏が約20年前に海外研修で一緒になり意気投合

した代理店仲間3人と毎週末、代理店経営について学び、今も

切磋琢磨しながら代理店経営を続けている仲間たちと共同で

製作したものだそうです。

２－５、保険管理
　主に法人向け。多くの経営者が会社を発展させたいと考える

中で保険の必要性を感じていても、会社が抱えているリスクや

将来に適切に備える保険に加入しているかどうかは疑問の多

いところです。もし何かが起こった時に会社やスタッフがしっか

りと守られるのか不安に思っている経営者に対して、保険のプ

ロとして会社を守る仕組みをご提供する、それが保険管理の考

え方です。

　まず、加入している全ての保険の管理表を作成し、その内容

がどういうものであるか、経営者の考えが反映された補償にな

っているかどうかを解説します。ご提案した保険を他の代理店

で契約されることも承知の上で、すべてご提案します。他社で契

約した保険もこの管理表に追加することを了承していただき、

この管理表で全ての保険契約内容が分かるようにしておくこと

で、仮に他の代理店から提案を受けた場合にもこちらへ相談が

入るようになるそうです。

　会社の決算前に訪問して、一年に一度の見直しを行うことで

常に最善の状態を保ち、保険管理のサイクルをまわしていくこ

とをお客様に積極的に提案しています。

２－６、バックオフィスの役割
　業務のうち、会社で座ってできることは全てバックオフィスで

担っています。電話や来客対応、見積作成、事故受付、アポ取り

など、ほとんど外出している営業にバックオフィスから指示が出

されます。

　効率よくお客様訪問できるよう容赦のない予定が組まれるた

め、もし営業自身がお客様とのやりとりの経緯で気まずい思いを

してアポ取りも躊躇してしまうようなことがあっても、バックオフィ

スは容赦なく予定を組んでいきます。結果として、訪問しても何も

なくスムーズに商談ができることが多々あるそうです。

２－７、業務分掌
　全ての業務を洗い出して「大項目」「中項目」「小項目」に分類

して一覧表にし、それぞれの業務の責任の所在を明らかにする

ために担当者が決められています。さらに具体的な業務内容・手

順は「業務マニュアル」に落とし込まれており、例えば「中学生が

明日からでもできる」をコンセプトに業務の平準化を図っている

ところです。

　年に一度は業務の棚卸しを行い、責任の所在があいまいにな

っているものの見直しを行っています。

２－８、成績管理
　会社からのノルマはありませんが、個人の目標値はあります。

「成績管理シート」と呼んでいる独自のデータ管理システムに全

てのデータを入力し、このシート一枚で、いつでも、どんな角度か

らでも成績管理・分析ができるようになっています。

　内部監査で契約について問われることも多く、このシートを活

用して対応が可能にしているそうです。

２－９、教育／研修
　営業がお客様を訪問できるようになるためには、まずは会社

案内ができることが第一条件で、その他、損保や生保の試算を

覚えて、商品知識をある程度備えてからお客様を訪問します。

まずは月に20～30件ほどの優良顧客訪問からはじめ、その中で

増収していくことが目標です。

　社員全員へのコンプライアンス研修などは、年間で教育のプ

ログラムを決めており、全員が受講することになっています。
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株式会社三愛　内部監査
３－１、規定／マニュアル
３－２、内部監査
３－３、指摘事項の改善策
３－４、お客様本位の業務運営に関する取組方針
　　　（FD宣言）
３－５、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」の
　　　活動報告（KPI）
３－６、業務管理責任者から一言

　2016年の保険業法改正により、代理店に義務化されること

になった『体制整備』は、自社にとっては「１丁目１番地１号」と

位置づけており、ここが崩れると会社が倒産するかもしれない

との危機感をもって力を入れているそうです。

　ただ、内部監査では100点を取ろうとは考えておらず、監査で

指摘を受けたら足りなかった部分を追加をしていけばよいのだ

と、67点の完成度を目指しています。規定をゆるくし、自社でで

きないことは最初から省いておくことで自社業務に合った規定

を作っています。

３－１、規定／マニュアル
　体制整備にあわせて、大量の規定・マニュアルが誕生。

・コンプライアンスマニュアル

・意向把握および比較推奨販売に関する記録

・社内規定

・完全管理規定

・業務マニュアル

・就業規則

・成功経営計画書

など、こうした文書を作成する際に一番苦労したことは、基準と

なるものをどこかからみつけてきて、それを自社にあわせた内

容にしていくことでした。

　規定は会社にとっての法律と同じなので、会社にあわない規

定を作っても意味がなく、占部氏、望月氏と業務管理責任者の

泉氏の三人でひたすらひたすら読んで、一言一句の意味を確認

しながら作り上げていく作業でした。

３－２、内部監査
　内部監査は３年前から行っており、のぞみ総合法律事務所

の吉田弁護士が年に一度、丸一日たっぷりと時間をかけて監査

を実施。事前に書類の準備を指示され、その種類は１年目では

53種類、２年目は23種類、３年目は31種類の書類を準備。内

部監査当日は、文書をもとに質疑応答を繰り返し行い、その後に

ロープレ。お客様と契約が成立するまでの約１時間のロープレ

で気づいたことの指摘を受けます。

　最近指摘の多い事項は、

・高齢者対応はどのように行っているか

・お客様の声をどう収集して業務に反映させているのか

・募集人の行動で予定と結果をどう管理しているか

などで、提出した文書にもとづき、また２年目以降は前年の指摘

事項への改善について徹底的に細かく追求されていくそうです。

３－３、指摘事項の改善策
　内部監査後、１ヵ月ほどで報告書が到着。指摘を受けた問題

がすぐに解決するものもあれば、解決せずに翌年の監査まで持

ち越す場合もあるそうです。

　お客様の対応履歴は細かくチェックされ、例えば、開始時間は

記録されていても終了時間が記録されていなければ対応履歴と

して不十分であることや、指摘を受けた内容を朝礼で周知したこ

ともその朝礼の記録がなければ周知したとは言えないなど細か

い指摘から、すぐには対応できない大きな課題まで様々な指摘

を受け、それらの改善策を考えて実行しなければなりません。

３－４、お客様本位の業務運営に関する取組方針
　　　　　　　　　　　　　　　　（FD宣言）
　FD宣言は2018年に会社ホームページで公開し、金融庁にも

報告して金融庁ホームページにも記載されています。

３－５、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」
　　　　の活動報告（KPI）
　FD宣言したことに対しては「報告」が必要になります。数値で

出さなければなりません。金融庁は、「報告がなければ宣言の意

味がない」との見解を示しているようで、数値での報告（KPI）が

求められています。宣言⇒報告⇒その内容によって宣言の修正

も必要となり、FD宣言をしたまま放ったらかしにすることはでき

ません。

３－６、業務管理責任者から一言
　体制整備は、内部監査をはじめて３年かかってようやく形に

なってきました。社員の嫌がることもたくさん言わなければなり

ません。

　今後はお客様の声をいかに集めて分析して業務にいかすか

が大きな課題で、いろんな新しい挑戦もしていきたいとのこと。

福岡県代協ベンチマーク研修
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　私が初めて占部社長の話をお聞きしたのは、保険ネットワークセンターの宮宇治

さんの研修でご一緒した時でした。グループセッションの際に三愛さんの業務運営

に衝撃を受けました。

　「業務の平準化」を徹底し、スタッフ皆が同じレベルで業務が行えるように基準を

作成されていることを是非学びたくて自社スタッフを連れて訪問し、さらに詳しく話

を聞かせてもいただきました。けれど分かったことは、三愛さんのやり方をそのまま

マネだけしても意味がないということでした。

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［福岡県代協 教育委員長　仲村 浩一］

第３回ベンチマーク研修を終えて。

■スタッフの雇用形態は？

→全員が社員。その強みとしては業務に強制力があること。

　「～をしてください」でなく、「～をしなさい」と義務づけることができる。

■個人情報の持ち出し管理は？

→管理簿（紙）で管理。満期は一覧でプリントアウトしておき、それ以外は

　手書きで管理簿に記入。

■銀行から借り入れを行っているのはなぜか？

→自社の土地建物であり、建設からすでに20年ほど経っているため実質的な負担はないものの、

　「余裕資金」として借り入れを行っている。無借金経営がよいことは十分に承知しているが、

　もし何か新しいことを始めようとアイデアが浮かんでも「お金がない」を理由に諦めたくはない。

　余裕がなければ新しい発想も生まれにくい、そう考えて現在も銀行借り入れを行っている。

■社員の「仕事のやりがい」をどのように維持しているか？

→自分が行った仕事の結果として、お客様から「ありがとう」と言ってもらえたら、それが自分のガソリンになってきた。

　社員にもそう教育はしている。お客様からたくさんの「ありがとう」をいただくことを目標にしている。

参加者からの質問
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