保

５

報

経営者
向

3
面

新たに「ファイナンシャルプランナー部門」も
保険学ゼミ生賞「お祈りメール保険」
「お祈りメール」合計数で応援金

動機付け
今日から使えるセルフモチベーション術
新しい環境でもやる気を持って取り組むヒント
メンタルトレーナー 原小百合

ＩＴ人材育成
日本生命（３〜４面）
IT 人材研修施設「TREASURE SQUARE」開設
施設の名称「新しい宝が得られる」

調査
生命保険文化センター・消費者教育支援センター
〈高校生の消費生活と生活設計〉調査
欲しいものの情報はネット・ＳＮＳ

4
面

中小企業開拓
開拓するための基礎知識
省エネルギー投資促進支援事業費補助金
行政書士 石井亜由美

募集手法
社会保障の知識が、なぜ、生命保険募集に必要なのか
失業した場合の国民年金保険料の免除
手続きすれば遺族・障害基礎年金も受給

日本生命グループ一体でＩＴ人材育成
グループＩＴ人材育成に向けた構想を実現
構想の実現までのプロセス
保険会社最大規模 IT 人材専用研修インフラ

リスク
相続と贈与問題を考える ９
なぜ、遺産を残そうとするのか
小山浩一

5
面

契約動向
J.D. パワー
コロナ禍の面談動向
〈３月号 掲載記事〉

免除の２分の１は年金額に反映
［社会保障クイズ］
Ｑ 85 からＱ 88 まで４問出題
社会保障アカデミー協会 代表理事 青木隆憲

白地開拓
「必要ムダな活動」が生む白地市場
定時性×必要性×価格
1000 枚ノルマの自己評価

営業情報
デュアル営業時代に磨くセールスリテラシー 13
顧客のライフタイムバリューをアップ
石川浩司

6
面

法人営業
舞台裏のレッスン帳
新しい時代の生命保険法人契約 24
成人病リスク増加で保障バランスを見直す

法人開拓
法人営業のＡＢＣ 322
最大 250 万円支給の「事業復活支援金」③
税理士 池谷和久

法人開拓
法人営業のＡＢＣ 323
最大 250 万円支給の「事業復活支援金」④
税理士 池谷和久

損保情報
ＳＢＩ損害保険
「ＡＩ保険金査定システム」を導入
がん保険の支払い査定を簡便・迅速化

７
面

育 成
私が新人を育て上げます 42
新しい環境でのお手伝いとご提案
育成トレーナー 堀尾未佐子

健康増進
太陽生命クアオルト健康ウォーキングアワード
2021 年 受賞団体決定
優秀賞 岐阜県美濃加茂市など３市に

社会保障
社会保障なんでも相談センター
ねんきん定期便について
特定社会保険労務士 園部喜美春

育成力アップ
［クロスセリングで人材育成］
［セールスはトレーニングがすべて！］
再生の鍵は指導力のアップ

ＦＰ販売
まるっとわかる！ ＦＰサプリ 38
コロナ禍の借入金返済リスクに対応するには
丸山 浩

販売支援
コミュニケーション・ツール
令和２年度『介護給付費等実態統計」から LP
面談に介護シミュレーションを落とし込む

販売確認
ランクアップチェックシート
進学・就職 新生活スタートを応援！
ちょっと知っておきたいアドバイスで信頼

新商品
日本生命
新３大疾病保障保険〈３大疾病 ３充マル〉
３大疾病＋「がん検診に関する保障等」

新商品
住友生命
〈スミセイの認知症保険〉
「見当識障害がある認知症」が対象

新商品
メットライフ生命
一時払終身保険〈ウェルスデザインⅡ〉
介護ニーズ・貯蓄ニーズ・相続ニーズを実現

見込客発掘（8 面）
８・
お客さまをこう見つけこう育てる③ 髙橋成壽
９
営業情報（９面）
面
保険募集のアップデート術③ 井藤健太
新製品
10
富国生命
面 医療保険（有配当 /2022）〈ワイド・プロテクト〉
入院保障は「一時金方式＋日額方式」
11
面

四半期業績
2021 年度第３四半期
ソニー、個人・個年いずれも大幅に伸展
新契約・保有契約 全社集計表

新商品
明治安田生命
〈かんたん告知終身医療保険 〉
給付金は全て一時金タイプ

新商品
朝日生命
経営者向け保険「ツインステージ」
経営者の「死亡と介護」リスクに１商品で

商品改定
メディケア生命
〈新メディフィット A〉等の改定
女性特有の病気・がんによるの非入院の通院保障

12
面

拠点長
６月の活動指針
１年の成功は６月がカギを握っている
新人は三歩主義で経験を積ませる

拠点長
拠点経営のメソッド 93
急がば回れほど遠回りでない
［故事・名言］大いなるかな心也

少短新商品
Ｍｙｓｕｒａｎｃｅ
日旅へ「修学旅行キャンセル保険」提供
［マネジャー心得帖］仕事に厳しく、他に優しく

採用育成
組織長への道
電話より訪問
育成のコツ「一人ひとりの個性活かす」

13
面

販売技術
新セールステクノロジー
ニードを掻き立てる 28
［SALES Q&A］壁に突き当たった職域開拓

販売技術
アプローチテクニック 向上術大全
魅力づくりについて ①
人柄はよい長所と取り柄のある才能による

販売技術
新セールステクノロジー
ニードを掻き立てる 29
［SALES Q&A］内向的性格で不向き？

販売技術
アプローチテクニック 向上術大全
魅力づくりについて ②
顧客へ送るシグナルを自在に使い分ける

14
面

採用・育成
統率力と拠点経営
粘りの対話を重ね伝統的な風土から脱却
［朝礼の話題］育児へ積極的な参加望む父親

採用・育成
実践！営業所経営
営業職員出身だから見えてくるもの
［朝礼の話題］値上げについて

優績への道
優績へのナビゲーション
平凡な習慣の繰り返しが自分らしさ醸成
契約後１年間は月３回訪問

募集活動
生命保険販売の原点を学ぶ
面談はこちらの笑顔から始める
［朝礼の話題］０歳の犬の名前のトップは

15
面

ニュース
メットライフ生命
チャット・Ｗｅｂ申込機能で利便性が向上
商品付帯サービスの オンライン機能を追加

ニュース
明治安田生命
「人生 100 年時代」の顧客の QOL 向上を支える
「MY ほけんアプリ」睡眠サポート機能が登場

ニュース
損保ジャパン・Mysurance
「コロナあんしん旅行保険」
コロナ禍における国内旅行時の不安サポート

ニュース
第一・みずほ FG・損保ジャパン・明治安田
新一年生 110 万人に「黄色いワッペン」を贈呈
累計贈呈枚数は約 6978 万枚

16
面

業界動向
第一生命
第 33 回「大人になったらなりたいもの
「会社員になって科学技術・ものづくり」

業界動向
アクサ生命
東日本大震災復興支援継続を決定
2011 年からの支援総額６億円超

業界動向
明治安田生命
営業職員名称「MY リンクコーディネーター」に
2023 年度新卒採用計画 750 人を採用

業界動向
太陽生命・島津製作所・MCBI
「MCI スクリーニング検査プラス」提供開始
ＭＣＩのリスクをより高精度に判定

最も多かったものの、次い

営職 「販売改革元年」と位置付け高度化推進
デジタル推進と営業職員制度の進化
業績重視の現場執行の見直し
現場と本部のコミュニケーション強化

バックナンバーもう一度チェック

「基本項目」全て達成代理店を協会ＨＰで公表
評価基準は４つのカテゴリー
「基本項目（150）」「応用項目（60）」

見 逃した記 事
確 認したい情 報

大項目別では「新契約関係」が最多
主な苦情の１位は「説明不十分」
「無理契約」「無断契約」による苦情も…

％）が

少短協会
少額短期保険協会（２〜３面）
第８回「ミニ保険の日」記念イベント大賞に
「ヤングケアラーサポート保険」

などを含む）」
（

2
面

業界動向
日本生命（１〜２面）
2022 年度経営戦略説明会
営業職員チャネル 生産性回復は道半ば

テーマ ：「経営者の労働実態」

多く、経 営 者は「 事 務 作

業界動向
生命保険協会（１〜２面）
2021 年度第 3 四半期ボイス・リポート
苦情件数 前年同期より減少も２Q より増加

％

業界動向
チューリッヒ生命
「定期保険プラチナ」開発背景
「自分の葬儀費用の準備」に目的を絞る

〈４月号 掲載記事〉

日の休暇 」を取 得してい

業」にも一定の時間を費や

3052 号

21

で「事務作業（人事・経理

るものの「１日の平均労働

している。

30

1
面

業界動向
生命保険協会（１〜２面）
「業務品質調査」結果は消費者に公表
消費者に誤解を与えないよう注意

大同生命
サーベイ
コロナ禍前と比べ３割が労働時間変化

が 、コロナ 禍で 前 と比べ

時間」が長いほど、休暇日

中小企業経営者の

「経営者の総労働時間が

また、従業員規模が大

きいほど 、経 営 者 が「 経

数が少なくなっている。

コロナ禍前と比べ、経営

営管理」に従事する時間

大同 生命

が２月に実施した「 大同

者の総労働時間はどのよ

の割合が多くなっており

─

生命サーベイ」の「経営者

うに変化したのか。
「経営

「経営管理」に注力できて

４月 22 日

変わった」

の労働実態」調査で明ら

者の総労働時間が変わっ

かになった。

いることが分かった。

コロナ禍前に比べ「総労

働 時間 が長くなった」と

た」と回答した企業は全

％で「短くなった」

％、
「長くなった」が

30

調 査 対 象は全国の企

体の

が

3052 号

業 経 営 者８２１９社（ う

ち約６割が同社の契約企

22

回答した経営者は、他の

回答と比べて「商品・サー

８％だった。

業 種 別では「 宿 泊・飲

ビスの 企 画・開 発 」「 商

53

業）で、同社の営業職員が

訪問またはＺｏｏｍ面談に

％

品・サービスの製造」に従

食サービス業」では

が「短くなった」と回答し

４月 15 日

より実施した。

■ ■

事している時間の割合が

3051 号

ており、あらためてコロナ

と回答し、最も削 減した

52

同 調 査によると、経 営

多く、次いで「緊急事態宣

い業 務は「 事 務 作 業（ 人

４月８日

したため」が

言等で出勤抑制や勤務時

％と最も多くなった。

29

事・経 理 な ど 含 む ）」が

％だった。

36

37

高 くなっており 、経 営 者

11

間を短縮する必要があっ

たため」が

「総労働時間が長く

3050 号

7

19

「長くなった」理由では

なった」と回 答した経 営

％に

「（ 従 業 員に任 せられな

たい」との回答が

なった。

「 事 務 作 業（ 人 事・経

38

者は「事務作業を削減し

％

44

い）経営者自身が行う業

務が増えたため」が

％）と

４月１日

と最も多く、次いで「人手

不 足のため 」（

理な ど含 む ）」の削 減に

必要な対 応では「ＩＴ化

42

19

16

禍の影響が大きいことが

22

なった。

事務作業の削減を

％）が最も多く、次い

％）と

等による業務の効率化」

（

で「人材育成」
（

なった。

経営者はどんな業務に

時間を割いているのか。１

％と

日の業務内訳を見てみる

と「経営管理」が

27

30

19

8

動

者の「１日の平 均労働時

長くなった

21

（％）

16

がコロナ禍を乗り切るた

総労働時間が変わった

37

22

分かった。

が最も多く、経営者の年

（ 短 く なった・長 く なっ

そうした中 、最も削 減

変わらない

20

％）

齢 が若いほど「１日の平

た）理由を尋ねると「短く

したい業務と必要な対応

34

間」は「８時間」（

均労働時間」が長い。

なった」理由では「売り上

として、全体の約６割 が

短くなった

めに様々な工夫をしてい

一方で、経営者の約８割

げが低下（ 事 業 が縮 小 ）

「削減したい業務がある」

■商品・サービスの製造（建築・運送等含む）■商品・サービスの企画・開発

るものと思われる。

以 上が「１週 間に１〜２

％と最も

■経営管理■事務作業（人事・経理等含む）■商品・サービスの販売（営業・接客等含む）

25

情

2022 年５月６日 第 3054 号

〈コロナ禍前との経営者の総労働時間〉
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険

