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点鐘・開会宣言・歌唱 第１５例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第２９回 ２月２０日(木) 】
＊卓話者紹介

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 茅根正之委員長
曽我直樹さんは昭和54年5月23日生まれ､平成14年に

三井生命保険株式会社入社､長崎支社､ｺｰﾙｾﾝﾀｰ､大泉､函
館を経て現在は溝の口営業部営業部長をされています｡
契約担当件数約12,000件､社内の営業部規模では9段階
中2番目の特急ｸﾗｽ､趣味は競馬と旅行､旅行では去年ﾀﾝｻﾞ
ﾆｱのｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ登頂とｷｭｰﾊﾞに行き､今迄約20ｶ国を訪れた
とのこと｡うらやましい身分です｡

＊会員卓話｢生命保険のｱﾌﾀ-ﾌｫﾛｰについて｣
曽我直樹会員

私は現在独身､三井生命という良い会社のおかげで海
外旅行などと好き勝手な生活をしています｡先輩会員で
ある志村さんによると自分を大きく見せた方が良いとの
事ですので､このｱﾄﾞﾊﾞｲｽに従い当溝の口営業部を説明す
ると営業成績は絶好調であり､近隣の皆様のお陰である
と感謝しております。 さて本題に入りますと､
生命保険会社におけるｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ体制について
1.従来の考え方

お客様

＊2/20 鈴木敬一様(川崎西RC)

祝慶事

≪会員誕生日≫田中薫幹事 2/3 伊藤壽一会員 2/16
≪入会記念日≫石川演慶会員 Ｈ5.2.18

報告

＊R財団委員会 佐藤哲夫委員長
次週よりR財団ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018 の2013-14年度寄附金
5千円/一人を集めます｡よろしくお願い致します｡
＊雑誌広報委員会 森山圭介委員長
Rの友3月号ﾛｰﾀﾘｰｱｯﾄﾜｰｸP31に川崎高津南RC創立20周
年記念事業の一環として被災地に児童図書やﾃﾚﾋﾞな

1.従来の考え方
加入前:GNP営業いわゆる義理・人情・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
加入後:残念ながらｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰが満足であるとは言えない
状況であった｡それでも業界としては成り立っていた。
〈問題提起〉
ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰの"ｱﾌﾀｰ"とはどの部分のｱﾌﾀｰなのか。
生命保険会社の考えでは生命保険契約申込みの“ｱﾌﾀｰ"
であった｡お客さま目線で考えると保険加入の目的は保
険金･給付金の支払いであり､申込みが目的ではない。
本来的には保険契約後から病気や死亡等(保険事故)まで
の間はﾋﾞﾌｫｱﾌｫﾛｰ､病気や死亡後がｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰでは??
〈考え方の変遷>
1990年代
保険契約========病気=====治療=======給付金支払い==
⇒ﾋﾞﾌｫｱﾌｫﾛｰ ⇒ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ

2000年代
保険契約========病気=====治療=======給付金支払い==

⇒ﾋﾞﾌｫｱﾌｫﾛｰ ⇒ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ
2010年代
保険契約========病気=====治療=======給付金支払い==
⇒ﾋﾞﾌｫｱﾌｫﾛｰ ⇒ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ

2.転機
①外資系生保の進出
大手国内生保は保障が手厚いが、保険料も高い。
外資系生保は保障は国内生保と比較し手薄い面があるが
保険料は安い。例)1回の支払い限度入院日数は外資系生
保30日､国内生保は120日が主流だった｡生命保険の保険
料は金融庁からの認可を得た上で決めることができるの
で赤字覚悟の保険料設定はできないが､同じ保障ならば
多くの場合外資系の方が割安｡戦略的に可能な限り最も
安い保険料設定をすることによって消費者に外資系=安
いというｲﾒｰｼﾞを持ってもらうことに成功。
⇒国内生保は営業職員によるｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰを強化することに
より高付加値商品の販売を続ける戦略をとり続けたいと
考えている｡しかし消費者は高い保険料に見合ったｻｰﾋﾞｽ
が受けられていないと考え、外資系生保に流れている。
②不払い問題
2005年2月20日M・Y社による死亡保険金不払い問題が発
覚し社会問題となる｡いわゆる不払い問題として一括り
にされるが､3つの問題の複合問題である。

年記念事業の一環として被災地に児童図書やﾃﾚﾋﾞな
どを寄贈した記事が掲載されています｡



【第３０回２月２７日(木)】
夜間例会 クラブフォーラム

本日の｢ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ｣のﾃｰﾏは特に設けず､3ｸﾞﾙｰﾌﾟに分か
れて雑談例会を行いました｡話題は広く､個人的なこと､
気候(雪害等)､旅行､政治経済など普段なかなかゆっくり
話す機会がないので､思ったことを自由に話し合うこと
が出来ました｡あっという間に過ぎた一時間でした｡

(1)不適切な理由による保険金不払い
告知内容事項の不備等を理由による詐欺無効を主張し契
約を解除する案件がM・Y生命で多数あった。
保険金受取人からの金融庁･消費者ｾﾝﾀｰへの申し出が発
覚の端緒｡(自浄作用すら働かなかった)保険は目に見え
ない商品なのでわかりづらいが､自動車であればｴﾝｼﾞﾝが
ない､住宅であれば屋根がないといった重大な欠陥があ
ったようなものであり､保険会社の存在意義を否定する
ような問題である。
(2)請求書類提出後の支払い査定ﾐｽによる支払い漏れ
被保険者から完備された給付金の支払い書類をお預かり
はしているが､保険会社の査定ﾐｽにより全額もしくは一
部の特約の給付金支払いがなされていなかったことが判
明した。
(3)支払い勧奨漏れ
従来から保険会社は請求主義でとっており､保険金･給付
金は請求権者からの支払い請求があって初めて案内する
という考え方であったことは大変残念ながら否めない。
お客さまのﾆｰｽﾞを考えると保険会社として支払いになる
可能性が予見できるものは当然支払い勧奨すべきであり
予見できないとしても能動的にお客さまの情報を収集し
支払い勧奨をすることが望まれている。
しかし生命保険会仕はお客さまのﾆｰｽﾞの変化に対応でき
ていなかったと言わざるを得ない。
⇒大手国内生保は2000年代からはお客さまからの申し出
がなくても能動的に支払いできる体制を目指すことによ
って外資系生保との差別化をはかる戦略をとっている。
3.これからのｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰについて
保険は保険事故(死亡・病気等)という不幸な出来事がお
きた後に活用するものである｡それはこれからも変わら
ないがｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰの考え方を変える必要がある。
①治療に対するｱﾄﾞﾊﾞｲｽについて
今までは入院･手術をした事実に対し給付金をお支払い
するだけであった｡保険会社としても給付金を支払うだ
けでなく質の高い治療を受けていただき､早く退院して
長生きしてもらった方がよい｡これからは治療に対し積
極的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをする必要があるが､生命保険会社にその
ようなﾉｳﾊｳはないのが現状である。
⇒外部委託を行う等の手を打つ会社が出てきている。
②三井生命の取組みについて～Tpec社との提携・ｾｶﾝﾄﾞ
ｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽの導入～
(1)ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝが必要な時代へ
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2月20日 30 29 21 8 72% 6 0 79%

2月27日 30 29 21 8 72% 12 0 59%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

2/20 14 14,000 397,000 360,000 110%

2/27 14 14,000 411,000 360,000 114%

2/20 14 14,000 370,000 600,000 62%

2/27 14 14,000 384,000 600,000 64%

2/20 15 17,000 602,500 1,200,000 50%

2/27 13 16,000 618,500 1,200,000 52%

2/20 14 14,000 397,000 600,000 66%

2/27 14 14,000 411,000 600,000 69%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：石川演慶 三富末雄

(R財団目標額：会員数×120㌦×100円 米山目標額：会員数×2万円)

*2/20(会員敬称略･順不同)
鈴木敬一様(川崎西RC)川崎西RCの鈴木です｡よろしくお
願い致します｡
鈴木良一 曽我会員､本日は卓話宜しくお願い致します｡
三家 護 1月既に行ってしまった｡2月すぐ逃げて行く｡
3月もすぐ去ります｡心して毎日を送りたいと思います｡
*2/27
鈴木良一 本日は自由活発なご意見をお願いします｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

(1)ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝが必要な時代へ
治療方法の種類も増え医療の専門化が進展している。
抗がん剤治療の専門家が放射線治療の専門家とは限らな
い｡患者にとって抗がん剤治療がﾍﾞｽﾄなのか放射線治療
がﾍﾞｽﾄかわからない｡暖簾をくぐったところで治療方針
が決まる｡でもどの暖簾をくぐるべきなのかわからない
医療の進歩により一人の医師でﾍﾞｽﾄの治療方法を選択す
ることが困難な時代へ｡主治医の誤診を防ぎ､他の治療方
法を取ることができないか主治医以外の名医に確認し､
自分で納得のいく治療を受けたい!!自分の大事な身体な
のだから
2)自分でｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝを探す場合
・知人に聞く⇒当ｸﾗﾌﾞは特別ですが､一般論としては紹
介できる知人は多くの場合いない
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで調べる⇒信懸性に乏しいﾌﾟﾛｸﾞ等の情報を信
じて自分の身体を任せていいのか。
仮に名医を見つけることができたとしても､名医といわ
れる医師は多忙であり治療の予約は困難。
(3)T-PEC社のｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽ
ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙに電話をし、総合相談医によ
る面談でのｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝが受けられる。さらに総合相談
医の判断により1より高度な専門性が求められる場合は
最適な専門医を紹介する。
通常のｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽでは紹介･案内のみであるが、
TPEC社のｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝｻｰﾋﾞｽではｱﾎﾟｲﾝﾄの設置まで行って
くれるのでより安心である。
(4)T・PEC社のｻｰﾋﾞｽを利用するには
入会金:5万円､月額1万円の利用料を支払う。
三井生命ならば、年額65万円以上もしくは60歳以上の方
であれば一時払い終身保険で保険料約1300万円の保険に
加入していただくと無料付帯ｻｰﾋﾞｽとなる。
現在はお得意様だけのｻｰﾋﾞｽとなっているが､今後は順次
ｻｰﾋﾞｽ対象を拡大していく意向。
4.結び
生命保険会社は被保険者が困難な状況となった場合に備
えて毎月多額の保険料をお支払いいただいております。
保険会社として困難な状況を少しでも解決していくこと
が必要ですが､保険金･給付金のお支払いにとどまらず、
治療方法のｱﾄﾞﾊﾞｲｽができる等に変革していく必要があ
り､現在は過渡期であると思います｡

今後もｻｰﾋﾞｽの拡大を行い､保険をより大切な社会ｲﾝﾌﾗ
にしていきたいと考えております。


