黒木勉代表取締役に聞く

いと同じベクトルで仕事
ができないと考えてお

た。
――セキュリティー体

プレーイング動画をイン

トラネットにアップする

向性について直接説明し

に対する思いや事業の方

者全員に会い、経営理念

テムは全て、セキュリテ

おり、自社開発したシス

ー体制の構築を目指して

会社並みのセキュリティ

黒木 当社は大手保険

Ｐが自主的に講習会など

文化があり、各拠点でＦ

ルや成功事例を教え合う

た、ＦＰ同士で営業スキ

る体制を整えている。ま

っており、数字ありきの

はついてくるものだと思

事業展開ができれば数字

るが、経営理念に沿った

など、いつでも勉強でき

てきた。手間や時間、コ

を行っている。 年度に

制については。

ストがかかるため効率的

ィーレベルの高いＡＷＳ

り、一昨年まで入社希望

が多く、長続きしない業
ではないが、この取り組

本年度中にはＩＳＭＳ

ス）上で運用している。

（アマゾンウェブサービ

が、決勝大会に出場した

ーイング大会を開いた

全ＦＰ対象のロールプレ

い。

事業展開は考えていな

みの効果もあり、 年６
４１４人と順調に増えて

月末時点でＦＰ社員が１

（情報セキュリティーマ

く、非常に有意義な大会

案スキルのレベルが高

ＦＰはトークスキルや提

提案する重要性が増して

が多発しており、損保を

――現状の課題は。

の一生涯を保障で守り続

ネジメントシステム）認

わせてスピーディーに開

開発は、当社の目的に合

線）とＭＤＭ（モバイル

月 に Ｖ Ｐ Ｎ（ 仮 想 専 用

を推進する観点から、７

――新たな中期経営計

回大会も予定している。

進めてきたが、 年度か

近年は自然災害
証も取得する方針だ。ま

向き合える環境を整える

ら損保改革に取り組んで

おり、自動車保険と火災

保険については実績が上

がりつつあることから、

年 月末時点

の当社の保有契約件数は

今後もより一層注力して

間の顧客増加数は約５万

客様の大切な人生を保険

余裕が持てるように事業

が精神的にも経済的にも

の第一歩だ。当社は社員

アが

人在籍している。

を行うシステムエンジニ

社にはシステム開発だけ

ットだと考えており、当

した。これにより、ＰＣ

ｉＰｈｏｎｅを無償貸与

とともに、全ＦＰ社員に

（運用開始は８月）する

新たな中期経営計画では

必要がある。そのため、

規模にまで拡大していく

ると、ＦＰを２０００人

も増加することを踏まえ

万件となっている。今後

この取り組みは定期的に

は大きな投資がいるが、

沿った新たな取り組みに

じている。顧客ニーズに

システム構築も必要と感

ニーズを吸い取るための

フサイクルの変化とその

で守り続ける」と経営理

の方向性を示している。

人、新規契約件数は約

いく。また、顧客のライ

約 万７０００件で、年

黒木

黒木

――システムの自社開

いる。

発に注力しているようだ

転職を考えていたりする

いる。当社は生保中心で

ようでは難しい。顧客と

になった。 年には第２

が。

た、顧客本位の業務運営

接するＦＰが生き生きと

が生活に困っていたり、

けるためには、ＦＰ自身

の中で、顧客とその家族

界だといわれている。そ

「本来あるべき保険業」を追求
無料保険相談予約サイト「保険のビュッフェ」を運営する保険代
理店の㈱ＦＰパートナーは、本年度から新たな中期経営計画をスタ
ートさせた。同計画の中では、人材採用や募集品質・営業社員（以
下ＦＰ）のスキル向上に注力する方針で、それらの取り組みを通じ
て、 経 営 理 念 に 掲 げ る「 本 来 あ る べ き 保 険 業 」 を 追 求 す る と と も

――

都道府県全てに

に、顧客本位の業務運営に取り組むという。同社の強みや今後の事

年に独立して乗合代理店

業展開などについて黒木勉代表取締役に聞いた。
――保険代理店を設立

こ と が 重 要 で、 こ れ が

システムの自社

黒木 当社は「『本来

黒木

あるべき保険業』を追求

働き、しっかりと顧客に

代理店制度を組織して、

デバイス管理）を導入

画について。

全国展開を図りながら事

発、改善できる点がメリ

私は大学を卒業

「本来あるべき保険業」

黒木
後、信用金庫勤務を経て
し、本気で取り組み、お

年

年に

ようやく 都道府県全て
に拠点を構えることがで

念に掲げている。保険商

人材採用、募集品質・スキル向上図る

新たな中期経営計画がスタート

業を拡大してきたが、時

た。営業コンサルタント

多くの顧客と接する中

点（ 年 ７月時点）と ４

きた。現在は全国に

店舗の来店型保険ショッ

11

品を販売することだけが

10

として約６年間従事し、

で、「本来あるべき保険

ンマにぶつかり、それを
プを展開している。

拠

業とは何か」というジレ

追求するため、２００５

18

険業の姿」だと考えてい

係こそ「本来あるべき保

人生の時間を共有する関

り、安心に満ちた豊かな

家族の一生涯を保障で守

募集担当者が顧客とその

保険営業の姿ではなく、

持ちを持ち顧客対応に役

けることで、ぶれない気

いを自分の言葉で伝え続

営理念や顧客に対する思

当初から続けている。経

施しており、これは設立

の朝礼を１時間かけて実

また、毎週、全ＦＰ参加

顧客が無料保険相談予約

グシステムに関しては、

どがある。自動マッチン

タを分析するシステムな

データといった各種デー

テム、顧客データや契約

システム、業務管理シス

を自動でマッチングする

ムとしては、顧客とＦＰ

自社開発した主なシステ

いるＦＰが３０４人いる

ＭＤＲＴ基準を達成して

Ｐの人材育成だ。現在、

黒木 当社の強みはＦ

格段に向上した。

セキュリティーレベルが

除ができるようになり、

には遠隔操作での情報削

は、万が一の紛失時など

を含めた業務用デバイス

げたい。引き続き人材育

３倍の６００人に引き上

成しているが、できれば

２００人がその基準を達

げている。現時点では約

年換算保険料１億円を掲

て４００世帯、保有契約

Ｐ一人当たりの基準とし

険業を実践するため、Ｆ

た、創業以来、本来の保

人材採用に注力する。ま

の好きな言葉に「高位平

まだ到達していない。私

を実践できるレベルには

「本来あるべき保険業」

も 多 く、 全 Ｆ Ｐ 社 員 が

しつつあるものの、新人

の方向性については浸透

考えている。

やっていく価値があると

が、その ％以上が当社

上を図っていく。収入保

めに募集品質・スキル向

成に取り組み、顧客のた

ＤＲＴ基準を掲げ、それ

が、高いレベルとしてＭ

準」という言葉がある

経営理念や事業

に入社してから基準を達

黒木

――今後の抱負を。

る。そのためには全国ど

立ててもらいたいと思っ

サイトを通じて相談依頼
――人材採用はこだわ

を申し込むと、全国から

成している。ＣＯＴ達成

――貴社の強みは。
こでもすぐに顧客の元に

ている。

って取り組んでいると聞

対応可能なＦＰを約０・
黒木 人材採用におい

とが可能になり、大幅な

３秒でマッチングするこ
ては、当社の経営理念に

業務効率化につながっ

いたが。

賛同してもらえる人でな

者も 人在籍しており、

険料ベースでは年１２０

取り組んでいく。

を平準化していけるよう
業績の高いＦＰのロール

％の成長を目標にしてい

80

要で、 都道府県全てに
拠点を構えた。
――「本来あるべき保

保険業界は離職

険業」の実践に重要なこ
とは。
黒木
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85
黒木代表取締役

54

駆け付けられる体制が必

12

47

に１社に集約し、

１９９９年に大手外資系

拠点を構える理由は。

18

代の変化に合わせて

を設立した。その後は総

19

生命保険会社に入社し

20

ＦＰパートナー

した背景・経緯は。

47
47

19
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