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平成２８年度事業報告書 

 

当協会は、昭和 35年 8月 22日に郵政大臣の許可を得て、民法上の公益法人である財団法人

として設立され、半世紀余りにわたって簡易保険事業の普及発達に寄与してきました。 

平成 25 年 4 月 1 日からは、簡易保険事業の民営化、公益法人制度改革法の施行等の環境変

化に対応して、一般財団法人へ移行するとともに、災害見舞事業を認可特定保険業として継承

し、旧財団法人からの継続事業であるラジオ体操・みんなの体操（以下「ラジオ体操等」とい

う。）普及推進等の公益事業とともに運営しています。 

平成 28 年度も、引き続き、簡易保険・かんぽ生命保険加入者と地域市民の福祉増進及び自

助・共助の精神の普及を図り、もって安心社会の実現に寄与していくため、以下のとおり、簡

易保険・かんぽ生命保険加入者のための簡便で低廉な相互救済サービスの災害見舞事業及びラ

ジオ体操等普及推進等の公益事業を実施しました。 

 

 

第１ 事業の現況 

Ⅰ 公益事業 

 「ラジオ体操等の普及推進」及び「生命保険及び損害保険に関する調査研究並びに研究助

成」の公益事業を、公益目的支出計画に基づき、以下のとおり実施しました。 

１ ラジオ体操等の普及推進 

(1) 健康で明るいまちづくり支援 

健康で明るいまちづくりを推進する全国 52 の自治体が開催する「ラジオ体操等講習

会」に講師を派遣しました。 

実施自治体：札幌市東区、北見市、滝川市、別海町、青森市、平内町、盛岡市、 

 登米市、柴田町、三種町、新庄市、天童市、河北町、栃木県(教委）、 

 高崎市、太田市、川越市、草加市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、 

 越生町、滑川町、館山市、松戸市、習志野市、君津市、相模原市、 

 横須賀市、妙高市、阿賀野市、珠洲市、長泉町、松阪市、大台町、 

 竜王町、泉佐野市、赤穂市、丹波市、朝来市、太子町、河合町、倉敷市、 

 新見市、吉備中央町、北広島町、高松市、坂出市、西条市、筑後市、 

大分市、南さつま市 

また、地域のラジオ体操会の活動支援等のため、ラジオ体操スタンプカード、ラジオ

体操勧奨のぼり、冊子「絵で覚えるラジオ体操・みんなの体操」、一筆箋、タオルなど

のラジオ体操等普及推進物品の配布を行いました。 
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(2) ラジオ体操等指導者の育成 

ラジオ体操等の指導者を育成するための講習会に講師を派遣しました。 

ア 公益社団法人全国子ども会連合会と連携し、子ども会指導者等を対象としたラジオ

体操等指導者講習会（全国 3会場）に派遣しました。 

実施会場：千歳市、宇都宮市、揖斐川町 

イ  小学校教員等を対象とした指導者講習会（全国 13会場）に派遣しました。 

実施会場：旭川市、北見市、別海町、登米市、鶴ヶ島市、三郷市、鴨川市、  

習志野市、墨田区、御殿場市、竜王町、岡山県、鹿児島市 

(3) 高齢者の健康増進 

高齢者の健康増進等に資するため、高齢者福祉施設におけるラジオ体操・みんなの体

操実演会（全国 15会場）に講師を派遣しました。 

実施会場：別海町、南相馬市、佐久市、佐久穂町、金沢市、あわら市、名古屋市、 

彦根市、安芸太田町、庄原市、熊本市（2 会場）、大分市（2 会場）、 

八重瀬町 

(4) ラジオ体操等の普及推進に資する調査研究 

   ラジオ体操等に関する調査研究として、今後の普及推進活動の一助とするため、「健康

体操としてのラジオ体操の特徴に関する調査研究」を実施し、報告書を取りまとめまし

た。 

(5) ラジオ体操の効果等に係る周知活動の強化 

  当協会の委託調査研究により実証された「ラジオ体操の効果」のリーフレットを作成

し、講習会参加者等に配布しました。 

  また、「ラジオ体操の効果を考える講演会」を 4月 26日と 10月 13日の 2回、東京都

江東区の深川江戸資料館小劇場で開催しました。 

   (6) 公益財団法人通信文化協会に対する助成 

公益財団法人通信文化協会が運営する郵政博物館が展示等を活用して行うラジオ体

操等普及活動を支援するため、同協会に 1,000万円の助成を行いました。 

    (7) 非営利特定活動法人全国ラジオ体操連盟に対する助成 

     非営利特定活動法人全国ラジオ体操連盟が実施している公認指導者資格認定試験等

のラジオ体操普及推進活動を支援するため、同連盟に 2,500万円の助成を行いました。 

    (8) 他の組織との連携 

株式会社かんぽ生命保険、日本放送協会及び非営利特定活動法人全国ラジオ体操連盟

共催による 1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭（松山市）を後援しました。 
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２ 生命保険及び損害保険に関する調査研究並びに研究助成 

(1) 生命保険及び損害保険に関する諸問題等の調査研究 

平成 28年度は「保険事業等の社会貢献活動等とその効果的な訴求方法に関する調査研

究」をテーマとして行い、報告書を取りまとめました。 

(2) 調査研究助成 

生命保険に関わる諸問題についての調査研究への助成を行っている公益財団法人かん

ぽ財団に対して 400万円の助成を行いました。 

 

 

Ⅱ 災害見舞事業 

１ 中期経営計画の推進 

   中期経営計画『災害見舞事業の成長戦略～3か年計画(2014-2016)～』に基づき、商品・

サービスの改善、営業推進体制の充実等の各種施策を展開し、4つの推進指標の達成に向

けて取り組みました。 

   平成 28年度末の計画に対する進捗状況は、次のとおりです。 

指 標 平成 28年度末の計画 評 価 状    況 

１ 掛金収入 107.7億円以上 ○ 
111.2億円 

（計画に対して 103.2%の推進） 

２ 災害見舞 

加入件数 
125.0万件以上 △ 

112.7万件 

（計画に対して 90.2%の推進） 

３ 事業費率 65.0%以下 ○ 59.4% 

４ 自払率 90.0%以上 ○ 91.9% 

                             

２ 営業推進態勢の強化 

(1) 制度改正を踏まえた営業の推進 

平成 28年度は、平成 27年 10月の制度改正を大きなステップとして、お客さまの更な

る補償の充実・利便性向上を踏まえた営業を推進するとともに、代理店が活動しやすい

環境の整備を進めました。 

また、郵便局ロビーを活用した営業活動と郵便局周辺への軒並み訪問を強化したこと

と併せて、各地方本部において新規契約の増募に取り組んだこと及び増口勧奨活動を持

続したことが掛金収入の増加につながりました。 
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 (2) 各種目標と営業活動 

   ア 各種目標に対する推進状況 

① 経営目標   107億 7,400万円 

       実績   111億 2,748万円（推進率 103.2%） 

②  継続目標    99億 5,400万円 

       実績   101億 4,794万円（推進率 101.9%） 

③  新規目標    5億 8,000万円 

       実績    6億 1,843万円（推進率 106.6%） 

④  増口目標    2億 4,000万円 

       実績    3億 6,111万円（推進率 150.4%） 

⑤  自払率   90%以上 

       実績     91.9% 

⑥  継続率   94%以上 

       実績    94.9% 

  イ 営業推進に向けた訪問活動の徹底 

①  代理店及び参与が元加入者データ等を活用してのお知らせ訪問を行うとともに、 

地域ごとに勧奨活動を行う等して、新規顧客の加入促進を図りました。 

② 見舞契約継続者に対する訪問活動及び増口勧奨活動の推進管理を徹底し、増口勧

奨・継続勧奨を行うとともに、契約口数の適正化を図りました。 

(3) 代理店長のマネジメント力及び参与の営業力向上に向けた取組み 

   ア 代理店長のマネジメント力向上研修の実施 

代理店長のマネジメント力の向上を図るとともに、広くお客さまから信頼され、よ

り一層の営業推進が図られるよう、地方本部において新任代理店長を対象に研修を実

施しました。 

   イ 参与の営業力・業務知識向上研修の実施 

参与は、お客さまと直接接して勧奨活動等を行う協会の顔であり、お客さまの協会

や事業に対する信頼を左右する重要な仕事を委託しています。 

災害見舞をご利用いただけるお客さまの満足度向上を図り、事業に対する信頼度を

高めるためには、参与の営業力や商品知識及び接遇の向上を図るとともに、モチベー

ションの向上を図る必要があることから、そのための研修を実施しました。 

①  新規参与採用時研修 

地方本部及び所属代理店において、新たに業務を委託する参与に研修を実施しまし

た。 
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②  レベルアップ研修 

地方本部において、特別参与や一般参与のレベルアップ研修を実施しました。 

③  優秀参与（代理店長を含む。）報労研修 

平成 28年 9月 12日～14日に東京コース、同年 9月 19日～21日に博多・由布院コ

ース別の研修を実施しました。 

  (4) 営業ツール等の刷新 

ア 参与の営業実践に役立つ「成功のみちしるべ」（営業マニュアル）を 4 年振りに刷

新しました。 

イ 参与の必需品である「勧誘方針」を分かり易く刷新しました。 

 

３ 業務の適切性確保のための態勢整備 

災害見舞業務の適切性確保のため、マニュアルの全面改定を行うとともに、導入から 3

年目を迎える nextOne を基盤として業務運行管理及び業務品質管理の二面から、態勢の

整備・強化に取り組みました。 

(1) 業務品質の更なる向上・均質化への取組み 

全店舗均質化を伴う業務品質の向上を図る取組みの中で、業務処理状況を前年度に引

き続き経営会議に報告するとともに、代理店に対しても改善状況の共有を行いました。   

また、業務遂行力の向上のために、各地方本部において代理店事務主任研修等を実施

するとともに、取扱いのポイントを解説した「業務ニュース」を発行し、取扱者のレベ

ルアップを図りました。 

 (2) 代理店長の業務指導力の更なる向上 

代理店長の適時・適切な業務指導力の向上を図るため、引き続き災害見舞約款及び業

務取扱手続に関する業務知識・実務能力の習得・向上を目的とする代理店長研修を、各

地方本部主催で概ね四半期ごとに開催しました。 

(3) モニタリングの実施 

業務品質及び業務運行の適切性を確保し、事故を防止する観点から、全代理店に対す

るモニタリング（うち、オンサイト・モニタリングは 34店）を実施しました。 

 監査の指摘事項等に対しては実態を把握した上でその原因を究明し、問題の改善と再

発防止に向けた指導を行いました。 

  (4) マニュアルの全面改定 

    意向確認の実施による災害見舞業務の業務品質の向上と取扱手続・書式の簡明化を目

的として、全種類の申込書等を改訂することを主眼とした「取扱手続」の全面改定を行

い、その名称を「災害見舞業務取扱マニュアル」とし、平成 28年 12月に作成しました。 

     その内容の容易な理解と実践に役立つよう、全国的に研修を行いました。 
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  (5) 熊本地震への対応 

    熊本地震への対応として、見舞契約の受理の制限を平成 28年 4月 18日から 5月 18日

まで、掛金の払込猶予を同年 4月 18日から 10月 31日まで実施しました。 

 

 ４ 支払管理態勢の充実 

   支払審査能力及び実地調査能力の向上を図るため、次のとおり取り組みました。 

(1) 新任の支払課長・支払調査役等を対象に、平成 28年 4月 7日～8日に集合研修を実施

しました。 

(2) 支払事案に対する定期的な検証を行うため、年 1回全地方本部にオンサイト・モニタ

リングを実施しました。このモニタリング時に併せて実地調査能力・審査実務能力の向

上研修を実施しました。 

(3) 支払担当者の審査スキル向上に向けて、平成 29 年 3 月 9 日～10 日に集合研修を実施

しました。 

(4) 罹災の受付から見舞金支払いに至るまでの進捗管理を行い、支払事務処理の迅速化を

図っています。 

なお、平成 28 年度の見舞金支払状況は、次のとおりで、件数・金額とも前年度に比

べ大きく増加しました。これは、主に平成 28 年 4 月に発生した熊本地震に伴う支払い

（件数 9,658件、金額 30億 9,300万円）によるものです。 

    【見舞金支払額等】      18,922件   56億 3,339万円 

（前年度   12,974件  31億 5,440万円） 

    （内訳） 

     火 災             422件  14億 1,732万円 

     災 害(火災以外)      17,138件  39億 7,258万円 

     弔慰金                    517件   2億 1,585万円 

     特定疾患           845件     2,765万円 

 

５ お客さま対応の充実強化 

  (1) 「お客さまの声」の活用 

「お客さまの声」は、業務品質・サービス向上の重要なヒントであると認識し、迅速・

適切に対応するとともに、それに基づく不断の改善に取り組みました。 

ア 「お客さまサービス検討会」（代理店）、「お客さまサービス推進会議」（地方本部）

及び「お客さまサービス向上会議」（協会本部）を毎月定例開催し、その結果をお客

さまサービス向上に反映させました。 

   イ アの結果、「感謝・称賛」は大幅に増加し、一方、「苦情」は減少しました。 

(2) 接遇の向上 

    部外講師を活用した「接遇・マナー研修」を年 2回開催しました。 
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  (3) コールセンター機能の充実 

    応答率向上のため、オペレーターの能力向上、適切な要員配置に取り組みました。 

  

６ 再保険の活用 

 地震、風水災等の大規模災害に伴う見舞金の支払いに備えるため、平成 28年度も継続し

て再保険を活用しました。 

 

７ システムの開発・整備 

 (1) nextOne追加機能／改善要望対応及び安定運用の実現 

制度改正や取扱改正に関するシステム対応を行うとともに、nextOneの活用に伴って

各部門から寄せられる機能追加要望や機能改善要望に対応し、効率性・利便性・確実性

の高いシステムの提供を目指して開発・運用に取り組みました。 

平成 28年度の機能追加及び機能改善は 59件について対応しました。 

また、定期保守、運用監視に基づくリソース増強などのインフラ対応を行うとともに、

各種ノウハウ蓄積によるサポートのサービス向上を目指して安定運用に取り組みまし 

た。 

  (2) Web会議システムの構築 

タイムリーな会議開催やきめの細かい情報共有を目的として、協会本部・地方本部・

代理店を接続する Web会議の導入準備を進めてきましたが、平成 28年 10月から本格運

用を開始し各種会議で活用しています。 

平成 29年 3月末時点での Web会議の開催実績は、協会本部主催が 11件、地方本部主

催が 68件、代理店主催が 1件です。 

  

８ コンプライアンスの徹底 

業務の健全かつ適切な運営と適正な募集活動を確保するため、協会を挙げて以下の施

策に取り組みました。 

(1) コンプライアンス推進態勢の強化 

ア  コンプライアンス委員会を中心とした施策の推進 

コンプライアンス委員会を定例開催し、協会のコンプライアンスに関わる方針・推

進状況等を審議したほか、重大事故等の事案の発生の都度、事案検討委員会を開催し、

事故への緊急対応、事実関係の調査・分析、再発防止策の検討などを行いました。 

イ コンプライアンス・プログラムの策定・実施 

平成 28年度のコンプライアンス・プログラムを策定し、各プログラムを計画的に実

施するとともに、平成 28年７月、同年 11月及び平成 29年 3月にフォローアップを行

い、着実な推進を図りました。 

また、平成 28 年 11 月～12 月を「コンプライアンス強化月間」に設定し、新たに制

作した「コンプライアンスの実践」のＤＶＤを活用した研修会を実施して、コンプラ

イアンスの理解の浸透を図りました。 
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ウ コンプライアンス研修基本計画等の策定・実施 

平成 28年度のコンプライアンス研修基本計画書及び実施計画書を作成し、年間カリ

キュラムに沿って、協会本部、地方本部及び代理店において研修を実施し、コンプラ

イアンス教育指導及び個人情報保護管理の徹底を図りました。平成 28年 8月～10月に

は地方本部において平成 26 年 7 月から平成 28 年 7 月までに新規に業務委託した参与

に対し個人情報の保管状況の点検・指導を実施し、基本動作の徹底を図りました。   

エ 地方本部における内部管理態勢のモニタリングの実施 

平成 29 年 2 月～3 月に、2 地方本部を対象に内部統制（内部管理態勢）の整備に向

けた取組状況についてモニタリングを実施しました。 

 (2) 重大事故の防止 

ア  毎月、代理店において「コンプライアンス・防犯の日」を設定し、基本動作と防犯

指導の徹底を図りました。 

イ 新規募集時の参与の募集実態について、契約者に書面調査を実施し、不適正な募集

の早期発見と未然防止を図るとともに、回答における不備項目の指導を実施しました。 

ウ 内部監査の指摘事項の多い代理店や「募集に関するお客さまの声」の多い代理店を

要指導代理店に指定し、具体的な個別指導を行い、改善を図りました。 

(3) コンプライアンス教育・研修の充実 

ア 毎月、e ラーニングによるコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスの徹

底を図りました。 

 なお、e ラーニング対象外の参与に対しても、e ラーニングの研修内容を教材化し

て配付し、各種研修会で活用しました。  

イ 新規に業務委託契約を締結した参与について、委託後 6 か月以内を目途に、地方本

部においてコンプライアンスを中心とした集合研修を実施し、コンプライアンス知識

の浸透を図り、募集品質向上に向けた指導を行いました。 

ウ 地方本部が実施する全参与コンプライアンス研修には、協会本部から講師を派遣し、

保険業法第 300条の募集上の禁止行為や個人情報保護管理の徹底を図りました。 

エ 「コンプライアンスの実践」等のＤＶＤを活用して全参与対象に募集時の正しい対

応等について研修を実施しました。 

 

９ 監査の充実・強化 

(1) 認可特定保険業としてのリスク管理状況を把握し、リスクの種類・程度に応じて、頻

度・深度に配慮した効率的かつ実効性ある内部監査を実施しました。 

   (2) 内部監査の結果は、実施の都度、理事長及び経営会議に報告しました。 
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 10 事業継続計画の策定 

  大規模災害が発生した場合でも、社会的使命を果たすため、見舞金支払業務など重要業 

務を確実に実施できるよう、協会本部の事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）

を策定しました。また、ＢＣＰの一環として職員の安否確認等初動対応を迅速・円滑に行

うことができるよう、「緊急連絡・安否確認システム」を導入しました。 

 

11 対処すべき課題 

  (1) 平成 28 年度末において、異常危険準備金は 22,342 百万円、事業運営安定化積立金は

3,000 百万円となっています。異常危険準備金は、熊本地震の影響により取り崩したた

め、前年度末に比べて 2,256百万円の減少となりました。 

今後は、積立てに努めるとともに、再保険（共済事業者・特定保険業者責任保険）の

活用により、異常災害リスクへの備えを強化していきます。 

(2) 認可特定保険業者に係る金融庁の監督指針に照らし、更に、財務の健全性、支払管理

態勢、募集管理態勢、業務品質管理態勢、リスク管理態勢等の強化に取り組んでいく必

要があると考えています。 

 

 

Ⅲ 簡易保険加入者の会の事務処理 

 １ 会議の開催 

簡易保険加入者の会の会議を平成 28 年 10 月から 11 月にかけて 11 の地方本部別に都

道府県・地方連合簡易保険加入者の会合同で開催しました。 

 

２ 機関誌の発行 

   簡易保険加入者の会の機関誌「あかるい家庭」を発行しました。 

 

 

第２ 損益の状況 

（単位：千円） 

項    目 
実施事業等 

会 計 

その他会計 

（災害見舞事業） 
法人会計 合  計 

1 経常収益計 43 13,822,889 15,795 13,757,012 

2 経常費用計 165,613 13,347,172 278,719 13,709,790 

3 評価損益等 0 △207,725 △19,920 △227,645 

4 当期経常増減額 △165,570 267,991 △282,844 △180,423 
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（注）合計欄は、内部取引消去後の額です。又単位未満の数値は切捨てで表示しています。 

 

 

第３ 組織及び職員の状況 

１ 事務所及び災害見舞取扱代理店の数（平成 29年 3月末現在） 

   ・協会本部    1か所 

    所在地：東京都港区虎ノ門一丁目 14番 1号 郵政福祉琴平ビル 5F 

・地方本部   11か所 

区 別 所  在  地 

北海道地方本部 

東北地方本部 

関東地方本部 

東京地方本部 

信越地方本部 

北陸地方本部 

東海地方本部 

近畿地方本部 

中国地方本部 

四国地方本部 

九州地方本部 

札幌市中央区北二条西二丁目２６番 道特会館７Ｆ 

仙台市若林区清水小路６－１ 東日本不動産仙台ファーストビル３Ｆ 

さいたま市大宮区仲町１－１１０大宮ＮＳＤビル４Ｆ 

台東区浅草橋３－８－５ ＶＯＲＴ浅草橋２Ｆ 

長野市栗田９４８－１ 信越会館ビル 

金沢市彦三町２－５－２７ 名鉄北陸開発ビル６Ｆ 

名古屋市東区撞木町１－２１－２ 郵政福祉名古屋ビル３Ｆ 

大阪市中央区今橋２－１－１０ ダイセンビル４Ｆ 

広島市南区稲荷町１番２号 ロイヤルタワー６Ｆ 

松山市三番町８－１２－４ 松山観光ビル４Ｆ 

熊本市中央区水道町３－３７ 九特会館２Ｆ 

・代理店  202か所 

 

２ 使用人の数 

区 別 平成 29年 3月 31日現在 平成 28年 4月 1日現在 増減数 

本  部 

地方本部 

計 

42人 

 173人 

 215人 

45人 

 172人 

 217人 

△3人 

 1人 

△2人 

   （参考）参与  1,824人 （平成 28年 4月 1日現在 1,825人） 

5 当期経常外増減額 0 0 0 0 

6 他会計振替額 165,570 △284,401 118,831 0 

7 法人税、住民税及び事業税 0 845 0 845 

8 当期一般正味財産増減額 0 △17,281 △164,013 △181,295 

9 正味財産期末残高 163,728 4,476,723 1,549,642 6,190,094 
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第４ 役員等に関する事項 

 １ 理事及び監事に関する事項 

氏 名 地位及び担当 兼職法人等名 その他 

齋尾 親徳 
理事長（非常勤） 

監査部担当 

特定非営利活動法人全

国ラジオ体操連盟副理

事長、中央労働委員会

使用者委員 

平成 27年 6月 24

日就任 

佐藤 正典 

専務理事（常勤） 

総務部、財務部、経営企画部、

コンプライアンス部担当 

 
平成 27年 6月 25

日就任 

渡邊 和司 

理事（常勤） 

システム部、営業部、業務部

担当 

 
平成 27年 6月 24

日就任 

新堀 修巳 

理事（常勤） 

支払管理部、お客さまサービ

ス部、公益事業部担当 

特定非営利活動法人全

国ラジオ体操連盟理事 

平成 28年 6月 28

日就任 

梶村 政博 理事（非常勤） 
ラサ工業株式会社監査

役 

平成 27年 6月 24

日就任 

橋本 正幸 理事（非常勤） 
三ツ星ベルト株式会社

監査役 

平成 25年 6月 26

日就任 

平成 27年 6月 24

日重任 

渡會  修 監事(常勤) 

日本郵政株式会社郵政

大学校教授、関西学院

大学「スーパーグロー

バル大学創生支援評価

委員会」外部評価委員 

平成 27 年 4 月 1

日就任 

栗山 英俊 理事（常勤） 
 平成 28年 6月 28

日辞任 

 

２ 会計監査人に関する事項 

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他 

大光監査法人 

理事長 亀岡保夫 

監査報酬 6,480千円／年 

（消費税等を含む。） 

平成 25年 4月 1日就任 

平成 28年 6月 28日重任 
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第５ 業務の適切性を確保する体制 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条により準用する第 90 条第 5 項に基

づき「一般財団法人簡易保険加入者協会内部統制基本方針」を定め、業務の適切性を確保す

る体制の構築及び運用に努めています。 


