まず︑ 榎本さんが
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のはどうしてですか︒
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私 は1989年 に
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害保険︶に入社し︑代理店営業
に携わりました︒当時はバブル
絶頂期で︑保険営業は誰しも厳
しいノルマを課されて残業つづ
きが当たり前でした︒私はその
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2008 年、日本初の障がいのある方向けの少額短期保険業者として登録され
たぜんち共済㈱。代表取締役の榎本重秋氏は、 20 年もの長きにわたって障

がいのある方のための保険制度の確立に尽力してきた。その夢と思いに㈱ブ
レインマークスの安東邦彦氏がアプローチした。

る代表の永田仁司氏に同行して

い者保険の生みの親﹂といわれ

会をはじめとする多くの関係者

永田氏や東京都手をつなぐ育成

榎本 発端はチューリッヒ時代︑

たのでしょうか︒

の皆さまから﹁AIUは損保な

回ったところ︑ 永田氏は行く
先々で障がいのある方の親御さ

償されないが︑
﹃障がい者保険﹄

に何とか病気で入院したときの

のでケガと賠償事故だけしか補
ていました︒そんな彼の姿を見

保障をつけられないか﹂という

んから涙ながらに﹁いつもあり

て︑保険というものがいかに世

相談を受けたことでした︒調べ

担当者として同社の﹁障がい者

以後︑私は一生懸命︑代理店

保険をつくろうと︑本業のかた

がいのある方たちのためになる

だとわかったので︑私は真に障

認可共済制度でならそれが可能

てみたところ︑根拠法のない無

保険﹂の推進にかかわったので

わら﹁全国知的障害者共済会﹂

ューリッヒを 歳で退社して同

した︒ところがそのわずか 年

共済会の次長となり︑本格的に

後の 年︑保険業法改正という

と不安になり︑2000年にチ
した︒

制度普及を目指すことになりま
安東 その後︑榎本さんは独立

ューリッヒ保険会社に転職しま

家族との時間も持てないのでは

回も転勤があり︑これでは将来︑ を立ち上げました︒その後︑チ

た︒
AIUに勤めた 年間に

すが︑転勤になってしまいまし

たのです︒

の役に立っているかを再認識し

がとうございます﹂と感謝され

障がい者施設や特別支援学校を

2 年前、10 周年パーティを開いたとき
の社員集合写真。
「当時 12 人の社員
でお祝いに来てくれた大勢の人たちを
おもてなしすることができ、
感無量だっ
た」
と榎本氏

してぜんち共済を創業する前に

安東 無認可共済も︑保険業界

荒波に襲われてしまったのです︒

となったのですね︒

におけるさまざまな規制の対象
りには︑どのような経緯があっ

ち上げていますよね︒そのあた
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極端な業績至上主義に違和感を
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﹁全国知的障害者共済会﹂を立
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覚え︑この業界に嫌気がさして
いたのですが︑東京都の㈱永田
事務所に出会い︑大きく意識が
変わりました︒その会社は﹁障
がい者保険﹂を専門に取り扱う
保険代理店です︒
﹁日本の障が
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えのもと・しげあき

ぜんち共済株式会社 代表取締役社長

真に障がいのある方の
ためになる保険を届け
百年企業を目指す

ぜんち共済の商品
「あんしん保険、
こど
も傷害保険」
ロゴ
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榎本 重秋
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った無認可共済は︑ 保険会社

榎本 そうです︒規制対象外だ
とした少額短期保険業者の先行

ました︒障がいのある方を対象
せください︒

品がどんなものなのかをお聞か

めの保険で︑その被害事故を解

ど︑被害事故に遭ったときのた

営業上のことではそれほど問題

ニーズを把握できていたので︑

のはむしろ︑社内の人間関係や

はありませんでした︒苦労した

は非常に厳しいものでしたし︑ を対象にした少額短期保険です︒ というものです︒一方で障がい

マネジメント︑人材採用などで

決するための弁護士費用を出す
のある方たちはどうしても︑何

す︒とりわけ当初は人材集めが

榎本 日本初の障がいのある方

らかのキッカケで悪気はなくて

事例がなかったため︑チェック

ですが︑障がいのある方たちが

難航し︑何とか集めたメンバー

か少額短期保険業者︵資本金
1000万円で立ち上げ可能で︑ 保険数理人︵保険のリスク分析

社会生活を送るうえで最低限︑ も第三者のものを壊してしまっ

険業者への登録を目指し︑それ

責任があったので︑少額短期保

度を立ち上げた当事者としての
してしまっては元も子もないの

たちが支払えない保険料を設定

す︒でもそれで障がいのある方

ても必要なのです︒

議論を重ねました︒最終的に︑ で︑当社のような存在がどうし

で︑さまざまなデータを集めて

安東 具体的にどんな種類の保

させるのが難しい場合が多いの

は障がいのある方を保険に加入

す︒通常の損保会社や生保会社

している保険だと自負していま

要なのです︒

こうしたときのための保険も重

督義務者には責任が生じるので︑ って克服したのですか︒

ないことになっていますが︑監

子どもは法律上賠償責任を負え

法では︑精神に障害がある方と

することがあります︒日本の民

たり︑ケガをさせてしまったり

使関係の社内制度整備などに時

榎本 スタッフの入れ替えや労

安東 そのような状況をどうや

かりでした︒

できず︑うまくいかないことば

当然︑会社の理念も目標も共有

も︑経歴︑年齢層がバラバラで︑

の
をする専門職︶はどうしても保
起こしやすい事故をほぼカバー

までの共済の受け皿として新会
担当官が﹁あなたがやろうとし

は 保 険 会 社 の100分 の
保険契約期間が短く︑保障額も
ような商品設計を提示してきま

険会社側のリスクが少なくなる

社を立ち上げることを決意しま
ていることは︑社会がゼッタイ

金額が小さく︑契約期間は 年

なくされました︒私には共済制

少ない新制度︶への移行を余儀

て 年 月︑ 歳のときにぜん

した︒それが理事会に承認され
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ありません︒少額短期保険業者

険営業をはじめられるわけでは

安東 会社を起こしてすぐに保

ち共済㈱を設立しました︒

でのやりとりがあったので︑結

も︑その後には登録先の財務局 ﹁権利擁護費用保険金﹂といっ

たときは感激しました︒もっと

ね﹂といって申請を通してくれ

に必要としているものなのです

て︑詐欺グループに無理やり何

榎本

が支払われるのでしょうか︒

険があり︑どんなときに保険金

の障がいのある方の親御さんた

立ち上げたときから︑全国各地

榎本 全国知的障害者共済会を

苦労されましたね︒

った保険商品をということでご

安東 従来の保険業界にはなか

実現し︑今年は 回目となりま

と夢だった社員旅行も数年前に

ができていると思います︒ずっ

人の社員で同じ方を向いて仕事

改善していきました︒今では

間をかけ︑少しずつ職場環境を

ったと聞いています。とくに立ち上げ当初は社

事業を軌道にのせるまでには大変な苦労があ

に苦しい状態だったと思います。 会社再建へ

内マネジメントがうまくいかず、一時は心身とも

採用、 幹部社員の育成、 労使関係の社内

向けて、スタッフの総入れ替えやNo.2の社員

制度整備のほか、社員との面談や懇親の機

ンを活発化したりと、さまざまな努力をされたそ

会を増やしたり、社内SNSでコミュニケーショ

うです。おかげで現在ではかなり風通しのよい

がい、社会への貢献を大切にしている企業を

職場になり、
2017年1月には社員の幸せと働き

表彰する「第3回ホワイト企業大賞」で、特

れからも全員で目的意識を共有して事業を進め

別賞「風通し経営賞」を受賞されました。こ

てほしいと思います。
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携を一歩としてほかのさまざま

かと思いました︒今後はこの提

保険会社にも通じたのではない

上げた際の思いが︑やっと大手

ことになりました︒当社を立ち

大手の東京海上日動と提携する

榎本 苦労のかいあって先頃︑

をお聞かせください︒

す︒

榎本さんは20年以上、障がいのある方のた

ちとはさまざまな形でコミュニ

めの保険に携わってきたスペシャリストですが、

務先の上司からのパワハラ︑リ

10 年後のためのアドバイス！

かかりました︒

ャーの立ち上げに参画。その後、㈱ブレイン
マークスを設立し、マーケティングに関する
ノウハウを追及しつづけ、セミナーや研修を
実施。また、米国の著名なコンサルタントで
あるマイケル E. ガーバーの指導を受け、ガー
バーの認定ファシリテーターとしても活動
中。著書に
『営業のミカタ』
『平凡な仕事をすご
いプロジェクトに変える教科書』
（ いずれも
WAVE 出版）など。

榎本 おっしゃる通り︑金融庁

株式会社ブレインマークス代表取締役

安東 最後に︑これからの展望

1970 年、大阪府茨木市生まれ。24 歳で通信
販売会社を起業し、成長させた後、IT ベンチ

ケーションをとっており︑その

あんどう・くにひこ

ハビリ施設でのわいせつ行為な

安東 邦彦

安東 あらためて︑その保険商

もっとも大きな特長は

登録にいたるまでの道のりは大

らかの契約をさせられたり︑勤
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変だったのではないでしょうか︒ 局︑登録までに２年もの月日が
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との長く苦しい折衝が待ってい

4

を普及させていきたいと思いま

な障がいのある方にもこの保険

す︒
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