自動車保険の保険料割引制度が変わります!!

〜多くの損害保険会社で平成24年10月から新制度がスタート!!〜
●事故があった人となかった人が同じでは不公平！

く、前年事故がなかった
と比較して保険金の支払

知ですか？

状況が低くなっていま

この等級によって保険料が割引された

り、また場合によっては割増されたりします。

す。これでは、本来事故

従来の等級制度では、前年の事故の有無にかかわ

を起こした人が負担すべ

らず、同じ等級の人には同じ割引率・割増率が適用

き保険料の一部を事故を

されています。

起こさなかった人が負担

しかしこの制度だと、前年に事故があった人は負
担している保険料と比較して保険金の支払状況が高

することになり、不公平
が生じます（図１）。
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る等級がお客さまごとに設定されていることをご存

（イメージ）
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人は負担している保険料
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自動車保険では、事故の内容や回数に応じて決ま

図１．従来制度の問題点
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●事故を起こさなかった人の割引を多く！

例えば、18等級の人が事故にあった場合の割引

そこで、こうした保険料負担の不公平をなくすた

は図２のようになり、事故後の３年間の保険料は、

め制度を改定し、前年に事故を起こしている人の割

１年後「52％割引→33％割引」、２年後「55％割

引は少なくして、無事故の人には全体として割引を

引→36％割引」、３年後「57％割引→38％割引」

増やすということになりました。

となります。

図２．18等級で事故があった場合（参考料率適用の場合）
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※保険会社により割引率は異なります。

平成25年10月以降に始まる契約に適用！

社によっては、スタート時期が違っていたり、制度
の導入自体をまだ検討中としている会社もあるよう

新しい制度は、多くの保険会社では平成24年10
月からスタートし、原則平成25年10月以降に始ま
る契約に適用されます。

です。
なお、車両保険のみの事故など、次の年の等級を
ダウンさせない「すえおき事故」を廃止するなど他

平成25年10月以降に始まる契約のことといって

の変更点もありますので、詳しくは直接、代理店や

も、平成25年９月以前の事故の有無が関係してく

保険会社へ問い合わせをしてみるとよいでしょう。

ることになるので、注意が必要です。また、保険会

（日本損害保険協会ＨＰ、損害保険料率算出機構ＨＰを参照）

ねんきん定期便の見方、わかりますか？

～年金はこれからの働き方次第で増やすことができます！～
ワイズライフＦＰコンサルタント

代表

山中 伸枝

老後資金の柱となる公的年金
《いつから、
いくら》を確認しよう！

現時点での年金見込額を表示
今後の加入状況により加算も！

安心して老後を迎えるために
加入履歴のチェックを忘れずに

老後なんてまだまだ先と思って

【ねんきん定期便の見方のポイン

毎年のねんきん定期便には直近

いらっしゃる方も多いかと思いま

ト（50歳未満の場合）】

１年間の履歴しか掲載されません

すが、年金だけでは足りない老後

図の太枠は、現時点での年金見

が、35歳、45歳、58歳の節目の

資金は数千万円に及ぶとも言われ

込額です。今後60歳までの加入

歳には、全期間の履歴が記録され

ていますから、先送りせずに考え

状況により、年金額を増やすこと

たものが送られてきます。とくに

たいもの。

ができます。

転職経験のある方は加入履歴欄の

国の発表では、年金暮らしの夫

専業主婦などお勤めをしていな

チェックを忘れないことです。

婦の年金受給額は月23万円、生

い場合でも、年金制度に加入して

“消えた年金問題”は決して他人

活費は月28万円、毎月の赤字が

いる限り１年あたり約２万円の年

事ではありません。

５万円となっています。老後を

金が加算されます。

年金記録が間違っていると正し

65歳から85歳までと考えれば、

お勤めの方はさらに給与10万

い金額で年金を受け取ることがで

公的年金で不足するお金は1,200

円につき１年あたり6,600円が加

きません。大切な老後を安心して

万円です。（厚生労働省・総務省

算されます。例えば、40歳の方

迎えるためにも、『ねんきん定期

のデータより）

が今後給与30万円で20年働け

便』のチェックはしっかりと行

しかしこの年金額ですが、みん

ば、796,000円を赤枠に加算した

い、マネーのプロに相談しなが

なが月23万円もらえるというわ

金額が、65歳から受け取る年金

ら、ご家庭にあったプランで早め

けではありません。年金は給与額

額となります。

に取り組みをされることをオスス

と年金加入期間に応じて変わるか
らです。
自分の年金額を知るための大切
な書類が『ねんきん定期便』。毎
年お誕生月に皆様のお手元に届い
ていますよね。「来ているけど、

メします。

＜会社員（第２号被保険者）の老齢年金受取額簡易計算方法＞
２万円 ×（60歳−現在の年齢）
＋ 定年までの平均年収 ÷ 12 × 5.481 ÷ 1000
× 今後会社員として働く年数 × 12 ＋ 太枠の金額

どこをどう見
ていいのか分
からない…」

日本年金機構から送付される
『ねんきん定期便』
（表面）

という方も多
いと思います
ので、我が家
の年金《いつ
から、いくら》
を確 認しまし
ょう。

「ねんきん定期便」の送付は？ 従来封筒で送られていた「ねんきん定期便」は、平成24年4月
から、35歳、45歳、58歳の人を除き、ハガキでの案内に変わりました。

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座

「ヒト」「モノ」「収益」「賠償」のリスク

～「収益減少リスク」対策を立てておこう ！ ～
ＮＰＯ法人リスク・エイド

事務局長

伊集院

収益減少リスクは、事故や災害によって事業活動が停滞・停止し
た際に、企業収益が減少もしくは途絶することにより、利益が確保
できない、もしくは企業の存続自体が危ぶまれるリスクを指しま
す。自社にどのようなリスクが存在するか検討し、対策を立ててお
くことが大切です。
収益減少リスクには注目すべき
２つのキーワードがあります。

収益減少リスクの特徴①
〝サプライチェーン〟
事業活動の停滞・停止を引き起こ
す原因としては、火災・落雷・爆
発・津波・地震・洪水・停電など
による施設の使用不能や、新型イ
ンフルエンザの発生による従業員
の就業不能などが挙げられます。
しかし、自社の施設に対しこれ
らの対策をしっかり講じたとして
も、収益減少リスクに関しては十
分とはいえません。
昨年３月に発生した東日本大震
災では、自社の施設が無事である
にもかかわらず、自社製品に欠か
せない原材料や部品を生産する会
社が被害に遭ったためにそれらの
供給が止まり、その結果、自社の
生産までが止まってしまうといっ
た状況が多く見られました。例え
ば、図表のようなサプライチェー
ンを持つ企業であれば、どの部分
で事業停止が起こったとしても、
自社の事業はたちまちストップし
てしまいます。
収益減少リスクに関しては、
〝サプ
ライチェーン〟の状況を把握する
と同時に、サプライチェーンのど
の部分が切れても、事業活動の停
滞や停止が極力回避されるような
対策を講じる必要があります。

収益減少リスクの特徴②
〝最大許容停止期間〟
すべての企業は、自社の製品や

サービスを安定的に供給する責任
を負っています。事故や災害によ
ってこれらの供給に遅れが出た
り、ストップしたりすれば、顧客
はどれくらいの期間待ってくれる
でしょうか？
顧客が供給の再開を待ちきれず
に他社へ乗り換えることを踏みと
どまるギリギリの期間を〝最大許
容停止期間〟といいますが、企業
は、この期間内になんとしても顧
客が望むレベルで供給を再開しな
ければ顧客を失ってしまいます。
したがって、主要な顧客については、
この〝最大許容停止期間〟を明ら
かにした上で、想定した事故や災
害が発生した場合でも、その期間
までに事業再開できる体制を整え
ておくことが必要になります。

具体的対応
自社の施設に関しては、事故や
災害などで使えなくなった場合の
代替施設の確保を考えておくべき
でしょう。拠点の複数化は効果的
ですが、そのためのコストをかけ
られない場合は、同業者間で「災

剛史

害時相互援助協定」（２社もしく
は複数社間で、災害などで事業停
止に陥った企業の製品やサービス
の提供を、停止企業に代わって行
うための協定）を交わすなどの取
組みが有効です。
サプライチェーンに関しては、
まずは仕入先の複数化を図り、連
鎖停止の影響を軽減することが求
められます。物流についても、運
送ルート、運送事業者などの複数
化を進めておいたほうがいいでし
ょう。
さらに、顧客の要求レベルに合
わせた「目標復旧期間」を定め、
その期間までにどうやって事業再
開を果たすかを定めた「事業継続
計画（ＢＣＰ）」を作り、その体
制をアピールすることで、顧客か
らの信頼を高める効果も期待でき
ます。
また、事業再開に向けて仮設工
場を建設したり、生産設備をレンタ
ルするなど、必要となる「アクシ
ョン」を想定した上で、それらの
手配先の事前選定をしておくと、
有事の際にも慌てずに済みます。
なお、これらの活動には当然資
金が必要になります。自己資本の
強化に加え、想定したリスクに対
応する適切な保険手配や、災害事
緊急融資制度の活用を検討してお
く必要があるでしょう。

サプライチェーン例
原料調達先
１社

資材調達先
１社

部品調達先
１社

自社
１施設で製造・組立
供給先
１社

「サプライチェーン」とは？ 原材料の調達から生産・販売・物流を経て最終需要者に至る、
製品・サービス提供のために行われるビジネス諸活動の一連の流れのことをいいます。

食と
健康

動脈硬化症疾患対策！
血管のアンチエイジングを実践！

ヘルシーオフィス フー
代表 德田 泰子
http://foo-df.com/web/index.html

動脈硬化を予防しましょう!!

40歳以上では、ほとんどの人が知らない間に何らかの動脈硬化を起こしているといわれています。
動脈硬化が進行すると、日本人死因のトップである心疾患や脳血管疾患を引き起こす可能性が高くな
ります。血管の老化は目に見えないだけに日頃の予防意識が重要です。

動脈硬化の原因となる
コレステロールや中性脂肪！
人は外見の変化には敏感で「老
けて見えない」ための努力をする
方も少なくありません。動脈は新
鮮な血液をからだ全体に運ぶ重要
な役割を担っています。
しかし、年齢に伴ってあるいは
生活習慣により老化や病気へと向
ってしまいます。動脈硬化とは、
血管（動脈）にコレステロールや
中性脂肪がたまって詰まりやすく
なる、硬くなるなど血管が本来の
柔軟性・弾力性を失って血液が流
れにくくなる状態をいいます。

2012年6月に動脈硬化性疾患予防
ガイドラインが発表されました
今回のガイドラインでは、日本
人を対象に進められてきた研究成
果としてリスク評価チャートが発
表されました。リスク評価とは、
危険因子が複数ある方が10年以
内に心筋梗塞で亡くなられる確率
を％で示したものです。
ＬＤＬコレステロール値は（一般
的に悪玉コレステロールといいます）
従来から診断の指標となっていま

したが、ＬＤＬコレステロール値
を上げないために危険因子である
喫煙、高血圧、糖尿病、食事、運
動不足、飲酒、ストレスなども予
防・改善する必要があります。

食生活の改善で
動脈硬化を予防しましょう
また、ガイドラインでは、ＬＤＬ
コレステロール値を上げるといわ
れるマーガリンやショートニング
に含まれるトランス脂肪酸の過剰

摂取を控えるようアドバイスして
います。日本人の食事は塩分が多
くなりがちですが、すべて減塩に
するのではなく塩分の少ない料理
と少し塩のきいた料理を組み合わ
せることで味に強弱ができます。
食事はからだの健康だけでな
く、人の心を満たす役割も持ち合
わせています。制限ばかりでな
く、食材を変更する、野菜を増や
すなどひと工夫することで毎日の
食事で健康を守りましょう。

豆乳＆春雨のヘルシーカルボナーラ
材料：２人分
春雨 ････････････････････････････････････････････････････ 70g
ベーコン厚切り ････････････････････････････････････20ｇ
【ソース】
卵 ･･･････････････････････････････････････････････････････2 個
パルメザンチーズ（粉）･････････････････････････30ｇ
豆乳 ･･････････････････････････････････････････････100ｃｃ
粗挽き黒こしょう ････････････････････････ 小さじ 1/4
③熱したフライパンにオリーブ油を入れ、ベー
塩、粗挽き黒こしょう･･･････････････････････････ 少々
オリーブ油 ････････････････････････････････････ 小さじ１

作

り

方

①卵、チーズ、豆乳を合わせてソースを用意し
ておく。ベーコンは、５㎜の厚さに切る。
②春雨は、熱湯につけて戻し水気を切っておく。

コンと粗挽きこしょうを炒める。
④③に春雨を加え手早く混ぜ、火を止めて１の
ソースを加えて、とろみがつくまで混ぜ合わ
せる。塩、粗挽きこしょうで味を調える。
＊熱が高すぎるとソースがモロモロになる
ので、火加減に注意。フライパンの余熱
を活用しましょう。

平成24年1月1日をもって「日本代協認定保険代理士」が全国で9,429名となりました。

日本代協はチャレンジ25キャンペーンに参加しています。
編集協力：新日本保険新聞社（2012.10）

