を社会に普及させるため

同社は「今後、当保険

り、御社へ加入すること

務所の中から契約者が相

『ネット販売による方

ら、「相談料」に関して

談先を選ぶという方式を

式』と『お客さまとの対

にした」といった声が寄

とっている。従って、同

面型で営業する代理店方

は保険金支払の対象とせ

保険の相談先はその趣旨

「メルシー」のパンフレット

を理解した弁護士事務所

式』の両輪で営業展開し

せられている。

２５００ 円、通算支払限

のネットワークを構築し

ていく。ネット型はコロ

その構築を粘り強く推進

ず、同社提携の弁護士事

度額１０００万円、追加

ているが、同社の弁護士

していきたい」としてい

弁護士費用保険
「メルシー」
が好調

保険料０円で家族も補償

を通じたリスクマネジメ

る。

ントを提供する代理店制

度の構築が絶対条件にな

ナ禍においても体制整備

型は残念ながら体制整備

を構築できたが、代理店
険契約者だけでなく、保

契約においても、着手金

紹介サービスにより紹介
ること。第二に、弁護士

険契約者の配偶者、保険

るため難しい課題だが、

した弁護士以外との委任

題 」「 労 働 ト ラ ブ ル 」

費用の主たる費用である

が遅れているため構築が

し、例えば、「いじめ問

「ネットの誹謗中傷」

急務だ。とりわけ、お客

追加保険料なしで家族も補償対象に
カ イ ラ ス 少 額 短 期 保 険 が 販 売 す る 弁 護 士 費 用 保 険「 メ ル シ
ー」が単独型での弁護士費用保険の被保険者の範囲（保険契約
者に加えて、一定の条件を満たす家族）の広さや保険金支払時
の免責金額の設定がないことに反響を得て、発売直後から契約
成立数と資料請求数が右肩上がりで伸びている。開発背景や商
品内容について詳細を聞いた。

金を支払わないというも

して、支払事由の対象と

以上の親、保険契約者の

顧客からは「御社とも

が不可欠だ」と語る。

的に提案できる営業体制

また、「現在の商品は

う一社に資料請求をして

比較していたが、追加保

象となる点、一般事故で

小企業経営者向けの商品

業を営む個人事業主や中

しているが、今後は、事

個人のお客さまを対象に

あっても、着手金と報酬

険料０円で家族も補償対

金の両方が補償対象とな

開発が必要になる。その

９月の自己株式取得状況

替えて適用される同法第

自己株式の取得につい

１５６条の規定に基づく

て、 取 得 状 況（ 途 中 経

同社普通株式で、株式の

取得した株式の種類は

過）を公表した。

月５日、５月

ングスは

日開催の取締役会で決

総数は１３２万８７００

ＳＯＭＰＯホールディ

取得総額は
２５８億円に

第３項の規定により読み

・報酬金に対応する保険

ラ ブ ル 」「 相 続 ト ラ ブ

で、家族ぐるみの補償を

さまのリスク回避を総合

契約者の血族である 歳

ともに、費用負担を軽減

歳未満の未婚の実子を

提供している点だ。

のではない。

「着手金・報酬金」に関

相談することに二の足を

なる事案であれば、手厚

保険の対象にすること

に、法的トラブルに遭遇

る点、保険料が割安だっ

円。取得期間（約定日ベ

アクサ生命は、企業

整備・向上を通じて企

すと共に、職場環境の

発見、治療・回復を促

よるアドバイスレポー

ック実施後の産業医に

ック）②ストレスチェ

クツール（セルフチェ

ラインストレスチェッ

る「アドバイスレポー

報告を含む産業医によ

ックの実施後に、結果

活用したストレスチェ

②は、①のツールを

要因を確認することが

のストレス状況やその

業員自身が自分の現在

を活用することで、従

に開発された本ツール

律相談ができる商品であ

なげることができる。

ル不調の未然防止につ

とで、従業員のメンタ

境の改善を提言するこ

因子となり得る職場環

業経営者にはストレス

に活用できるほか、企

促すことでセルフケア

レスに対する気付きを

って従業員自身のスト

セルフチェックによ

矢面に立つことから、保

衛生法により選任が義

場において、労働安全

労働者を使用する事業

医は、常時 人以上の

重要な役割を担う産業

適切な連携などの面で

職場づくりや医療への

いる。健康で活力ある

への対処が求められて

生産性低下、人材流出

連盟が制定した

９２年に世界精神保健

増加傾向にある。１９

にもメンタル不調者が

日本だけでなく世界的

感染拡大に起因して、

ロナウイルス感染症の

え、昨今では、新型コ

こうした背景に加

サポートを行う新たな

康課題に応じて個別に

格者が各職場固有の健

産業医を含む医療有資

まえたもので、今後、

入はこうした背景を踏

新たなサービスの導

営」は特定非営利活動

（ 注 １）「 健 康 経

構成されている。

る健康増進メニューで

管理支援をはじめとす

サポート、食事・栄養

話健康相談、メンタル

円となっている。

８億６５１７万５７００

の取得価額の総額は２５

８３万２１００株、株式

した自己株式の総数は６

付。９月

株、取得価額の総額は

た点の三つが決め手とな

を踏まえた健康経営優

ース）は９月１日～９月

が「 健 康 経 営 」（ 注

業の持続的成長・発展

ト―の二つのサービス

①は、スマートフォ

を提供。

イスレポート」は、職

るサービス。「アドバ

事労務担当者に提供す

ト」を企業経営者・人

い要素であり、働き方

成長・発展に欠かせな

ことは、企業の持続的

康で生き生きと働ける

従業員一人一人が健

もあり、産業医選任率

医数の不足などの背景

事業場数に比した産業

ないこと、あるいは、

場では義務化されてい

方で、 人未満の事業

務付けられている。一

内でも８月に厚生労働

けるとともに、日本国

して対応拡大を呼び掛

（ＷＨＯ）などが協働

同連盟と世界保健機関

ルスデー」に向けて、

日の「世界メンタルヘ

ージ」は、健康経営の

康経営サポートパッケ

同社が提供する「健

定としている。

サービスを拡大する予

以降開始し、段階的に

サービスの提供も来年

供するサービス。

Ｍｅｄｉｐｌａｔが提

レポート付き）」は㈱

登録商標。

法人健康経営研究会の

メンタルヘルス対策支援へ「産業医プログラム」

「健康経営サポートパッケージ」
を拡充

１）により効果的に継

をサポートするもの

ンやＰＣでストレスチ

や社会システムが大き

できる。

続して取り組めるよ

で、同社ではその第１

ら「ストレスチェック

ェックを実施できるツ

場環境の課題の特定な

く変化する中で、企業

プログラムは、地域医

ラム」を導入した。同

（産業医監修レポート

「ストレスチェック

月 ５日か

（産業医監修レポート

らびに改善に向けた対

療との連携により職場

弾として、

ジ」をさらに拡し、従

付き）」（注２）の提

ールを提供するもの

策の策定などに役立て

実践支援や実践の結果

経営サポートパッケー

来のサービスに加えて

で、厚生労働省が推奨

省が初のメンタルヘル

チェック（産業医監修

（ 注 ２）「 ス ト レ ス

新たに「産業医プログ

供を開始した。

する 項目の職業性ス

は低くとどまってお
トレス簡易調査票を基

日、取得方法は東京証

億７７１５万８７００
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月

提供を開始した「健康

議した会社法第１６５条
を提供する商品の特性か

ス全国調査を実施する

良法人申請支援等の基

段階で、弁護士費用保険

ＳＯＭＰＯＨＤ

「自転車事故」「近隣ト

現代では社会生活の中
ル」などの法的トラブル

く 補 償 す る こ と。 第 三

し、法的トラブルに遭遇
に対応する。

踏むことが多いのが現状
した際に誰もが身近に気

した時に、家族の案件で

だ。結果としてその当事

同商品の特長は、第一

その中でも近年はさまざ

に気軽に法律相談ができ

者は、精神的、経済的な

軽に弁護士に相談や解決

負担を強いられることに

同社が弁護士費用保険

を委任できるようにした

あっても、その世帯主が

まなトラブルが法的トラ

を開発した最大の動機

分無料法

ブルに発展するケースが

ブルへの対処・解決には

は、「一般的に『近寄り

るように初回

分無料相談できる弁護士を紹介

法律の専門家である弁護

い」ということにある。

なる。

士に相談・委任する必要
がたい存在』である弁護
同保険の保険料は月額

り、中小企業における

など、メンタルヘルス

本サービス（コアプロ

分無料法律相談

があるが、その費用が高
士との垣根を取り除くと

やメンタル不調による

課題となっている。

グラム）や、 時間電

初回

額に上るため、弁護士に

増加している。法的トラ

でのリスクが多様化し、

カイラス少額短期保険
う、２０１９年２月に
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