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月間ビジネス書ランキング
次号予告・奥付

正法、企業活動における法務トラブルへの注意

法や個人情報保護法の改正法施行が話題になり

（民事調停、支払督促、少額訴訟、労働審判）な

民法改正による
成人年齢 歳への引下げ

2022 年 1 月の電子帳簿保存法、4 月からは民
●成年年齢が 歳から 歳に

月、憲法改正国民

投票の投票権年齢が 歳に

・２００７年

月、公職選挙法の

月の参議院通常選

改正で選挙権年齢が 歳に引き
下げられる
挙から、国政選挙で 歳選挙権
が実施される

18

の自動車やバイクの購入、資格試

験や就活のために予備校に通うな

ども、自らの契約でということに

なる可能があります。そして、こ

れらの支払いに伴うクレジットカ

ードの作成、ローンを組むなども

しかりです。貴社がこれらの業界

に関わっている場合は、仕事への

競輪、オートレース、競艇）の年

ただし、飲酒や公営競技（競馬、

影響が出てくるかもしれません。
引き下げることが妥当ではないか

るモノ・サービスなどで、ビジネ
スに影響が生じることが考えられ

の観点から、従来通り 歳からと

なります。

要であったが 歳成人により本人

ンターのネットワークに登録され

と約 倍になっています。

件、２０２０年には５９５６０件

談件数」は、２０１５年４１４１
らしを始める場合、前述の不動産
せない家具や家電製品、移動手段

契約だけではなく、生活上で欠か

また、 歳になる前から一人暮

のアパート賃貸契約などです。

18
いてマスメディアで頻繁に紹介さ

引き下げられた「民法改正」につ

国民生活センター・消費生活セ

日常生活で法律を意識すること

た「定期購入に関する消費生活相
4
月から成年年齢が 歳から 歳に

年は改正法の施行が多く、特に

の意思で契約が成立）
。 例 え ば、

公益通報者保護法の改正

20
携帯電話の利用開始や一人暮らし

ます（契約上、親権者の同意が必

懸念やギャンブル依存症対策など

齢制限については、健康被害への

特に 〜 歳の間で利用してい

●成人年齢引下げの影響

景にあります。

と議論されてきたことが、その背

などに合わせ、成人年齢も 歳に

18

・２０１６年

18

・２０１５年

18

5
6

はあまりありませんが、２０２２

どを、本稿で解説します。
18

れており、法律を意識された読者
の方も多いと思います。

・通信販売に関する規定新設

14

20

20
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E-mail imamura@tyuushingura.jp

今村 健太郎

1

7

20

喚起、万が一トラブルが発生した際の対処方法
18

18

ました。2022 年中で、ビジネスに影響がある改

18

20

開智国際大学 元准教授
株式会社ビジネス忠臣蔵 顧問
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法改正と法務対応の基礎知識
— 知識習得とトラブルの予防・対策 —

4

・電磁的記録によるクーリング・
オフ
・預託取引にかかわる抜本的規制
強化

どのように進めて行けばいいのか

では、行動計画の策定・公表を

も、女性の働き方や賃金体系、将

女性だけではなく男性視点から

が 歳から 歳に引き上げられた

後者の繰下げ受給は、上限年齢

進法改正」で検索してみてくださ

ッ ト で「 東 京 労 働 局 女 性 活 躍 推

という点については、インターネ

ていく必要があります。

や育児、介護のしやすさを見直し

ます。企業としても行動計画策定

来設計などを見直す段階に来てい

制度を利用することになります。

してもいいという場合に、この新

入が得られるので繰り下げ受給を

ことで、就業によりある程度の収

く、会社側も高齢者に働いてもら

歳代後半から役職定年制度を設
高齢者が働きやすい環境として

けていた会社でも、徐々に撤廃す

の申出をした労働者に対する個別

すい雇用環境整備及び妊娠・出産

と総報酬月額相当額の合計額が一

するケースでは、年金の基本月額

きます。

介護休業を取得する要件が緩和さ

部または一部が支給停止される基

「電子帳簿保存法」

・経理処理に関わる

２０２２年の法改正一覧

年に成立し、労働者数３０１人以

・顧客データの取り扱いに関わる

47

なども改正されています。

「公益通報者保護法」

利益を被らないようにする

・社内での不正を通報した人が不

「個人情報保護法」

準がありますが、 歳以上 歳未
歳以上の在職老齢年金と同じ基準

満の方の在職老齢年金について
男性の育児休業取得促進のため、

そして、２０２２年 月からは

れるようになりました。

動計画を策定・公表するよう義務

（

万円）に緩和する
子の出生直後の時期における柔軟

28

くなりました。

万円から

２０１９年に法改正され、労働

ことで、年金を受給しながら就業
ます。

な育児休業の枠組みの創設や、育

主まで拡大し、２０２２年 月

者数１０１〜３００人以内の事業

付けています。

65

しても、ある程度の収入を得やす

65

60
児休業の分割取得なども施行され

10

上の事業主に女性が活躍できる行

前者の年金を受給しながら就業

0.7

も高齢者活用は益々重要になって

るケースが見受けられます。今後
歳

は「年金を受給しながら就業する」
歳～

言わざるを得ません。

の活躍を推進することは難しいと

これにより、労働者だけではな

い。そこに、動画解説や行動計画
策定の初めての方・かんたんガイ

以上は本年 月施行のため、通信
販売をしている企業や、消費者と

いやすくなったといえます。また

ドなどが掲載されています。

高齢者就業の
しやすさを推進

75

や「 繰 り 下 げ 受 給 」
（

という状況が続いていては、女性

また、育児・介護は女性の役目

してコロナ禍以前よりも通信販売
の利用回数が増えた方には注目す
べき法改正といえます。

70

50

「育児介護休業法」も２０２２

日本の人口減少により、生産年

の 周 知・ 意 向 確 認 の 措 置 」
「育児

定の基準を超えたとき、年金の全

女性活躍推進法・
育児介護休業法の改正

齢人口の減少や労働力不足が大き

休業取得状況の公表」が義務付け

％増やす）が考えられます。

な課題となっており、女性や高齢

られ、有期雇用労働者でも育児・

まで受給を遅らせて年金を月額

「女性活躍推進法」は２０１６

年 月から「育児休業を取得しや

70

者の活躍が課題となっています。

4

66

6

日から義務の対象となりました。
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特集企画／実践的リーガルマインドを身に付けろ！

The serialization title

営業マネジメントの標準化
営業プロセスマネジメント

いて、チーム目標を確実に達成するために不可欠な

「プロセスマネジメント」について解説します。なお、
本稿における営業組織とは、営業マネージャーとメ

ンバーの組み合わせで構成させるフロントライン（お
客様と接する最前線）の営業部隊をイメージして読
み進めてください。

営業プロセスを
デザインしてみよう

プロセスを管理することの重要

性は多くの営業マネージャーが認

識しているものの、営業プロセス

自体が適切に設定されていないケ

ースは少なくありません。

その背景に「営業プロセスは案

件ごとに異なる」
「自社の営業プロ

的な営業に対する思い込みが存在

セスは特殊である」という、属人
ップが小さな段階で対策できるた

していますが、継続して目標を達

標達成に向けて様々な働きかけを

営業マネージャーはチームの目

ところで後の祭りです。ギャップ

のギャップに気づいて手を打った

いて、期末に近づいてから目標と

日々、目の前の案件だけを見て

トする手法を解説します。

の方程式」を活用してマネジメン

以下に、そのプロセスを「勝利

営業プロセスが定義されています。

目標を達成するチームには明確な

成できるチームと、達成できない

・ステップ
み立て

・ステ
 ップ

：顧客の購買プロセ

・ステップ ：自社の営業活動プ
ロセスの設計

スの理解

・ステップ

それは、次の流れで進めます。
を埋めるための修正ができず目標

という基本的な考えが重要です。

を打つ

・重要な課題に対して先手で対策

・全体を俯瞰する

・ゴールから逆算する

マネジメントのためには、

チームが存在します。両者の大き

が飛躍的に向上します。

しています。ところが、継続して

米倉 達哉

め、最終的に目標を達成する確率

URL https://sherpaworks.jp/
E-mail tatsuya.yonekura@sherpaworks.jp

が未達成に終わります。プロセス

プロセスマネジメントの
基本的な考え方

シェルパワークス株式会社
代表取締役社長

な違いは「着目する視点」です。
前者の営業マネージャーは、目
標をプロセスに落とし込み、プロ
セスのフェイズ（段階）ごとに適
切な指標を設定し、目標とのギャ
ップを段階的、かつタイムリーに
把握することで迅速な対策を実行
しています。そうすることでギャ

1

：ファネルの設計

2

：勝利の方程式の組

3

4

第3回
今回は、営業マネージャーが策定した戦略に基づ

26

図 1 ファネル

定 義：案件化後の正式提案機会、獲得段階

E

定 義：提案後の受注促進段階&受注確度70％以上
受注交渉

C

定 義：契約書入手後の提供段階

A

S

このファネルごとの案件をどの

質のマネジメント

ターゲット数

アポイント率

アプローチ数

アプローチ数

ニーズ共有率

案件化数

案件化数

提案依頼率

提案数

提案数

導入検討率

受注交渉数

受注交渉数

受注率

受注数

受注数

受注規模

受注額

を見ていきましょう。

プロセスマネジメントを進めるか

れらを活用してどのように実際の

ンフラ整備となります。では、こ

を進めていく上でベースとなるイ

以上が、プロセスマネジメント

して明確にしてください。

量のマネジメント

し、施策に展開していきます。
ようにマネジメントしていくかで
営業生産性も大きく変わってくる

：勝利の方程式の

ため重要な視点となります。
ステップ
組み立て

均単価はマネジメントする上で重

て、各フェイズの移行率と案件平

値を入れる必要があります。よっ

過去から現在のトレンドを見て数

ただし「質のマネジメント」は

ことが可能になります。

受注額を逆算して割り出していく

解しますが、この方程式で必要な

せで売上目標達成の構成要素を分

基本的には、量と質の掛け合わ

な方程式を活用します。

度あるかで、その際に図 のよう

上目標に対してギャップがどの程

トで見なければならないのは、売

み立てます。プロセスマネジメン

目標を達成するための方程式を組

ファネルが設計できれば、売上

4

要な指標となりますので、組織と

勝利の方程式

図2

2

100%
案件クローズ
カスタマーサクセスの実現
計上

100%
ゴール：計上済み
契約

Y
定 義：受注後の契約手続き段階

B

or
ゴール：受注の合意

70％

ゴール：キーマンと検討合意

他手段決定
提案実施

90%

見送り

ゴール：契約書入手
受注

X
50％
定 義：提案後の受注促進段階

D

Z
定 義：課題を共有する段階

F

20%
ゴール：提案実施の合意
案件化

見極め

5％
ゴール：ニーズとその背景にある課題の合意
アプローチ

失注要因
確度
フェイズの説明
フェイズ
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新入社員が会社を変える！
〜 データサイエンスの可能性 〜
第 1 部：生産管理はおもしろい

第1回

新入社員《小林 潔 》始まりは
惣菜工場のアルバイトから！
徳島県の高校から横浜の大学に進学し数学教師を目指して

原作／河野 賢一
株式会社ウイズダムビジネス研究所 代表取締役
株式会社ケイエスグローバル 代表取締役
関東学院大学・尚美学園大学・日本大学・千葉経済大学 講師
Blog http://d.hatena.ne.jp/kohnoken/
E-mail kohnoken@nifty.com

マンガ／森元 智

いた小林潔は、アルバイト先の惣菜工場の業務改善に得意の
数学や統計学の知識が活かせることを知り、生産管理や品質
管理に興味を持った。そして彼は卒業後、惣菜製造会社「ワ
ールドデリカ」へ入社し社会人としてのキャリアをスタート
させることになる。
〝データサイエンス〟能力を活かしてビジ
ネスの可能性を拡げる新入社員の成長物語にご期待ください。

ワールドデリカ
小林さん

四国・徳島県で生まれ

小林は、共に教師の両親のもと
サーフィン

歳までを過ごす

週末は﹃ 海 ﹄
ですか？

湘南工場・休憩室
江川君

年時…

あっちの大学なんだ！

なるための第一希望は

数学の教師に

お父さんと同じ

上京したい！

まず

受けるんだ？

大学はどこを

高校

サーフィンに熱中

得意科目は数学で

パート
水野

だけど江川君も
行くかい？

ワールドデリカ入社 年
目。若くして新プロジェ
クトリーダーとして抜擢
される

3

そのつもり

大学の試験期間中だけど

大丈夫ですよ

はい

高校時代は

18

バイトはいれる？

小林 潔

パート
大久保
3

小林さーん
お先でーす！

お疲れ様
でした！

パート
西本

上京か⁝

できれば地元⁝

せめて関西の大学に

してほしいが⁝

ここは潔の

希望を聞いて

あげましょう

そうだな

でも大学を

卒業したら

戻って来いよ！
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