
個人向け
公的支援情報検索システム
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全国1700箇所以上ある自治体の、個人向けの
公的支援情報を一瞬にして

検索・資料DL出来るシステムです

①全国1700箇所以上ある自治体
が提供する公的支援情報10万件
以上を網羅！

②情報は週1回更新！

③市区町村別、利用目的別に検索
可能！

④詳細情報をPDFにてダウンロー
ド可能！

公的支援情報を集約した
検索システム８LIFE
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受給ができるもの

助成金、補助金、給付金、交付金、

手当関連等

８LIFE独自の公的支援情報の定義
システム内のデータは3種類で分類されてます

日常生活において負担が軽減

できるもの

減額、減免、免除、補助、補給

等

支援サービスが受けられるもの

制度、予防接種、検査、診断、サ

ービス等
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②子育て支援

「子育てに関すること」・・・

児童手当、子育て支援情報、育児制度、ひとり親

支援情報、就学支援情報等

「出産に関すること」・・・

出産一時金、妊婦支援情報等

③健康・福祉

「高齢者に関すること」・・・

高齢者支援情報、介護支援情報、バリアフリー情報等

「障害者に関すること」・・・

福祉手当、障害者支援情報、制度情報、補装具・日常

生活用具情報等

④保険・年金

「保険に関すること」・・・

国民健康保険、保険料の情報（納付、減免等）

傷病手当、介護保険情報等

「年金に関すること」・・・

国民年金・保険料関連の情報（納付、減免等）、

農業者年金等

①医療

「医療に関すること」・・・

医療助成制度、医療費、検診、予防接種、検査等

「不妊・不育に関すること」・・・

不妊治療、不妊検査、不育症情報等

８つのカテゴリーと２３の関心事
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⑤住まい・まちづくり

「住宅に関すること」・・・

リフォーム、耐震、空き家、診断情報等

「省エネルギーに関すること」・・・

太陽光発電、蓄電、電気自動車、省エネ設備関連情報

「環境に関すること」・・・

浄化槽情報、私道情報、生垣助成制度、危険ブロック

塀情報等

⑥生活（暮らし）
「生活用品に関すること」・・・

生ごみ処理機、宅配ボックス購入、エアコン購入情報等

「結婚に関すること」・・・

結婚生活情報、婚活支援情報等

「スポーツ・文化に関すること」・・・

スポーツ大会出場奨励金、文化活動情報等

「コミュニティに関すること」・・・

自治会情報、商店街情報、市民団体情報等

「創業・起業に関すること」・・・

創業支援情報、創業資金融資情報等

「資格・就労に関すること」・・・

就職支援情報、資格習得情報等

「動物に関すること」・・

犬、猫の不妊手術情報等

８つのカテゴリーと２３の関心事
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⑦税金・貸付

「税金に関すること」・・・

税金の減免情報、固定資産税の減額情報等

「融資・貸付に関すること」・・・

生活福祉資金、特別貸付等

⑧臨時給付

「臨時給付金に関すること」・・・

臨時給付金、災害見舞金、生活困窮者自立支援制度等

「災害・被災に関すること」・・・

災害復旧資金情報、被災支援情報等

補足

※関心事は最大三つ付いています。

例えば「子ども医療制度」だと「医療に関すること」「子育てに関すること」から検索することが出来ます。

８つのカテゴリーと２３の関心事
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公的支援情報の特徴

〇データの種類について

受給ができるもの

例）千代田区の子育て支援についての情報の場合

支援サービスが受けられるもの

●認証保育所等保育料減額補助

一定の基準を満たしている場合、
申請により認証保育所等の保育料か
ら一定金額を減額します。

●育児支援訪問事業

保護者が疾病や親族の介護など
で義務教育終了前までのお子さんを
養育することが一時的に困難になっ
たときなど、区が認定した範囲内で
育児や家事を支援します。

●子育て講座
0歳～8歳の対象年齢に合わせて、

親と子の絆を深めるための無料講座。

●次世代育成住宅助成

子どもの成長等に伴いより広い
住宅に住むために区内転居する子育
て世帯を対象としている助成情報。

●ベビーシッター利用料金を補助

日常生活上の突発的な事情等により
一時的に保育を必要とする保護者が、
東京都が指定するベビーシッター事業
者を利用した際、その利用料の一部を
補助します。

●区民宿泊助成

区民が対象施設を利用した際には
区が利用料金の一部を負担します。

日常生活における負担が減るもの
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〇データの種類について

受給ができるもの 支援サービスが受けられるもの日常生活における負担が減るもの

例）渋谷区の高齢者福祉についての情報の場合

●配食サービス
365日利用可能なお弁当の配達
に対し、1食あたり150円を補助。

●通所介護＜デイサービス＞
利用金額の1割負担でデイサービ
スを利用可能

●セーフティネット見守りサポ
ート

見守りサポート協力員が、一
人暮らしや高齢者だけで暮らす
人を訪問。

●高齢者入浴デー
60歳以上の人を対象に公衆浴
場を無料開放

●高齢者補聴器購入費助成

補聴器を購入すると、上限
35,000円が助成される。

●住宅改修費の給付

要介護認定者が自宅を改修す
る費用の一部を給付。
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８LIFEの３つのご活用

1 保険営業でのご活用！

2 社内研修など人材育成でのご活用！

3 マーケティング手法のご活用！
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「顧客獲得」

顧客獲得において、初回訪問で契約を取れるのが一番良いと思いますが、

中々難しいことかと思いますので、重要になってくるのは、継続訪問にな

るかと思います。

継続訪問は、既存のお客様との場合の継続訪問や、新規のお客様との場合

の継続訪問があるかと思います。

継続訪問の課題は、どのように継続訪問のきっかけをつくれば良いか？

なんのお話をすれば良いか？の課題があるかと思います。

８LIFE内では、各自治体の公的支援情報（受給できるもの・日常生活にお

いて負担が減るもの・支援サービスが受けれるもの）の中から、お客様の

ライフシーンに合わせて検索できるので、お役に立つ情報を提供すること

が可能になり、信頼関係を構築できる可能性が広がります。

①継続訪問の課題へのご活用
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公的保険制度を説明する際に、
お役に立つプラスの情報提供のご活用

「顧客本位の業務運営に関する原則」

今後、募集活動に関して営業担当者と顧客の間に生じる情報の非対称性を

解消するため、公的保険に関する情報提供の徹底を金融庁の監督指針で強

化していく方向性になっていくと思われます。

募集活動の際に、必ず公的保険制度の説明をする中で、お役に立つプラス

の情報提供として８LIFE内の各自治体の公的支援情報を提供することによ

り、お客様との関係性構築、信頼性向上に繋がるプラスの募集活動が可能

になります。

８LIFEを活用することで、生産性のない公的保険説明義務も、各自治体の

公的支援情報を提供することにより生産性が生まれる可能性が広がります

。
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ご加入者様の世代交代の繋ぎ役情報のご活用

「少子高齢化時代」

既存のお客様の年齢がご高齢になっていく中で、いかに次の世代に繋い

でいけるかが、重要になっていくと思います。

しっかりとした関係性を構築出来ていないと、既存のお客様に、親族の

方やご友人の方をご紹介頂くハードルは高いかと想定されます。

そこで、８LIFEをご活用頂くことで、ご加入者様（50～60代世帯）のお

子様（20～40代世帯）やお孫様のライフシーンに合わせたお役立ちでき

る情報をご加入者様に、ご提供することが出来るため、その情報提供な

ら安心して、お子様やお孫さま、又はご親戚、ご友人の方を自然に紹介

して頂ける可能性が広がります。
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「人口減少」

今後、人口が減少していくなかで、ご加入者様全体の数も必然的に減少

していくと思われます。

その中で、営業収益を確保していくのは、アップセルやクロスセルを中

心に募集活動をしていく必要性があると思います。

アップセル、クロスセルを成功させるためには、日ごろからお客様との

信頼関係を構築しておくことが重要になります。

その信頼関係を築くためには、お客様のお役に立つ情報を提供し続け、

いざというときにご連絡がくるような関係性が理想です。

８ＬＩＦＥでは、その様な関係性を構築するために、各自治体の公的支

援情報の中から、お客様のお役に立つ情報が見つけられ、お客様との信

頼性向上に繋げられます。

アップセル、クロスセルへのご活用
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訪問型の営業形態の場合

お客様がご結婚されるという情報を入手した場合

ライフシーンに合った公的支援情報の提供を通じて、
ご家族をお守りする仕組みでお役立ち！
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来店型の営業形態の場合

お子様がおられるお客様の保険相談の場合

ライフシーンに合った公的支援情報の提供を通じて、
ご家族をお守りする仕組みでお役立ち！
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社内研修などの人材育成でのご活用！2

お悩み①
セールストークのネタがみつからない！

↓

８LIFEには、約20万件以上の色々な公的支
援情報があります。

お客様が興味ありそうな利用目的で検索し
て、その情報をもとに

最適なライフプランや保険設計のコンサル
ティングが可能です！

お悩み②
お客様に聞かれたが、各自治体ごとに
どのような公的支援情報があるのかわ

からないため答えられない！
↓

お客様に聞かれたら、その場で８LIFE

で検索してお客様に情報を
お伝えできる！

16



新入社員研修にもご活用できます！

全員同じツールを使っているので、共有や確認がしやすく、人材育成が
容易に！

お客様に役立つ情報なので、営業するのが楽に楽しくなるかも！！！
離職率が減少する可能性も！！

お悩み③
新入社員の場合、最初はお客様を開拓、または関係性を
構築していくのは難しいのでどうすれば良いかわからな

い！
↓

8LIFEで、営業活動する前に、お役立ち情報を見つけて
から、その情報をもとに、営業活動をしていける！
（例：この地域で、こんな情報が出ていますよ！

ご存じでしたか？）
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マーケティング手法のご活用！

既存のお客様や見込み先のお客様、また疎遠になってしまったお客様に対して
「こんな公的支援情報があります！」「公的支援情報がお調べ出来ます！」などの
DMやメルマガ配信が可能になり定期的な情報提供ツールとしてご活用頂けます！！

既存のお客様

見込みのお客様

疎遠のお客様

定期的に配信

８LIFEで
検索＆制作

こんな情報が
あったんだ！
相談してみ
よ！

3

18



８LIFEをご提案する理由

システムの機能と価値がシンプルで、効果が早くでる！

①地域・ライフシーンを選択するだけで
お役立ち情報を発見！！

②資料をPDF化し、メールや
印刷してお客様にご案内 ③お客様に会える！！

④お客様に喜んでもらえる！！
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８LIFEが変える、保険営業の価値

会う機会が
増える

お役立ちの情
報を提供して
くれる頼れる

人

困ったことがあ
ればこの人に相

談！

お客様から見ると。。。

保険に加入する
のであれば是非
この人から！！

色々な保険商品・営業職員がいる中で、誰から加入するかが重要！
だからこそ、悩みを共有し、相談できるより深い関係性を構築する

ことが大切
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２

月額9,800円（税込み）ⅹID数

利用人数に合わせて
複数ID発行可能です。

※1年間のご契約から承ります

１ １IDから始められます。

１ID

月額9,800円（税込）

お気軽にスタートできます！
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問い合わせ先

株式会社JOAホールディング
TEL：03-6262-6157

MAIL：sales@8life.cloud
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