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11月 18日(金)･19日(土)の両日に渡り､『代理店の価値を
考える』とのﾃｰﾏで､第 1回ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝが開催されました。
今回の催しは､日本代協の組織改編(各県代協の一般社

団法人化により日本代協の会員は各県代協となった)に伴な

い日本代協の総会の在り方が変更された為､従来の総会後

に実施されていた｢各代協会員が一堂に会する場｣を再現す

るために､新しい試みとして企画されたものです。 

18日(金)は新橋：ﾔｸﾙﾄﾎｰﾙを会場として､12時 30分から
第 1 部の記念式典､代協会員懇談会､東日本大震災被災地
代理店 5氏によるﾊﾟﾈﾙ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ～大震災を教訓として代
理店の価値を考える～が開かれ､その内容の一部は 

USTREAM（http://www.ustream.tv/recorded/18586459）を
利用してｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾗｲﾌﾞ配信でも実況中継されました。 

主催者挨拶として岡部会長は｢初の試みとして､全国の代

協会員の経験交流と相互研鑽､並びに業界関係者との懇談

を目的に開催した｣と述べられ､さらに､｢今回の大震災で損保

協会･保険会社･代理店が一丸となって取組んだ結果､保険

金を早期に被災者に届けることができ､各方面から高く評価さ

れ､損害保険の社会的使命並びに地域に根差した代理店の

存在価値が見直されることとなった｣と指摘し､｢こうした状況を

踏まえ､今回のテーマを『代理店の価値を考える』とし､“消費

者の保護”“資質の向上”“地域社会への貢献”と云う 3 つの
座標軸を定め､全国の仲間と力を合わせ､消費者に信頼され

支持される業界となるよう取組んでいく｣との言がありました。 

この後､ご来賓祝辞として小原広之様(金融庁監督局保険

課長)ならびに浅野広視様(日本損害保険協会専務理事)より

ご挨拶を賜わりました。 

午後 3時 30分からのﾊﾟﾈﾙ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝでは｢大震災を教
訓として代理店の価値を考える｣をﾃｰﾏに､岡部会長のｺｰﾃﾞｨ

ﾈｲﾄで藤原真琴氏(岩手県代協･副会長､MS岩手)､小林良昭
氏(宮城県代協･副会長､地震対策委員長､ｴｽ･ﾊｰﾄ)､尾形京

平氏(宮城県代協､東海あんしんｻﾎﾟｰﾄ)､石塚健二氏(福島県

代協､S･BC)､山本恵一氏(福島県代協､ﾊｰﾄ&ﾊｰﾄ)の 5 氏を
ﾊﾟﾈﾘｽﾄに｢被災地代理店としての被災状況｣｢顧客への対応

の実情｣｢代理店としてどの様な役割が期待されているか｣

「ﾌﾟﾛ代理店の存在価値はどこにあるのか」について現場実

践を踏まえた貴重な話が披露されました。 

第2部の懇親会は､会場を新橋：第一ﾎﾃﾙ東京に移し､午後
6 時から開催され､代協会員のほか､藤井裕久様(民主党税制
調査会長)､石原伸晃様(自由民主党幹事長)をはじめ､損保協

会､外国損保協会､生損保業界および各社からトップを含む役

職員など約 450名の参加がありました。
19日(土)はお茶の水：損保会館を会場として､10時から第3

部の分科会を開催。最初に､栗山泰史氏(損保協会常務理事)

より｢損保代理業の明日を考える～代理店の存在価値はどこ

にあるのか～｣をﾃｰﾏとして基調講演があり､その後 4 つの分
科会場に分かれて実施されました。 

基調講演では､明日を考えるには､まず｢過去の正しい総

括｣が必要であるとして､①保険自由化がもたらしたものについ

て(保険会社､代理店にとって)②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化に伴う変化(株主重

視の経営)③保険金支払い漏れ問題をどうとらえるか､につい

て解説。次に｢現状の正しい認識｣として､①保険ﾏｰｹｯﾄの現

状②保険販売の高度化と多様性､について論点整理がありま

した。引続き｢代理店の明日､あるいは存在価値｣について､①

顧客の気持ち､保険会社の気持ちになって考える②顧客が代

理店に期待することは何か③代理店としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞを構築す

る､と問題提起をして基調講演の結論とされました。 

この基調講演を受けて､午後1時から 4つの分科会を開催､
これには 300 名の会員がそれぞれ選択した分科会場に分か
れて参加しました。野崎ｾﾞﾐでは｢ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを活用した防災･

減災活動～地域のﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰとして｣のﾃｰﾏで野崎洋之氏

(野村総研･金融ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部･上級ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)が､北村ｾﾞﾐで

は｢やりがいの持てる職場環境とは～現代社会と労働｣のﾃｰ

ﾏで北村勉氏(府中心理相談室･臨床心理士･精神医学博士)

が､土’川ｾﾞﾐでは｢ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した地域密着型保険経営

のﾋﾝﾄ～次のﾀｰｹﾞｯﾄは団塊ｼﾞｭﾆｱ世代｣のﾃｰﾏで土’川尚己

氏(名案企画（株）代表取締役)が､中崎ｾﾞﾐでは｢お客様目線の

事業承継を考える～幸せな合併･統合｣のﾃｰﾏで中崎章夫氏

((有)ﾅｶｻﾞｷ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ代表取締役､保険ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)から､そ

れぞれ講演ならびに問題提起がありました。 

新潟県中越地震が発生した平成16年10月23日を契機に､
毎年10月に展開しているもので､7回目となる今回は全国で5
万 5 千ｾｯﾄのﾁﾗｼとﾎﾟｹｯﾄﾃｨｼｭを配布し､道行く人に地震保険
加入の必要性を呼び掛けました。 

東日本大震災以降､地震保険への関心が高まってはいるも

のの､全国世帯加入率は平成 23年 3月末で 23.7%に止まっ
ており､地震保険料控除の認知度も低い状況にあるため､消費

者への理解を深め､地震保険加入率の向上に寄与すべく実施

されました。 

INDEPENDENT INSURANCE 
AGENTS  OF  JAPAN  INC.

第1回日本代協コンベンションを開催 

～ テーマ：代理店の価値を考える ～ 

全国で地震保険普及キャンペーンを展開 

～47都道府県で10月21日(金)一斉～
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現在､新規加入者増強ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを 11 月単月の期間限定

で全国一斉に実施中ですが､目標には大きく不足している状

況です。今一層の盛上げをお願いします。 

【11月･加入者獲得代協】 14代協 15名 
北海道(2)岩手(1)新潟(1)千葉(1)東京(1)岐阜(1)京都(1)奈

良(1)兵庫(1)和歌山(1)岡山(1)鳥取(1)山口(1)高知(1) 
【4～10月･加入者獲得代協】 6代協 6名 
静岡(1)､京都(1)､大阪(1)､岡山(1)､鳥取(1)､沖縄(1) 
【目標達成代協】 6代協 
静岡(1)､岐阜(1)､京都(2)､兵庫(1)､和歌山(1)､鳥取(1) 
 
 
 
東北財務局｢市民大学講座｣の一環として､東北財務局秋

田事務所と秋田県代協､損保協会東北支部/秋田損保会の

主催により､｢東日本大震災からの教訓～今こそ考えるわが家

の防災｣が､会場：秋田市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ･ｱﾙｳﾞｪに於いて､11 月
26日(土)に開催されました。 
震災の記憶も新しい今､いつ再び起こるかも知れない震災

に対して､今回の学びを基に､如何にして備えるか､そして如

何に実践するかを考える機会として､①｢東日本大震災と秋

田経済への影響｣(講師:東北財務局･秋田財務事務所長 力

石祐穂 氏) ②｢今から備える自助･共助･公助～被災後の生

活の安定のために(地震保険)｣(講師:日本損害保険協会･常

務理事 栗山泰史 氏) ③｢あなたにもできる耐震診断～地

震からわが家を守るために｣(講師:秋田県建築士協会･広報

委員 中村公一 氏)の 3つのﾃｰﾏで120名の参加を得て､盛
況裡に終了いたしました。 

 
 
 
損保主要 8社の中間決算が出揃い､保険事業の収支を示

す保険引受利益(保険引受収益から保険引受費用と保険引

受に係る営業費･一般管理費を控除し､その他収支を加減)が､

5 社(損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ､三井住友､日新火災､富士火災､日本興亜)
で損失を計上､また､国内外の自然災害や運用環境悪化の影

響を受けて 3 ﾒｶﾞ損保では通期の業績予想について当期純
利益などを下方修正しました。なお､ﾀｲの洪水に係る発生保

険金はMS&AD･HDが約 1,300億円､東京海上HDが約
1,000億円､NKSJ･HDが約 300億円を見込んでいます。 
正味収入保険料は 5社で増収､3社で減収(あいおいﾆｯｾ

ｲ同和､富士火災､共栄火災)となり､損害率は東日本大震災

や２つの大型台風など自然災害の多発の影響により全社で

前年同期に比べ大幅に上昇､この結果､ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ･ﾚｼｵは全

社で110%を超え､中間純利益は2社で赤字(損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ､日
新火災)となりました。 

 
 
 
｢損害保険大学課程の創設｣については､本年 5月に損保

協会からﾆｭｰｽ･ﾘﾘｰｽされていますが､この度｢新制度認定取

得者の呼称｣｢一斉移行認定後の更新時期｣が確定しました

ので､その概要につき､お知らせいたします。 

(1)日本代協の位置づけ……認定主体である損保協会の指

定教育機関として､教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを運営 

(2)認定の種類と認定取得者の呼称 

①｢専門ｺｰｽ｣ 

～保険募集に関連の深い知識を専門的に修得 

(社)日本損害保険協会認定「損害保険ﾌﾟﾗﾝﾅｰ｣ 

②｢ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｺｰｽ｣ 

～お客様に対する高いｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ能力･ｽｷﾙを修得 

(社)日本損害保険協会認定｢損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ｣ 

(3)日本代協認定保険代理士の移行認定時期と移行認定の

ための基本的要件……認定保険代理士は原則として新

制度の認定取得者として､一斉に読替移行認定(除く：ﾃﾞｰ

ﾀ提供不同意､移行認定を希望しない代理士) 

①損害保険ﾌﾟﾗﾝﾅｰへの移行～2０１２(平成 24)年 9月 
損保一般試験｢基礎単位｣､｢商品単位 1単位以上｣の取
得が認定要件 

②損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰへの移行～２０１４(平成 26)年 8
月  損保一般試験｢基礎単位｣､｢商品単位 3単位すべ
て｣を取得の上､｢専門ｺｰｽ｣が認定されていることが要件 

※詳細については､10/25代理士ｻｲﾄに掲載済 
資格取得状況の入念なﾁｪｯｸが必要で､ﾃﾞｰﾀ交換に

関しての意向確認の回答締切期限は 12/31 
(4)一斉読替移行認定後の次回更新時期について 

・認定保険代理士の認定期間 

認定試験､更新試験合格の翌年 1月から 3年間 
・損害保険大学課程の更新……5年間 
①3・6・9・12期の標準ｽｹｼﾞｭｰﾙ認定者 

2016(平成 28)年 6月に更新試験を受け申請 
②1・4・7・10・13期の標準ｽｹｼﾞｭｰﾙ認定者 

2017(平成 29)年 6月に更新試験を受け申請 
③2・5・8・11・14期の標準ｽｹｼﾞｭｰﾙ認定者 

2018(平成 30)年 6月に更新試験を受け申請 
(5)新制度の運営について 

①日本代協の基本的ｽﾀﾝｽ…認定主体は損保協会では

あるが､教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営は日本代協。消費者利益の保

護のため募集人の品質向上は必須であり､従来以上に

受講者の募集にも積極的に関わっていく。教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

のﾃｷｽﾄや検証問題の作成からｾﾐﾅｰ運営等も教育委員

会を中心に運営していく。 

②募集期間…専門ｺｰｽのｽﾀｰﾄが 2012(平成 24)年 10月
となるため､2012(平成 24)年 4月～7月になる予定 
③受講料…ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｺｰｽの教育内容を詰めており､教

材冊数､ｾﾐﾅｰ回数等を確定した上で決定の予定 

全国一斉｢国民年金基金加入推進C/P｣実施中

～11月28日(月)現在の達成状況～

東北財務局･損保業界｢市民大学講座｣開催 
～大震災からの教訓･今こそ考えるわが家の防災

自然災害多発で損害率大幅上昇 

～損保主要8社･2011年度中間決算～

新制度認定取得者の呼称､更新時期が確定 

～損害保険大学課程･検討状況の中間報告～
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