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❖日本代協理事会が 9 月 1 日(木)に開催され､下記事項に

つき報告･審議されました。概要は下記の通りです。理事会

に先立ち､岡部会長より、次の内容の挨拶がありました。 

□首都圏・北海道・東北に台風が上陸し、猛威を振るうなど、

進路も災害の起こり方もニューノーマルの時代。改めて、

平時より災害に備えた提案を実践することが益々重要な時

である。 

□業界紙、活力研、損保労連との懇談会を実施した。活力

研では 4社ともに専業チャネル責任者が交代したが、良い

関係が継承、構築できている。 

□ほけんの窓口グループのキックオフミーティングに参加し

てきた。印象に残ったのは下記の点である。 

1.今までは人と店を増やして収入を上げていたが、今後は

既存のお客様の掘り起しに焦点を当てている。 

2.ダイバシティ：女性の活躍が目立つ。 

3.スキル・技術よりも「思いやりの気持ち」を大切に捉えている。 

□7月29日に金融庁の参事官、保険課長にご挨拶すること

ができた。各地での地道な政連活動等による人間関係構築

で後押しいただき、今後に繋がる面談となった。 

□役員の改選期の年度は、第一四半期の活動が振るわな

い。9月から活動を立て直し、第 2Ｑ、第 3Ｑで馬力を上げて

事業計画の達成へ向け業務遂行していこう。 

～「情報と熱を伝える。」～  ～「熱く、緊張感をもちながら

も、どうせやるなら楽しくやろう。」～ 

【主な報告事項】 

１．損害保険トータルプランナー更新状況 

❖平成 28 年 7 月末時点 対象者 2,466 名 受験者 1,174
名 合格者 488 名 
❖ホームページ新着情報掲載（6/20）はがき配送（7/26）
個別メール発信（8/1-2）教育委員を中心とした更新試験

受験勧奨を展開中である。（詳細は次ページ） 

２．第 6回日本代協コンベンション企画状況 

❖平成 28 年 11 月 4 日（金）13：00～式典・記念講演 

グランドニッコー東京台場（昨年と同じホテル） 

＜来賓ご挨拶＞ 金融庁監督局保険課長 岡田 大 様 

     日本損害保険協会 専務理事 堀 政良 様 

5 日（土）10：00～12：00 分科会(概要以下のとおり) 

①坂東 俊矢 様（弁護士/京都産業大学大学院教授/損保

協会ADR 業務相談対応等） 

テーマ：お客さまのニーズに向き合った損害保険契約と代

理店の役割 

②栗山 泰史 様（日本代協アドバイザー） 

テーマ：InsurTech の時代に保険の原点を考える 

③中﨑 章夫 様（日本代協アドバイザー） 

テーマ：市場激変と保険代理店の近未来「人のネットワーク」

産業の活路・方向性と課題 

④山中 伸枝 様（公的保険アドバイザー協会理事） 

テーマ：「確実にお客さま満足度が高まる公的保険アプロー

チとは」～売上げと満足度の向上を両立させる新たな切り口 

３．平成 27年度代理店統計 

❖代理店実在数：202,148 店（対前年▲2,842 店） 

募集従事者数：2,059,743 人（対前年▲3,338 人） 

❖募集形態別保険料構成比：(代理店扱 91.7%、直扱 7.8%、
仲立人 0.5%)：(専業 19.0%、副業 81.0%)：(法人 53.9%、
個人 46.1%)：(専属 75.8%、乗合 24.2%)：チャネル別代

理店数構成比（自関連 49.4%､専業 20.9%､不動産業12.1%） 
４．熊本地震にかかる情報 

❖7 月 31 日(日)現在､225,989 件､約 3,488 億円  

❖8 月 26 日(金）14：00～17：00 熊本県代協被災会員

による座談会を開催 
【主な決議事項】 

１．平成 28年度[2016年度]表彰者の選考 

❖平成 28 年度コンベンションにおける表彰者の選考会

議（9 月 1 日開催）の結果が下記の通り承認されました。 
＜平成２８年度表彰者＞  ～ブロック・代協・氏名～ 

南関東    神奈川県代協   師岡 邦雄 氏 

東  海    岐阜県代協     小西 恭弘 氏 

北  陸    富山県代協     中田 博   氏 

近  畿    滋賀県代協     森田 雄   氏 

阪  神    大阪代協       田中 研一 氏 

西中国    広島県代協     穴田 一善 氏 

四  国    徳島県代協     丸山 満秋 氏 

九州北    福岡県代協     橋本 安彦 氏 

九州南    熊本県代協     村上 暢敏 氏 

 

 
INDEPENDENT  INSURANCE 

AGENT  OF  JAPAN  INC. 

平成 28 年度 第 4 回理事会（9/1 開催） 

～平成 28 年度表彰者の選考、事業計画推進状況等～ 
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❖｢全国損害保険代理業国民年金基金｣の加入推進を図る

ため､10 月～11 月で『国民年金加入推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ』を全国

一斉に展開することになりました。 

≪全国一斉「国民年金基金加入推進キャンペーン」内容≫ 

◆期間：平成 28 年 10 月 1 日～11 月 30 日 

◆カウント： 基金事務局にて受け付けた新規加入申出書 

新規契約は 1 件、増口契約は 0.5 件とカウント 
（平成 28 年 4 月～9 月までの加入受付分含む） 

＜国民年金基金のメリット＞ 

◆加入した時から、給付も確定、掛金も確定で安心です。 

◆掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽 

減されます。※代協会員以外の方も加入できます。 

 

 

 

 

❖代協活動の周知を目的として毎年｢代協活動の現状と課 

題｣を刊行しています。平成28年度版「現状と課題」は、9月
2 日に全正会員へ発送しました。是非ともご一読願います。

本冊子は金融庁や各保険会社等にも送付します。 

（日本代協ＨＰにも掲載予定）ご活用下さい。 

 

 

 

❖代理店賠責「日本代協新ﾌﾟﾗﾝ｣の募集は 9 月末で終了し

ます。お陰様で、ほぼ昨年と同様の件数/加入率が見込め

る状況です。保険料の割引を適用するためには、加入依頼

書を兼ねている「郵便局払込取扱表」に損害保険トータルプ

ランナー資格の認定番号を記入する必要がありますが、そ

の番号が未記入のｹｰｽが多数ありました。ご注意ください。 

❖本年度も、毎月20日申込締切､翌月1日を始期(終期：平

成29年10月1日)とする中途加入が出来ますので、ご活用

ください。（ただし 7 月 1 日が最終中途加入日） 

❖引受保険会社：エース損害保険株式会社 

(１０月１日よりＣhubb(ﾁｬﾌﾞ)損害保険会社に社名変更予定) 

＊＊＊＊＊         ＊＊＊＊＊       ＊＊＊＊＊ 

～トータルプランナーに移行した募集人の方へご案内～ 

損保トータルプランナーの更新をお忘れなく！ 

❖３・６・９・１２期の旧認定保険代理士から損害保険トータ 

ルプランナーに移行した募集人（2,473 名）は、平成 28 
年 12 月末日に有効期限が到来しますので更新手続きが 

必要です。 認定を更新するためには、コンサルティング 

コース更新試験（試験方式：IBT 試験）の受験・合格が必 

要です。早めの受験をお勧めします。 

＊＊＊＊＊         ＊＊＊＊＊       ＊＊＊＊＊ 

 

 

 

日本代協は、損保協会の盗難防止活動に参画していま

すが、本年度は、10 月 7 日（トーナン防止の日）に盗難

多発地域を中心とした 15 地域での街頭啓発活動が予

定されていますので、ご協力をお願いします。 

≪自動車盗難の多発地域≫ 

北海道、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、茨城県、 

千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、

兵庫県、福岡県、沖縄県（15 地域） 

 

 

 

❖地震保険は、「地震等による被災者の生活の安定に

寄与する」ことを目的としており、被災者が将来に向かっ

て最初の一歩を踏み出す大切な機能を担っていますが、

2015 年度の地震保険付帯率は 60.2％（対前年＋

0.9％）、世帯加入率は 29.5％（対前年＋0.7％）に留ま

っています。 

■加入促進を目的として、「地震保険啓発・普及キャンペー

ン」を原則、10 月に統一取組みとして実施 

■街頭での啓発活動とあわせて、お客様との日常活動を通

じて地震保険の普及率向上を推進 

■ノベルティツール・ポスターは、9 月 12 日（月）発送済 

 

 

 

❖本キャンペーンは、全ての被害者に対して基本的な

損害賠償を補償する自賠責保険の必要性、無保険車運

行の違法性の周知を図るもので、昨年同様、若年層・青

年層を対象に広報・啓発活動を実施します。 

❖毎年、『秋の交通安全運動（9月21日～30日）の平日

に PR 活動をお願いしていますが、休日とも重なるため、

上記期間を目安に 9月実施に向けたご協力・ご準備をお

願いします。 

 

 

 

❖8 月 26 日(金）熊本県内の東京海上日動ビル会議室に

て、熊本県代協井上会長他計 5 名の会員の方々にご参加

いただき、今回の大地震対応を通して感じた課題や教訓

についてお話しいただきました。 
❖同会の議事録は追って各代協に展開させていただくと

共に、当日の様子を収録した熊本地震に関する DVD を

作成/配布し、今後の地震保険の普及促進等に活用いただ

く予定です。是非とも、ご活用ください。 

 

熊本県地震座談会（8/26）を開催しました 

 

 

10 月７日『盗難防止の日』官民合同行動 
～盗難多発地域を中心に15地域で街頭啓発活動～ 

 
 

代理店賠責『日本代協新ﾌﾟﾗﾝ』 
～9/16 速報 ： 継続率 96.6％・加入率 80.4％～ 

 

 

全国一斉｢国民年金基金加入推進Ｃ/Ｐ｣ 
～10 月 1 日から 11 月 30 日２ヶ月間：目標 120 件～ 

 

 

『代協活動の現状と課題』全会員に送付 
～平成 28 年度版を発刊､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも掲載～ 

 

地震保険啓発・普及キャンペーンを実施 
～原則、10月 23日（金）を統一行動日～ 

 

 

「無保険車追放キャンペーン」を実施 
～秋の交通安全運動（9/21～9/30）の期間～ 

 

 


