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6月9日開催の「2020年度通常総会」ならびに「第2

回理事会」におきまして、下記のとおり役員が改選さ

れました（○印は新任）。 

・名誉会長 岡部 繁樹 ・会長  金子 智明 

・副会長  山口 史朗 ・副会長  横山 健一郎

・副会長 ○小田島 綾子 ・副会長 ○小俣 藤夫

・理事  ○春日 靖

（北海道、北・南東北ﾌﾞﾛｯｸ担当） 

・理事  ○雨宮 豊

（上信越、東・南関東、東京ﾌﾞﾛｯｸ担当） 

・理事  ○下村 文則（東海、北陸ﾌﾞﾛｯｸ担当）

・理事   黒石 光寿（近畿、阪神ﾌﾞﾛｯｸ担当） 

・理事  ○谷川 明義

（東・西中国、四国ﾌﾞﾛｯｸ担当） 

・理事  ○北島 香代子（九州北・南ﾌﾞﾛｯｸ担当）

・理事  ○松本 一成（企画環境委員長）

・理事  石川 英幸（教育委員長） 

・理事  中島 克海（組織委員長） 

・理事  ○廣瀬 城児（ＣＳＲ委員長）

・理事  野原 早織（広報委員長） 

・専務理事 野元 敏昭 ・常務理事 小見 隆彦

・監事  杉本 恭三  ・監事  ○津田 文雄

・顧問  佐藤 貞一朗 ・顧問 荻野 明廣

・相談役 ○小平 髙義

副会長担当業務が、下記のとおり決定しました。 

【副会長共通業務】 

・会長補佐

（事業推進に関するアドバイス、会長代理機能）

・損保協会、保険会社、諸団体、有識者等との関係

構築

・政治対応支援 ・地域担当理事へのサポート

・研究会サポート

【委員会サポート】 

・山口副会長  企画環境委員会、財務委員会 

・横山副会長  ＣＳＲ委員会、広報委員会 

・小田島副会長 教育委員会

・小俣副会長  組織委員会 

各都道府県代理業協会においても、会長が改選されま

した（○印は新任）。 ※7月14日現在会長一覧 

・北海道 佐々木 雅之 ・青森   五戸 安行 

・岩手 ○舘洞 直人  ・秋田   塩田 聡 

・宮城 ○峯岸 勇人 ・やまがた 中野 伸二

・福島 古谷野 進介 ・新潟  西 勝弘 

・長野 ○福嶋 利行 ・群馬 阪本 善彦 

・栃木 ○村田 泰章 ・茨城 ○仁平 光男

・埼玉 ○塩野 忠 ・千葉 小口 泰伸

・神奈川○三ヶ尻 明広 ・山梨 ○土屋 契

・東京  磯 利二   ・静岡 菊地 勝男

・愛知 ○佐藤 則康 ・岐阜 ○遠藤 昌克

・三重  田中 義彦  ・富山 高木 正博

・石川  浜上 洋之  ・福井 ○木下 幸太郎

・滋賀 ○山口 裕貴 ・京都 小橋 信彦

・奈良  服部 典正  ・大阪 山中 尚

・兵庫  塩谷 広志  ・和歌山 ○保田 隆紀

・岡山  歳森 宏   ・鳥取  ○石倉 和文

・島根  佐々木 常人 ・広島   川向 満典

・山口  中村 俊明  ・徳島  ○三好 亘

・香川 ○安富 良 ・愛媛 齋藤 隆宏

・高知 ○岡本 和秀 ・福岡 ○占部 雅志

・大分  町田 直子  ・佐賀 吉岡 勝美

・長崎 ○横田 清孝 ・宮崎 ○小野 正芳

・熊本 ○郡 英宏 ・鹿児島 ○井立田 眞里子

・沖縄  藤川 尚久 

各委員会への諮問・推進事項は下記のとおりです。 

【企画環境委員会】 

  ・共通化・標準化の検討（商品・料率規定等を含む） 

・募集実態のモニタリングと具体的対応策の実施

・チャネル間競争力強化策・消費者並びに契約者に

代理店の価値を伝える施策の検討・提示

【教育委員会】 

・日本代協アカデミーの展開（コンテンツ作成、利

用促進、好取組事例収集）

INDEPENDENT  INSURANCE 

AGENTS  OF  JAPAN  INC. 

役員の改選について 

2020～2021年度 副会長担当業務 

都道府県代理業協会会長の改選について 

2020年度 各委員会への諮問・推進事項 



 

2／2 

  ・損害保険大学課程の運営・検証・改善 

  ・損害保険トータルプランナーの魅力度向上 

 【組織委員会】 

  ・代協・支部の強化 ・「仲間づくり」の推進 

 ・代理店賠責の推進（セミナー用PPT改定を含む） 

  ・「会員資格と会費モデル」の検証と推進 

 【ＣＳＲ委員会】 

  ・防災・減災の具体的取り組みの検討・推進 

（大規模災害時の代理店の価値の明確化） 

  ・「ぼうさい探検隊」の積極推進 

  ・ＢＣＰの推進 

   （会員の対応と顧客企業へのアドバイス） 

  ・サイバーセキュリテイ対策の推進（同上） 

 【広報委員会】 

  ・日本代協ならびに損害保険トータルプランナーの

ブランド力向上に向けたＰＲ施策の検討・実施 

  ・日本代協・各代協のＨＰの活用と対外広報活動の

企画・推進 

  ・「みなさまの保険情報」の利用拡大に向けた具体的

推進  

・「代協の魅力を伝える動画」の活用推進 

 【機関紙編集室】 

  ・日本代協ニュースの発行による代協加盟代理店へ

の情報提供 

 【コンベンション】 

  ※11月に開催予定だった「第10回コンベンション」

は中止とし、次年度に改めて開催予定です。 

 共通確認事項は下記のとおりです。 

  ・2020年度「事業計画」を熟読し、事業全体の中の

各委員会の役割を理解する 

  ・2019年度「現状と課題」を通読し、各課題の背景

と現状、方向性を理解する 

  ・日本代協の「定款・規則集」を常備し、活動の際

に遵守する 

  ・連絡、報告等の締め切り期日を遵守する 

  ・ＷＥＢ会議システムを活用する（定例委員会以外

の臨時ミーティングを含む） 

  ・日本代協アドバイザーを活用する 

  ・各代協に対し、定期的かつタイムリーな情報提供

を行う 

 

 

各部門で、以下の代協が表彰されました。 

１．仲間づくり推進（会員増強） 

 【基準Ⅱ目標達成】 

   兵庫 

【基準Ⅲ目標達成（含む会長特別表彰）】 

   北海道､やまがた､山梨(V6)､岐阜､三重､石川､福井

(V2)､滋賀(V7)､京都(V6)､奈良(V6)､大阪､和歌山､ 

岡山､鳥取､山口､徳島(V4)､香川､愛媛､高知､福岡

(V16)､佐賀､長崎(V6)､宮崎､熊本(V6)､鹿児島(V2)､ 

沖縄(V2) 

 【連Ｑ稼働達成】 

   やまがた､京都､奈良､大阪､岡山､鳥取､香川､福岡､

佐賀､熊本､沖縄 

２．Activeキャンペーン（「第一弾＋第二弾」達成） 

   やまがた､佐賀､宮崎 

３．三冠王 

 【プラチナ三冠王（5冠）】 

   福井(V2) 

 【ゴールド三冠王（4冠）】 

   徳島、福岡(V2) 

 【三冠王（3冠）】 

   鳥取､高知､奈良(V6)､岡山、大阪､沖縄､やまがた､

香川､宮崎､京都(V6)､石川､三重､山梨(V6)､滋賀

(V4)､熊本(V6)､兵庫､鹿児島､北海道､山口､和歌山、 

愛媛 

 

 

関東財務局が、管内保険代理店に対して実施したアンケ

ート調査とヒアリング結果を、6月19日に公表しました。

是非、ご一読ください。 

【関東財務局ホームページ】 

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp0290000

12.html 

 

 

 

旬のテーマで、Zoomを使い、全国各地から代協会員、非

会員、保険会社社員など500 名以上の視聴者を集めて、

7 月 8 日に掲題セミナーを実施しました。ＷＥＢ上での

アンケートの実施やＱ＆Ａ・チャットなどを活用し、有

益な会となりました。 

 

 

代協正会員を対象とした代理店賠責「日本代協新プラン」

は、来る10月1日が満期となります。引受保険会社（Chubb

チャブ損害保険）、補償内容、保険料ともに、昨年度から

変更はありません。 

8 月 7 日以降に、引受保険会社から一式書類（新規用・

継続用）を全正会員に一括送付しますので、手続きをお

願いします（最終申込締切日：9月4日）。 

2019年度取組みに対する表彰 

関東財務局／管内保険代理店ヒアリング実施結果 

2020年度 代理店賠責「日本代協新プラン」 

大阪代協Zoomでセミナー実施 視聴者500名超！ 

関東財務局による代理店との対話結果を解説 

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp029000012.html
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp029000012.html

