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9 月 12 日(金)に理事会･ブロック長懇談会が開催され､ 

下記事項が報告･審議されました。概要は次のとおりです。 

会議に先立ち､岡部会長からは『四国、九州、京都、広島な 

ど、全国で局地的な大災害が頻発しており、京都で 4 名の 

代協会員が被災された。保険金支払いやケアで走り回って 

いる状況の報告が届いているが、我々は、防災・減災に取り 

組むことも大事な仕事であり、改めて「ハザードマップの伝 

道師」として、1 軒1 軒地域のリスク情報をお伝えしていくこと 

が重要である。』との挨拶がありました。 

【主な報告事項】 

１．Ｈ26年度「代協正会員増強運動」 

・代協正会員増強運動の 8月末状況について報告があり、 

8 月単月では、入会 52 店・退会 24 店・合計＋28 店と､

月別で今年度初めて増強できた。4 月からの累計では、

入会 187 店(マイナス 67店)と累計減少を圧縮できた。 

・代理店賠責日本代協新プランの更新状況が報告された。 

9/10 時点の加入件数：8,425 件と前年並みの件数で申し込 

みがある。未加入者には督促中である。 

 ２．損害保険大学課程（移行状況・専門コース募集結果  

・トータルプランナーへの移行認定は 84.4％（7,628 名

/9,036 名）であり、ブロック教育委員が未移行者を固有

名詞で確認中である。トータルプランナーのカード型認

定証（ゴールドカード）の発行状況は 25.5％（1,946 件/ 

7,628 名）に留まっている。 

 ３.コンベンション企画状況  

・第 3分科会パネルディスカッションの内容 

□テーマ：風通しのいい企業風土、従業員とのコミュ 

     ニケーションについて語る 

□登壇者：渡辺健一氏（宮城県代協：㈲渡辺保険事務所） 

     絹田翠々英氏（岡山県代協：㈱ＡＢＣ） 

     葭谷広之氏（埼玉県代協 

：ユナイテッド・インシュアランス㈱） 

 ４.．日本代協ニュース特別企画  

・平成 27 年新年号特別企画「直資代理店出向者座談会」 

(保険会社からの直資代理店出向者座談会の開催予定) 

【主な内容】 

□日程：平成 26 年 10 月 10 日（金）14 時～17 時  

□参加者 : 

三井住友海上営業企画部部長・ 

前 MS 保険サービス北海道社長     弘田 拓己 様 

東京海上日動パートナーズＴＯＫＩＯ社長 

 佐々木喜章 様 

損保ジャパン日本興亜サービス取締役常務執行役員 

 重元 亨太 様 

□意見交換テーマ：「経営マネジメント」「代理店となって感

じたこと（保険会社にいた時との認識の相違）」など 

 ５．ぼうさい探検隊マップコンクール日本代協賞の交付 

賞名「キッズリスクアドバイザー賞（日本損害保険代理業協

会賞）」として、町に潜むリスクを発見・発信し、地域の安心・

安全に貢献している作品を表彰する。 

 ６．個人情報保護の徹底 

・個人情報の取扱いについて、以下の措置を講ずることが

改めて指示されている。（金融庁監督局長名） 

①安全管理措置 

（特に個人データへのアクセスの管理等の措置） 

②委託先及びその先に関与する事業者の監督 

③外部からの適正な個人情報の取得 

・体制整備義務においても、個人情報管理は大きな 1 項目

として取り上げられており、どう実践していくかは大きな課題

である。また、個人情報保護法の改定も予定されており、さ

らに厳しい管理が求められる。 

【主な審議事項】 

１．Ｈ26年度 表彰者  

平成 26 年度コンベンションにおける表彰者の選考会議結

果が提案され、審議の結果、全員一致で承認されました。     

・表彰者 ①大島昭夫氏（愛知）②高橋幸雄氏（奈良） 

③大畠晏氏（大阪） ④松村健造氏（和歌山）：物故者 

⑤村上公明氏(愛媛）⑥酒匂康男氏（鹿児島） 

 ２．ブロック長懇談会：各ブロックの取組状況の共有  

・理事会後のブロック長懇談会においては、日本代協より下

記事項が報告されました。概要は次のとおりです。 
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□「代協正会員増強運動」代協別目標および達成状況 

□「国民年金基金」10 月単月キャンペーン実施 

□代理店賠責「日本代協新プラン」更新状況 

□損害保険トータルプランナー認定授与式 

□代理店使用人の適正化 

□社会保険の適正な加入(厚生年金加入逃れ阻止の動向) 

・その後、地区担当理事とブロック長ごとの分散会が行われ、

論議内容についてブロックの取組状況の発表がありました。 

 

 

 

第 34 次 PIAS（太平洋保険学校）米国研修（6 月 19 日

～6 月 27 日：参加者 20 名＝9 日間）の帰国研修会が 8
月 1 日に日本代協で開催され、お陰様で、同研修会も大

盛況の内に終了しました。10 月中には同報告書が作成さ

れ、近日中に日本代協ＨＰにも掲載予定です。    

来年度は第 35 次 PIAS が予定されており、35 周年の

記念開催になります。詳細は、本ニュース新年号でご案内

します。大変ご好評をいただいておりますが、来年も是非

とも、多数の方々のお申し込みをお待ちしております。 

 

 

 

日本代協が設立母体となった、代協の財産でもある｢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
月単月『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。 

＜国民年金基金のメリットは・・・・＞ 

◆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（社会保険料控除）の対象となり、所 

得税・住民税が軽減されます。公的年金なので有利です。 

 キャンペーン期間  

平成 26 年 10 月 1 日～10 月 31 日の 1 ヶ月間 

 国民年金基金の対象者  

※ 代協会員以外の方も加入できます。 

損害保険代理業に従事する国民年金第 1 号被保険者 

（店主のほか家族､従業員､(現)委託型募集人も対象） 

 

 

｢代理店賠責･日本代協新ﾌﾟﾗﾝ｣の募集は 9 月末で終了

いたします。ご加入・ご支援に対し、厚く御礼申し上げます。

本年度も、毎月 20日申込締切､翌月1日を始期(終期：平成

27 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。（平成 27 年 8 月～9 月始期分を除く） 

<保険名称>  専門業務事業者賠償責任保険  

<引受会社>  エース損害保険株式会社 

 

 

 

10月7日（トーナン防止の日）の街頭活動は、プロジ

ェクトの事務局である損保協会からの依頼を受けて行う

ものであり、損保協会とのより一層の信頼関係を構築す

べく、盗難多発地域に限定することなく全代協の統一

取組みとして展開します。各代協では実施に向けたご

協力・ご準備をお願いします。 

 

 

 

日本代協では、「地震保険の普及は公益に資する活動

である」との信念の下、これまでも地震保険の啓発・普及

を呼びかけてきました。本年度も全国一斉に啓発活動を

行いますので、広く消費者に情宣いただきますよう、ご協

力お願いします。（本部 CSR 委員会は 10 月 2 日に実施） 

 

 

 

日本代協では､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。9 月下旬頃、

新しい内容を盛り込んだ平成26年度版を全代協会員の

皆さまにお送りしますので、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関係機関に送付す

るとともに、同時期に日本代協ＨＰにも掲載しますので、

ご活用下さい。 

 

 

 

「損害保険トータルプランナー」平成 26 年 8 月認定状況 

□認定取得者= 合計 8,189 名 

（コンサルティングコース試験合格者=561 名 

＋日本代協認定保険代理士 7,628 名） 

・認定要件充足者（未申請者）＝合計 1,452名 

（コンサルティングコース試験合格者=44名 

＋日本代協認定保険代理士＝1,408 名） 

「損害保険プランナー」平成 26 年 8 月認定状況 

□認定取得者＝合計 54,355 名 

(専門コース試験合格者 3,580 名 ＋日本代協認定保険

代理士 6,219名 ＋旧特級一般他 44,556名） 

・認定要件充足者（未申請者）＝合計 29,159 名 

  (専門コース試験合格者 1,121 名 ＋日本代協認定保険

代理士 3,212名 ＋旧特級一般他 24,826名） 

※なお、平成 27 年度コンサルティングコース受講申し込

み受付は、12 月 1 日より 2 月 20 日までです。 

全国一斉｢国民年金基金加入推進Ｃ/Ｐ｣ 
～10 月 1 日から 10 月 3１日：目標 120 名～ 

 

第 34 次 PIAS米国研修の帰国報告 
～8/1 帰国報告会開催～ 

 

 

 

『代理店賠責･日本代協新ﾌﾟﾗﾝ』手続き終了 
～9/19 速報 ： 継続率 95.2％・加入率 79.8％～ 

 

10 月７日『盗難防止の日』業界一斉行動 
～全国 47 都道府県で盗難防止を呼びかけ～ 

 

地震保険啓発・普及キャンペーンを実施 
～全国 47 都道府県で 10 月 23 日（木）一斉～ 

 

『代協活動の現状と課題』全会員に送付 
～平成 26 年度版を発刊､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも掲載～ 

 

損害保険大学課程＝関連情報 

平成 26 年 8 月認定状況 
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