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理事会では下記事項が報告･審議されました。会議に先

立ち､岡部会長より以下の内容の挨拶がありました。 

❖平成 28 年度も、最後まで三冠王獲得に向け、熱い取り

組みを展開いただき、ありがとうございました。三冠王も 6
代協が獲得し、6地区別三冠王獲得の取組みにおいても、

初めて近畿・阪神地区が二冠を達成しました。また、各委

員会から年度末の答申があり、簡潔明瞭でポイントを押さ

えた報告が上がっており、1 年間の活動に感謝します。 

❖全国展開している代理店から「代協ルートの情報は大変

有益である」と代協入会希望が届いています。お客様の比

較ニーズに応えるべく乗合形式で体制整備している代理

店にとって、生損保各社ベースの情報以上に、代協ルート

の情報が有益であると評価されています。各代協の運営に

おいても、認識を改めて、受け入れ態勢を確認する必要が

あります。 

【主な報告事項】 

１．会計監査実施報告  

❖平成 29 年 4 月 24 日（金）会計監査および業務監査が 

行われ、特に問題となる指摘はなかった。 
・なお、日本代協のような移行法人に求められる公益目 
的支出計画は、平成 28 年度末をもって、相当額の支出 
が完了した。 
２．「正会員増強運動」の実施報告  

❖3 月末累計で＋168 店（前年度は＋289 店）の 12,215 
店となり､目標の 12,347 店には届かなかったが、5 年連 
続で増店となった。年間の自主目標達成代協も 17 代協 
（前年度 14 代協）あったが、一方で前年度末会員数か 
ら減店となった代協も 10 代協あった。 
❖11 代協は連続して目標を達成した。（福岡V13、高知 
V5,滋賀V4、V3＝青森、山梨、京都、奈良、香川、長崎、 
熊本、沖縄）また、静岡県代協は自主目標の 50 店には 
届かなかったが､増店 42 店と大健闘した。 
❖全国の組織率（暫定）は 42.4％と大幅に増強できた。 
（前年度 40.6％、前々年度 38.4％） 
❖三冠王獲得では、熊本、山梨、京都、奈良の 4 代協は

3 連覇を達成、徳島、滋賀が初の栄冠を獲得した。有 

言実行、決めたことをやり切った代協であり、特に熊本 
県代協は地震被災対応で厳しい環境の中、全国からの支 
援に対する謝意を、この三冠を獲得することでしっかり 
と示したいとの強い想いで一枚岩の取り組みを展開し、 
達成第一号で三冠王を獲得した。改めて敬意を表したい。 

３．金融庁による代理店ヒアリング  

❖昨年 10 月～12 月のヒアリングで、顧客本位の取組み 
が評価された地域所在のプロ代理店の内、5 代理店が本 
年 1 月に追加ヒアリング受け、「経営理念」・「経営理念

の従業員への浸透策」・「経営理念に基づく業務運営上の

取組み」を中心に意見交換が行われた。 
❖5 月末から代理店手数料体系に関するヒアリングが実

施される予定である。（同内容は保険会社6社にも実施） 
・ヒアリング項目は、「ポイント制度の評価」、「顧客本位

の取組み・業務品質向上の取組み・収益性に対する代手

上の評価項目」、「規模代手ポイントの評価」、「保険会社

の説明度合」などである。 
・代理店手数料体系は保険会社の競争戦略の一つであり、 
基本的には民・民の問題であるが、行政としてもその実

態を把握するために行うものと思われる。 

４．厚生年金保険法等に基づく届出の適正化の徹底  

❖本年 3 月末、厚生労働省年金局および金融庁監督局か

ら､損保協会経由で損保各社あてに代理店の厚生年金法

等の届出の適正化について周知要請があった｡｢厚生年金

の被保険者になる者｣､｢標準報酬の対象となる報酬｣等に

ついて再度内容を確認し、適正な届出を行う必要がある。 
❖保険業法はもとより法令等遵守の観点から厚生年金

保険法等に基づく諸手続き、届出が行われるよう「適正

化」の徹底を求める通達である。残業や休日出勤なども

含んだ「働き方改革の推進」も時を同じく強力に展開さ

れており、各代理店においても、法令に沿った対応の励

行が必要である。 
             【主な決議事項】 

１．通常総会 日程・運営・付議事項等の審議  

❖平成 29 年度通常総会の日程・運営・付議事項等につ

いて、会長から提案され、全会一致で承認された。 

＜開催日＞ 平成 29 年 6 月 16 日（金） 

＜会 場＞ 損保会館 2 階大会議室  
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平成 29 年度通常総会付議事項等を審議 

～5 月 12 日（金）第 1 回理事会開催～ 
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＜次 第＞ 

10:00～通常総会  
11:10～ご挨拶（金融庁保険課長 岡田大 様） 
12:30～政連臨時代議員会 / 13:30～全国会長懇談会 

17:00～セミナー（講師・錦野 裕宗弁護士） 
18：10～19：30 懇談会（有志） 
＜総会付議事項＞ 

第 1 号議案：平成 28 年度(第 53 期)事業報告案承認の件 
第 2 号議案 平成 28 年度（第 53 期）貸借対照表、正味

財産増減計算書、財産目録承認の件 
第3号議案 本総会の決議の主旨に反しない限りその修

正を会長に一任する件 

２．各委員会からの報告及び審議事項の審議  

□組織委員会の木下委員長より、平成 28 年度の会員増

強、年金基金、三冠王の取組結果に対する表彰について

の提案があり、全会一致で承認された。 
また、上記項目の別枠として、事業活動の推進に関して

特に顕著な成果を上げた、以下の代協・ブロックに、特

別表彰として「事業活動貢献賞」を贈呈することが会長

から提案され、全会一致で承認された。 

熊本県代協 
地震被災対応で厳しい環境の中、全国からの支援に対す

る謝意を、この三冠を獲得することで示すとの強い想い

をもって代協一体となって取組み、第一号で三冠王を獲

得したこと、および、全国各地のセミナー・講演要請に

精力的に対応し、代協の存在を大いにPR いただいたこ

とに対し事業活動貢献賞として金一封を贈呈する。 
静岡県代協 
新体制役員のリードの下、組織一体となった取り組みを

展開し、会員増店 42 店と日本代協全体の増店数 168 店

の 25％を占有する大きな成果を残した。（自主目標 50
店目標達成はならなかったが、元々増強ガイドライン 13
店に対し、意識改革が必要との認識の下、自主目標を 50
店に設定して取り組んでいた。）事業活動貢献賞として金

一封を贈呈する。 
近畿・阪神ブロック 
6 地区単位の三冠王獲得運動において、初となる二冠を

獲得した。その熱気は他地区にも波及し、年金基金の獲

得ポイントの押し上げにつながった。全国の模範となる

ブロック運営であり、事業活動貢献賞として金一封を贈

呈する。 

□広報委員会小田島委員長より、「みなさまの保険情報」

購入者拡大キャンペーンの実施について下記の提案があ

り、全会一致で承認された。 

❖購入者拡大に向けた「みなさまの保険情報」購入キャ

ンペーンを 5/15～6/15 の 1 か月間実施する。 

・新規購入者には「みなさまの保険情報」7 月号を 50
部無償進呈する。併せて、年間 800 部以上で名入れする

新規購入者には、7 月号を 100 部（但し、名入れなし）

無償進呈する。また、新規購入者数上位の都道府県代協

には「ふうたグッズ」を贈呈する。 

３．商標登録の出願検討  

❖日本代協キャラクターである「森の賢者“ふうた”」の商

標登録について報告があり、「基本ポーズ」の商標登録手

続きを進めることで承認された。なお、本会の名称のあ

り方については、今後ビジョン委員会で検討する。 

 
 
 
❖昨年度は現地研修の受け入れ先である米国保険教育

協会（ＩＥＡ）との契約条件等の問題により派遣を見送

ったが、本年度は受け入れ先をＣＰＣＵサンフランシス

コ支部（ゴールデンゲイト支部）に変更し、従来のカリ

キュラムを踏襲したうえでの再開が決定した。日程は前

回比 1 日短縮し、より研修に集中できる環境を整えた。 
・研修期間：6 月 2 日（金）～6 月 9 日（金）全 8 日間 
・研修場所：サンフランシスコ（のみ） 
・費  用：298,000 円＋ＰＩＡＳ研修費用 900ＵＳ 

ドル（サーチャージ等別） 
・参加人数：14 名 
・事前研修：5 月 19 日（金）日本代協事務局にて実施済 

 

 

 

❖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 日に満期を迎えます。（募集用帳票

は 8 月中旬頃一括送付）次年度の保険契約での改定はあ

りません。（補償内容、保険料は昨年同様） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
※なお、関連情報および現契約の中途加入の規定は下欄

の通りです。 
 

 

 

 

～ＣＰＣＵサンフランシスコ支部共催～  

第 36 次 PIAS 米国研修の開催決定 

 

  

ご案内 代理店賠責 “日本代協新プラン” 

～（次年度内容＋中途加入締切）情報 ～ 

 
 

■“日本代協新プラン”関連情報 

現契約の中途加入は、7月 1日始期分で終了します。 

7月始期分の申込みの締め切りは、6月 20日です。 

※以降は、10月 1日の加入となります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※昨年 10/1 より引き受け保険会社 ： エース社は、 

Ｃｈｕｂｂ
チ ャ ブ

損害保険株式会社 に社名変更しました。 


