行動規範

常に消費者のため︑地域社会に
お役に立つ代理店になる
２０１９年度 通常総会開催

代理店の態勢整備︑顧客本位の

業務運営の更なる推進のために

﹁募集人ごとの教育のエビデンス﹂

や﹁ベストプラクティス事例の共

月より

などがポイントとなる︒３月から

有﹂︑﹁内部監査の実施と構築﹂

９月をお試し期間とし︑

デミー﹂を活用して一歩先を行く︒

本格スタートする﹁日本代協アカ

が決議承認された︒開会に先立ち︑金子智明会長は﹁新年号のも

２０１８年度︵第

期︶事業報告案など計２議案を付議︑全議案

日︵金︶︑２０１９年度通常総会を開催し︑

各代協の熱意ある取り組みに敬意

着実に信認度が高まっていると︑

会におけるリスクの専門家として

らこそできる活動であり︑地域社

これらは地域に根ざす代理店だか

参画型で作り上げる︒

る﹁日本代協アカデミー﹂を全員

協︵会員︶のための仕組み﹂であ

だき︑﹁代協の︑代協による︑代

てみて︑意見・要望を寄せていた

ＩＤ登録を済ませ︑実際に利用し

と例年以上にフレッシュなスタートを切られていることと思う︒

﹁社会貢献活動﹂では︑損保協

を表しました︒

防災・減災に資する活動等を展開

会とも連携しながら︑事故防止や

ージャーとしてお役に立てるよう

し︑地域社会におけるリスクマネ

代協は会員数維持もし

福岡をはじめ︑

ラン﹂の周知と加入促進︶を事業

動︑③代理店賠責﹁日本代協新プ

本代協アカデミー︑②社会貢献活

備えであり︑プロテクターだが︑

は︑代理店にとって極めて重要な

代理店賠責﹁日本代協新プラン﹂

取り組む︒併せて︑清掃や植林活

するなど

代協は減店と

常に消費者のためという基軸の下

京都代協が５年連続︑続いて滋賀

くは増店したが︑

も積極的に取り組む︒

代協が３年連続︵初回と合わせ４

なり︑合計で前年度末対比で１２

まだまだ周知されていない︒本プ

動等を通して地球環境保護活動に

回獲得︶︑新たに福井︑福岡代協

の柱に据えて︑以下のとおり活動

に︑引き続き３つの取り組み︵①

が達成され全国をリードした︒特

２店減少の１万２１４５会員とな

募集人一人ひ

代理店経営の高度化に向けた﹁組

と加入拡大を図っていく︒

く未加入代理店に声かけし︑周知

セミナー開催や説明会を通して広

ービスにおいて大きな柱である︒

に︑コンサルティングコースの受

減店となったが︑令和のスタート
とともに本年度の取組みを期待し

織力強化研修﹂︑

険車追放キャンペーンはじめ幅広

に直結する地震保険の普及や無保

なコンテンツを提供する︒

た﹁実践的研修﹂を３本柱に様々

礎教育研修﹂︑

収益向上に向け
い分野にわたる活動を展開したが︑

︵2頁へつづく︶

︵仲間づくり推進︶については︑

最重要課題である﹁会員増強﹂

とりのレベルアップに向けた﹁基

﹁日本代協アカデミー﹂は︑

ランは日本代協の提供する会員サ

損害保険大学課程の展開および日

日本代協の主な取り組みでは︑

日本代協の主な取り組み

常に消費者のため︑地域社会のお役に立つ代理店になる︑という
をすすめていく﹂と述べました︒

標を達成し２０５５名が受講した

代協が目

策の﹁三冠王︵会員増強・国民年

と指摘しました︒

金子会長は挨拶の中で︑重点施
金基金・コンサルティングコー

講勧奨については︑全

理念の下に本年度も引き続き全国の代協と一体となって取り組み

日本代協は６月

10
すると述べました︒

代協が目標達成

年連続達成の

会員増強では︑

47

ス︶﹂に触れ︑山梨︑熊本︑奈良︑

15

11

27

社会貢献活動についても︑本業

（ａ）

20

たいと述べました︒

（b）

（c）

倫理規範

55 14

った︒６年連続の増店が一転して
挨拶する金子会長

①重要事項の説明 ②最適アドバイス
③アフターサービス・アフターフォロー
④顧客情報の守秘 ⑤法令の遵守
①社会性・公共性の自覚 ②自己研鑽
③信義・誠実性 ④信用の維持
⑤反社会的勢力との関係遮断

われわれは、次の募集規範
を遵守し、消費者の利益に
貢献します。

令和元（2019）年 7月24日
〜 今 を変えなければ 未来 は 変 わ ら な い 〜
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・日本代協アカデミー（ＮＤＡ）の展開（含む各委員会との連携によるコンテンツの充実）
・損害保険大学課程の運営・検証・改善

・代理店の収益向上・体制整備強化に資する好取組事例の収集と展開

教育委員会

・情報と熱が伝わる組織作りの推進

・各代協ならびに各会員のＨＰの活用推進（広報と連携）

組織委員会

・ぼうさい探検隊の積極推進

・中小企業のサイバーセキュリティ対策の啓発活動の実施

・防災・減災の具体的な取組みの検討（含むハザードマップの活用推進等）

ＣＳＲ委員会

・日本代協及び損害保険トータルプランナーのブランド向上に向けたＰＲ施策の検討・実施
・代協の魅力を伝える動画の制作

広報委員会

・大規模災害時の鑑定補助制度創設に向けた検討と折衝

・代理店の体質強化に向けた支援策の検討・提供（代理店経営サポートデスクと連携した

ビジョン委員会

・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

機関紙編集室

・2019年度コンベンション開催に向けたアクションプランの策定・実行と当日の運営

コンベンション

②﹁２０１９年度の各代協のグラ

について事務局から報告があり︑

ンドデザイン︵事業計画目標達成︑

頁からつづく︶

﹁奇手妙手はなく︑多くの会員の

︵

地道な活動しかない︒そのために

組織活性化の具体策の共有︶﹂を

では︑日本代協から①代協正会員

も︑保険会社頼みではなく︑支部

の仲間づくり推進︑②損害保険大

２０１９年度事業計画の推進等

白みを高め︑全国の支部活動の活

学課程の現状と今後の取り組み︑

テーマに分散会が行われました︒

性化︑活発化に向けて︑支部長を

活動の活性化︑活発化が不可欠と

しっかりサポートしてほしい﹂と

③日本代協アカデミーの登録状況

考えている︒代協活動の魅力︑面

述べました︒

年度は

代協が基金への加入者目

円滑な合流が実現できたこと︑昨

年４月に創設された全国基金への

最後に︑国民年金基金が平成

年金基金加入希望者紹介業務の状

からの報告︵ＰＲ動画再生状況︑

法改正対応最新情報︑⑥各委員会

回日本代協コンベンション︑⑤業

ならびに今後の周知徹底︑④第９

ＰＩＡＳ実施など︶について報告

では︑各部門で以下の代協が表彰

２０１８年度各種取り組み表彰

が行われました︒

議事に入り︑第１号議案﹁２０

されました︒

期︶事業報告案承

１８年度︵第

運動の表彰

２０１８年度代協正会員増強

１

①年間自主目標達成代協の表彰

期︶貸借対照表︑正味

認の件﹂︑第２号議案﹁２０１８

財産増減計算書︑財産目録の件﹂

・福岡⁝⁝基準Ⅰ目標達成

・山梨︑福井︑奈良︑徳島︑熊本︑

・鹿児島⁝⁝基準Ⅱ目標達成

通常総会後︑２０１９年度第２

準Ⅲ目標達成

該当なし

月末︑３月末すべてクリア︶

・年間連Ｑ稼働達成︵９月末︑

梨︑京都︑奈良︑長崎︑熊本

Ｖ６達成の滋賀︑Ｖ５達成の山

・会長特別表彰

達成の福岡︑

沖縄︑滋賀︑京都︑長崎⁝⁝基
が開催されました︒

２０１９年度 第１回
全国会長懇談会

Ｖ

回理事会と第１回全国会長懇談会

れました︒

などを審議し︑原案どおり承認さ

年度︵第

55

挨拶しました︵４ページ参照︶︒

融庁監督局の横尾光輔保険課長が

況︑代理店経営サポートデスク︑

標を達成し︑有終の美を飾ったこ

31

総会の開会に先立ち︑来賓の金

とを報告しました︒

11

55

第１回全国会長懇談会では︑①

15

・代理店賠責の推進（含む保険会社社員の理解促進）と募集上の留意点の情宣
・共通化・標準化の推進

企画環境委員会

１

２０１９年度事業計画の推進など

12

諮 問 ・ 推 進 事 項
委員会

（2）
〜 今を変えなければ 未来は変わらない〜

日本代協ニュース
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〈 2 0 19 年度 各 委員会への諮問・推進事項 〉

・募集実態のモニタリングと具体的対応の実施

・チャネル競争力強化策、消費者･契約者に代理店の価値を伝える施策の検討、提示

・「仲間づくり」の推進

・日本代協ＨＰの抜本的改定の実施

・「みなさまの保険情報」の活用推進

・各会員資格と会費モデルの提供

施策、ツール、帳票等の提供）

※全委員会が日本代協アカデミーのコンテンツづくりに関わる。

「ハッピーリタイアメントプランの検討・提言」については、企画環境委員会とは切り離し、別途、少人数で研究会を立ち
上げ、好取組事例の収集などに取り組む。人選は会長に一任する。

Ｖ６京都︑奈良︑熊本︑Ｖ５山

代理店賠償責任保険・受託財物保険・施設賠償責任保険

︻専用電話︼
０３ ６２６８ ０７８８
︻専用メール︼

https://youtu.be/rymL0C1h-yI

昨年同様の補償内容で、 保険料も据え置きです。

Ｖ４以上達成＝

梨

agsupport@nihondaikyo.or.jp
☆是非ともご活用をお願いいたし
ます！

期間中の登録手続き方法は左記の

また︑電話による﹁代理店経営

２０１９年

同保険の引き受け保険会社は「Ｃhubbﾁｬﾌﾞ損害保険会社」です。

・会長特別表彰

の表彰

奈良︑滋賀の７代協︵三冠王の連

〜日本代協アカデミー
ネットチャンネル〜
無料お試し期間＝
９月末まで延長！
日本代協独自の教育システム
﹁日本代協アカデミーネットチャ
ンネル﹂の活用に向けて３月４日
からスタートした﹁無料お試し期

スト︑社員論議シート︑ＢＣＰ策

﹁ネットチャンネル申込登録のご

相談コーナー﹂を設け︵毎週水曜

▽無料お試し期間

都道府県代協正会

日︵月︶まで

日本代協新プラン 2019年度 関連情報

②会員増強２月増強キャンペーン
入賞した８代協︵やまがた︑山
基金・コンサルティングコー

三冠王︵会員増強・国民年金
ス︶の表彰

３

児島︑沖縄︶を表彰

梨︑福井︑京都︑福岡︑熊本︑鹿
※支部活性化の好取組発表は該当

覇

京都︑福井︑山梨︑福岡︑熊本︑

全国一斉﹁国民年金基金推進
京都︑山梨︑熊本︑奈良は５

キャンペーン﹂表彰

なし︒
２
連覇︑滋賀は３連覇︶
懇談会終了後︑警視庁サイバー
セキュリティー対策本部による
﹁サイバーセキュリティー﹂に関

神奈川︑

山梨︑京都︑熊本

①キャンペーン期間での目標達成
代協
静岡︑三重︑福井︑滋賀︑奈良︑
するセミナーを聴講しました︒

②年度末までの達成代協
大阪︑福岡

代協会員の経営支援のために

間﹂を６月末から９月末まで延長
します︒
この機会に是非ご体験下さい︒

定シート︑解説書︶︑②﹁代理店

案内﹂︵動画︶で視聴下さい︒

﹃代理店経営サポートデスク﹄
の創設
７月より︑日本代協事務局内に

の戦略的事業承継支援策﹂︵事前

日

９月

▽申込対象者

免責金額：５万円

支払限度額：１億円

⇒１請求につき

ＩＤ登録のチャンスです︒お試し
﹃代理店経営サポートデスク﹄を

調査用各種資料の提供︶を行い︑

理店経営を支援するための各種支

氏に相談室長に就任いただき︑代

育︑労務管理︑給与︑評価︑合併︑

︻動画ＵＲＬ︼

設置︵火曜日〜木曜日は事務局常

援策の企画開発︑ならびにツール・

後継者問題︑生産性向上︑成長性

員︵含従業員︶
ログインページにア

遡及日の取扱い

駐︶します︒

帳票等の作りこみを行い︑代協会

確保等について︑代協会員の皆さ

クセス

▽申込方法

この保険では、加入者単位に「遡及日」（一番最初の契約始期日）が設定されています。
遡及日以降の募集行為に関して、保険期間内に賠償請求があった場合、補償の対象となりますので、
満期継続により遡及日も継続できますので、手続きを失念されないようご留意ください。

〜ご留意点〜

今後順次拡大していきます︒

員の皆様に提供してまいります︒

まの個別相談に対応いたします︒

16

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。
〇８月10日以降、Ｃｈｕｂｂﾁｬﾌﾞ損害保険より、一式書類（新規用・継続用）を全正会員に一括送付
〇最終申し込み締切日＝２０１９年９月４日（水）
〇必要事項を記入の上、専用「郵便振替用紙」にて、保険料を払い込みください。
〇10月中旬以降、Ｃｈｕｂｂﾁｬﾌﾞ損害保険より加入者証が送付されます。

今年度の
契約方式は…

日本代協アドバイザーの粕谷智

第一弾として︑①小規模代理店

メールは随時受け付けます︒

時︶︑採用︑育成︑教

向けＢＣＰ策定ツール﹁みんなで

30

時〜

作るＢＣＰ﹂の提供︵チェックリ

10

令和元
（2019）
年 7月24日
日本代協ニュース
〜 今を変えなければ 未来は変わらない〜

（3）

ず事後検証として個々の営業が適

切か否かを検証できる体制が整っ

ていなかった事例も見られました︒

現体制を維持するにとどまらず︑

ことを承知しています︒今後は︑

後のフォローアップなど皆様の前

客の立場に立った商品説明や販売

に見合った保険商品の販売は︑顧

ニーズや知識︑経験︑財産の状況

も見られました︒金融庁および財

しも十分に整備されていない事例

また︑危機管理面の体制が必ず

ていない等の事例も見られました︒

集人に対して適切な指導が行われ

ず︑就業規則等に違反している募

改正保険業法に関連して金融庁

え︑その後の事務管理あるいは業

自社経営をチェックする機会と捉

５月１日から︑新たな時代﹃令

になっていない事例が見られまし

お客さまに十分に説明できる体制

地域に根差した保険代理店として︑

ようご尽力される姿と重なります︒

代理店が架け橋となり調和を築く

国各地域で様々な活動を行う保険

11月2日
（土）
：損保会館・近隣ホテル会場
（東京都千代田区淡路町2-9）

募集人から勤務状況等を報告させ

日本損害保険代理業協会および
さらにより良い顧客本位の業務運

向きな業務運営の改善に繋がるこ

ています︒また︑日本損害保険代

および財務局が実施する保険代理

務品質の向上に繋げるきっかけと

保険会社および保険代理店は︑

和﹄がスタートしました︒
﹃令和﹄
続できる機能を果たしていること

た︒また︑社内規定上では︑個々

保険業界全体のさらなる発展と契

整備にご協力を頂きますようお願

真に顧客ニーズや利益に適う保険

保険募集人の皆様は︑顧客に対

の美しく調和するイメージは︑全
を考慮すると︑保険代理業は重要

の契約についてお客さまの意向お

約者保護にご貢献頂きますようお

いを申し上げます︒

た︒施行から丸３年が経ち︑皆様

して推奨商品についてお話しして

な産業と位置付けられます︒皆様

よび比較説明や比較推奨販売の記

全般的な観点でその一端について

はこの間︑業務を適切に行う整備

商品を提供することが第一です︒

いますが︑その選定理由について

がわが国経済の成長や国民生活の

録を義務付けているにもかかわら

お話します︒

を進めるとともに︑確実な顧客本

国民の皆様に不測の事態が生じた

安定に一層貢献されることを期待

願いを申し上げます︒

11月1日
（金）
：グランドニッコー東京 台場
（東京都港区台場2-6-1）

管理することにしていたにもかか

会員の皆様には︑金融行政に深い
営を行えるようＰＤＣＡサイクル

とを期待しています︒

理業協会として︑様々な取り組み

店の検査は︑改正保険業法への対

して頂きたいと存じます︒保険代

年５月に政府

26

とき︑安心してその後の生活を継

しています︒

ず︑これらの記録が取られておら
金融庁では︑保険代理店の顧客

第9回 日本代協コンベンションのご案内

2019年度

代理店・募集人に問われる
推奨商品の〝明確な選定理由〟

わらず︑報告させる内容を具体的

に周知していなかったことから募

ご理解を賜るとともに保険代理
を回し︑それぞれが創意工夫に取

氏

店・募集人に対する教育・研修活
り組むことが重要と思われます︒

横尾光輔

動をはじめ保険契約者保護にご尽

金融庁監督局保険課長

力頂いていることを承知していま
代理店の皆様が︑実務等に関す

集人の出勤状況等を把握しておら

す︒また︑災害時における被災者

を遂行していることに感謝を申し

応として皆様が取り組む体制整備

理店の皆様には︑引き続き保険募

うした検査は︑外部の目を通して

対する検査を行っていきます︒こ

務局では︑引き続き保険代理店に

に寄り添った対応に対して︑御礼
るスキルアップ教育や研修に十二

上げます︒こうした取り組みを継

の状況を確認するために実施して

■ 保険代理店に対する
検査スタンス

分に取り組んでいることは承知し

続して頂く中で保険募集の品質向

年５月に

成立・公布され︑

上を目指して頂きたいと存じます︒ います︒代協会員の皆様に限らず︑ 集の適切性を担保するため︑体制

改正保険業法は平成
令・監督指針とともに施行しまし

■ 改正保険業法施行後の
保険代理店の現状と課題

と感謝を申し上げます︒

来賓挨拶
位の業務運営に取り組んで頂いた

28

（4）
〜 今を変えなければ 未来は変わらない〜

日本代協ニュース

令和元
（2019）
年 7月24日

第 次ＰＩＡＳ／太平洋保険学校
者︶ 5月 日〜6月 日
帰国報告︵ 参加名

興味深くセミナーを受けることが

くれるため︑非常に理解が進み︑

の代理店を営む日本人が解説して

きました︒現地で実際に地域密着

紹介等︑様々な内容を説明いただ

手水準︑商品説明︑クレーム事例

容︑営業の実態︑手数料収入︑代

ことに力を注いでいること︑役割

人でないとできない価値を高める

されて効率化が図られていること︑

不要な分野はデジタルが徹底活用

行しており︑ヒューマンタッチが

ＩＴ活用がもの凄いスピードで進

と︑ブローカーや代理店における

トで顧客のニーズに応えているこ

分担と業務プロセスのシンプル化

できました︒

こうして３日間に亘る研修プロ

ことなど︑生産性と価値向上がと

ンから始ったプログラムでしたが︑ ーであるペンブルック社を訪問︒

もに実現する取り組みが行われて

して１９７９年に第１次研修団を

に臨みました︒デイヴィッド氏か

いることを実感することができま

により一人の募集人が多くの契約

ら各受講者と今回で添乗が最後と

を担当できる仕組みになっている

いただきました︒次に︑サープラ

なるケイライントラベルの尾越氏

グラムが修了し︑ジョイントパワ

スラインズアソシエーション社を

した︒また︑人と人の信頼関係が

ー協会で開かれた昼食会兼卒業式

訪問︒サープラスラインという日

に修了証と記念品が授与され︑実

クレイ氏から同社のビジネスモデ

研修初日の午前中は︑日本代協

本にはない形態について︑具体的

ルや営業戦略について解説をして

アドバイザーのデイヴィッド氏に

な営業実態や戦略について詳細に

ＣＰＣＵ主催の３日間のセミナー

よる米国損保市場の概要やトレン

誠一氏︵山中保険事務所︶︑副団

イズカンパニーズのビル氏に解説

界におけるトレンドについて︑ヘ

ら他のブローカーの統合を進める

社に向かい︑被買収に抵抗しなが

ローカーのウッドルーフソイヤー

説明いただきました︒その後︑ブ

東京海上日動サンフランシスコ駐

氏とデイヴィッド氏︑さらには元

て同席いただいたリチャード中村

した︒卒業式の後には︑通訳とし

最後になりますが︑本研修に参

と行動に期待したいと思います︒

験をどう生かすか︑受講者の意識

があることも感じました︒この経

その接点のあり方には様々な違い

日米間で大きな差はないものの︑

基点という顧客サービスの原点は

出発に先立ち︑成田空港にて結

しました︒

長の丸山あゆみ氏︵第一成和事務

をいただきました︒講後後は︑近

在員の森知久氏も加わってＱ＆Ａ

団式を実施しました︒団長の小野

所︶︑盛合惇郎氏︵ジェイアール

タイムがあり︑保険業界という視

加いただいた皆様︑米国で企画・

強気なアンディＣＥＯの熱いプレ

運営にご尽力いただいたデイヴィ

ゼンに元気をもらうことができま

ッド様︑ＣＰＣＵサンフランシス

隣のレストランにてＣＰＣＵ主催

な視野で考えてみること︑変化に

のワインレセプションが催され︑

踊らされずに日本の良さを生かし

コ 支 部 の 皆 様 ︑ Tokio Marine
並びに本店営開部の皆
America

東日本商事︶の心強いメッセージ

ンシスコ支店を訪問し︑規模感の

ながら新しいアイデアを取り入れ

様︑そして研修全体をお支えいた

を受けて全員で研修の成果を誓い

違いに圧倒されながら︑同社の戦

ること︑顧客の発展に貢献するこ

点を一度外に置いて︑グローバル

略︑特にリスクマネジメントへの

とが大事であること︑などを再認

した︒最後にマーシュ社サンフラ

取り組みを中心に解説をしていた

だいたケイライントラベル株式会

ブローカーや代理店の方々と懇親

だきました︒

識しながら全ての研修日程を終え

研修３日目は︑ファーマーズ保

度の変革期と言われる激動の時代

タルの進化によって１００年に一

務局

理業協会専務理事

に深く感謝を謝申し上げます︒

社様と引率頂いた尾越様︑服部様

険会社のサンノゼ地区オフィスに
ントを務めるデイブ氏と日本人で

ですが︑全体を通じ︑﹁保険を売

向かい︑同地区の教育コンサルタ
同社専属代理店を営む有澤忍氏か

野元敏昭︶

ＰＩＡＳ事

日本損害保険代
らファーマーズの特徴や地区オフ

る﹂のではなくリスクマネジメン

︵一般社団法人

ィスの位置づけ︑代理店指導の内

保険業界にとっては︑特にデジ

ました︒

合い︑成田を旅立ちました︒

ド に 関 す る 講 義 ︑ 午 後 は Insur
や自動運転︑ＡＩの保険業
Tech

り多い研修を終えることができま

も含めて︑大変有意義な気づきを

２日目は︑中堅規模のブローカ

を深めることができました︒

7

送り出して以降︑毎年意欲的な

現地では︑ Tokio Marine Ame
の出口学氏のオリエンテーショ
rica

14

方々に多数ご参加いただき︑延べ
す︒ 回目となる今回は︑ 名︵女
14

得ることができました︒

日本代協の教育研修事業の一環と

太平洋保険学校︵ＰＩＡＳ︶は︑

38

性１名︶の参加者を得て実施いた

38

参加者数は７７０名となっていま

研修風景
（ペンブルック社）

31

記念撮影
（フィッシャーマンズワーフ）

令和元（2019）
年 7月24日
日本代協ニュース
〜 今を変えなければ 未来は変わらない〜
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敬称略

ローカーのブローカー会社があるこ

ジーだけでなく︑対面での信頼度向

来る濃厚な研修であった︒テクノロ

セージ性の強い方々と直に会話も出

から契約数に繋げる展望等を︑メッ

びに

兼業代理店のいない︑アメリカの現

◎陣内 栄 ︵ ㈱グッドライフ･サポート︶

だ日本の市場も成長するために変革

保険業界の進化の方向など︑お客様

保険専業代理店︑乗合代理店の役割︑ が︑今後のテクノロジーの在り方や︑

できる部分はあると感じた︒

のためにどう変わるべきかを再考す

◎丸山あゆみ ︵㈱第一成和事務所︶

基礎知識の講義﹂が改善点である︒

ならば︑﹁食事確認﹂﹁会場の面積

とやブローカーがホールセール会社

上により︑顧客が︹ひと︺につくと

ある︒日本以上の貧富の格差があり︑ る良い機会となり︑日々の自らの業

状を知ることが出来︑非常に満足で

為などすべてにおいて︑ＩＴ化・効

を利用することなど︑想像もしてい

いう本質は︑日米とも変わらないと

務に直結する課題を持ち帰ることが

◎船岡博樹 ︵㈱日企︶

なかった世界に触れることができた︒

いうことを再認識した︒

学生が人生の大半を学生ローンの返

業界発展に活かしていきたい︒

出来た︒問題意識を忘れることなく︑

事前配布・内容確認﹂﹁事前の各社

この経験をどのように生かすべきか

◎三樹一孝 ︵アームリンク㈱︶

ものがある︒百聞は一見に如かず︒

済に追われる現状には胸を打たれる

確認﹂﹁研修の日程削減﹂﹁資料の

から見聞し︑大いに刺激を受けた︒

模索しながら今後の糧としたい︒

米国の新旧の文化や生活などに触

と感じた︒ただ︑それが故にまだま

ＩＴの活用による合理化︑効率化︑

◎千々和豊 ︵トップ保険サービス㈱︶

れられ非常に有意義な研修だった︒

是非若いうちに勉強しに訪れてほし

率化されており︑遅れを取っている

差社会はさらに深刻な状況だと肌で
日本の保険業界に起こりうる変化

研修そのものは良かったが︑ブロー

◎小野誠一 ︵㈱山中保険事務所︶

いと切に願うものである︒

制約と文化の違いが日米の製販形

感じた︒ブローカーは多様化するリ
を見聞きしたいと思い︑参加した︒

カー業よりも日本の保険事情にあっ

とができ︑とても参考になる研修だ

態に色濃く反映していること︑なら

スクに対し︑他分野の専門家の知見
実際に日本における常識と米国にお

た先を多くすべき︒規模が大きすぎ

現在も進化する米国の損害保険

点が非常に根付いており︑保険商品

った︒リスクマネジメントという観

第 次 ＰＩＡＳ研 修 参 加 者の声

を貪欲に取り入る一方︑専属代理店
ける常識のギャップや︑ブローカー

︶に関する基本構造
InsurTech

順不同

は対面での顧客接点を重視するなど︑
およびエージェントの方々が日常的

て参考にならない︒また︑保険の未

を理解できればと臨んだが︑サンフ

︵含

の取組みが進む一方︑格
InsurTech

るだろうかと不安を抱えて参加した

◎盛合惇郎 ︵ ㈱ジェイアール東日本商事︶

日常では知りえない米国の保険事

も︑主に紹介から新たな顧客を得て

そんな形もあっていいのでは？ＰＩ

発信の称号を受講者には持たせる︑

の様なイメージではなく︑日本代協

者の闇の深さ︶が︑自分にとって強

︵競争による成功者の光の強さと敗

ランシスコにおいて肌で感じた米国

としている姿勢があった︒この経験

により顧客との強固な関係を築こう

を売るだけではない役割を担うこと

業を代理店・ブローカーより聞くこ

いることについては意外に感じた︒

財産

ないことを肌で感じることが出来た︒

◎並木淳一 ︵㈲並木保険企画︶

による周辺サービス
InsurTech

顧客満足へのそれぞれの取組みを肌

来像をレクチャーいただけるなら︑

米国の保険業界の話についていけ

で感じることができた︒この研修で

にどのような活動をされているかを

通訳を考えるべき︒代協の慰安旅行

◎吉川 浩 ︵レジアスインパクト㈱︶

を今後に活かしたい︒

知ることができたことは大変参考に

他社との差別化や独自性を出す為に︑

らも多くのことを学ぶことが出来た︒

んでいることを感じた︒研修仲間か

い﹂ということに気付かされた︒特

で﹁すべてが未来の日本の姿では無

国保険市場の様々な背景を知ること

気持ちで臨んだ研修であったが︑米

事情について︑ブローカーや保険会

◎原卓久弥 ︵Ｃｈｕｂｂ損害保険㈱︶

すく伝わる様な研修を期待します︒

希望が︑もっとストレートに解りや

ＡＳの持つ日本の代理店への期待や

訟社会﹂を肌で感じることができる︑ 集中するための効率的な体制構築も

﹁民族多様性︵移民拡充政策︶﹂﹁訴

行動し︑将来に向け変えていく努力

活かし︑現実を常に新しい目で見て

烈な印象をもたらした︒この経験を

◎野元敏昭 ︵︹一社︺日本代協︶

様との関係を今以上に発展させたい︒

を自社保険事業発展に役立て︑お客

年先の日本へ﹂という安易な

これらを活かして︑保険だけに留ま

筆すべき学びは︑ブローカーや代理

社・代理店の方の現場の話を聞くこ

﹁

らず︑時代に適応したビジネスが出

店の業務の効率化やグローバル化へ

保険会社社員の立場として︑普段︑ ◎加藤高一︵セキスイ保険サービス㈱ ︶

ーパーレスを前提とした業務プロセ

レベルの深さと高さを痛感した︒ペ

アメリカの保険業界とはどのよう

気概を感じたことである︒また︑米

とが出来て︑非常に有意義で発見の

また︑米国の保険事業・最新トレン

指導には︑プロの世界の厳しさを感

の具体的な行動基準に基づく募集人

有益だった︒また︑ファーマーズ社

社内で聞いたことのある北米の保険

なものかと興味を抱いて参加した︒

険会社︶を学ぶことができる研修で

ド・専門商社性︵約２７００社の保

じさせられた︒

多い研修となった︒﹃お客様のため

回も歴史ある研修である

に﹄という根幹の考えは日本と変わ

あった︒

国文化を肌で感じたことも自らにと

らないが︑そのための経営・募集行

って貴重な体験であった︒

プロ集団であることに感心した︒ブ

38

訪問したブローカーでは︑規模の差

20

10

に圧倒され︑分業体制が整っている

スや機能別対応の徹底など︑顧客に

年後の起こりえる﹁貧富の格差﹂

ブローカーのリスクマネジメント

来るよう取り組んでいきたい︒

の対応︒そしてその姿に真のプロの

につなげたい︒

◎松原弘人 ︵日本製紙総合開発㈱︶

マネジメントの定着化が︑大きく進

ＩＴ活用による業務効率化やリスク

保険販売の在り方︑ブローカー︑

得た

なった︒ブローカー︑エージェント

年ぶりの米国を保険業界の視点

今回︑日本では感じることの出来

38

◎古川浩一 ︵トップ保険サービス㈱︶

10

（6）
〜 今を変えなければ 未来は変わらない〜

日本代協ニュース

令和元（2019）
年 7月24日

