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各ブロック長から推薦された表彰候補者を対象とした

選考会議の審議を経て、第4回理事会にて「2021年

度 表彰者」が決定しました。長年に亘る功績に敬意

を表し、心よりお祝い申し上げます。  

【2021年度 表彰者】 

ブロック 代協名 表彰者氏名 

南東北 やまがた 木内  彰 氏 

上信越 新潟県 佐藤  勇 氏 

南関東 山梨県 坂本  靖 氏 

東海 岐阜県 畦地 正治 氏 

北陸 石川県 高橋 哲也 氏 

近畿 京都 藤居 弘憲 氏 

阪神 和歌山県 門  靖夫 氏 

東中国 鳥取県 佐藤  徹 氏 

四国 徳島県 松崎 達文 氏 

九州南 宮崎県 長友 久人 氏 

「第10回 日本代協コンベンション式典（2021年 11

月 5日・オンライン開催）」において、「2020年度 表

彰者」の皆様とともに「オンライン表彰」を実施させ

ていただきます。 

 

 

 

 

「第 10回 日本代協コンベンション」について、下記

のとおり「オンライン配信（Zoom）」で開催することが

決定しました。今回は10回目の特別企画として「パネ

ルディスカッション」を新たに実施します。また、オ

ンライン開催のため、従来、式典終了後に開催してい

た懇談会（パーティ）は取り止めます。 

スケジュールは下記のとおりで、具体的な内容・Zoom

の視聴方法は追ってご案内します。 

【テーマ】 

「これまでの10年、これからの10年を考える」 

 ～あなたは、どんな一歩を踏み出しますか？～ 

 

【第1部】式典（功労者表彰）・基調講演 ※ 

11月 5日（金） 12：30～17：30 

  ※講師①：豊嶋 広 氏 

（BS TV東京 解説委員） 

  ※講師②：望月 広愛 氏 

（株式会社MATコンサルティング 代表

取締役社長） 

 

【第2部】分科会 ※ 

 11月 12日（金） 13：00～17：15 

 基調講演を踏まえたテーマ別に、３つの分科会を順 

番にオンラインで配信します。 

  ※講師①：飛松 哲郎 氏 

（株式会社 アイ・ステージ 代表取締役） 

愛知県代協 

  ※講師②：櫻井 英裕 氏 

（リブラス株式会社 代表取締役） 

  北海道代協 

  ※講師③：栗山 泰史 氏 

（日本代協アドバイザー） 

   

【第3部】パネルディスカッション ※ 

 11月 19日（金） 15：00～17：00 

 基調講演・分科会で得た情報や気づきを基に、今後 

の自社の夢や将来ビジョン、実現のための戦略 、保 

険代理業への思いなどについて、若手経営者による 

ディスカッションを行います。 

 ※コーディネーター： 

粕谷 智 氏 

（日本代協 代理店経営サポートデスク室長） 

  ※パネラー： 

  ①渡辺 健一 氏 

（株式会社 Miriz 代表取締役）宮城県代協 

  ②大和 親英 氏 

（株式会社 東京保険サービス 代表取締役） 

日本代協広報委員・東京代協 

  ③石川 英幸 氏 

（株式会社 ミライト 代表取締役） 

日本代協教育委員会委員長・三重県代協 

  ④豊 純光 氏  

(株式会社 ワイズラボ 代表取締役) 

PTメンバー代表・神奈川県代協 

  

基調講演、分科会、パネルディスカッションともに、 

 後日視聴できるよう、録画を提供する予定です。 

 

 

 

 INDEPENDENT  INSURANCE 

AGENTS  OF  JAPAN  INC. 

「2021年度 表彰者」が決定しました！ 

 

「第10回 日本代協コンベンション」 

開催のご案内 

https://www.nihondaikyo.or.jp/


 

 

  

 

 

 代協の活動内容・各課題に対する考え方をご理解いた

だくため、毎年発刊している「代協活動の現状と課題」

の「2021年度版」が完成しました。会員の皆様あて9

月25日に直送しましたので、ご一読ください。日本代

協ホームページにも掲載します。 

 

 

 

 

企画環境委員会において、代協会員のチャネル間競争

力強化策の一環として「事業継続力強化計画」認定※

に取り組んでおり、そのサポートツールとして「申請

支援マニュアル」と「書き方ガイド」を作成しました。

本ツールは、主に中小規模の代理店をイメージして作

成していますが、基本的な考え方は代理店の規模に関

わらず共通となりますので、是非ご活用ください。 

両ツールとも日本代協ホームページ「会員ログインペ

ージ（会員専用書庫）」内に掲載しています。また、 

個別のご相談もお受けしていますので、下記までご連

絡ください。 

＜サポート窓口＞ 

代理店経営サポートデスク 粕谷室長 

電話：03-6268-0788（毎週水・木曜日10時～16時） 

Eメール：agsupport@nihondaikyo.or.jp 

 

※「事業継続力強化計画」認定制度 

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計

画を、経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として

認定する制度。ＢＣＰ策定の前段階の取組みとして中

小企業庁が推進。認定を受けた中小企業は、税制措置

や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられる。 

【計画に掲載する事例】 

・ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認

方法 

・安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応

の手順 

・人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報

保護に向けた具体的な事前対策 

・訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の

実行性を確保するための取組み 等 

 

制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご参照くだ

さい。 

 

 

 

新潟県中越地震が発生した 2004 年 10 月 23 日を契機

として毎年10月を「地震保険の月」と定め、今年度も

全国都道府県代協で地震保険の啓発活動に取り組みま

す。今年度も昨年度に引き続き、コロナ禍の状況を踏

まえ街頭啓発活動は行いませんので、お客様との日常

活動を通じたノベルティ配付による普及啓発活動を推

進してください。 

 【2020年度の状況】 

 ○地震保険付帯率   68.3％（対前年＋1.6％） 

○地震保険世帯加入率 33.9％（対前年＋0.8％） 

 

地震保険統計速報値については、損害保険料率算出機

構ホームページをご参照ください。 

 

 

 

ご利用いただいている「日本代協アカデミー」につい

て、10月1日が更新日となります。「更新案内」は事

務運営会社（日企）から、ご利用会員あてに直送され

ていますので、9月末までに更新手続きをお願いしま

す。 

また、まだご利用いただいていない会員の皆様は、無

料お試し登録（無料お試し期間：1カ月程度）が可能

ですので、この機会に是非ご利用ください。 

 

【日本代協アカデミー】 

https://www.nihondaikyo-academy.com/ 

＜照会先＞日本代協アカデミー事務運営会社（日企） 

ＴＥＬ：03-5209-3771（平日：9時30分～17時） 

Eメール：support-nda@nikkigp.com 

 

 

 

損保協会では、第18回「小学生のぼうさい探検隊マッ

プコンクール」の作品を募集中です（11月4日必着）。 

密にならずに手軽に防災を学べるよう開発した「ぼう

さい探検隊」アプリを搭載したタブレットを損保協会

が無料貸出しを行っていますので、ご活用ください。 

【応募テーマ】 

防災・防犯・交通安全など、地域の安全・安心に関す

るテーマであれば、幅広く受け付けます。 

詳細は、日本損害保険協会ホームページをご参照くだ

さい。 

「代協活動の現状と課題」（2021年度版）の送付 

「事業継続力強化計画」認定制度 

「申請支援マニュアル」・「書き方ガイド」の提供 

「日本代協アカデミー」更新手続き＆新規募集！ 

「ぼうさい探検隊」作品募集中！(11月 4日締切) 

 

「地震保険啓発・普及キャンペーン」の実施 

https://www.nihondaikyo.or.jp/
https://www.nihondaikyo.or.jp/
https://www.nihondaikyo.or.jp/
mailto:agsupport@nihondaikyo.or.jp
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
https://www.giroj.or.jp/databank/earthquake.html
https://www.giroj.or.jp/databank/earthquake.html
https://www.nihondaikyo-academy.com/
mailto:support-nda@nikkigp.com
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai/

