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6月14日開催の「2022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 〇金子 智明  ・会長  ○小田島 綾子 

 ・副会長   横山 健一郎 ・副会長  小俣 藤夫 

 ・副会長  ○中島 克海  ・副会長 ○山中 尚 

 ・理事   ○佐々木 雅之 

（北海道、南・北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    小橋 信彦（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   〇藤山 裕介（組織委員長） 

 ・理事   ○大城 拓 （ＣＳＲ委員長） 

 ・理事   〇大和 親英（広報委員長） 

 ・専務理事 〇金澤 亨    ・常務理事 小見 隆彦 

・監事    津田 文雄  ・監事   白石 雅一 

・顧問    佐藤 貞一朗 ・顧問  〇岡部 繁樹 

・相談役   小平 髙義  ・相談役 〇山口 史朗 

 

 

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】 

 ・横山副会長  ＣＳＲ委員会、財務委員会 

 ・小俣副会長  企画環境委員会、教育委員会 

 ・中島副会長  組織委員会 

 ・山中副会長  広報委員会 

 

 

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）。 ※6月22日現在会長一覧 

 ・北海道 〇佐藤 聖   ・青森   五戸 安行 

 ・岩手   舘洞 直人  ・秋田   塩田 聡 

・宮城   峯岸 勇人  ・やまがた〇大川 淳 

 ・福島  〇鎌田 清   ・新潟  〇山﨑 忠一 

 ・長野   福嶋 利行  ・群馬  〇内田 聡 

 ・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  〇廣瀬 城児  ・静岡  〇土屋 廣実 

・愛知  ○橘 恭浩   ・岐阜   遠藤 昌克 

・三重  〇北岡 伸之  ・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  〇安井 義幸 

・奈良   服部 典正  ・大阪  〇新谷 香代子 

・兵庫  〇先小山 剛  ・和歌山 ○坂本 正和 

 ・岡山   歳森 宏   ・鳥取   石倉 和文 

 ・島根   佐々木 常人 ・広島  〇井手 秀樹 

 ・山口  〇宮下 香津恵 ・徳島   三好 亘 

 ・香川   安富 良   ・愛媛  〇渡部 裕司 

 ・高知   岡本 和秀  ・福岡   占部 雅志 

 ・大分  〇竹内 繁   ・佐賀  〇松岡 浩司 

 ・長崎   横田 清孝  ・宮崎  ○髙石 健一 

 ・熊本  ○廣重 真   ・鹿児島 ○田中 拓 

 ・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】 

  ・代理店の価値向上策の推進 

（リスクマネジメント講座・ＢＣＰ策定・事業継続

力強化計画認定申請・社労士診断認証制度 等） 

  ・募集現場の実態のモニタリングと対応策の実施 

  （不適正募集、保険会社戦略、共通化・標準化を含

む） 
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 【教育委員会】 

  ・日本代協アカデミーの展開 

  ・損害保険大学課程の運営・検証・改善 

 

 【組織委員会】 

  ・ブロック・代協・支部の強化  

・「仲間づくり（会員増強）」の推進 

 ・代理店賠責の推進 

 

 【ＣＳＲ委員会】 

  ・防災・減災の具体的取り組みの検討・推進 

（ハザードマップ、マイタイムライン、定期的な防 

災訓練の情宣・普及 等） 

  ・継続活動の情宣効果向上に向けた検討 

  （地震保険、子ども110番、無保険車） 

  ・「ぼうさい探検隊」の積極推進 

 

 【広報委員会】 

  ・日本代協並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・活

用（対外広報） 

  ・各代協のホームページ運営に係る共通ガイドライ

ンの浸透 

  ・「みなさまの保険情報」の利用拡大に向けた情報提

供と具体的推進（他委員会との共同取り組み）  

・「代協の魅力を伝えるツール類」の活用推進（対内

広報） 

 

【タスクフォース】 

  ・「リスクマネジメント講座」の展開・推進（継続） 

  ・「リタイヤメントプラン」の整理・事例提供（22年

6月まで） 

 

 【機関紙編集室】 休会 

  ※22年 6月～23年5月まで休会 

  ※日本代協ニュース（定期版・情報版）の作成・配

信は事務局で行う 

  ※配信内容は広報委員会に報告し、共有する 

 

【サポートデスク】 

  ・ＢＣＰ策定・事業継続力強化計画認定申請の個別

グループワーク支援 

  ・「代理店経営未来塾」の運営 

  ・電話直接相談の拡充（Ｚｏｏｍ相談日追加）と活

用推進 

  ・代理店経営支援策・ツールの開発・提供（ＳＷＯ

Ｔ・クロス分析、小規模共済 他） 

 

 【コンベンションＰＴ】 

  ・2022年度コンベンション開催に向けた企画・実行・

運営 

 

  共通確認事項は下記のとおりです。 

  ・2021 年度「事業報告」・「現状と課題」、2022年度

「事業計画」を通読し、担当以外の取り組みも含

めて、課題の背景と現状、取り組みの方向性を共

有する。 

  ・課題毎にタスクを整理し、担当・役割分担・スケ

ジュールを明確化する。 

  ・定款・規則に即した運営を行い、連絡、報告等の

締め切り期日を遵守する。 

  ・意見を明確に述べ、賛否を明らかにした上で、組

織決定に従い、行動する。 

  ・Ｚｏｏｍを活用し、論議の質と量を引き上げる（臨

時委員会、チームミーティングを含む）。 

  ・各代協（役員・事務局）に対する迅速で分かりや

すい情報提供を心掛ける。 

  ・各代協の委員長が参加する「全国一斉Ｚｏｏｍミ

ーティング」を各委員会で開催する。 

 

 

 

6月14日開催の「2022年度 第1回全国会長懇談  

会」におきまして、以下の代協が表彰されました。 

１．仲間づくり推進（代協正会員増強運動） 

  【基準Ⅰ目標達成】  

大阪 

 

【基準Ⅱ目標達成】  

京都 

 

【基準Ⅲ目標達成】  

長崎 

 

【基準Ⅳ目標達成】 

 北海道、神奈川、山梨、三重、石川、福井、滋賀、

奈良、山口、徳島、香川、福岡、宮崎、熊本、鹿

児島、沖縄 

 

【会長特別表彰】 

 （Ｖ18）福岡、（Ｖ 9）滋賀、（Ｖ 8）山梨、京都、

奈良、長崎、熊本、（Ｖ 6）徳島、（Ｖ 4）福井、

2021年度取組みに対する表彰 



 

 
 

鹿児島、沖縄 

 

  【年間連Ｑ稼働達成】 

   北海道、福井、滋賀、京都、奈良、大阪、山口 

徳島、福岡、長崎、熊本 

 

２．仲間づくり「入会・増強Ｗキャンペーン」 

  【期間入会目標達成】 

   北海道、神奈川、山梨、愛知、三重、石川、福井、 

   滋賀、京都、徳島、香川、福岡、長崎、宮崎、 

熊本、鹿児島、沖縄 

 

【年間減少脱却達成】 

   岩手、神奈川、静岡、石川、福井、大阪、兵庫、 

鳥取、山口、香川 

 

３．三冠王（ダイヤモンド三冠は該当なし） 

  【プラチナ三冠王（5冠）】  

福岡、熊本、山梨、神奈川 

 

  【ゴールド三冠王（4冠）】  

福井、京都、滋賀、奈良、徳島、宮崎、石川、鹿 

児島、沖縄 

 

  【三冠王（3冠）】 

   大阪、長崎、三重、北海道 

 

 

 

 

6月14日開催の「全国会長懇談会」の動画を日本代協ホ

ームページ 〉 会員専用書庫 〉 その他に一覧収納

しました。 

 

①役員挨拶 

②諮問書・委嘱状手交、2021年度の取り組みに関する 

 表彰、好取組発表 

③情報提供（企画環境、教育、組織） 

④情報提供（CSR、広報、業界動向等） 

⑤地域担当理事・事務局挨拶 

 

日本代協ホームページ/会員専用書庫 

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

 

 

 

 

 

 

昨年 11 月のコンベンションで基調講演講師をお務めい

ただいた（株）MAT コンサルティング 代表取締役の望

月広愛氏を講師にお迎えし「保険代理店のミライを考え

る」～10年先を見ていまからやるべきこと～ をテーマ

に6月1日にオンラインセミナーを開催しました。当日

は、700 名を超える会員の方が視聴され、望月氏は地域

の比較的規模の小さな専業代理店が、変化の激しい時代

において経営を続けるためにやるべきことは何なのか、

ビジョンの重要性、用意周到に準備を積み重ねることの

必要性を熱く語られました。 

なお、当日画面共有した資料は各事務局宛に送信してお

ります。 

 

 

 

 

内閣府（防災担当）が全国の大企業・中堅企業を対象に

行っていたＢＣＰ策定状況や防災の取組み等に関する実

態調査の結果が公開されました。自社の戦略策定やお客

様への情報提供材料としてご活用ください。 

 

■ 内閣府防災ホームページリンク： 

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/index.html 
 
 

 

代協会員専用の経営相談窓口である「代理店経営サポー

トデスク」のPRチラシを作成しました。 

（日本代協ホームページ > 会員専用書庫 > 代理店

経営サポートデスク支援ツールに収納） 

ご相談には、直通電話（水・木10時～16時）、メール（随

時）に加えＺｏｏｍ面談でも対応いたします。 

どんなことでも結構です。代理店経営上の課題や悩み、

将来展望など、ちょっと誰かに相談してみたいな、セカ

ンドオピニオンを聞きたいな、と思ったら、是非お気軽

にご連絡ください。 

 

＜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 

全国会長懇談会の動画を日本代協ホームページ

（会員専用書庫）に収納 

内閣府による「企業の事業継続および防災に関す

る実態調査」公開 

日本代協アドバイザー望月広愛氏を講師にお迎え

しオンラインセミナー開催 視聴者700名超！ 

「代理店経営サポートデスク」のPRチラシ作成 

https://www.nihondaikyo.or.jp/bookvault_login
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/index.html
mailto:agsupport@nihondaikyo.or.jp

