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会長

小平

義

歴史と背景を知り︑
明日につなぐ
全国損害保険代理業政治連盟

携﹂﹁会員資格﹂﹁代議員の選出﹂

代協並びに都道府県代協との連

います。

いたことを諸先輩から伝えられて

ることにも多大なご尽力をいただ

私は政治連盟会長就任して以来、

﹁諸規則﹂を抜本的に見直し、３

日に開催した通常代議員会に

直接ご指導いただいたのは４年間

月

お諮りし、提案通り可決承認され

ですが、２０１９年５月両国国技

だき、その後浅草での懇親会では

館での大相撲春場所にご招待いた

ました。

藤井裕久顧問ご逝去︺

藤井裕久顧問︵元衆議院議員︶

︹訃報

﹁今夜は政治の話は無し﹂と仰せ

思い出します。今年の４月には新

政治の話題で盛り上がったことを

になりながら、お開きまで戦争と

日都内のご自宅でご逝

が、７月

歳︶。

月に日本代協の前

著﹁公に尽くす、平和こそすべて

１９７６年

去されました︵享年

身である全代連に藤井裕久後援会

の礎﹂を贈ってくださり、その内

年間の人生の集大成です。

年間にわたり日

開始して以来、

容は

が設置され、事実上の政連活動を

本代協並びに政治連盟を支えてい

月に

藤井先生は、東京大学をご卒業

いつもの笑顔でとてもお元気なご

った際となってしまいましたが、

先生の事務所へ年末のご挨拶に伺

最後にお会いしたのは昨年

後、大蔵省に入省。１９７７年自

様子でしただけに残念です。

ただきました。

民党公認で参議院全国区初当選さ

％に

れ、その後衆議院に鞍替え大蔵大

①積立率を現行の６％から

％に引き上げること

藤井裕久顧問には、長きにわた

12

るご指導とご支援をいただきまし

引き上げること

％の方には政治連

90

歳

盟の意義と活動をご理解いただけ

りますが、約

90

臣、民主党政権では財務大臣など

②洗替保証率を現行の

なければなりません。

‥

10

6千円を達成しました。会員の皆

１１００万円に対し、１234万

２０２1年度会費ガイドライン

に引き上げる﹂ことが盛り込まれ、

火災・風水害種目については

％

の積立率を﹁現行の一律６％から

制改正大綱﹂に、異常危険準備金

発信されていました。ご自身の戦

組に出演し、ご意見番として情報

で政界を引退後もテレビの討論番

要職を務めてこられました。

ますよう、ご冥福をお祈り申し上

と共に、天国では平和に過ごされ

たことを心から御礼申し上げます

％から

様、代協役員、選挙対策委員各位

日頃は全国各地で活発な政連活

げます。

動を展開いただき、誠にありがと

争体験から常に平和の尊さを訴え

のご支援による成果であり、改め

であり、常に政治の本質を訴えて

コロナ禍にあっても春から少

引き続きお客様に安心をお届けで

うございます。政治連盟の昨年度

政治連盟規約の抜本的な見直

きる成果となりました。

感染が拡大しました。全国の会

業の中に埋没する形で取り扱われ、 く な っ て き た の も 束 の 間 、 再 び

4

員の皆様のご健勝とご発展をお

しずつ感染者数が減り、リアル
昨年のこのニュースにて、現行

対象外であった公的資金︵国民金

祈り申し上げます。

こられた政治家でした。
の政治連盟規約・諸規則は日本代

融公庫、中小企業金融公庫︶の保

の会議や会食など行動制限がな

将来にわたって大災害発生時な

協の定款・規則との整合性が取れ

険代理店向け融資の実現や損害保

険の税法上の取り扱いを公平にす

１９７８年、それまで損害保険
どに保険金が確実に支払われるこ

ていない部分や法的に不足してい
行う旨をお伝えしました。﹁日本

通常会員数の増強

とを担保するための税制上の措置

る箇所があることから、見直しを

の代協会員数の

会と連携して以下を要望。

1

本年１月１日時点の通常会員数

である﹁火災保険等に係る異常危

し

80

険準備金制度﹂について、損保協

要望

令和４年度税制改正に関する

て御礼申し上げます。

︹結 び に ︺

会費ガイドラインの達成

11

・８％が政治連

3

の主な取り組みをご報告申し上げ
ます。
︹２０２１年度の取り組みの御礼

40

続け、誰よりも平和を願う政治家

２

30

は６１８８名となりました。全国

と主なご報告︺

10

その結果、﹁令和４年度与党税

るよう、さらなる努力をしていか

45
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﹁規約﹂並びに﹁諸規則﹂を改定
対応する﹂等が確認されました。

途に入金できるよう計画を立てて

額が高額な場合は、２〜３年を目

正が必要です。保険会社の﹁安定

現状に見合う水準への抜本的な修

残高は枯渇状態であり、積立率は

けて、保険会社の異常危険準備金

自然災害の激甚化・頻発化を受

します。

道筋の明確化と着実な実行を要望

が保有する全株式の売却に向けた

参入を計画する以前に、日本郵政

の確保が大前提であり、新規事業

規則︶﹂の改定内容について説明
⑴銀行窓販の﹁弊害防止措置﹂の

１

︻事業計画案︼

あることから、損保協会と連携の

日本代協にとっても重要な課題で

郵便局は自動車保険の取り扱い

拡大の阻止

３月 日にWEBで通常代議員総会
２０２２年度﹁事

がなされ、承認された新規約・新

業計画案﹂承認の件

▽第６号議案

全国損害保険代理業政治連盟は
規則が、２０２２年３月

日本代協としては﹁銀行等の保

存続

％

の積立率を﹁現行の一律６％から

制改正大綱﹂に、異常危険準備金

る要望﹂を行った結果、﹁与党税

上、﹁令和４年度税制改正に関す

す。郵便局の保険販売が損害保険

安易な種目拡大を阻止する方針で

とは言えない﹂との立場であり、

却されるまでは完全民営化された

﹁日本郵政の政府保有株が全株売

を行っていますが、日本代協は

②郵便局の保険販売における種目

日、東京・有楽町の日本代

険販売に対する事前規制として設

火災・風水害種目については

的な保険金支払い能力の確保﹂は、

３月

けられている弊害防止措置は、消

に引き上げる﹂こと等が盛り込ま

小口泰伸氏︵千葉県代議員︶を議

﹁顧問﹂委嘱の件

鈴木馨祐アドバイザーに顧問を

費者保護の観点から引き続き必

しました。

▽第４号議案
委嘱することの提案がなされ、２

要﹂との立場ですが、金融機関関

名の出席のもと、

日付で顧問に就任

承認されました。

﹁会費額は１会員１年間２００

費額案﹂承認の件

防止措置が緩和されることのない

日本代協の主張が反映された弊害

を強く求めている現状にあります。

連団体や欧米諸国は同措置の撤廃

⑷﹁日本郵政グループ﹂に対する

を続けていきます。

けて、販売サイドの立場から要請

な保険金支払い能力の確保﹂に向

携を強化し、保険会社の﹁安定的

れました。今後も損保協会との連

数料の引下げ

けた取扱事業者の各種費用・手

⑸キャッシュレス社会の実現に向

員への働きかけを続けます。

のないよう注視しながら、支援議

代理店の利益を不当に害すること

２０２2年度﹁会

業報告書案﹂承認の件

よう、引き続き存置を求め、支援

▽第５号議案

コロナ禍により従来型の会合が

０円とし超える分は寄附の扱い﹂

議員への要請を行っていきます。

２０２1年度﹁事

制限されたこと、衆議院総選挙が

﹁納入方法は会員の同意を得た上

ンとし、経過措置として前年度ガ

した金額を都道府県別ガイドライ

員数の２指標で都道府県別に按分

代協正会員数、②政治連盟通常会

円とする﹂﹁全体ガイドラインを①

﹁会費ガイドラインは１２００万

方法︵京都方式︶を中心とする﹂

口座振替によって会費を集金する

実させることで、生活再建として

た。﹁地震保険料控除制度﹂を充

震保険の理解促進に努めてきまし

損保協会とのタイアップ活動で地

向けて取り組みます。日本代協は

除制度の充実﹂について、実現に

として掲げている﹁地震保険料控

に関する要望﹂の中でも要望事項

損保協会﹁令和４年度税制改正

⑵﹁地震保険料控除制度﹂の充実

険募集業務への参入など、保険代

況下、ゆうちょ銀行による損害保

状況が続いています。こうした状

の公正な競争条件が確保されない

らず、民間の既存事業者との間で

金融機関の実態は何ら変わってお

日本郵政グループ各社は、国策

な実行

却に向けた道筋の明確化と着実

①日本郵政が保有する全株式の売

開示﹂などによる価格競争、ポイ

ではありません。﹁決済手数料の

に負担だけを負わせることは妥当

よりも必要であり、一部の事業者

ＩＮ﹂の環境を構築することが何

ての当事者にとって﹁ＷＩＮ

るためには、そこに関係するすべ

なっています。 大きく社会を変え

シュレス社会実現に向けた課題と

が高止まりしているため、キャッ

済端末の導入費用や手数料の水準

の際に取扱事業者の負担となる決

▽第２号議案

２０２1年度﹁貸

借対照表、財産目録、収支計算

旨の報告がなされました。

当連盟の﹁規約﹂並びに﹁諸規

規則﹂改定の件

▽第３号議案 ﹁規約﹂並びに﹁諸

則︵会費規則、委員会規則、ブロ

加えた数値を目標額とする﹂﹁目標

Ｗ

クレジットカードやスマホ決済

イドラインを限度とする﹂﹁累計納

の地震保険制度を広く認知させて

理店の主要市場になし崩し的に参

ント制度で実施されていた﹁手数

24

ック規則、旅費規則、代議員選出

対応

書、次期繰越金﹂承認の件

入金額に不足金が発生していない

入する事例が続いており、官業に

回

次期繰越金１４３１万９８６２

場合は都道府県別ガイドラインを

いきます。

よる民業圧迫そのものです。問題

回︶、地方開催＝

円を計上した旨の報告がなされ、

目標額とし、累計納入金額に不足

払い能力の確保﹂︵損保協会と

⑶保険会社の﹁安定的な保険金支

回︶となりました。

白石雅一監事より﹁監査を行った

金が発生している場合は都道府県

料負担に対する国庫補助﹂などを

︵前年

結果、いずれも適法・適正である﹂

別ガイドラインに累計不足金額を

解決のためには、公正な競争条件

回︵前年

22

の連携強化︶

30

への出席状況﹂は、東京開催＝

で代協会費に政連会費を上乗せし

10

60

あったことから、﹁政治セミナー

▽第１号議案

11

した。代議員
長に選出し、議事に入りました。
０２２年３月

11

制度案件への対応

協会議室でＷＥＢ会議システムを
発効しました。

日付で

用いて、通常代議員会を開催しま

11

審議の結果、７議案が原案どおり

11
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政治連盟 加入のおすすめ
小澤正志 副会長
日本代協の事業活動を進めるにあたり、保険代理業に係る法制や税制等について政治的な課題が
生じることがありますが、日本代協は定款上、政治団体としての活動を行うことはできません。
このため、日本代協の事業遂行に必要な政治団体としての活動を行うために、政治資金規正法の
適用を受ける個人加入の政治団体として、1995年に「全国損害保険代理業政治連盟」を設立。東京

小澤副会長
（高知）

都選挙管理委員会に届出し、組織的かつ継続的な活動を行っています。
すなわち、日本代協の事業遂行に必要な政治団体としての活動を担う組織が政治連盟であり、
政治活動の部分に関しては日本代協と政治連盟は表裏一体の関係にあるといえます。

政治連盟の活動としては、古くは「国民金融公庫・中小企業金融公庫における代理店向け融資の実現」、
「日米保険協議に
おける解放要求に対する金融担当大臣への陳情」等で成果をあげてきましたが、近年の主な活動成果は下記のとおりです。
年度

主な活動成果

2006

「地震保険料控除制度の創設」の実現

2007

銀行窓販に関する「監督指針への『公取ガイドラインへの留意』規定」の実現

2009

医療・介護・年金等の社会保障制度を補完する商品に係る「保険料控除制度」の創設
中小企業庁の「景気対応緊急保証制度適用対象業種」への保険代理業の追認の実現

2010

国土交通省「政府保障事業の支払い迅速化による目標処理期間の設定」の取付け

2012

「銀行窓販弊害防止措置の存置と新たな監督上の措置の追加」の実現

2013

消費税簡易課税制度の「みなし仕入率」引下げ時期の繰り延べ実現

2018

火災保険に係る「異常危険準備金積立率」の引き上げを実現（現行の５％から６％へ）

2021

火災保険に係る「異常危険準備金積立率」のさらなる引き上げ（6％から10％へ）

今後も、支援議員に対し「銀行窓販弊害防止措置の存置」の継続を強く働きかけるとともに、損害保険代理店の募集環境
問題や損害保険に関わる税制面の課題解決にも、引き続き取り組んでいく方針です。会員の皆様のご要望、また代協の本来
の目的を達成していくために、皆で力を合わせていきましょう。
政治連盟の入会資格は「個人」となり、年会費は１会員当たり2,000円（超える額については寄付金として受領）となり
ます。ご加入いただける方は、所属の都道府県代協事務局に連絡の上、政治連盟事務局にお申込みください。

関係﹂にあります。したがって、

あり、日本代協とは﹁表裏一体の

政治連盟の取り組みを進めるに当

要望し、取扱事業者の負担軽減に

支援議員に対する地元での活

つなげていきます。

2

じて日本代協・事業方針の把握と

たっては、日本代協理事会等を通

⑴支援議員﹁地元開催セミナー・

役員間の認識共有に努め、日本代

動強化

会合﹂への参加と支援議員との

協と一体となって活動することを

セミナーの継続実施

原則とします。

政治連盟役員・選挙対策委員が

接点強化

続を確保する上で、様々な課題に

講師となり、全国各地で﹁政治連

損害保険代理店を取り巻く環境

直面しています。支援議員に保険

盟

意義と活動﹂ミニ

代理店の声を汲み取ってもらうた

してミニセミナーを開催し、政治

⑵﹁政治連盟

めには、様々な機会を捉えて、各

は大きく変化しており、経営の持

選挙区で接点を持つことが重要で

連盟の﹁存在意義﹂、
﹁歴史と背景﹂、

意義と活動﹂等の資料を活用

す。その実現のために、﹁議員主

宣活動を継続的に進めていきます。

﹁概要﹂、
﹁活動内容﹂についての情

会費の納入に当たっては、従来

⑶ ﹁京都方式﹂導入推進と会員拡大

催セミナー﹂への参加、支援議員

の参加﹂要請などを通じて、支援

に対する﹁代協総会・セミナーへ

議員との接点強化を進めていきま

どおり﹁京都方式﹂の導入を進め、

代協が未導入︶。

す。併せて﹁会員が支援議員とフ

月末現在で

会員拡大を図ります︵2021年

11

リーな論議ができる環境﹂を整え

に対しては、課題の把握と対応策

ます。

の協議を行い、対策を講じます

代協

暦年の会費未納が残っている代協

選挙は支援議員との関係強化を

︵2021年

12

⑵国政選挙対応

進める﹁絶好の機会﹂であるため、

に累積未納金額あり︶。

月末現在で

代議員・選挙対策委員・政治連盟

▽第7号議案
２０２２年度﹁収

役員が一体となって、各代協との

支予算案﹂承認の件

連携強化を図り、選挙区における

支援活動を前倒しかつ組織的に行

﹁会員会費予算をガイドライン

同額の１２００万円とする﹂、
﹁選

組織課題への対応

います。

を１４００万円とする﹂こと等が

3

報告されました。

挙関係費を２００万円とし合計額

と認識の共有

⑴﹁日本代協・事業方針﹂の把握

政治連盟は、日本代協の事業運

営に必要な政治活動を行う組織で

12

12

史朗氏が副会長に就任し、副会長

﹁損保業界のため﹂﹁損保代理業

ら、﹃﹁消費者・契約者のため﹂

の温度差です。小平会長は日頃か

ことのひとつが政連に対する認識

だきました。その中で感じてきた

める機会を数多く経験させていた

に伺い代協会員の皆様と親交を温

今までの代協活動で、全国各地

に活動して参りたいと思います。

すが、しっかり勉強して、積極的

感じていただけるように、微力で

ないかと思います。政連の価値を

連に対する理解不足があるのでは

りますが、根本的な原因として政

ます。特に、会費未納の地域があ

いく情宣が必要であると感じてい

活動について会員の皆様に広げて

そのためにも、政連の存在意義と

したい﹄と発言されております。

心より感謝申し上げます。これを

した各都道府県代協の皆様に対し、

と拝察します。ご協力いただきま

を確実に伝えることができたもの

道府県が増え、候補者に﹁要望﹂

薦状と要望書﹂を手渡しできた都

より、候補者に直接面談して﹁推

めていただきました。その成果に

定をお願いし、前倒しの活動を進

の皆様に対して、推薦候補者の選

から、４月には各都道府県代議員

６月

日、２０２２年度臨時代議

れました。
▽第４号議案
嘱の件
日付で、山口

役員選任、顧問委

２０２２年６月

ろしくお願い申し上げます。

２名体制とすること、野元敏昭専

のため﹂代協と政連は一体となり、

補者一覧﹂﹁選挙運動に当たって

名出

員会を東京・神田淡路町の損保会
務理事が退任し金澤亨専務理事が

一つひとつの課題解決に向け邁進

の留意事項﹂について説明がなさ

館で開催しました。代議員
就任すること、岡部繁樹顧問が退

副会長２名体制に
臨時代議員会を開催

席のもと、廣瀬城児氏︵東京代議
任し小田島綾子顧問が就任するこ

全国損害保険代理業政治連盟は

員︶を議長に選出し、議事に入り
とが提議され、新役員体制が承認

好機ととらえ、﹁代協の理念を理

ました。審議の結果、４議案が原
案どおり承認されました。

解してもらい代協活動を応援して

もらう﹂ことが重要ですので、総

四

されました。

広島県代協 顧問

■役員体制

川向 満典

２０２２年１月〜

西中国

４月﹁業務報告﹂承認の件

岡山県代協 顧問

▽第１号議案

会・新年会等への出席依頼、地元

片山 彰造

衆議院選挙で推薦候補者１００名当選！
参議院選挙で推薦候補者 名全員当選！

東中国

義

兵庫県代協 相談役

小平

塩谷 広志

▽会長

神

３月以降にセミナー開催が活発

における懇談会の実施、地元開催

﹁政治資金パーティー﹂への参加

滋賀県代協 副会長

阪

大塚昭彦 理事選挙対策委員長

富山県代協 顧問

西 智弘

大塚昭彦

若松 茂夫

畿

小澤正志、山口史朗

陸

近

▽副会長

北

▽選挙対策委員長

三重県代協 監事

化したことにより、﹁政治セミナ

鹿児島県代協 前副会長

田中 義彦

ー・会合への出席状況﹂は、東京

などを通じて、議員の先生方との

伊尻 伸博

海

した。

九州南

東

金澤 亨

福岡県代協 専務理事

東京代協 理事

▽専務理事

関係をさらに深めていただきます

高知県代協 監事

大塚 昭彦

廣川 弘城

回︵前年２回︶、地方開催

山梨県代協 理事

開催＝

埼玉県代協 監事

小野 嘉一郎

ようお願い申し上げます。

中村 真宏

京

参議院選挙は衆議院選挙と異な

清水 克俊

南関東

り、日程がほぼ確定していたこと

東関東

津田文雄、白石雅一

長野県代協 顧問

▽常務理事︵事務局長︶工藤琢哉

荒井 英和

▽監事

上信越

２０２２年１月〜

やまがた代協 顧問

回︵前年３回︶となりました。

中野 伸二

＝

南東北

▽第２号議案

日に投開票された

名

岩手県代協 顧問

◇就任あいさつ
月

回衆議院議員総選挙﹂では、

昨年
﹁第

﹁第

遠藤 真喜男

４月﹁会費入金状況報告、会計

全国損害保険代理業
政治連盟 副会長

山口史朗

小選挙区１１１名・比例区４名の
名・比例区

計１１５名の推薦候補者を擁立し、
名、選挙後の追加１名を加

結果は小選挙区
の計

日に投開票された

え合計100名が当選となりまし
た。
本年７月
は、

この度、ご指名をいただき副会
長に就任することになりました。

名全員が当選となりま

北東北

報告﹂承認の件
万４０００円、支出総額

２０２２年１月〜４月の会費収
入額が
が４３６万８７８３円、収支差額
がマイナス３８３万４７８３円と
２０２２年度﹁国

なったことが報告されました。
▽第３号議案
政選挙対応﹂承認の件
参議院石川県選挙区補欠選挙に
おいて、宮本周司候補者︵自民党
公認︶を推薦し、見事当選を果た

政治のことはズブの素人ですが、

回参議院議員通常選挙﹂で

したことが報告されました。第

めでたく

名の推薦候補者を擁立し、

回参議院議員通常選挙に対し、﹁具

精一杯汗をかく所存ですので、よ

国

九州北

東

31

所属代協名・代協役職

14

体的な選挙運動の流れ﹂﹁推薦候

選挙対策委員会委員（2022年6月14日就任）〈敬称略〉

10

53

大塚理事選挙対策
委員長
（福岡）
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山
北海道

81

福岡県代協 専務理事
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委員長

31
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名
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（北海道）
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