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11 月 18 日（金）～11 月 19 日（土） 第 11 回日本代協コン

ベンションを開催し、コロナ前とほぼ同じ約 400 名が一堂に

会し盛大裏に終えることができました。ありがとうございまし

た。 

 

【テーマ】 

「シン・代理店価値」  

～顧客価値と代理店価値、変革への焦点を定める～ 

 

■式典・会員懇談会・基調講演 

日時 ： 2022 年 11 月 18 日（金）13：30 ～ 18:00  

場所 ： 東京（グランドニッコー東京 台場） 

司会進行               理事  藤山 裕介 

式典・功労者表彰 

１． 黙祷 

（物故会員、故・藤井裕久 政治連盟顧問、災害による犠牲者） 

２． 開会挨拶             会長 小田島 綾子 

 

３． ご来賓祝辞 

金融庁 監督局          保険課長 三浦知宏 様 

 

一般社団法人 日本損害保険協会 会長 白川儀一 様 

 

４． 募集規範朗読          副会長  山中 尚 

５．功労者表彰 

≪ブロック≫    ≪代協≫         ≪氏 名≫ 

東関東ブロック  千葉県代協       須佐 弘男 氏  

東  京ブロック  東京 代協       諏訪 昌彦 氏 

東  海ブロック  静岡県代協       菊地 勝男 氏  

北  陸ブロック  福井県代協       西井 邦夫 氏  

近  畿ブロック  滋賀県代協       清水 相達 氏  

阪  神ブロック  大阪 代協       小出 富晴 氏  

西中国ブロック  広島県代協       野村 恒雄 氏 

九州南ブロック  鹿児島県代協     岡山 義隆 氏 

 
 

■代表挨拶  菊地勝男 様 

 

 

 

 

 INDEPENDENT  INSURANCE 
AGENTS  OF  JAPAN  INC. 

第１１回 日本代協コンベンション開催しました 
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代協会員懇談会 

コーディネーター          副会長  小俣 藤夫 

 

基調講演 

講 師：石井 遼介 様 

    （株式会社 ZENTech 代表取締役） 

テーマ：『中小企業における心理的安全性のつくりかた』 

 

受講者感想 

代理店の大型化が進む中で人材教育と採用に関しては永年の課題で

ある。その解決策として「心理的安全性の高い会社」を目指し、すぐに

取り入れたいと思った。（H 東京） 

日頃より心理的安全性を作れていないことを痛感しました。言葉や行

動でチームを変えることができるのであれば、ぜひ実践していきたいと

思いました。（H 神奈川） 

 

 

閉会挨拶             副会長 中島 克海 

 

 

■分科会 

日時 ： 2022 年 11 月 19 日（土）10：00 ～ 12:00  

場所 ： 損保会館・ソラシティカンファレンスセンター 

［中﨑ゼミ］ 

講  師：中﨑 章夫 様 

（有限会社ナカザキ・アンド・カンパニー） 

テーマ：「代理店の DX 対応の戦略性」 

 

受講者感想 

DX の時代・環境にあっても、その信頼性は「ひと」であり、長年お客様

と築き上げたそれは、「代理店の大きさによらない」とのことは、勇気付

けられました。（Y 大阪） 

リアルの大切さはあるが圧力を感じるという一方でオンラインの選択肢

はコロナ禍影響で落ち着いて判断できる時代なので人の多様な配慮

をする事も必要と感じた（M 埼玉） 

 

［栗山ゼミ］ 

講  師：栗山 泰史 様 

（日本損害保険協会 シニアフェロー） 

テーマ：「新たな保険行政の動きと代理店経営のあり方」 

 

受講者感想 

保険史の中でも大変革があった昨今、金融庁は監督対象を代理店へ

向け始めた。内部監査を中心とした体制整備が顧客を守り自社を守る

ために重要であると感じた。（S 神奈川） 

時代の流れや世の中のことなど考えると、保険の歴史も現代に向けて

様変わりしてきています。体制整備、手数料ポイントなどますます今後

の変化が気になりました。（A 埼玉） 

 

 

［永井ゼミ］ 

講  師：永井 伸一郎 様 

（株式会社 dii 代表取締役） 

テーマ：「地域に必要とされる保険代理店を目指して 

      ～DX を活用したブランディング～」 

 

受講者感想 

地域で代理店が行う理想的な形だと感じた。行動力、継続力が地域に

根付き結果に反映されている。基調講演で聞いた石井先生の心理的

安全性の職場作りが機能している感じがした。（O 千葉） 

地域に根ざした見返りを求めない活動に感動を覚えました。スタッフの

皆さんの姿勢と地域の子ども達の笑顔に魅了されました。（A 神奈川） 

 

［古田土ゼミ］ 

講  師：古田土 満 様 

（税理士法人古田土会計 代表社員） 

テーマ：「高収益・高賃金を生み出す『経営計画書』 

の作り方」 

 

受講者感想 

経営計画書の作成は社長の重要な仕事。そして社員とその家族、会

社を取り巻く全ての人々を幸せにする為、会社を持続的に成長させる

為の必須アイテムである！（K 東京） 

経営計画書の作り方や経営目標の立て方など、とても勉強になりまし

た。経営者としてお客様や社員とその家族の事も考えている経営方針

に感銘を受けました。（S 千葉） 

 

 

来年度開催予定 

*日時：2023 年 11 月 17 日（金）～18 日（土） 

*場所：グランドニッコー東京 台場、損保会館ほか 

 

 

 

 

「第１１回日本代協コンベンション」については、録画を配信

しております。 

日本代協ホームページ⇒会員専用書庫⇒各種議事録⇒ 

その他 に動画一覧視聴 URL を掲載しておりますので、当

日参加されなかった方は是非視聴してください。 

※会員専用書庫の ID・パスワードは、各都道府県代協事務局へお問

い合わせください。 

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

                                                                                                                       

              

「第１１回 日本代協コンベンション」 

録画配信のご案内 

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

