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平成29年5月26日（金）14時から石川県地場産業振興センター第10研修室にて第9回定期総会が行われ
第28年度事業報告・一般会計収支決算の承認、平成29年度の事業計画・一般会計収支予算の議案が承認
されました。また、本年度の事業計画では会員数の増加と日本損害保険協会北陸支部とより連携した活
動が計画され、会員増強では現在協会の会員数を１６５店から２００店を目指すことになりました。
田中会長は「会長職は最後の年になる集大成として会員を２００店にしたい」と意欲を示しました。
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熱心に聞き入る参加者たち

定期総会後、記念研修会が行われ、講師に有限会社保険ネットワークセンター代表取締役（香川県代協専務理事）宮
宇地覚様をお招きし、演題「未来からのメッセージ～混乱の時代を勝ち抜く経営戦略」と題してご講演を頂きました。
保険業界は護送船団方式によって、長らく顧客第一というよりは、保険会社第一、販売第一で推移してきましたが近
年変化と競争のなかで代理店は、その犠牲者となりかねない状況であり、顧客第一主義を実現する固い意志を持った
代理店と手を取り合って混乱を勝ち抜き、世代を超えて選ばれる代理店づくりを支援したいと冒頭のあいさつで述べ
られました。セミナーの内容については、保険代理店を取り巻く環境変化、保険代理店の課題と解決策の方向性、
サービスの質を高める施策とプロセスについて重点的に講演いただきました。宮宇地氏の最新刊「保険代理店の豆
単」も多くの方が購入しました。
右の2冊はAMAZON
最新刊
『保険代理店の
豆単』1300円
購入希望者は代
協事務局までお
電話ください。

こちらはDVD
新日本保険新
聞社のホーム
ページから購
入できます

『毎度さん！石川県代協です！』
を実施します！
平成29年度、石川県代協では「毎度さん、石川県代協です！」と
名をうち、田中会長を中心に代協役員が皆様の代理店を訪問いた
します。７月以降、順次アポイントを取らせていただきますので
快く受け入れていただけることをお願い申し上げます。訪問の際
には、皆様のお悩みや要望など忌憚のないご意見をお聞かせくだ
さい。どうぞよろしくお願いいたします。

のkindleで1250
円で購入できま
す。
kindleunlimited
の会員になれば
無料で読めます。

まいど！
まいどさん
石川県代
協です！
あなたの
声をぜひ
聞かせてく
ださい！
会長 田中和彦
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支部総会
４月に金沢支部・小松支部・能登支部でそれぞれ総会が行われました。

金沢支部
４月１４日（金） 割烹 たな華 総会１８名
委任状７４名 金沢支部会員１１２会員
開会あいさつ 金沢支部長 浜上 洋之
今年度の活動予定
９月 無保険車バイク追放キャンペーン
１０月 地震保険キャンペーン
１２月 ３支部合同ボウリング大会
１月 新年会
３月 石川県代協春季セミナー

小松支部
４月１２日（水） リストランテジン 総会１３名
委任状１２名 小松支部会員３２会員
開会あいさつ 小松支部長 小酒 廣士
今年度の活動予定
７月 支部旅行 広島予定
９月 無保険車バイク追放キャンペーン
１０月 地震保険キャンペーン
１２月 ３支部合同ボウリング大会
1月 新年会
３月 石川県代協春季セミナー

能登支部
４月１１日（火） ワークパル七尾 総会８名
委任状１１名 能登支部会員２１会員
開会あいさつ 能登支部長 宮野 勝弘
今年度の活動予定
９月 クリーンビーチ能登
無保険車バイク追放キャンペーン
１０月 地震保険キャンペーン
１２月 ３支部合同ボウリング大会
１月 新年会
３月 石川県代協春季セミナー

青年部総会
６月２日（金）に金沢市内の「清月」にて石川県損害保険代理業協会青年部の総会が行われ、２０１６年度の
活動報告並びに収支報告、また２０１７年度活動予定が承認されました。その後、加賀山代温泉「あらや・
滔々庵」の永井隆幸社長に講演をして頂き、旅館業界の時代背景や、インバウンドの現状と問題点などのお話
を頂き、私たち保険代理店業にとって非常に勉強となる内容でした。青年部の今年度の活動は、代理店経営や
保険業界についての勉強会や立山登山・白山登山・ゴルフコンペ・バーベキュー大会などの企画を行う予定で
す。青年部の会員以外でも参加できます。
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出前講座を開講
高校出前講座 ４月６日(木) 10：40～12：00
金沢工業高等専門学校 参加生徒約110名
講師は、石川県代協理事 喜多秀樹氏。喜多氏の感想「 時間通り
順調に行うことができた。生徒たちはみな熱心に耳を傾けてくれ
てとてもやり易かった。来年以降も引き続き開催していきたい。
今後もより良い講座にして多くの学校で講座を開きたい。」
《皆様へお願い》 出前講座を希望する高校を募集しています。
県内の高校にネットワークをお持ちの方は力を貸してください。
セミナー講師も募集しています。 詳しくは事務局まで。

講演を行う喜多理事と熱心に聞く高校生たち

岡本DRPネットワーク㈱副社長が来社される
４月２１日（水） ＤＲＰネットワーク㈱の岡本貞雄副社長と山本久佐志
石川地区部長が代協事務局に表敬訪問で来られました。DRP加盟店は、現
在全国で515店。2020年までに加盟店1000店、売り上げ 100億円、従業員
300人の目標を掲げ、まず平成29年度は加盟店を650店を目標に活動してい
く 模様。石川県代協としても、年間紹介目標件数を400台にするために、
登録代理店の増加と利用代理店を増やす為の施策を打ち出していく事を約
束しました。 山本地区部長は、今年は3年ぶりに会員に対してＤＲＰ勉強
会を６月に開催するとご報告いただきました。
山本地区部長・岡本副社長・松岡専務理事

北陸ブロック公開セミナーが富山県で開催される

グリーン基金贈呈式
中田地区記念物保存会
会長に贈呈

左から若松富山代協会長
大塚監督、竹内富山代協
副会長、津田日本代協理事

５月２２日（月） 北陸ブロック協議会主催の北陸ブ
ロック公開セミナーがホテルグランテラス富山で開催
された。
まず、日本代協グリーン基金贈呈式が行われ「中田地
区記念物保存会」にグリーン基金が贈られた。続いて、
高校サッカー日本一になった富山第一高校サッカー部
大塚一朗監督の講演が行われた。『日本一へのキセ
キ』という演題で、2014年1月の第92回全国高校サッ
カー選手権大会の決勝戦、富山第一高校対星稜高校の
試合のビデオを見ながら、奇跡の大逆転劇の裏側を選
手たちの気持ちや監督の思いなどの解説を交えながら
お話しされた。石川県代協からは３人が参加した。

クリーンビーチいしかわINはくさんに参加！
５月２８日（日） クリーン・ビーチいしかわ実行委員会主催のクリーンビーチいしかわinはくさんに 会員とその
家族32名が参加しました。松任CCZ海岸に1,425人が集まり、美しい海を願いゴミ拾いに励んだ。
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ＤＲＰネットワーク㈱石川地区が鈑金塗装勉強会を開催
6月24日（土） DRPネットワーク石川地区主催の鈑金塗装勉強会が行われた。15代理店から19名が
出席した。勉強会では、本物の事故車を用意して、部品交換や鈑金の実演、ボデーコーティングや
セーフティセンスについての講義を聞いた。また、プリウスＰＨＶで自動ブレーキシステムの実演
を行い、最新の自動車の安全性能について学んだ。勉強会の後は寅亭長田店で懇親会を行い親睦を
深めた。山本地区部長は、評判が良かったので今年度中にもう一度開催したいと意気込みを語った。
DRPメンバーは定期的に技術向上のため情報交換会を開催している。

参加者全員で記念撮影

注目度が高かったプリウスＰＨＶを
使った自動ブレーキ実演。バックで急
発進して自動停止したときには歓声が
上がった。

寅亭長田店での懇親会の様子

日本代協の新会長と役員改選
金
子
智
明
新
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長
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任
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さ
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損保協会１００年史

損保協会より「日本損害保険協会
百年史」が発行されました。損害
保険業界の歴史がよくわかります。
閲覧は自由なので、ご覧になりた
い方は、石川県代協事務局までお
越しください。

部品交換作業の実演

熱心に話を聞く代協会員

岡部名誉会長

津田理事

６月１６日（金）に
日本代協通常総会が
行われ、役員改選に
より新会長に金子智
明氏（東京代協）が
就任されました。岡
部繁樹前会長は６年
の任期を務められ名
誉会長に就任されま
した。津田理事、木
下理事は理事として
再任されました。石
川県代協からは田中
会長が総会に出席さ
れました。

木下理事
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2017年1月以降入会の会員をご紹介します
支部
金沢
金沢
金沢
金沢
金沢
金沢
能登

代 理 店 名
（合）アイエスパートナー
（株）だるま
（有）ナカムラ
（株）エフエー
ヨネミツ自販
北国オート（株）
未来あんしん（株）

会員氏名
坂本 奈穂
中村 哲也
中村 俊博
山崎 善直
奥村 明
岡部 郁良
瀬戸 喜三夫

住所
代申会社
日新
金沢市松寺町丑９５番地
東海日動
野々市市高橋町１９－３ １F
東海日動
野々市市矢作２丁目１５番地
富士
金沢市柚木町イ６８番地
損保ジャパン日本興亜
金沢市若宮１丁目６３番地
あいおいニッセイ同和
かほく市横山タ１３－２１
東海日動
七尾市府中町２５４番地

声掛けをお願いします！会員を募集しています。
新しく起業された方、独立された方、代理店賠償責任保険に未加入の方、情報交換・情報収集を
求めている方、後継者育成の場を求めている方、あなたのお知り合いをご紹介ください。
ご紹介の情報・お問合せは石川県代協事務局までお願いします。

「日本代協 各種制度のご案内」
ＱＲコードを読み込むと日本損害保険代理業協会のホームページにリンクされます。
全国損害保険代理業
国民年金基金

損害保険トータルプランナー

代理店賠責

「ご存知ですか？
個人事業主の方、必見です！」

「保険を選ぶ前に代理店を選ぶ」
という考え方

代理店賠責
「日本代協新プラン」を提供

対象は、損害保険代理業に従事する店主・
従業員・ご家族の方！５０歳を過ぎていても
大丈夫！基金へのご加入をお考えの方はご
連絡ください。

この言葉をスローガンに、保険を提供させて
いただく代理店自らが、保険に係る基本理
論から実践まで高度な知識を習得し、生涯
教育的観点に立ち、日々自己研鑽を図りな
がら、
「お客様から信頼される代理店」として、万
一の場合の対応などさまざまな場面で、親
身なコンサルタントとして活躍させていただい
ています。
また、保険会社、同業者からも高い評価を
得られる人材であり保険業界の健全な発展
に貢献しているもの。それが「損害保険トータ
ルプランナー」（一般社団法人 日本損害
保険協会認定）です。

日本代協は、保険契約者保護の観点から、
募集人の資質向上、代理店の経営品質
向上に努める一方で、万が一、契約者にご
迷惑をかけた場合（保険業法第２８３条に
よる賠償事案）に責任を負えるだけの賠償
資力が確保できるよう、代理店賠償責任
「日本代協新プラン」を代協会員に提供し
ています。
平成２９年３月末現在、10,296店の代協
会員が加入しています。
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「みなさまの保険情報」で情報発信しませんか！
日本代協では、お客様向け情報紙として「みなさまの
保険情報」（年4回）を発行し、加盟代理店を通じて配
布いたしております。保険商品の解説や保険業界から
発信する最新情報をはじめ、防災にまつわる記事は、
消費者・契約者の皆様に必ずお役に立つ内容です。家
庭向け情報と企業向け情報を兼ね備えた「統合版」で、
紙ベースだけではなく、電子メール（ＰＤＦ）でも提
供いたしております。 入手方法などに関するお問い合
わせについては、石川県代協事務局までお願いいたし
ます。

「お車買取制度のご紹介」
無料で出張査定いたします！ ご利用の際は下記の担当者まで
（株）ＪＣＭ 名古屋支店
（担当：岡野）
ＴＥＬ：０５２－５６１－８８９９

（株）タウ 金沢支店
（担当：秋本）
ＴＥＬ：０７６－２３７－２７４０
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子ども１１０番の
保険代理店募集中！
一般社団法人日本損害保険代理業協会
と全国４７都道府県の損害保険代理業
協会は、助けを求めてきた子供を保護
し、学校や警察等へ連絡する地域ぐる
みで子供を守るボランティア活動を展
開しています。これまでも代協会員が
自主的に「子ども１１０番の家」の活
動を実施していましたが、日本代協４
７都道府県代協が組織的に取り組み、
代協会員が警察・地域住民・学校関係
者などと相互に連携し、地域のリスク
アドバイザーとして、「子供たちが安
全に暮らせる環境づくり」をより一層
支えていきたいと考えています。全国
でこの取り組みを展開するにあたり。
「子ども１１０番の家」に登録した会
員には、日本代協の新キャラクター
『森の賢者 ふうた』をデザインした
ステッカー「子ども１１０番の保険代
理店」を代協会員の事務所等に掲示し
ていきます。

森の賢者 ふうた

「ＤＲＰネットワークのご紹介」

「ぼうさい探検隊マップコ
ンクール」作品募集中
石川県代協では地域の安全・安心に
つながる社会貢献として、「ぼうさ
い探検隊」という活動を推進してい
ます。この活動は小学生が大人と一
緒に自分の「まち」を探検し、危険
個所や安全のための設備を模造紙サ
イズのマップにまとめ、地域全体の
防災・安全意識を高めようとする取
り組みです。
【お問い合わせ】
「ぼうさい探検隊マップ
コンクール」事務局
電話：03-6822-9355
ホームページ
https://edp-entry.jp
または【ぼうさい探検隊】で検索

編集後記：代協新聞第２号を無事に発行できました。創刊号と比べてページ数が６ページに増えました。今後も一層紙面を充実
させ皆様のお役に立てる内容をお届けします。新聞に関するご意見・ご感想は石川県代協事務局までお寄せください。
編集長：北航平
編集委員：宮本亮一 清水篤志 岩井健治 山下修（広報委員会）
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