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 平成 29年念頭にあたって  井上会長挨拶 

明けましておめでとうございます。昨年も会員の皆様に支えられ県代

協の事業を推進することが出来ました。あらためて感謝申し上げます。

昨年は 1 月の暴風雪に始まり４月の熊本地震、１０月には阿蘇山噴火。

全国でも鳥取地震や東北・北海道地方には異例の台風が上陸し多くの被

害を齎しました。予測の出来ない自然災害の脅威に翻弄された一年とな

り熊本地震に於いては会員の皆様も被災者となりながら懸命にお客様

対応に奔走されました。保険会社の圧倒的な協力を得ながら地震保険金

の早期支払いに繋がり多くのお客様から感謝のお言葉を頂戴したことはこの上ない喜びで

す。今一度、関係各位の皆様へ感謝申し上げたいと思います。 

 しかしながら地震保険の世帯付帯率は熊本県で約３０％に止まっており全ての消費者の

皆様に生活支援となるべき地震保険金がお支払い出来なかったことは我々のこれからの大

きな課題であると言えます。熊本地震の教訓を活かし我々が牽引役となり全国に地震保険を

含め損害保険の重要性・必要性を発信していきましょう。平時からの備えが大切であること

を誰もが痛感しました。日頃の募集活動の中で防災・減災の意識を高めていただけるよう消

費者の皆様へ啓発して参りましょう。 

さて、昨年５月には保険業法が改正され新たな義務と社会に対する大きな責任が課せられ

ることになりました。保険業法を遵守することもさることながら、それ以上に質の高い保険

代理店・募集人を目指していきましょう。現在、損害保険協会認定損害保険トータルプラン

ナー資格取得のための損害保険大学課程コンサルティングコース受講申込み受付実施中で

す。さらなる高みを目指し自己研鑽していく事も時代の要請です。毎年多くの皆様が受講さ

れ資格取得されています。業界最高資格に挑戦してみて下さい。我々の使命は質の高いサー

ビスの提供と損害保険の普及を通じ皆様のお役に立つことです。 

今後も我々は地域社会に根差した身近な保険代理店・募集人を目指し更なる努力を続けて

参りましょう。本年もどうぞ県代協の事業推進にご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。新しい年が皆様にとりまして大いなる発展と健康で平安な一年でありますよう心

よりお祈り申し上げます。 
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【代協新キャラクター“ふうた”誕生】 

 日本損害保険代理業協会は、損害保険代理店の役割や代協の活動を 

消費者に広く知っていただくため、フクロウをモチーフにした森の賢 

者“ふうた”を日本代協の新キャラクターとしてデザインしました。    

また、“ふうた”のステッチ部分に、熊本県代協の略称名を 

入れたデザインも作成しました。また代協会員ならだれでも使用できます。（使用の際には、

必ず取り扱い規定で使用範囲・方法等を確認してください。詳しくは代協までお問い合わせ

ください）熊本県代協でもホームページや新聞広告等を通じてＰＲしていきます。 

 

【名前】森の賢者 ふうた   【性別】オス 

【性格】・正義感が強く勉強熱心 ・周りに困っている人を見るとほっとけない 

【使命】・消費者のみなさんに保険の大切さを知ってもらうこと    

・代理店のみなさんのさらなる資質向上に努めること 

【好きな言葉】安心・安全 

 

【平成 2９年１0 月 7 日 九州南ブロック会議を開催】 

 九州南ブロック（宮崎・鹿児島・沖縄・熊本）の各委員会 

による合同の会議が行われ、各県の現状報告や今後の方向性 

などについて活発な意見が交わされました。 

その後は城見櫓にて懇親会を開催し、各県代表との懇親を 

深めました。 

 

 

【平成 28 年 10 月 16 日 やつしろ全国花火競技大会、翌朝の清掃活動：八代支部】 

 八代支部では 10月 15日に行われた、やつしろ全国花火 

協議会の翌朝に、清掃活動を行いました。 

16日の朝から会場となった球磨川河川緑地を中心に、10名 

の参加で、ゴミ拾いやごみ置き場の清掃などの活動を行いま 

した。 

         

 

【平成 28 年 11 月 2 日 地震保険普及キャンペーン】   

 日本損害保険代理業協会が毎年１０月を「地震保険の月」と 

定めており、消費者の地震保険の必要性、補償内容の理解促進 

などを目的として全都道府県で啓発キャンペーン開催。 

熊本県代協でも 2日に損害保険会社、同協会員ら２５人が参加。 

黄色の同協会のジャンパーを着用し、上通町のびぷれす広場周 

辺で地震保険の普及を啓発するチラシやティッシュを通行客に配布した。 

当日の様子はくまもと経済 12月号にも掲載されています。 
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【平成 28 年 11 月 4 日～5 日 日本代協コンベンション】 

日本代協第 6回コンベンションが 11月 4日にグランドニッ 

コー東京台場で開催されました。熊本県代協からは 8名参加 

しました。「消費者から見た代理店のあり方を考える」をテー 

マに、基調講演や代協会員懇談会、懇親会が行われました。 

また井上会長からの義援金へのお礼と、被災地支援として県産 

品の紹介コーナーも設けられました。来賓としての石原伸晃 

経済再生担当大臣や民進党の藤井裕久顧問からの挨拶がありました。 

             翌 5日は４各会場に分かれて分科会が開催され、各テーマに

沿ったセミナーが行われました。 

             また功労者表彰として、熊本県代協より村上暢敏顧問が表彰

されました。 

 

 

【平成 28 年 12 月 9 日 代理店賠償責任保険セミナー開催】 

平成 28年 12 月 9日に熊本市国際交流会館５階大広間にて、講師に Chubb損害保険の   

 黒田朗氏をお迎えし、『コンプライアンスと代理店の賠償責任・トラブル事例を交えて』 

 をテーマに講演いただきました。最近の具体的な事故事例の紹介があり、今後の募集活動 

 に参考となる内容でした。 

  

【平成 28 年 12 月 20 日 地震保険・代理店向けセミナー開催】 

 熊本地震の発生を受け、日本損害保険協会・熊本損保会の主催にて、代理店が行う募集 

活動を業界全体で支援することを目的にセミナーが開催されました。当日はくまもと森都

心プラザにて、九州大学大学院理学研究院教授の清水洋氏を講師に、『熊本県における地

震の地域特性』として基調講演を行っていただきました。その後は日本損害保険協会の業

務委員による、協会講演として、地震リスクの特徴、料率改定の概要・背景などについて

お話しがありました。 

 

【平成 29 年 1 月 13 日 熊本県代協 新年賀詞交換会およびセミナーのお知らせ】 

 本年 1月に新年賀詞交歓会を開催します。今回は 5月の総会にて開催を予定していました

セミナーを熊本地震の影響で延期となっていましたので新春セミナーとして同時に開催

します。改正保険業法施行後の動向についてご講演をいただきます。 

 

 平成 29年 1 月 13日（金）  会場：メルパルク熊本 

  15：00～ セミナー開始  

演題：保険業法改正！『代理店立入検査はここを観る』～監督・検査の着目点～ 

講師：日本創倫㈱ 代表取締役 山本秀樹氏 

  18：00～ 賀詞交歓会    

                         申し込みは代協事務所まで 
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【平成 29 年 1 月 トータルプランナーと代協活動を消費者に紹介する番組を作成】 

 日本代協広報委員会にて、トータルプランナーと代協活動を消費者に紹介する番組が作成

されました。今年度は、ドラマと代協会員を取材したドキュメンターの２作品を１月１日か

ら YouTube で配信する予定です。熊本県代協から井上会長と（有）九交防災、伊藤社長が

出演しています。ぜひ一度ご視聴いただければと思います。 

http://www.nihondaikyo.or.jp/news/d161212_2.html 

 

【損害保険トータルプランナーを目指しませんか】 

 日本損害保険協会では、損害保険募集人の品質向上の 

ため、損害保険大学課程を実施しています。同課程は、 

「資質の高い募集人選びのメルクマールとなる制度を業界 

統一の制度として」という消費者ニーズに応えるため、損 

保協会と日本代協が協力して作り上げた制度です。 

受講することで、損害保険トータルプランナーへの認定 

を受けることができます。全国の認定トータルプランナー 

11,165人の仲間入りをしませんか。締切は 2月 17日まで！ 

 

【「子ども 110 番の保険代理店」の推進を全国で展開します。】 

 一般社団法人日本損害保険代理業協会（会長 岡部繁樹）と全国 

47都道府県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・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、日本代協と 47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。 

 

【編集後記】 

11 月に行われた日本代協のコンベンションの際の来賓挨拶の中に、今後の少子高齢化を

迎える中で社会保障の縮小化は避けられない問題であるとして、各個人の自助努力が必要に

なり、それには保険が不可欠であるとの話しがありました。今後も南海トラフ地震などの巨

大地震や台風など確実に自然災害は発生します。また年末に起こった新潟糸魚川市の大火な

ど、保険の重要性はますます大きくなっています。今回の保険業法改正をマイナスに捉えず、

新しい時代の代理店へと進化するために、前向きにとらえて行動することが私たちの使命で

あり、生き残るための最善策ではないでしょうか。        熊本県代協 広報委員 
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【10 月～12 月 活動報告】 

10月 5日（水） 13：00～15：00 第 5回支部長・委員長会 くまもと森都心プラザ 

10月 7日（金） 13：30～17：00 九州南ブロック会議 第一生命ビル 

10月 19日（水） 18：00～20：00 ＣＨＵＢＢジャパン披露パーティー ホテル日航熊本 

10月 26日（水） 

13：10～14：10 第 4回レディース会 

流通情報会館 14：30～15：30 第 6回委員長会 

15：30～16：30 第 6回執行部会 

11月 2日（水） 

10：00～11：00 交通安全祈願 藤崎宮 

11：30～12：30 地震保険普及キャンペーン 上通入口 

13：00～15：00 第 6回支部長・委員長会 流通情報会館 

11月 4日～5日 （8名参加） 第 6回日本代協コンベンション グランドニッコー東京 

11月 9日（水） 
13：00～14：50 第 2回 県代協合同委員会 男女共同参画 

センターはあもにい 15：00～17：00 第 4回 理事会 

11月 19日（土） 10：00～17：00 第 5回国際保険流通会議 ＪＡ共済ビル 

11月 30日（水） 

13：10～14：10 第 5回レディース会 

流通情報会館 14：30～15：30 第 7回 委員長会 

15：30～16：30 第 7回 執行部会 

12月 2日（金） 13：30～17：25 九州南ブロック協議会 宮崎 

12月 3日（土） 10：30～12：30 九州南ブロック公開講座 宮崎 県電会館ホール 

12月 7日（水） 13：00～15：00 第 7回支部長・委員長会 流通情報会館 

12月 9日（金） 14：30～16：30 代理店賠責セミナー 熊本市国際交流会館 

12月 20日（火） 13：30～16：00 地震保険代理店向けセミナー くまもと森都心プラザ 

12月 21日（水） 

14：30～15：30 第 8回委員長会 
流通情報会館 

15：30～16：30 第 8回執行部会 

18：10～20：00 第 6回レディース会 城見櫓 

12月 31日（土）  熊日新聞広告掲載 熊本日日新聞 

【平成 29 年 1 月以降スケジュール】 

1月 13日（金） 
15：00～17：00 県代協 新春セミナー 

メルパルク熊本 
18：00～20：00 県代協 新年賀詞交歓会 

2月 3日（金） 13：30～17：30 九州南ブロック協議会 沖縄 

2月 22日（水）  ＤＲＰネットワーク全国大会 東京 

 


