
一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会
理事・会長　占部 雅志

　このたびの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方に、謹んでお見舞い申し上げますと
ともに、令和2年7月豪雨で被災された方々の一日も早いご回復と地域の復興をお祈り申し上げます。
また、最前線で復興、治療に当たられている医療従事者の皆様をはじめ、関係者の皆様に心より感謝申し
上げます。

　さて、この度、第12回一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会通常総会におきまして、会長職に選任
されました占部雅志と申します。若輩者ではございますが、これまで諸先輩方が築き上げてくださった文化
や歴史を継承しながら、全力で職責を全うさせていただく所存ですので、ご指導ご鞭撻を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

　当協会は、昭和24年2月に保険代理店の経営者団体として設立され、今年で７１年目を迎え、正会員数
６０７店、募集人数約５０００名を有す大規模な組織となりました。平素より福岡県代協の運営にご理解、
ご協力を賜り感謝申し上げます。

　ご承知のとおり、保険業界を取り巻く環境はますます多様化・高度化し、大変厳しい状況が続いている
中、我々保険代理店は常にお客様の視点で物事を考え、お客様の要望に対し迅速かつ的確に対応するこ
とが求められています。
そこで「お客様本位の業務対応能力」を向上させることで、お客様が保険加入を検討されるとき、豊富な経
験と高度な知識を兼ね備えた「福岡県代協会員代理店」が支持されることとなり、必ずやお客様はもとより
地域社会のお役に立てると確信しております。

　最後になりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、本年度はとても厳しい幕開けとなって
おりますが、福岡県７支部および委員会を中心に、WEB等も活用しながら会員同士であらゆる情報を交換
しながら「学ぶ文化、学び合う文化」を構築できたらと考えております。
コロナ禍の影響で何かと大変だとは思いますが、皆様のご健康と益々のご活躍を心から祈念申し上げ、
挨拶とさせていただきます。
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ごあいさつ

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会

福岡県代協事務局　Tel) 092-481-3424　 Fax) 092-482-3435　 E-mail）fd32@f-daikyo.jp
 

人生（経営）には「まさか」という坂があります。
その「まさか」に備えて 保険のプロとして 消費者のみなさまに少しでもお役に立てたら最高ですね！ 

「お客さまに選ばれる保険代理店」を目指して。

20２０年 秋号

福岡県代協ニュース
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組織委員会

教育委員会

企画環境委員会

［委員長］
野正 和昭

（理事・副会長）

［委員長］
沖田 徳明

（理事・副会長）

［副委員長］
仲　祐司
（理事）

［委員長］
七條 友明
（理事）

［副委員長］
原田 浩平
（理事）

本年度、新型コロナウイルス禍により、県・７支部の代協活動が大幅に
制限されているのが現状です。しかしながら、代協活動を止めることなく
今後も推進していかなければなりません。新しい取り組みとして、WEB
を活用した代協活動を更に活性化していければと思います。
代理店の統廃合が進む中ですが、代協活動を通じて会員の皆様が共
に学び・成長していき、社会貢献をしていくことで、代理店の地位向上
にもつながり、新しい代理店の仲間が増えていくものと考えます。
【チャレンジ：仲間づくり推進 V１７】　※17年連続での目標達成を目指しています。
本年度、福岡県代協の全会員が利用できる、【会員サポート事業（旧：アイエス）】が新たにスタートしました。
自動車修理業者、レンタカー業者、工務店などを随時追加登録してまいりますので、福岡県代協のホームペー
ジを是非ご覧になり、ご利用ください。

代理店内での業務レベル、教育レベルを上げていくことを目的に作成さ
れている【日本代協アカデミー】という代協オリジナルの教育プログラム
があります。すべてがこれで解決できるわけではありませんが、代理店経
営において、すごく実態に合ったコンテンツが多数用意されております。

今後、お使いになっている方達からの、
「もっとこのようなテーマのものがほしい」
などの改善・追加の声を集約し、さらに役立つコンテンツが揃えられるよう
教育委員会として取り組んでいきます。
在宅ワークが増えたことをきっかけに自宅学習用ツールとして活用してい
る会員も増えています。まだご利用でない方は、ぜひお試しください。

会員の皆様、コロナ禍での活動お疲れ様です。
企画環境委員会では、引き続き【不公正募集】の情報収集に力を入れ、お客様の不利益
と代理店の健全経営を目指していきます。ディーラー等による不公正募集や、住宅改修工
事等の悪質事業者の事例を確認した際はご報告ください。報告用の書式を福岡県代協
のホームページ（会員専用ページ）に用意していますのでご利用ください。
また、【代理店賠責】への加入・更改に関しては、組織委員会と連携して1店でも
多くの代理店が安心して経営ができるよう取り組む所存です。
【活力研】に至っては、代理店の統廃合が進む中、色々なご意見を頂戴して活力研に
活かしていきたいと思います。お手元に『代協活動の現状と課題』冊子が届いている
ことと思いますので、ぜひ目を通して最新の情報をしっかりと確認し、今後の募集活
動・代理店経営にお役立てください。

メンバー IDとパスワードは
福岡県代協の総会議案書の
表紙裏に記載しています。
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CSR委員会

［委員長］
熊谷　勝
（理事）

広報委員会

［委員長］
植木 慈之
（理事）

［防犯対策委員長］
久家 渉
（理事）

［理事・相談役］
北島 香代子
（日本代協理事）

［理事・相談役］
佐々木 博邦

［理事・相談役］
中島 克海

（日本代協理事）

［専務理事］
大塚 昭彦

［監事］
川添 廣志

［監事］
坪口 教英

福岡県代協 理事

コロナ禍でもCSR活動を止めてはいけませんが、会員の皆様の健康が第一です。
今年はコロナ禍でも出来るCSR活動を！ タブレット端末を使った家族ぼうさい探検隊、
ルームで予約しての献血、使用済み切手回収など皆様のご協力をよろしくお願いします。

家庭de

＜主な活動＞

＜主な活動＞

学校や地域の集まりなど集団での「ぼうさい探検」ではなく、今年は家族単位での活動を推奨していま
す。防災マップづくりには専用のタブレット端末が導入され、マップの製作時間短縮と、コンクール提出
の手順が簡素化され、マップ作りの効率化が図られています。

昨年までは、１１月を「献血応援月間」としていましたが、今年は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため期間を限定せずに継続的な応援を行います。

献血キャラクター

福岡県代協は献血活動を応援しています

●使用済み切手の回収、『高校出前講座』の開催、『こども110番の保険代理店』の推進なども、状況を
　みながらできる範囲で進めていきます。

●日本代協が提供する消費者向けの情報誌『みなさまの保険情報』の
　定期購入の推進

●福岡県代協と日本代協のホームページ視聴数アップ

●保険契約者への注意喚起情報の発信（悪徳な住宅修理業者など）

会員の皆様、コロナ禍の厳しい状況下ではありますが、広報委員会はお客様への情報提
供の一杖として『みなさまの保険情報』の活用推進並びに、各委員会とのコラボを中心と
して、最新の情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。



［支部長］
仲村 浩一
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福岡東支部

［支部長］
寺嶋 義人

福岡西支部

［支部長］
三島 洋一

北九州東支部

［支部長］
原田 登志之

北九州西支部

［支部長］
上野 啓輔

福岡南支部

［支部長］
山村 公志郎

久留米支部

［支部長］
後藤 耕史

筑豊支部

福岡県代協 ７支部　新支部長

各支部での活動もオンラインを
利用して活発に行われるように
なりました。
Zoom例会、Zoom役員会など
企画・開催中です。

オープン形式のセミナーが開催
される場合は、距離の制約があ
りませんので、他支部へも気軽
に参加できるようになりました。
自分の所属支部だけでなく、
他の支部のセミナー情報等は、
福岡県代協のホームページに
随時掲載されますので、定期的
にチェックしてください！

本例会はZoomで行います。
開始時間 10分前になりましたら、参加者へ
事前にご案内をしております Zoomの URL に
ログインしてお待ちください。

FAX番号 092-629-0689

申込〆切り：9月２3日（水）

（会社名） （参加者名） （メール）

（参加者名） （メール）

kazuyo@isupport-hoken.jp

※メールまたは FAXでお申込みいただいた
　メールアドレス宛に、Zoom例会のご案内
　（URL）をお送りします。
　メールアドレスは必ずご記載ください。

FAXでの申込み

メールでの申込み福岡東支部 事務局
津川 宛

［アイサポート株式会社］

9月29日 火

18:00～19:30

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度の福岡東支部例会は「オンライン例会」を基本として
活動します。オンラインで行うことで、会社やテレワーク中の自宅等からの参加もしやすくなります。
毎月、テーマにそった勉強・情報交換を行いながら、支部会員間の交流を深めましょう！
第１回目の９月例会は、会員の自己紹介や近況報告を中心に情報交換し、『仲間づくり』のはじめの一歩
とします。１０月以降の例会についてもぜひご意見をお聞かせください。

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会／福岡東支部　支部長  仲村 浩一 ［有限会社七〇九保険企画］

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会

オンライン支部例会

仲間づくりの第一歩

福岡東支部 Zoom

９月例会 参加申込み

2020年 ９月例会

予定：10/29（木）18:00～
「コロナ禍で代理店から見た保険会社のリアルな現状」（案）

予定：11/26（木）18:00～

予定：12月（日程未定）　支部忘年会
「考えて動く社員へ！ 保険代理店の社員教育」（案）

今後のオンライン支部例会

※例会の日時・内容が正式に決まりましたら、改めてメール等で
　ご案内します。お楽しみに！　例会にぜひご参加ください。

福岡東支部用の
webアンケートを
実施中です！

今後の支部例会に取り上げて
ほしいテーマや、気になって
いること等を教えてください。
参考にして例会を企画します。

福岡西支部・事務局　久保田［株式会社ライフプラザパートナーズ］

メール：h.kubota@iwk.bbiq.jp　　FAX:092-864-0524

8月6日 木

16:30～18:00

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国は「３密」「ソーシャルディスタンス」「在宅」を提言しています。

私たち代理店もテレワークをいつでも導入出来る環境を整えておくことは、従業員にとって安心して働ける会社で

あることにつながります。また、お客様にアドバイスすることによってテレワーク導入企業を増えれば、より安心

して働ける社会が広がっていくでしょう。テレワークの導入自体は難しくありません。まだ導入していない方は、

テレワーク導入のメリット・デメリットを理解し、今後の快適な在宅ワークに活かしてください。

プリンス会議室
福岡市中央区大名２丁目９-２９ 
　（第２プリンスビル１１０９号室）

出欠は７月３１日（金）までに下記の福岡西支部   事務局宛にご連絡ください。

（　　）リアル会場で出席
（　　）Zoom で出席
（　　）欠席

支部例会
代理店名

お名前

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会／福岡西支部　支部長  寺嶋 義人［株式会社保険プラザ］

ハイブリッド支部例会

リアル会場 Zoom会場
オンライン

お金が掛からない
在宅ワーク

● 在宅ワーク（遠隔）で出来る事
● 在宅ワークに必要なものは？
● 会社ＰＣを遠隔操作するツール

● WEB 会議ツール（アプリ）
● Chrome リモートデスクトップで実践！
● テレワーク助成金について

リアル会場 Zoom 会場
Zoom会議室のURL と ID・パスワードを
事前にご連絡します。
Zoomアプリをインストールしていない方は
予めインストールしカメラ・マイクをご確認
ください。※会場に入れる人数は限りがあります。

　定員に達しましたら Zoomでご参加ください。

講師：寺嶋支部長、近藤 賢司 氏［社労士法人 かぜよみ］

（主な内容）

在宅ワークに関するアンケートを
代理店向けに作成しました。
オンラインで回答できますので
ぜひアンケートにお答えください。 8月26日 水

13:00～15:00

FAX番号 093-742-1010 申込〆切り：８月２3日（日）

（会社名） （参加者名） （メール）

（参加者名） （メール）

（参加者名） （メール）

※参加者全員のお名前をご記入ください。

2020年 福岡県代協／北九州西・東支部　オープンWebセミナー

参加
無料

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」は、2015 年 9 月の
国連サミットで、2030 年までに達成するべき「世界共通のゴール」として採択されました。発展途上国のみな

らず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本でも企業や自治体などで取り組みが始ま

っており、企業においては本業を通じて世界を変えていこうと業務内容に絡めた SDGs が進められています。

このコロナ禍においても、企業の生き残り戦略として注目されており、保険代理店にとってはＳＤＧｓを切り口と

した企業開拓は今後の強力な武器となります。

北九州市は「SDGs 未来都市」として国から選定され、地方創生の深化を

目指して自治体や企業が積極的に SDGs への取組み姿勢を示しています。

今回のセミナーは北九州西支部と北九州東支部の合同オープンセミナー

です。北九州地区の代協会員はぜひ参加して、今後の企業開拓・代理店

経営にお役立てください！

● そもそもＳＤＧsとは？

● 企業のＳＤＧs取組に対するニーズ

● ＳＤＧsを企業開拓にどう活かすのか

［三井住友海上経営サポートセンター　経営リスクアドバイザー］

セミナーの主な内容 セミナー講師

ベンチャーキャピタル業務に長年従事し、スタートアップ
企業を中心に中堅・中小企業やスタートアップへの投融資、
成長のための経営支援、株式上場支援を行う。全国各地で
企業向けＳＤＧｓセミナーや企業内の役員、職員向けアド
バイスを通してＳＤＧｓ普及に邁進。

保坂 進 氏

tada.masahiro.mitsui@kag.bbiq.jp

※メールまたは FAX でお申込みいただいた
　メールアドレス宛に、後日WEBセミナーの
　ご案内（URL、ID、PW等）をお送りします
　のでメールアドレスを必ずご記載ください。

本セミナーは Zoomで行います。
開始時間 10分前になりましたら、参加者へ事前に
ご案内をしておりますURL にログインください。

■定員：１００名（申込み先着順） 

FAXでの申込み

メールでの申込み

セミナー参加申込みは、福岡県代協／北九州西支部 事務局へ！

一般社団法人 
福岡県損害保険代理業協会 北九州西支部／北九州東支部

10月9日 金

安東 邦彦 氏

福岡県代協 久留米支部 一般社団法人 
福岡県損害保険代理業協会／久留米支部
支部長：山村 公志郎［株式会社A&Aエージェンシー］

時代変化を見据えた
代理店経営

本セミナーは Zoomで行います。
開始時間 10分前になりましたら、参加者へ事前にご案内をしておりますURL にログインください。

■定員：１００名（申込み先着順） 

FAX番号 0942-65-5826 申込〆切り：10月２日（金）

（会社名） （参加者名） （メール）

（参加者名） （メール）

（参加者名） （メール）

※参加者全員のお名前をご記入ください。

※メールまたは FAX でお申込みいただいた
　メールアドレス宛に、後日WEBセミナーの
　ご案内（URL、ID、PW等）をお送りします
　のでメールアドレスを必ずご記載ください。

FAXでの申込み

メールでの申込み

セミナー参加申込みは、福岡県代協／久留米支部 事務局へ。中原宛［インフィールド］

講演会
参加
無料

オンライン支部セミナー

2020年

（15:30～  Zoom 接続準備）
15:45  開会・支部連絡
16:00～17:30 安東氏 講演

このコロナ禍で環境が大きく変化している時代に、

● 何が変わり変わらないのか
● 新しい保険営業の在り方
など、時代変化を見据えた代理店経営について学びます。

（株）ブレインマークス
代表取締役

（安東氏プロフィール）
「社長依存型の組織を脱却し、社長が不在でも事業を拡大する仕組みづくりを得意とするコンサルタント」

2001 年に起業したものの「優秀な社員が育たない」「組織がまとまらない」と悩み続け、行き着いた先は、社長の孤立、
賃上げ交渉、ギスギスした職場。何とか良い組織にしたいと試行錯誤を繰り返すが、目の前の問題のモグラ叩きに明け
暮れ、組織構築と崩壊を繰り返す。ついには社員ストライキにより、社員の９割が退職。自分のダメ経営者ぶりを痛感
し、経営に情熱を失う。そんな失意の中、世界的なコンサルタント、マイケルＥ. ガーバーと出会う。渡米して、「社長
依存型の組織を脱却し、自立した組織をつくる」方法を学び、実践した結果、組織が生まれ変わる。
現在は、その経験と米国メソッドをもとに年商１億から５億円の中小企業に『社長依存型の組織を脱却し、事業を拡大
する支援』を行っている。その独特のコンサルティング手法で、全国から講演依頼とコンサルティング依頼が絶えない。

プロ代理店経営アカデミー　http://www.hoken.brain-marks.com

nakahara168@gmail.com
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