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福岡県代協事務局

Tel) 092-481-3424

Fax) 092-482-3435

E-mail）fd32@f-daikyo.jp

福岡県代協 第１４回（7３）通常総会を開催します
福岡県代協の通常総会を下記の通り開催します。
会員の皆様へは開催のご案内と共に議案書をお送りしておりますので、ぜひご一読の上、
ご参加ください。
総会終了後、記念セミナーとして、昨年２月に開催した特別セミナーで反響が大きかった、元金融庁特別
検査官の成島氏を再度お招きして、
『金融庁検査の着眼点〜第２弾〜』
セミナーを開催します。今回は会
場に成島氏をお迎えして直接お話いただく予定です。
オンライン配信も行いますのでお聞き逃しなく！

［日

時］ 2022 年 ５月 2３日
（月）

［会

場］ アークホテルロイヤル福岡天神（福岡市中央区天神３丁目13-20）

［式次第］

◆ 第１部

13:30〜14:50

第14回通常総会

◆ 第２部

15:00〜15:20

防犯対策協議会総会

◆ 第３部

15:30〜17:30

総会記念セミナー（オンライン配信あり）

◆ 第４部

18:00〜19:30

懇親会

※開催に際して、
出来る限りの新型コロナ感染症対策を行いますが、今後の感染拡大状況によっては会場・開催方法が変更になる
場合があります。予めご了承ください。
なお、会場へお越しの際はマスク着用をお願いします。
また、体調の優れない方は、来場をご遠慮いただきますようお願いします。

2022 年 通常総会記念 特別セミナー

元「鬼の検査官」が再登場！

金融庁検査の着眼点〜第２弾〜
講師：成島 康宏氏［元金融庁特別検査官／日本代協アドバイザー］

Zoom ウェビナーでの参加方法（事前登録不要）
事前申込みは不要です。セミナー開始１５分前から Zoom ウェビナーに入室できます。
入室後、セミナー開始までしばらくお待ちください。
https://us06web.zoom.us/j/83444504269
ID 834 4450 4269

パスコード 854045

※セミナーに関する最新情報は、
福岡県代協のホームページで
お知らせします。

福岡県代協ホームページ
https://www.f-daikyo.jp/
（2022 年４月リニュールしました）

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会［広報委員会］ 2022年５月発行

委員会より
（活動報告・計画概要） ※詳細は議案書をご覧ください。
組織委員会
2021年度は、会員の増強と基盤の強化を目指してZoomを活用した支部例会や
セミナーを開催するなど
「仲間づくり推進運動」
に取り組んだ結果、年間入会目標
１３店に対し、
１４店の入会を達成して１８年連続目標達成（Ｖ１８）
しました。
その
一方で、保険会社による代理店統廃合が続き、退会数は４０店。会員数は年度は

［委員長］

［副委員長］

（理事・副会長）

（理事）

じめの５８３店から大幅に減少し５５７店となりました。

沖田 徳明

支部運営はZoomでのリモート運営が中心になり、定着しつつあります。
ただ、

仲

祐司

手軽に開催できるようになった反面、Web活用を苦手とする会員が一定数存在す
るため、
その対策が急務となっています。代協活動の基本は支部活動ですが、活動
自体に閉塞感が漂い、支部長はじめ支部役員は大変苦労しています。
代理店経営支援とチャネル競争力強化策として
【会員サポート事業】
を昨年度立ち

福岡県代協

V18

上げています。
カーサポート事業（自動車修理、
レンタカー、買取、
カーリース、法律
相談）
に加え、2021年に開始したガソリン・ETCカード提携と遺伝子検査プランは利用代理店に好評で今後も幅
広く代理店に周知していきます。
2022年度は、
「 仲間づくり推進」
の目標を１６店とし、
１９年連続目標達成（Ｖ１９）
を目指します。引き続き感染防
止対策を徹底しつつ、Webを活用して県・支部活動とあわせて、代理店賠償責任保険の推進を軸に今年度も取り
組みを行います。

教育委員会
日本代協独自の教育システム
『日本代協アカデミー』
の定着化に向け、昨年度に引
き続き会員への周知とＩＤ登録の勧奨を行い福岡県は登録ＩＤ数増目標８０に対し
て２７７を達成しました。
しかしこの結果は大型会員１店の登録よるもので、
アカデ
ミー採用の会員増を図ることが急務です。新たな取り組みとして、
アカデミー勉強会
（セミナー形式）
を実施し、
２９会員の参加がありました。
『損害保険大学課程』
コンサルティングコース・セミナーはＷebセミナーとなりました。

［委員長］

［副委員長］

（理事）

（理事）

七條 友明

原田 浩平

事前準備にかなりの時間を費やし、一定のスキルが必要なこともあり、運営スタ
ッフ確保と育成に苦慮しました。2022年度の受講申込み者数は、福岡県では目
標３５名に対して６０名となりました。
『代理店ベンチマーク研修』
は、PRAを活用して事務効率を上げている代理店
を訪問・取材した上で、編集した動画を視聴しながらオンラインで研修を行いま
した。代理店の中でも先進的な取組みであり、勉強になったとたくさんの反響を
いただきました
（参加者９０名）。
2022年度のベンチマーク研修は、体制整備の優れた取組みを共有する趣旨で、
代理店事務所へ視察のための訪問を企画しています。参加者による視察レポー
トを作成し、会員へ発信することで好事例取組みを共有することを考えています。
福岡県代協ニュース

ベンチマーク研修：
（株）
グッド・サポート

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会［広報委員会］ 2022年５月発行

委員会より
（活動報告・計画概要） ※詳細は議案書をご覧ください。
企画環境委員会
日本代協が作成し会員に配布されている
『代協活動の現状と課題』
に掲載される、
「活力ある代理
店制度等研究会」
の報告内容について、企画環境委員会で各支部の委員による勉強会を実施し、
各支部にも広めるよう促しました。
また、
『 不公正募集』
に関連した項目及び『住宅修理業者問題』
については、会員から寄せられる事案をウオッチし、情報の共有を図っています。
募集環境の整備のため、
『 不公正募集』の疑いがある事例を収集し、
日本代協で進めている疑義
事案のデータベース化に寄与すべく、警告チラシの活用や報告ルールの徹底を図りました。

［委員長］

野正 和昭

（理事・副会長）

「保険募集のプロ集団」
として、
お客さまにとって価値向上を図り、他チャネルとの競争力を確保す
るため、
【事業継続力強化認定の取得】、
【社労士診断認証の取得】、
【日本代協版「リスクマネージ
メント講座」
の受講】
を推進しました。事業継続力強化認定は、2021年度は福岡県で63会員が取
得しています。2022年度は
【ＢＣＰ策定】
も推進します。
2022年度、募集環境の整備のため、下記に力を入れます。
●不公正募集の疑いがある事例を収集し、
日本代協で進めている疑義事案のデータベース化
●保険金請求サポート業者や特定修理業者の動向に注視する
●不公正募集警告チラシの活用を徹底する
●定期的に各支部へ情報提供を図り全会員への意識を高める
●
「募集問題対応ハンドブック」
の会員への周知徹底を図る

CSR委員会
2021年度に社会貢献・地球環境保護のために予定していた活動の多くがコロナの影響を受けて
中止となりました。
そんな中、感染対策を十分に取り以下の活動を実施しました。
●
「ひまわり絵画展」設営撤収ボランティア
（北九州リバーウォーク・市民ギャラリー）
●使用済み切手収集・寄贈

福岡市社会福祉協議会・ボランティアセンター
［委員長］

●献血応援月間
（会員への献血協力を呼びかける情宣活動）
●
「ぼうさい探検隊マップコンクール」への参加呼びかけ

8団体が提出

●ハザードマップの普及
（7/27にZoomでの研修会を開催）

熊谷

（理事）

●BCPセミナー
（事業継続力強化計画申請も）
をオンラインで開催

2022年度は、上記に加えて、
●ラブアース・クリーンアップ
（6/12福岡市百道浜）
●筑後川清掃活動
●地震保険、
無保険車追放、盗難防止、飲酒運転撲滅等の情宣活動
●BCP、
ハザードマップ、
マイタイムライン等の作成・普及
●学校への出前講座や消費者団体等との対話
●
「こども１1０番の保険代理店」
の活動情宣

などの活動を、
コロナの状況を見ながら推進します。

福岡県代協ニュース

勝

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会［広報委員会］ 2022年５月発行

委員会より
（活動報告・計画概要） ※詳細は議案書をご覧ください。
広報委員会
●
「みなさまの保険情報」
の購入促進

３２会員を目標と定めましたが進展は見られず

●
「福岡県代協ニュース」
の発行（2021年５月、2022年１月）
●日本代協ＰＲ企画
『頭を抱える偉人たち』
の情宣
●７支部すべての
「公式LINEアカウント」
を作成し、新しい情報発信手段として運用を開始
●福岡県代協ホームページのリニューアル

などを主に行いました。各支部委員との広報委員会はオンラインを中心としましたが、LINEの
開設は会議室に集まって実際の操作方法や設定を確認しながら行いました。

［委員長］

植木 慈之
（理事）

2022年度は、
セキュリティー強化・利便性向上の観点で４月にリニューアルした
県代協ホームページの活用を促進すると共に、情報発信に力を入れ、
●支部公式LINEアカウントの定着化とその活用を推進
●各委員会・各支部との情報発信・情宣活動の連携の仕組みづくり
●SNS等の活用

城郭炎上！怒りの織田信長 編

●YouTube日本代協チャンネルの登録推進

などに積極的に取り組む他、特に
【会員サポート事業】
の情宣活動に最大注力し、
提携事業者の活用を会員に促進します。

◀動画は
こちらから
ご覧ください。

新しくなった福岡県代協のホームページをご活用ください！
https://www.f-daikyo.jp/

福岡県代協ニュース

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会［広報委員会］ 2022年５月発行

5/23セミナーの
CM動画ができました！
https://youtu.be/bfnrV783Qio

「ラブアース・クリーンアップ2022」に参加します

６月１２日（日）午前 9:00 受付開始

※予定

《参加会場：百道浜海岸》

※新型コロナウイルスの状況により、全市一斉清掃の延期や中止など開催内容が
変更となる可能性があります。
ご了承ください。
（2018年のラブアース：百道浜会場）

友だち登録募集中！

福岡県代協７支部

支部ごとにLINE公式アカウントを開設しました。情報提供ツールのひとつとして、今後様々な情報を発信して
いきます。
まずは所属している支部の
「お友だち登録」
をしてください！

福岡東支部

福岡西支部

福岡南支部

筑豊支部

北九州東支部

北九州西支部

LINE「友だち追加」方法

福岡県代協ニュース

久留米支部

❶ LINEアプリを起動する
❷「ホーム」メニューから
「友だち追加」
を選択
❸「QRコード」で上記コードをスキャンする
❹「追加」する

一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会［広報委員会］ 2022年５月発行

