
 

 

平成２６年度 活動報告 

 

 福岡県代協は、各委員会活動を中心とした代協活動の強化および支部活動の活性化に努めた結果、 

１１年連続・正会員増強年間目標達成という快挙を成し遂げることができた。 

また、組織財務委員会と教育委員会の合同会議を開催する等、会員増強・年金基金・コンサルティン

グコース受講勧奨を同時展開することにより、昨年に引続いて「３冠」を目指したが、コンサルティ

ングコース受講者は目標の２倍近い成果を挙げたものの、年金基金の加入目標は達成できなかった。 

 

 

 

組織財務委員会      正会員増強と組織の基盤強化 

 

１．正会員増強運動（資料４．参照） 

 ・正会員数を５６０店に増強して、Ｖ１１（＝１１年連続目標達成）を果たすということを最大の

目標としてスタートしたが、平成２６年１１月末時点では、入会数１２店に対して退会数は１５

店を数え、差引マイナス３店で正会員数は５４２店という状況であった。 

しかし、１２月、１月の増強実績もカウントするという、全国一斉「代協正会員２月入会キャン

ペーン」を見据えて、１～３月を正会員増強月間と定め、１支部３店増強を目標に、支部長、 

組織財務委員を中心として会員増強に取組んだ。 

その結果、２月入会キャンペーンの１１店増強目標は２月中旬に達成し、その後も入会促進に 

注力して、年度通算では、入会数３９店、退会数２４店で差引き１５店の増強、年度末正会員数

は５６０店となり、Ｖ１１を達成できた。 

 

２．全国損害保険代理業国民年金基金 

 ・日本代協全国一斉「国民年金基金加入推進キャンペーン」（平成２６年１０月１ヶ月間、のちに 

１１月まで延長）は、田中相談役（国民年金基金理事長）を先頭に、各支部長、組織財務委員が

取り組んだが、目標の４件に対して１件の加入に止まった。 

  その後年度末までには残りの３件加入を達成すべく、懸命の活動を展開したが、ついに目標達成

には至らなかった。 

 

３．福岡県代協オリエンテーション 

 ・ 平成２６年７月１１日（金），ステーションホテル小倉，参加者１２０名 

 ・「最近の保険業界の動向と代協活動」 福岡県代協  会 長   冨永 紘一 

 ・「アイエス事業について」      (株)アイエス 代表取締役   八尋  武 

 

 

 



 

 

教育委員会       教育・研修活動 

 

１．各種セミナーの開催 

 

（１）第６回通常総会 記念セミナー 

  ・平成２６年５月２３日（金），アークホテルロイヤル福岡天神，参加者１２０名 

  ・演題：「成果の出る企業と出ない企業の違い 

         ～ オペレーション能力ではなくマネジメント能力に着目せよ ～ 」 

 ・講師： 望月 広愛 氏（(株)ＭＡＴコンサルティング代表）  

 

（２）代理店賠責セミナー（福岡県代協オリエンテーションと同時開催） 

  ・平成２６年７月１１日（金），ステーションホテル小倉，参加者１３０名 

  ・演題：「代理店の賠償責任と最近の事故例」 

  ・講師： 黒田 朗 氏（エース損害保険 部長） 

 

（３）新春セミナー                

  ・平成２７年１月２０日（火），ＫＫＲホテル博多，参加者１００名 

  ・演題： ① 業界動向の最前線 

       ② 代協出前講座「車社会に出る高校生の君たちへ」 

  ・講師： ① 小平 髙義 氏（日本代協 副会長） 

       ② 砂川 武司 氏（日本代協 教育副委員長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．損害保険大学課程 

 ・平成２４年７月より、損保協会は日本代協と連携して「損害保険大学課程」をスタートさせた。 

  日本代協は、その教育プログラムの指定教育機関としての委託を受けて、運営に携わっている。 

 

（１）２０１４年度コンサルティングコース・セミナー（九州北ブロック）の開催 

  ・第１回 平成２６年７月１６日（水） 受講者数 ５０名 

  ・第２回 平成２７年１月２７日（火） 受講者数 ５１名 

    いずれも、福岡東京海上日動ビル １０階会議室にて開催した。 

 

（２）２０１５年度コンサルティングコース・受講者の募集 

  ・募集期間は、平成２６年１２月１日より平成２７年２月２０日。福岡県の目標受講者数の 

   ３０名を達成すべく取組んだ。 

   今年度は、損保協会事務局の協力を得て損保各社への受講勧奨要請を実施したこともあって、

順調に推移し、目標の２倍近い５９名の受講者を獲得できた。 

  ・九州北ブロック４代協共に目標を達成した結果、ブロック目標６０名に対して９６名という 

   目標比１６０％の大成果を挙げた。 

 

（３）認定保険代理士から損害保険トータルプランナーへの移行認定申請 

  ・平成２５年度の損害保険プランナーへの移行手続きに引続き、２６年６月から最終目的である

募集人資格の最高峰「損害保険トータルプランナー」への移行認定申請手続きが開始され、 

   教育委員が中心となって申請手続きを推進した。 

   その結果、平成２６年１２月末までに、福岡県代協の移行認定対象者３５５名の全員が申請 

   手続きを完了し、損害保険トータルプランナーに認定された。 

   

（４）「損害保険トータルプランナーがいる代理店」への情報登録 

  ・損保協会ホームページに「損害保険トータルプランナーがいる代理店」の検索画面が開設され

たが、そのための情報登録が必要である。   

   福岡県代協のホームページには、「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索画面に    

   跳ぶバナーを設けており、当検索画面から簡単に情報登載手続方法ページに入れるにも拘わら

ず、平成２６年３月末現在の福岡県の登録代理店数は６０店に過ぎない。 

   会員への情宣を図り、情報登録を推進する必要がある。 

 

 

３．支部セミナーの開催 

 ・各支部にて支部活動を活性化するために支部セミナー等を開催した。 

支部セミナーの開催状況については、後掲「支部の事業報告」を参照。 

 

 

 



 

 

企画環境委員会      募集環境の整備活動 

 

１．募集の公平性の維持・募集環境の整備 

 ・日本代協・企画環境委員会が作成した「募集環境問題対応ハンドブック」が、日本代協ニュース 

  平成２６年新年号と一緒に全会員宛に配付された。 

  企画環境委員会で当ハンドブックの勉強会を開催し、各支部例会等における情宣を図った。 

 ・ディーラーの不公正な募集行為について４件の情報が寄せられたため、各拠点の店長および本社

の保険担当責任者に対して、福岡県代協会長名で警告状を送付した。 

  また、平成２６年１２月に、田中委員長と中村事務局長が、損保大手４社のコンプライアンス 

  担当部長を往訪して、ディーラー代理店に対する「関連法規の遵守とコンプライアンス励行の 

  重要性」の周知徹底と、保険業法３００条違反行為の根絶指導を要請した。 

 

２．代理店賠責「日本代協 新プラン」の推進 

 ・福岡県代協の平成２６年度更新時（平成２６年１０月１日）の継続率は９７．５％（対前年度 

＋０．８％）、加入率は８３．４％（対前年度＋１．５％）となり、前年に比べて改善された。 

また、いずれも全国平均値を上回った。 

 

 

事業広報委員会       収益事業と広報活動 

 

１．収益事業  

・福岡県代協の収益事業は、賛助会員である(株)アイエスに業務委託している。 

アイエス事業の伸展を図るために、事業広報委員会とアイエス営業委員会との合同開催を都合 

２回実施した。また、アイエス・コンテスト（支部対抗戦、個人戦）の実施によって、アイエス

事業への参画意欲増進を図った。 

 

 ・代協会員のお客さま向け自動車鈑金塗装修理のネットワークサービスを充実させるために、 

平成２４年１月に開始したＤＲＰネットワークとの提携事業も、３年目を迎えて定着した。 

 平成２６年度末の提携登録代理店数は１３０店。平成２６年度１年間の車両入庫台数は１２７台 

 であり、今後の事業伸展のためには提携登録代理店数の拡大推進が必要である。 

 

 ・新規事業として、(株)ヘイワコーポレーション（自動車フロントガラス交換業者）との提携、 

  イーレックス(株)（新電力を提供する特定規模電気事業者）との提携を開始した。 

 

 ・アイエス事業への参加会員を増やすために、アイエス事業に関する勉強会を、久留米支部および 

  筑豊支部の例会において実施した。 

 



 

２．広報活動 

（１）福岡県代協ニュースの発行 

  ・平成２６年５月７日号（第６回（６５）通常総会開催案内 ほか） 

  ・平成２７年 新年号  （会長の年頭挨拶、全国一斉入会キャンペーン ほか） 

 

（２）代協だよりの発行 

  ・福岡東支部  平成２６年７月（第２０号）、９月（第２１号）、１０月（第２２号）、 

          平成２７年１月（第２３号）、３月（第２４号） 

  ・福岡西支部  平成２６年９月（第１号）、平成２７年１月（第２号） 

  ・福岡南支部  平成２６年７月（第９号）、１２月（第１０号） 

平成２７年３月（第１１号） 

 

（３）新聞広告 

  ・久留米支部  西日本新聞  筑後版 平成２６年５月３１日，９月２７日，１２月２１日 

平成２７年３月２１日，（以上４回） 

 

  ・北九州東支部       

  ・北九州西支部       

 

  ・福岡県代協  読売新聞 西部本社版  平成２７年３月１２日 

 

  ・福岡県代協  朝日新聞 西部本社版  平成２７年３月２０日 

 

 

ＣＳＲ委員会       地球環境問題と社会貢献活動 

 

１．社会貢献活動 

 

（１）ラブアース・クリーンアップ２０１４ 

（ラブアース・クリーンアップ福岡地区 

                                    実行委員会 主催） 

 

                         ・平成２６年６月８日（日）     

                                  ９：００～１０：３０ 

                         ・百道浜海岸（福岡市早良区）の清掃活動に

福岡３支部会員の家族も含め             福岡３支部、久留米支部の会員およびその 

家族も含めて４０名が参加。 

 

 

合同 読売新聞 北九州版  平成２６年１１月８日 



（２）筑後川清掃活動 

  ・グリーン基金寄付先のＮＰＯ法人 筑後川流域連携倶楽部主催の筑後川河川敷の清掃活動に、

久留米支部会員が２回参加した。 

   ① 平成２６年１１月８日（土）１０：００～１１：００  参加者 ２５名 

   ② 平成２７年２月１４日（土）１０：００～１１：００  参加者 ２０名 

 

（３）北九州東支部の清掃活動 

   ① 自然海浜を守ろう「クリーンアップ大作戦！」 

   ・平成２６年６月１５日（日）、もじ少年自然の家前の海岸（いさんだの浜）、参加者５名 

   ② 海とふれあいプロジェクト 

   ・平成２６年９月２３日（祝）、北九州市小倉区 櫓山荘公園、参加者６名 

 

（４）北九州市・防災啓発フェスタ２０１４ 

（ＮＰＯ法人 北九州市耐震推進協議会 

 主催）に福岡県代協が協賛団体として参加 

 

・平成２６年９月２８日（日） 

１２：００ ～ １６：００  

 ・ＪＲ小倉駅 ＪＡＭ広場 

  ・北九州東支部、北九州西支部の会員 

約２０名が参加 

 

 

（５）普通救命講習会（北九州市消防局 門司消防署 主催）に北九州東支部会員１３名が参加 

  ・平成２７年２月２４日（火）１３：００～１５：００ 

  ・大里柳市民センター 多目的ホール 

 

（６）使用済み切手収集（損保協会主催） 

  ・損保協会九州支部が収集してジョイセフ等に寄付し、発展途上国の難民救済活動等に役立てる

活動を続けており、福岡県代協事務局および各支部で収集した使用済み切手を、定期的に損保

協会へ持ち込んでいる。 

 

２．各種キャンペーン 

 

（１）無保険車追放キャンペーン 

（日本代協と国土交通省との共催）    

  ・平成２６年９月２５日（木） 

・JR博多駅・博多口（博多駅前広場） 

・福岡３支部から８名、福岡運輸支局および 

自動車事故対策機構から７名の合計１５名 

が参加 



 

 

（２）「盗難防止の日」キャンペーン 

（損保協会主催） 

 

                        ・平成２６年１０月７日（火） 

８：１５～８：４０ 

                        ・西鉄 福岡（天神）駅周辺 

・福岡３支部から１０名が参加 

 

 

 

 

（３）地震保険普及キャンペーン 

（日本代協主催）  

   

  ・平成２６年１１月２８日（） 

         １０：５０ ～ １１：１０ 

  ・明治屋産業びっくり市（直方市感田） 

  ・筑豊支部会員２０名が参加 

 

 

 

 

３．公益社団法人 全国消費生活相談員協会（全相協）九州支部 交流会 

  ・平成２７年１月３１日（土）１４：００～１９：００ 

  ・福岡市健康づくりサポートセンター 

  ・全相協の賛助会員、消費者行政担当課（消費生活センター）、全相協九州支部会員の交流会 

  （日本代協が賛助会員であり、福岡県代協から冨永会長、北島ＣＳＲ委員長、中村事務局長が 

   出席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会議の開催状況 

 

１．第６回（６５）通常総会 平成26年5月23日 

 

２．理事会・支部長会議   平成26年4月18日  7月4日  10月17日  12月5日 

              平成27年2月13日   

 

３．組織財務委員会     平成26年6月26日   9月17日   

平成27年1月20日 

 

４．教育委員会       平成26年6月6日    9月4日     12月5日 

                            平成27年1月20日 

 

５．企画環境委員会     平成26年7月4日  10月24日 

 

６．事業広報委員会     平成26年6月20日   9月3日 

 

７．CSR委員会           平成26年6月26日     

 

８．九州北ブロック協議会  平成26年  7月25日（長崎） 

 10月  3日（佐賀） 

              平成27年  1月13日（福岡） 

3月13日（大分） 

 

 

■ 第４回日本代協コンベンション  

・テーマ：「代理店のコミュニケーションのあり方を考える」 

  平成26年11月14日（金） 

第１部（新橋：ヤクルトホール）記念式典、代協会員懇談会、基調講演 

          第２部（新橋：第一ホテル東京）懇親会 

11月15日（土） 

       （お茶の水：損保会館） ４分科会 

 

 ・福岡県代協からは、冨永会長以下１４名が出席した。 

 

 

 

 


