
一般社団法人 福岡県損害保険代理業協会
会長　北島 香代子

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　昨年中は弊会の活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

　近年、全国で異常気象や大規模な自然災害に見舞われ甚大な被害が多発しています。
皆様方におかれましては、年間を通してお客様や地域に寄り添いその不安を解消し、更に安心をお届け
するために日夜東奔西走しておられ、そのご尽力に敬服致します。

　本年はオリンピック・パラリンピックの年。保険業界変革の中でも、皆様とともに未来を見据え、見えな
い先を読み、変化を恐れず、保険募集人の資質向上と我々のあるべき姿を追及するため、弊会としても
様々なことにチャレンジしていきたいと考えております。

　環境変化の中にあって、保険の価値や必要性はお客様が決める時代です。保険販売の多様化・高度
化に伴い、お客様視点を徹底した事業内容やリスクマネージャーとしての意識改革を行い、今こそ本気
で人間力を磨くことが必要ではないかと考えます。我々の業界に求められることは、数えきれぬほどある
ように思われますが、真意は一つ『お客様本位』であることです。

　FD宣言やKPIなどやるべきことの本質を考え、形式的なものや形骸化したことを排除し、さらに保険
代理業がAIに取って代わることができないものを見極めなければなりません。それぞれの代理店が、地
域における特性を踏まえ、ベストプラクティスを目指しお客様に選んでいただくために、創意工夫を重ね
て独自のサービス提供等を考えていくことも必要です。

　こんな時代だからこそ、お客様から選ばれ、必要とされる保険代理店であり続けるために、
『One for all, all for one.』の思いで、成長する組織として本年も意義のある活動や有益な情報を皆
様と共有してまいります。

　皆様にとってこの一年が平和で穏やかな年であることを心から
祈念致しております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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日時 ： １月２４日（金） 15:00～18:00
会場 ： ＫＫＲホテル博多
■ 15:00～16:00 『サイバー犯罪の現状と対策』
　　講師：福岡県警察本部 サイバー犯罪対策課 警視　川口 由記氏

■ 16:10～17:10 『週刊ダイヤモンド「保険特集」～編集委員が読み解く！今後の保険業界』
　　講師：藤田 章夫氏 ［株式会社ダイヤモンド社 ビジネスメディア編集局 ダイヤモンド編集部  編集委員］

■ 17:20～18:00 『代協活動の現状と課題 ～目覚めて変化する～』
　　担当：一般社団法人 日本損害保険代理業協会 理事　中島 克海氏

■ 18:00～ 賀詞交歓会（会費：2,000円）

福岡県代協

2020年新春セミナー＆賀詞交歓会

第１２回（7１）通常総会

第３回 ベンチマーク研修

会員の皆様へは詳細はすでにメールでご案内の通りです。
福岡県代協ホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。申込みがお済みでない方はお早目に。

今年度から実施している「ベンチマーク研修」は参加者から大変好評を得ており、
第３回目が決定しました。
詳細が決まり次第に改めてご案内します。しばらくお待ちください。

詳細が決まり次第に改めてご案内します。しばらくお待ちください。

お知らせ
１

日時 ： ５月２２日（金）
会場 ： ＫＫＲホテル博多

福岡県代協お知らせ
３

日時 ： ２月１４日（金） 午後
会場 ： 株式会社 三愛 （北九州西支部）

福岡県代協［教育委員会］お知らせ
２

福岡県代協

代理店ベンチマーク研修
優れた代理店経営の手法・取組みを学び、自社の問題点を改善しよう！

（株）三愛　占部社長



［組織委員長］
 沖田 徳明
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　日々、各支部での活発な支部活動ありがとうございます。
今年度から「仲間づくり推進」がはじまり、目標１５店に対して取り組んできた結果、13店の入会があり、
残り2店でV１６を達成（16年連続目標達成）することができます。
１２月１０日に日本代協から「代協仲間づくり推進入会Activeキャンペーン」が発表されました。

【第１弾キャンペーン】 2019年１２月１０日～2020年２月２９日 
年間入会目標の残数を達成・・・（福岡は残２店）
【第２弾キャンペーン】 2019年１２月１０日～2020年３月３１日 
昨年度末における会員数増減において±０以上を達成・・・（福岡は残１９店）

　今後の福岡県代協、７支部のためにも、多くの代理店に代協の活動を知って
いただき、仲間を増やしていきたいと思います。
福岡県代協一丸となり仲間づくり推進のご協力をお願いします。

仲間づくり推進入会Activeキャンペーンを開催中！

損害保険トータルプランナーを
目指しましょう！

［教育委員長］
 仲村 浩一

　損保協会と日本代協の募集人資格試験が統合されて誕生した
【損害保険大学課程】は８期目を迎えます。
2020年開講のコンサルティングコースの受講申込みの締め切りは
2月14日となっております。　昨年は申込者数目標 ３５ 名に対して
１４９名申込みに達し、達成率 426%で全国1位に輝きました。
今回も多くのお申込みをお待ちしております。

　また、今年度よりスタートしました【代理店ベンチマーク研修】の第3回目は、
株式会社三愛さんにベンチマーク！　申込み先着順で参加人数には限りが
ございますので、案内が来ましたらお早目にお申込みください。
日程は2月14日（金）午後に予定しております。

　募集環境はすさまじい勢いで変化し、業際間の競争は激化し様々な問題が出てきています。
コンプライアンス違反はだめですが、取った取られたのレベルでの話ではなかなか解決できません。しかし
ながら、不公正募集案件を代協全体で集約し対処していくことが公正な競争を推進することになり、最終
的に顧客の利益を守ることにつながりますので地道なご報告をお願いいたします。
　代理店賠責の推進では、「日本代協新プラン」は代協会員の高い意識のもと加入率は９０％となり代協
会員にご加入いただいています。
　一方、代協未加入の代理店や保険会社社員の中には代理店の賠償問題や賠責保険商品の存在を知ら



［CSR委員長］
 熊谷 勝
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　2019年11月に実施しました【福岡県代協 献血応援月間】に多大
なるご支援とご協力いただき、誠にありがとうございました。

福岡県代協の取組みとして、今後も定着できるよう考えております。
2020年もどうぞよろしくお願いします。

　福岡県代協のCSR活動は、ラブアースクリーンアップ活動に始まり、TV取材を受けた「盗難防止」の街
頭キャンペーン活動、使用済切手回収、ぼうさい探検隊、交通遺児チャリティー、高校出前講座など、会員
の皆様のご協力無しでは出来ないものばかりです。
　なかでも、ぼうさい探検隊は、本年度8件の応募・マップの提出ができ、福岡県代協の今年度の目標を達
成する事が出来ました。ありがとうございました。「小学生ぼうさい探検隊マップコンクール」には全国から
３８４作品の応募があり、12月に入賞作品が決定しました。
福岡県から応募した作品は残念ながら入賞を逃しましたが、今後も
子供たちの防災・交通安全教育のためにぜひご参加ください。
コンクールへの応募をお待ちしております。

［企画環境委員長］ 仲 祐司

［広報委員長］
 植木 慈之

　広報委員会では体制整備の一項目でもあるお客様への情報提供義務を
サポートできるアイテムとして「みなさまの保険情報」誌の活用を提案してい
ます。きっと会員の皆様のお役に立てるアイテムだと思いますので、情報提供
義務の一助として「みなさまの保険情報」を活用してはいかがでしょう？
ご不明な点は各支部の広報委員、支部長までお問い合わせください。

福岡県代協が行った

「献血応援月間」にご協力を

してくださった皆様、

ありがとうございました！
献血応援月間 ： 11月1日～12月9日 献血者５９名

お客様への
『情報提供』はどうされてますか？

■ 発行：年４回（１月、４月、７月、１０月）
■ 媒体：紙またはデータ（PDF）
■ 数量：200部（50部×４回）～

ない人が多くいます。今後も情宣を進め、全ての募集人が安心して保険を販売でき、万が一の際は顧客へ
の賠償や保険会社からの求償への備えができるようにすることが課題です。今後は『保険を売る代理店が
保険に入っていないのはおかしいね』を合言葉にアピールしていきましょう。
【代理店経営支援とチャネル競争力強化策の推進】
　代協会員の中には、兼業で自動車修理工場や不動産業等や弁護士など、福岡県代協
の趣旨や活動に理解し協力してくれる協賛会社が多数存在しています。それらを組織化
して代協独自ブランドとし、皆様に提供することを予定しています。本年度は企画環境委
員会を中心に進めていますので、ご意見ご協力もお願いいたします。

詳しくは日本代協ホームページからご覧ください。



支部活動報告
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福岡東支部
●６月23日（日） ラブアース・クリーンアップ（福津）
●７月26日（金） 支部例会
　『クレームを顧客満足に変えるこれからの組織強化法』
●９月26日（木） 無保険車追放キャンペーン（博多駅）
●10月22日（火・祝） ぼうさい探検隊
●10月25日（金） 支部例会
　『お客様に選ばれる代理店を考える～銀行に学ぶ顧客本位～』
●11月22日（金） 福岡三支部合同セミナー
　『個の解放と心理的安全』
●12月11日（水） 支部忘年会

福岡南支部福岡西支部
●５月25日（土） 第５回 南支部ゴルフコンペ
●６月13日（木） 支部例会
　『FD宣言とは？ ～保険代理店FD対応の実態～』
●６月23日（日） ラブアース・クリーンアップ（大濠）
●７月19日（金） 支部暑気払い
●10月７日（月） 盗難防止キャンペーン（天神）
●10月22日（火・祝） ぼうさい探検隊
●10月25日（金） 支部例会
　『お客様に選ばれる代理店を考える～銀行に学ぶ顧客本位～』
●11月２2日（金） 福岡三支部合同セミナー
　『個の解放と心理的安全』
●12月７日（土） 第６回 南支部ゴルフコンペ

●６月13日（木） 支部例会
　『はじめての働き方改革とはじめての賠償問題』
●６月23日（日） ラブアース・クリーンアップ（大濠）
●８月21日（水） 飲酒運転撲滅キャンペーン（ヤフオクドーム）
●９月12日（木） 支部例会
　『企業存続・人材確保のための健康経営』
　『高齢者の安全運転を考える』
●10月22日（火・祝） ぼうさい探検隊
●11月22日（金） 福岡三支部合同セミナー
　『個の解放と心理的安全』
●12月12日（木） 支部忘年会

福岡東

北九州東
北九州西

筑豊

久留米

福岡南福岡西

　福岡県内７支部の
今年度の主な活動です。
各支部がそれぞれに
会員の役に立つ、関心の
高いテーマを探って丁寧に
企画・運営しています。

　近ごろは支部間の交流が活発になっており、
他支部の例会やイベントにも興味があれば参加
する会員が増えています。

　自分が所属する支部からのメール等での案内
だけでなく、福岡県代協ホームページには全支部
の例会案内を掲載していますので、参加したい会
があれば担当の支部へ
お申込ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
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筑豊支部久留米支部
●７月３日（水） 支部例会
　『リスクシュミレーション研修（BCP）』

●６月23日（日） ラブアース・クリーンアップ（大濠）
●７月22日（月） 支部例会
　『お客様とともに描く代理店の未来図』
●９月14日（土） 筑後川清掃
●10月５日（土） 地震保険普及キャンペーン（ゆめタウン）
●10月５日（土） ぼうさい探検隊（くるめウス）
●12月20日（金） 支部『防災』バスツアー＆忘年会

北九州西支部北九州東支部
●６月23日（日） ラブアース・クリーンアップ（大濠）
●７月９日（火） 支部例会
　『事業継続計画（BCP）の準備と対策』
●９月28日（土） ぼうさい探検隊
●10月24日（木） 地震保険普及キャンペーン（小倉駅）
●11月12日（火） 支部例会
　『保険代理店が押さえるべき労働問題』

●６月19日（水） 支部例会
　『日本代協アカデミーの登録ガイダンス・使い方』
●７月15日（月・祝） 中原海岸清掃
●７月31日（水） ・ ８月６日（火） 
　『ひまわり絵画展』設営・撤去、暑気払い
●10月24日（木） 地震保険普及キャンペーン（小倉駅）
●12月18日（水） 北九州パネルディスカッション
　『地域創生のリーダーとしての保険代理店の役割』

（予定） 2020年２月１７日（月）
支部例会
『２１世紀の保険代理店を考えよう』 （予定） 2020年２月　高校出前講座

（予定） 2020年２月　高校出前講座

トップ保険サービス（株）の野嶋氏を講師に招いて
「大地震発生！」の瞬間から、次 と々入る社内や地域
の被害情報、お客様から求められる保険対応など、
リアルタイムでどう対処するかを体験しました。
代理店自身はもちろん、お客様のリスクマネジメント
をサポートするためにもBCPの重要性を再確認。
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