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所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

阿倍野 G-Works              三井住友 

東大阪 松栄エイジェンシィ    三井住友 

東   摂津不動産        日新火災 

 

☆８月は３店の仲間が増えました＼(^o^)／ 

☆正会員の入会は年度累計で２２店、目標 

 達成まで２８店です。皆の力を合わせて、 

業界に代協の理解を広げて行きましょう。 

２０１９チャレンジ５０ 

８月度ご入会の会員の皆様です。 

どうぞ宜しくお願いします。 

９月・10月の予定 
11日(水) 無料法律相談     （大阪代協 会議室） 

13日(金)   CSR委員会     （大阪代協 会議室） 

18日(水)   理事会      （大阪代協 会議室） 

21日(土) 阪神ブロック協議会 （大阪代協 会議室） 

10月2 日(水)  組織委員会    （大阪代協 会議室） 

3日(木)   CSR委員会     （大阪代協 会議室） 

4日(金)   教育委員会     （大阪代協 会議室） 

 

☆☆ 体制整備情報 ☆☆ 

「森の賢者 ふうたのワンポイントレッスン Part4」 

Vol.５が配信されました。今月は「個人情報の持ち出

し管理」がテーマです。 

是非事務所内の皆様でご一読下さい。 

☆☆ 大阪代協のセミナー情報 ☆☆ 

みんなで勉強し、研鑽を積みましょう！！ 

◆10月8日(火)13:30～ ＠ＳＪＮＫ道修町ビル 

「大阪府建築防災啓発員認定講習会」問合先：事務局 

◆11月7日(木)13:30～ ＠東京海上日動堺支社 

「大阪府建築防災啓発員認定講習会」問合先：事務局 

◆11月29日(金)14:00～ ＠大阪損保会館 

「ＦＤの本質を学ぶ」（仮題）   問合先：事務局 

講師：近畿財務局 保険監督室長 田中 雄介氏 

のぞみ法律事務所 吉田 桂公氏 

 

理事会だより 

 ８月は理事会がありませんので、直近の業界動向をお

知らせし、理事会だよりに代えさせていただきます。 

  

 ●関東財務局の保険代理店直接対話について 

 ・予定どおり、9月に 100 社へのアンケート、10月～ 

  12月に 60社への直接対話が行われる様子です。 

  対象代理店の選定が行われ、間もなくアンケートが 

  出状されると思われます。 

 ・顧客本位の業務運営を実践するための体制整備、 

比較推奨の実態を中心に確認が行われるようです。 

・保険業法に基づき、自律的なＰＤＣＡ、社員教育等 

の実効性が問われることになります。 

 ・近畿財務局でもお話を伺いましたが、対話の実施は 

  さておき、現状に対する強い憂慮をお持ちでした。 

 ●保険業界の共通化・標準化への提言について 

 ・日本代協では顧客保護と業界の発展のために、 

  共通化・標準化すべき提言を募集しています。 

 ・現在、賠責約款に事故発生ベースと賠償請求ベース 

  が混在することによる無責事案発生を改善すべき 

  との提言が寄せられています。 

 ・他にご意見がある方は是非事務局までご連絡下さい。 

              （記事：吹原事務局長） 

ＨＰが新しくなりました。 

・支部会・お知らせ・活動報

告・セミナー案内・などなど 

ＨＰでチェックしてね！ 
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～こんな時代だからこそチャンス到来！！ 強みの経営スタイルを学ぶ～ 
大阪代協オープンセミナー２０１９が開催されました 

大阪代協オープンセミナー２０１９が、８月７日

（水）午後１時３０分から、大阪市北区の毎日新聞オ

ーバルホールで「こんな時代だからこそチャンス到

来！！ 強みの経営スタイルを学ぶ（保険ユーザー

1000人アンケートから見えてきたもの）」をテーマに

開催されました。これには、代協会員をはじめ、一般

参加代理店、保険会社社員など、オープンセミナーで

は過去最高となる２８１名が参加しました。 

開催に先立ち、山中尚会長が「大阪代協では、代理店を

取り巻く最新の情報を皆様にお伝えしています。私自身、

この８月に近畿財務局を訪問し、お伺した話を理事会等へ

と報告する予定です。皆様方には、ぜひとも支部会へ積極

的に参加いただき、情報を活動に役立てていただきたい。

本日は楽しんで、ひとつでも多くのことを学んで帰ってい

ただきたい」と挨拶しました。 

第１部では、静岡県立大学・経営情報学部教授

の岩崎邦彦氏（写真中段）が「『２１世紀の保険代理店を考えよう』事業の再定義とマーケティングのあり方」

をテーマに講演しました。同氏は、保険ユーザーへのアンケート結果から、「２１世紀のマーケティングのポイ

ントは、お客様を引き付ける力、すなわち関心を持ってもらう力にある」と指摘。「お客様は保険を買っている

のではなく、安心を買っている。保険代理店は、決して保険を売り込むのではなく、お客様と同じ方向を見なが

ら一歩先を行くという〝顧客目線〟〝マーケティング志向〟で取り組む

ことが大切だ」と述べました。そして、代理店が顧客目線であるために

は、お客様に何を売るかではなく、お客様はなぜそれを買うかの視点で

考えることが必要であると強調しました。 

また、同氏は、『担当者の知識』『専門性』『担当者とのコミュニケ

ーション』を重視するお客様ほど地域の代理店に惹かれるという特性に

着目し、地域の代理店はこうしたお客様をターゲットにすべきであると
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述べました。その上で、個性、サービス、独自性、

小回り、専門性、親しみやすさといった小規模店な

らではの強みを生かすことだとアドバイスしまし

た。 

そのほか、代理店に不満があっても伝えないユー

ザーが４割いることにも着目。「こうしたお客様は

黙って離れていく。日頃から、お客様のニーズや要

望を聞くコミュニケ―ションが大切である。これか

らは、お客様の問題解決を提案するコンサルティン

グ力の持った代理店が求められる時代になる」と話

しました。 

そして最後に、口コミについて言及し、「『日常

生活に関する不安やリスク回避についてのアドバイ

ス』『担当者のマナー・接客態度』などはお客様が代理店を選ぶときの重要な要素となっている。これらがきち

んとできている代理店は口コミで広がっていく。そして口コミで来たお客様はリピーターになりやすい。そうい

った意味でも、口コミのマーケティングを考えることもこれからは大切だ」と締めくくりました。 

第２部では、日本代協・専務理事の野元敏昭氏（写真左）が「代理

店経営のベストプラクティスに学ぶ」と題して講演を行い、宮城県の

Ｍｉｒｉｚ（未来図）、千葉県の船橋保険事務所、北海道のリブラス

の３代理店それぞれの代理店経営者の企業理念や考え、人材育成、職

場環境、お客様対応などの取組みが紹介されました。 

これを見た岩崎氏は「それぞれにしっかりした幹を持っている。そ

して、企業理念を実際に行動に落とし込んでいるところが素晴らし

い。やりたい姿を明確にすることで、お客様の心の中にもしっかりブ

ランド化されている」と感想を述べました。 

                 （記事：新日本保険新聞社） 

 

  

～大規模地震に備えた防災施策に特化した事業連携協定～ 
「大阪府建築防災啓発員制度」事業連携協定に係る締結式

が執り行われました 

 

大阪府との事業連携協定に係る締結式が、８月５日（月）午前１

０時から、大阪市中央区の大阪府庁本館・議員特別会議室で執り行

われました。 

現在、大阪では、南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、

大規模地震発生時における建物の倒壊や密集市街地などでの火災の

発生の危険性、住宅・建築物の耐震化や一定規模以上の地震の揺れ

を感知すると自動的に通電を遮断する感震ブレーカーの設置の重要

性が高まっています。そのため、大阪府は、府民にこれを普及啓発

するため、民間企業等のマンパワーやネットワークを活用した「大

阪府建築防災啓発員制度」を平成２９年度に創設し、府民の防災意

識向上を図っています。 

 

（写真左から、大阪府・藤田部長 もずやん 山中会長)  



令和 元 年 ９月号 発行：2019 年(令和 元 年) ９月 5 日 

 

 

- 4 - 

   

 

この制度では、大阪府が防

災・減災を連携・協力の対象

としている企業及び団体と協

定を結び、その企業及び団体

が社員等に養成研修を実施

し、一定の知識を修得した人

を、大阪府が「大阪府建築防

災啓発員」として認定してい

ます。 

損保業界では、すでに平成

２９年度に東京海上日動火災

保険㈱が協力し、啓発員活動

（平成３０年度末時点で認定

者数２７４名）を行っていま

す。今回、大阪代協も連携・

協力団体として大阪府と協定

を結ぶことになりました。 

締結式には、大阪代協から

山中尚会長、原田副会長、嶋専務理事、前田ＣＳＲ委員長など１０名が、大阪府からは大阪府住宅まちづくり部

長の藤本秀司氏ら２名が出席しました。 

調印に先立ち、藤本氏が「大規模地震に備えた住宅・建築物の防災に関する施策に特化した事業連携協定の締

結は、今回が初めてとなります。当府が大阪代協の会員様

を啓発員として認定し、活動いただく大阪府建築防災啓発

員制度にご協力いただけることに感謝します。皆様の幅広

いネットワークを活かして、より多くの府民に耐震化の大

切さや感震ブレーカーの必要性を認知いただけるよう、ご

協力をお願いします」と挨拶。これに対し、山中会長が

「地域社会があってこその保険代理店が、その恩返しとし

て、広く社会貢献を行うことも、当協会として非常に大切

な視点であると考えています。この度の締結で、当協会に

『お客様に防災・減災の情報を伝える仕組み』を作ること

ができ、心から感謝いたします。会員の中から一人でも多

くの啓発員を養成し、地震保険などの普及に合わせ

て、耐震診断、耐震工事に関する大阪府の助成金の

情報提供、感震ブレーカーの必要性についての啓発

活動を組織として取り組み、安心・安全なまちづく

りに貢献できるよう精いっぱい取り組んでいきま

す」と述べました。 

調印後、両氏は協定書を交換し、力強く握手を交

わして終了となりました。 

また、式後には、大阪維新の会大阪府議会議員団

の幹事長である森和臣氏のご好意により、大阪府知

事の吉村洋文氏との面談が実現しました。面談で

は、大阪代協の吹原事務局長が今回締結に至った経緯を説明。その後、吉村氏が「大阪府では防災、減災に対す

る取組みを推し進め、府民に啓発活動を行っていますが、我われだけでは限界があります。そういった意味で、
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今回幅広くネットワークを持っておられる損保代理店の皆様のご協力を得られることは非常に心強く思います」

と期待の言葉を述べられました。 

なお、大阪代協では、大阪府建築防災啓発員の認定に向け、８月２８日（水）に第１回目の研修会及び試験を

実施し、９５名の方々に認定証を授与いたしました。 

今年度は１０月８日（火）、１１月７日（木）にも実施する予定です。合格者には大阪府から認定証（有効期

間５年）が授与されます。 

 

（記事：新日本保険新聞社） 

 
（ご参考：１０月８日（火）第２回目開催ご案内。詳細はメールご案内または大阪代協ＨＰをご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～一番大切なのは自分自身が生きること～ 

北摂西支部・北摂東支部 合同セミナーを開催しました 

８月２３日（金）、大阪代協会議室において、北摂西支部

と北摂東支部の合同支部会を開催しました。第１部の会議で

は大阪代協各委員会に参加している委員より、それぞれの委

員会報告が行われました。 

 第２部ではセミナーを実

施。ご自身も代協会員である

大進サービスの大西圭介氏を講師に迎え、「あなたは助ける人

ですか？助けられる人ですか？」をテーマに講演を頂きまし

た。大西氏は東日本大震災を機に防災士の資格を取得され、被

災地でのボランティア活動や、地元地域での防災活動に積極的

に取り組んでおられます。講演は防災士の格好で、様々な防災

グッズの実物や緊急地震速報の音源を使った臨場感溢れるもの
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で、会員一同９０分間集中力を切らさず勉強させて

頂きました。 

 支部会終了後は近くの飲食店に会場を移し、支部

会員相互の親睦を深めました。          

（記事：北摂東支部 辻副支部長） 

 

 

 

 

             ～ちょっとおしゃれなＢＢＱ・・・～ 

北大阪支部 納涼ＢＢＱパーティーを開催しました。 

 

８月２日(金)、北大阪支部の恒例となった納

涼ＢＢＱパーティーは、１０名が参加して開催

となりました。  

 今年は都会の真ん中でありながら、水と緑に

囲まれた絶好のロケーション、中之島 LOVE 

CENTRAL でのちょっとおしゃれなＢＢＱ・・・

となるはずが、 猛暑の中での汗だくのＢＢＱ

となってしまいました。 

 とは言えやはり水辺ですので時々吹く風はそ

こそこ心地良く、 キンキンに冷えたビールと

焼きたてのお肉は相性抜群。飲んで食べて会話

もはずみ、笑いっぱなしのあっという間の２時

間は最高の暑気払いとなりました。 

 北大阪支部はこの夏も、暑さを吹き飛ばし、

熱く盛り上がって参ります p(^^)q 

                                

 （記事：北大阪支部 有澤副支部長） 
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 ＜会員の皆様には本文を送付済みです。著作権の関係でホームページ掲載用は内容を割愛しています＞ 

 
 
 

 文責：日本創倫株式会社 専務取締役（SEO）オフィサー事業部長  風間利也 

配信：日本代協事務局 

 

 

（ご参考：建築防災啓発員の取組みは大阪府のホームページにも掲載されています。） 

URL ⇒ http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/misshu/keihatuin.html 
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