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所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

北大阪 プロスタイル         ＳＪＮＫ 

東   レジアスインパクト   三井住友 

 

☆１０月は２店の仲間が増えました＼(^o^)／ 

☆正会員の入会は年度累計で２４店、目標 

 達成まで２６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 

10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。 

☆☆ 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！！ 

◆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」       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 

 ◆12月3日(火)15：00～ ＠大阪代協会議室 

  「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽと代理店賠責」問合先：北摂西支部・北摂東支部 

 講師：Chubb損害保険 黒田 朗 氏 

 

理事会だより 

   ☆１０月１６日に理事会が開催されました☆ 

 ●２０２０年度は１０支部の体制になります 

 ・具体的には、北摂西支部・北摂東支部を統合し「北摂

支部」(仮称)、京阪東支部・京阪西支部を統合し「京

阪支部」(仮称)として新たにスタートいたします。 

 ・目的は、両支部の運営資源を有効活用し、活性化する

支部のベースを構築するためです。 

 ●日本代協アカデミーの利用推進 
 ・体制整備義務にある募集人教育管理に大変有効なシス

テムです。是非利用下さい(添付チラシご参照) 

 ●阪神ブロックコンベンションのご案内 

 ・セミナーでは、近畿財務局の田中保険監督室長、のぞ

み総合法律事務所の吉田桂公弁護士が登壇されます。 

・代協ならではの講師陣です。代協会員メリットとして

是非各支部会員に情宣して下さい(ＨＰご参照)。 

 ●１０/１２付け日本経済新聞報道（ＡＩ保険） 

 ・東京海上日動社は NTTドコモ社と提携し、許可を得た

上でスマホの個人情報を AIが分析し、各個人の志向

に沿った保険を勧めるサービスを開始させます。 

・間もなく代理店は顧客の支持をめぐり AIと競う時代

になります。顧客との絆を一層強める取組が必要で

す。 

              （記事：吹原事務局長） 

11月の予定 
7日(木) 建築防災啓発員講習  （東京海上日動堺支社） 

7日(木) ＴＡＵ社見学会    （事業活性化委員会） 

13日(水)   無料法律相談   （大阪代協 会議室） 

14日(木)   ＣＳＲ委員会   （大阪代協 会議室） 

20日(水)   理事会      （大阪代協 会議室） 

29日(金) 阪神ブロックコンベンション（大阪損保会館） 

☆☆ 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.7が配信されました。今月は「平時の備え」がテ

ーマです。 

是非事務所内の皆様でご一読下さい。 

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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～御堂筋をきれいにできて清々しい気分です～ 
御堂筋クリーンイベントを開催しました  

第１７回御堂筋クリーンイベントが１０月２７日（日）に開催

され、会員と保険会社社員、その家族ら５４１名が参加しまし

た。 

参加者は本町・北御堂と難波、大阪市役所の３か所に分かれ、

午前１０時過ぎ難波からの清掃を皮切りに、北御堂、大阪市役所

に集合した参加者も次々にスタートしました。当日は、柔らかい

薄日が射す、秋風そよぐ絶

好の日和。道端に落ちてい

る紙くずや落ち葉、タバコ

の吸い殻、植え込みの中に

捨てられていたペットボト

ルや空き缶を拾う人、中に

は段ボールやビニール傘を

回収する人もいました。 

参加者の中には車いす、

ペットを同伴しての女性、

家族連れも見られ、とりわ

け小さな子供たちがお父さ

ん、お母さんと一緒にゴミ

拾いをしている姿は何とも微笑ましいものでした。 

午前１１時前ぐらいから、清掃を終えた参加者がゴミ袋を持ちながら

集合場所である中之島の市役所に次々に戻ってきました。ゴミは大阪市

役所の北東の道路を隔たてた場所に集められ、スタッフたちによって分別されました。 
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大阪市役所の前に設けられた清涼飲料水の配布コーナ

ーではお茶が配られ、ひと汗かいた参加者たちが思い思

いにのどを潤しながら、集合場所周辺で談笑したり休憩

したりしていました。 

参加者からは「これほど多くの人が参加しているのに

は驚きました。私は北御堂からの清掃ですが、側溝に溜

まったゴミを拾うのにはひと苦労しました。でも、しっ

かりと清掃をし、御堂筋をきれいにできて清々しい気分

です」と感想を語ってくれました。 

このあと解散式を行い、山中尚会長が挨拶に立ち、

「秋の日曜日に多くの方にご参加いただきありがとうご

ざいます。また、損保会社の皆さんにおかれましては、水害の対応でお忙しい中、賛同いただけたことに感謝

いたします。このイベントも17回目を迎えました。これほど継続できましたことを非常にうれしく思います。

また、本日のイベント開催にあたり、準備をしたＣＳＲ委員会の皆さんもご苦労さまでした」と述べました。 

最後に、参加者全員が市役所大階段で集合写真を撮り、正午前に解散となりました。 

                            

（記事：新日本保険新聞社） 

 

～好天に恵まれテンション上昇～  

教育委員会ゴルフコンペを開催しました 

 
１０月５日（土）教育委員会主催第８回ゴルフコ

ンペを新大阪ゴルフクラブで開催致しました。新大

阪ゴルフクラブは、新名神高槻ＩＣが開通し、更に

交通の便が良くなり高槻市街から車で２０分という

立地です。三川が合流する壮大な景色を併せ持つ緑

豊かなゴルフ場です。ＯＵＴ３組、ＩＮ２組の総勢

１９名で７時４分にスタート。 

 朝は、肌寒い感じでしたが、好天に恵まれて、気

温は上昇、テンションも上昇、上位数名は、８０台

のデットヒートを展開し、ＧＰＳナビ搭載のカート

で他の組のスコアも瞬時に反映するため、別組の仲間のスコアを見ながらワイワイガヤガヤ。 無事、１４時

には、表彰式がセッティングされ、ベストスコア賞の堺支部・西澤副支部長は、バーディ連発の上、ロングホ

ールでは、見事イーグルまで達成。ニアピン賞の和田委員はあと数センチでホールインワンのナイスショッ
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ト！ 

栄えある優勝者は、初参加の京阪西支部の武田賢一会員(写真右下)でした。コンペの商品提供に新谷副会長

よりワイン３本、門口委員長より東京ディズニーランド土産の冷めないカップ、太田委員よりお米と日本酒、

渡辺委員からは、阪神タイガース限定ボールとティ、山本からは、ゴルフバックとボールとタオルセット、新

大阪ゴルフクラブより豪華なキャディバックまで提供していただ

き、参加者全員が何らかの商品に当たるよう、幹事の京阪西支部・

岡部支部長と渡辺委員が配慮していただき、楽しい表彰式となりま

した。今回の幹事様、ご苦労様でした。 次回は、２０２０年４月

に開催予定ですので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

仕事も遊びも明るく！楽しく！前向きに！                           

 

（記事：教育委員会 山本副委員長） 

 

 

 

～『役立つ喜び 働く幸せ』～ 

南大阪支部 無保険車追放キャンペーン＆支部セミナー 

 ９月２７日（金）、南大阪支部では「無保険車追放キャンペーン」の一環として大阪芸術大学と太成学院大

学でチラシを配布しました。過去 2 年連続でキャンペーン当日は雨天

でしたが、今年はようやく快晴！私たちの気持ちとやる気を大いに後

押ししてくれました。 

 大阪芸術大学ではバイク駐輪場で約 50

部の配布を行い、太成学院大学では 300 部

を学生サービス課の責任者に手渡し配布を

依頼しました。両大学とも非常に前向きに

ご協力いただけました。一般家庭の大切な

子女を預かる大学が、授業以外で生徒に

「無保険車はダメだ」という啓発＝教育を

行っているのは、きっと世間

や親からの評価に繋がるでし

ょう。同時に大学側の自己防

衛にも繋がります。 

 学生にとっても、「保険」に興味を持ち、それに加入

するとどのようなことが補償され、未加入時に加害者の

立場になってしまった時どのような事態になるのかを知
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る勉強のきっかけにもなります。この意義ある活動の輪が広がっていく事を心から願っております。 

 同日、南大阪支部会も開催され、『役立つ喜び 働く幸せ』のテーマで、𣏤𣏤栂木(とがのき）支部長主催の

セミナーが行われました。流れとしてまずは『自分にとっ

ての仕事の誇りとは』『他のメンバーの意見を聞いての気

付き』の 2 テーマでグループ討論を行いました。 

 続いてコクシオ㈱所属カリスマ・スマホ講師の神崎ひと

みさんの仕事に対しての姿勢、流儀を DVD で鑑賞し、その

内容を踏まえて再度前出の 2 テーマで同グループでの討論

を行いました。「保険でお客様を守る。喜んでいただく」

という言葉は同じでも、その経験値や環境によって目線は

当然違います。ですがディスカッションではそれを否定するのではなく互いに尊重しながら熱心に話し合いが

進みました。時間を区切る支部長の合図が聞こえないほど盛り上がり、おおいに刺激になりました。 

 盛り上がった後は例によって懇親会です。個人的にはラグビーＷ杯を肴に盛り上がれたことが大変楽しかっ

たです。 

がんばれブレイヴ・ブロッサムズ！ 
                             (記事：南大阪支部 内川記者） 

 

～改正消費税対応は万全ですか？～ 

   堺支部 消費税複数税率対応セミナーを開催しました 

１０月１８日（金）、東京海上日動堺支社にて会議室をお借りし、堺支部会の後、セミナーを開催し会員２

３名が参加しました。テーマは『消費税複数税率対応セミナー』で講師に忠岡税務会計事務所の忠岡 博 氏を

お迎えしました。 

  令和１年１０月１日より改正された消費税の

対応について、事務所通信「改正消費税対応は

万全ですか？」（写真）の冊子を用い“確認す

べき１２のポイント”をわかりやすく説明いた

だきました。 

 まず、今回の改定では消費税率１０％への引

き上げと飲食料品等への軽減税率（８％）の導

入で、過去の税率引上げと異なり、複数税率と

なることで、 記帳等の経理処理に特に注意が必

要であることを話されました。 改正消費税対応

の確認すべき１２のポイントは、以下の内容で

した。 
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●「複数税率」の対応策として 

①軽減税率対象品目を確認しましたか？ 

②複数税率の区分経理への対応を確認しましたか？ 

③請求書等の様式変更はお済みですか？ 

④レジや販売管理システム、会計システムの複数税率への対応は

お済ですか？ 

⑤軽減税率や請求書・領収書について従業員教育をしましたか？ 

●「価格転嫁」の対応策として 

⑥商品等への価格転嫁（価格改定）を検討、実施しましたか？ 

●「価格表示」の対応策として 

⑦価格表示の方法を確認しましたか？ 

●「経理処理・課税方式」の対応策として 

⑧税込経理・税抜経理への変更、課税方式について再検討しました

か？ 

●「９月末の実務」の対応策として 

⑨９月末までの売上・仕入を集計する準備ができていますか？ 

⑩売掛金・買掛金の税率が確認できるように管理されていますか？ 

●「１０月以降の実務」の対応策として 

⑪１０月以降の経理処理は、１０％と８％の取引の混在について注意

点を確認しましたか？ 

⑫１０月１日以降の返品、値引き、貸倒れ処理の注意点について確認しましたか？ 

以上、１２のポイントの説明を受け代理店内で確認することはもとよりお客様へのアドバイスとして役立てた

いと思いました。 

                                （記事：堺支部 大谷記者） 

 

～各支部でバーベキュー大会を開催～ 
＜堺支部＞ 

９月２８日(土)、堺市の大泉緑地公園にてＢＢＱを実施しました。 

  昨年は、台風で中止となり、今年は雨を心配しながら当日の朝８

時に開催を決定いたしました。 

 堺支部会員５９名、保険会社社員２８名、お子様８名の皆様に参

加いただき、大勢で懇親を深めました。 当日は、１０時ごろから火

起こしを始め、準

備が整ったところ

で、午前１１時 

中村支部長の開会

宣言の後、約４時

間にわたり焼肉を

中心とした食事や、参加者同士の談話に、大いに盛り上が

りました。 

 ある程度お腹が収まったところで、保険会社ごとに集ま

って、それぞれの会社紹介が行われました。その後のビン

ゴゲームでは、「当たるかなー」「まだもう少し」とかの
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声がかかり、ハラハラドキドキの運試しを楽しみました。 

 参加した皆様はそれぞれ、日頃の悩みやら普段は言えない本音やら、お互いに話をしながらとても楽しい一

日を過ごすことができました。 

 準備委員の方々、会員の皆様、保険会社社員の皆様のご支援より、なんとか今年は無事に開催することがで

きました。 参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。 

                                                  
（記事：堺支部 庫内副支部長） 

 

 

 

＜京阪東西支部＞ 

 

１０月２２日(火)、交野市の「いわふねの里」にてＢＢＱを開催しました。 昨年は台風や地震の影響で中

止になったので、 今年は台風の時期を避けて１０月後半に予定したものの 昨今の温暖化の影響でしょうか、

台風２０号、２１号が心配されるという状況になりました。 しかしながら、参加者の皆様の行いにより、好

天に恵まれ、爽やかな秋空のもとでの開催となりました。 

 京阪東支部会員１６名、京阪西支部会員１２名、保険

会社７名、ご家族６名の 計４１名の皆様に参加いただ

き、大勢で懇親を深めることができました。 当日は、

１１時ごろから火起こしを始め、準備が整ったところ

で、 １２時には乾杯、食事となりました。 約３時間に

わたり焼肉や飯盒炊飯、やきそばなどを楽しみ、大いに

盛り上がりました。 

 普段はなか

なかお目にか

かれない方に

もお会いでき、皆それぞれの会話も弾み、 とても楽しい一日を過

ごすことができました。  準備の方々、会員の皆様、ご家族、保

険会社社員の皆様のご協力により、今年は無事に開催することが

できて本当に良かったです。参加いただいた皆様、本当にありが

とうございました。 

 なお、今回のＢＢＱに際しまして、台風１９号被災募金を行いました。 

皆さんのご厚意により、合計２１，２２１円の募金が集まりました。 大阪代協京阪東西支部として日本赤

十字社の、「令和元年台風１９号災害義援金」にお届け致します。 

ご協力誠にありがとうございました。 

                                 （記事：京阪東支部 島田支部長） 
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～今年も大阪マラソンの季節がやって来ました～ 
   大阪マラソン応援団参加者・ランナー情報を 

  募集しています！ 
大阪代協会員の皆様 

 

いつも代協活動へのご協力ありがとうございます。今年も大阪マラソンの季節がやって参りました。 

(12月1日SUN 9:00スタート！) 

 

恒例の大阪マラソンボランティアの募集したところ、３２名の皆様にボランティア活動をしていただくことに

なりました。多数のお申込み本当にありがとうございました。 

ボランティアには参加できないけれど・・という方にマラソン応援団結成についてのご連絡です。 

 

今年も大阪代協の仲間数名がフルマラソンコースを走ります。 

仲間を応援しながら、全世界から集まるランナーも応援する企画です。 

大阪マラソンは仮装ＯＫなので見ていて本当に楽しいです。 

 

是非皆様のご参加をお待ちしております。 

応援場所は千日前通の下味原交差点付近です(29㎞地点。JR鶴橋駅至近。添付地図ご参照) 

青色の「iiaと書かれた旗」と大阪代協の「のぼり」を目印にお集まりください。 

「キラキラうちわ」を掲げて応援していますので、お越しいただいた際は「大阪代協会員です」 

と声掛け下さい。みんなで一緒にランナーを応援しましょう。 

 

ランナーとして出走する会員の方、出走する会員をご存知の方は是非とも事務局までご連絡下さい！ 

お待ちしています(大阪代協・事務局Tel 06-6341-6085もしくはiiaosaka@osakadaikyo.or.jpにて) 

 

＜大阪マラソン２０１９＞ 

＊開催日 ２０１９年１２月１日(日曜日) 

＊大阪府庁前start(AM9:00)→大阪城finish 

（記事：CSR委員会 前田委員長） 
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  ＜日本代協アカデミーのご案内＞ 
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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＞ 

 

  作成：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 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

内容に関するご質問・お問合せは、大阪代協事務局までお気軽に連絡下さい。 

 

○●………………………………………………………●○ 

一般社団法人 大阪損害保険代理業協会 事務局 

〒530-0001大阪市北区梅田1-2-2-1400 

大阪駅前第二ビル14階1-2番 

TEL：06-6341-6085 

FAX：06-6341-4108 

e-mail：iiaosaka@osakadaikyo.or.jp 

○●………………………………………………………●○ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

≪体制整備の豆知識Part ４≫    ２０１９．10．24 

ふうたのワンポイントレッスン Ｖｏｌ．７   平時の
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	１０月１８日（金）、東京海上日動堺支社にて会議室をお借りし、堺支部会の後、セミナーを開催し会員２３名が参加しました。テーマは『消費税複数税率対応セミナー』で講師に忠岡税務会計事務所の忠岡 博 氏をお迎えしました。 　 令和１年１０月１日より改正された消費税の対応について、事務所通信「改正消費税対応は万全ですか？」（写真）の冊子を用い“確認すべき１２のポイント”をわかりやすく説明いただきました。 　まず、今回の改定では消費税率１０％への引き上げと飲食料品等への軽減税率（８％）の導入で、過去の税率引上...
	●「複数税率」の対応策として ①軽減税率対象品目を確認しましたか？ ②複数税率の区分経理への対応を確認しましたか？ ③請求書等の様式変更はお済みですか？ ④レジや販売管理システム、会計システムの複数税率への対応はお済ですか？
	⑤軽減税率や請求書・領収書について従業員教育をしましたか？ ●「価格転嫁」の対応策として ⑥商品等への価格転嫁（価格改定）を検討、実施しましたか？ ●「価格表示」の対応策として ⑦価格表示の方法を確認しましたか？ ●「経理処理・課税方式」の対応策として ⑧税込経理・税抜経理への変更、課税方式について再検討しましたか？ ●「９月末の実務」の対応策として ⑨９月末までの売上・仕入を集計する準備ができていますか？ ⑩売掛金・買掛金の税率が確認できるように管理されていますか？ ●「１０月以降の実務」の対応...
	～各支部でバーベキュー大会を開催～
	＜堺支部＞
	９月２８日(土)、堺市の大泉緑地公園にてＢＢＱを実施しました。 　 昨年は、台風で中止となり、今年は雨を心配しながら当日の朝８時に開催を決定いたしました。 　堺支部会員５９名、保険会社社員２８名、お子様８名の皆様に参加いただき、大勢で懇親を深めました。 当日は、１０時ごろから火起こしを始め、準備が整ったところで、午前１１時　中村支部長の開会宣言の後、約４時間にわたり焼肉を中心とした食事や、参加者同士の談話に、大いに盛り上がりました。 　ある程度お腹が収まったところで、保険会社ごとに集まって、それぞ...
	（記事：堺支部　庫内副支部長）

