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われわれは、次の募集規範を遵守し、消費者の利益に貢献します。

倫理規範  ①社会性・公共性の自覚  ②自己研鑽  ③信義・誠実性  ④信用の維持

行動規範  ①重要事項の説明  ②最適アドバイス  ③アフターサービス・アフターフォロー  ④顧客の情報の守秘  ⑤法令の遵守OKINAWA
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令和元年～就任2年目の抱負～

守礼をお読みの皆様こんにちは。
私は沖縄県代協の会長、、藤川
向久と申します。
日頃より沖縄県代協の活動にご
理解とご協力をいただき、心より
お礼申し上げます。
年を象徴する文字が「災」であっ
た昨年に代わり、今年は変化の
年になります。 元号が『令和」に
変わり、時代や環境が高スピー
ドで変化しています。
2020年東京ではオリシピック、
2025年大阪では万博と昭和の
高度成長期にあった ビッグイベ
ントが再び行われます。同じイベ
ントでも昔と現在とでは全く違う
意昧合いを持つことになるで
しょう。
我々、損害代理店も時代の変化
をつかみ、環境の変化に合わせ

て経営を変えていく必要があり
ます。もはや待ったなしです。
募集人全員が自分で真摯にお
客様のことは考えて行動しなく
てはなりません。
それを求められているのです。
代協は、できるだけ代理店の皆
様の力になりたいと考えています。
今年も出来るだけ多くのセミ
ナーを打ち、地域貢献を通じて
代理店の地位の向上を 図り、
コンサルティングコースを受講
を応援します。
今年始まる代協アカデミーの
情宣を通じて、少しでも上質な
学習環境をお届けします。
昨年度、中部支部が設立されま
した。今年度はこの中部支部を
活性化させて、今後の支部活
動・代協活動の指針となるよう

にしたいと思います。
また、組織率50%も今年度での
達成を目指します。
2016年3月に397店あった沖
縄県の専業代理店数も、2018
年3月には363店に減り、業界と
しては依然厳しい状況にあると
いえます。
業法改正や地震台風などの災害
を経て、代理屈への役割と期待
と責任が大きくなる中、沖縄県
代協は会員全員が選ばれる代
理店となるべく、積極的に活動し
ます。
よろしくお願いします。

沖縄県・沖縄県議会・沖縄県警
察 ※参加委員会：企画環境委
員会（安座間・仲栄真）

「飲酒運転をしない、させない、
許さない」環境づくりを促進し、
県民の飲酒運転根絶意識の更

なる高揚を図るため開催されま
した。

当日は中高生から高齢者まで
幅広い年齢層の参加者・各種
関係団体が集まり、黄金ホール
が満席になるほどの人数で溢
れ、関連イベントやセレモニー
で賑わいを見せました。沖縄県
民として、損害保険代理業を営
んでいく団体として、改めて責
任の重大さを感じました。

飲酒運転根絶県民大会

平成30年11月16日（金）
15:30～17:30
南風原町立中央公民館

（黄金ホール）
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平成30年度 賀詞交歓会と新春セミナー H31年1月11日

新春セミナー

賀詞交歓会

　平成30年度賀詞交歓会の
オープニングでは沖縄県のトー
タルプランナー資格者である藤
川会長、與那嶺副会長、大城拓
理事の出演で消費者にわかりや
すく、沖縄県によくあるリスクに
ついての説明内容になっている
日 本 代 協 P R 動 画 沖 縄 版
(Youtube)を放映させていただ
きました。年頭の挨拶として藤川
会長から昨年の保険業界の流
れ、代協の取組、これからの代
協としての使命、取組、目標、そし
て念願であった中部支部設立が
できたことの報告も述べられま
した。
　毎年お越しいただいている保

険会社から、来賓挨拶を「大同
火災海上保険株式会社 与儀
達樹取締役社長」様。そして、
乾杯の音頭を「東京海上日動
火災保険株式会社沖縄支店支
店長 熊谷潤」様から、保険会社
と代協が保険業界を共に向上
していくために貴重なお言葉を
頂戴いたしました。また、新春セ
ミナー講師もしていただいた日
本代協小平副会長からの激励
のご挨拶も頂き、沖縄県代協
の発展に向けてスタートしました！
余興は、北谷町所在のダンスス
クールミルクから県内で優勝し
全国大会出場するメンバー(小
中学生)によるダンスパフォーマ
ンスを披露し、若さと元気なパ
ワーを会場全体に埋め尽くし

ました！
抽選会もあり、大城理事の軽快
な呼びかけで会場にお越しいた
だいた皆様に笑顔が広がる素晴
らしい賀詞交歓会となりました。

今年度の新春セミナーは日本代
協より小平副会長にお越しいた
だき、「金融行政の方向性と最
近の日本代協の取り組み」～自
社の代理店経営に日本代協を
活かす～という演題でした。保険
業法の改正後、代理店経営の自
立を目指していくためにも日本
代協の取り組みを活用し更に自
立・自律していくための貴重な内
容でした。

ビーチクリーン活動

3月17日(日)10時から損害保険
業界の地域貢献・環境改善活動
の一環として、県内各地での海
開きの前に、那覇空港に近い豊

見城市の瀬長島ビーチでビー
チクリーン活動を実施しました。
観光地である沖縄の海にたく
さんのゴミがあり悲しくなりま

したが、参加者の皆でゴミを拾
い上げ清 し々い気持ち、これから
も沖縄の海が綺麗であってほし
いと思いました。
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第8回 日本代協コンベンション

2018年11月30日・12月1日の両日、東
京都港区のグランドニッコー東京台場な
ど3会場で「第8回日本代協コンベンショ
ン」が開催され沖縄県代協からも8名参
加させていただきました。今回のテーマ
は「変化の時代だからこそ“変えるもの”
と“変えないもの”を考える」です。
1日目は、式典・代協会員懇談会・基調講
演が行われました。式典では金子日本代
協会長から「環境は変化するが、私たち

の生きる道は徹底して顧客本位の業務
運営を実践し、お客様から選ばれる存
在になることに尽きる。限られた時間だ
が、2日間のプログラムを通し、何か一
つでも皆様の経営上の気づきを感じ
取っていただきたい」と開会の挨拶か
らスタートしました。 続いて、来賓を代
表して、金融庁監督局保険課の横尾光
輔課長と損保協会の岩崎賢二専務理
事が祝辞の挨拶を述べました。また基
調講演では講師として川原正孝氏（(株)
ふくや代表取締役会長）の「私の経営
理念～人を活かす経営～」を題して講
演していただきました。
2日目は、4分科会でテーマを掘り下げ

て学びました。

①中崎ゼミ「保険代理店の個性化・多
様化～デジタル社会のもとでの“人の
ネットワークビジネス”の展望～」

②尾籠ゼミ「代理店成長モデルの構築
～新たな営業の方向性を目指す～」

③岩崎ゼミ「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
グの方向性」

④栗山ゼミ「ついに始まる代理店同士
の競争：“顧客本位の業務運営”の真
の狙いとは」

両日共に、代理店経営についての深い学
びとなりました。

「変化の時代だからこそ“変えるもの”と“変えないもの”を考える」

平成31年2月22日（金）18:30～20:30
LANE to CENTRAL
中部支部・組織委員会
沖縄県代協会員と保険会社社員・
関係各団体の交流
中部支部設立を記念しボウリング
大会で親睦を深めると共に、支部
創設の目的でもある中部地区で代
協活動を通じた代理店の品質向上
と教育、情報の共有を図る為のセ
ミナーや勉強会の開催をやってい
きたい！という仲栄真中部支部長
の熱い挨拶で締めくくられ、有意義
な親睦ボウリング大会となりました。

中部支部設立 ＆
創設記念親睦ボウリング大会

DRPネットワーク全国大会参加

2019年2月20日（水）に「平成31年
度DRPネットワーク全国大会」（帝国
ホテル：東京都千代田区在）に参加
しました。同大会には全国のDRP
ネットワーク加盟店工場が多数参加
し、協力関係にある全国の損害保険
代理業協会、保険会社が参加しまし
た。DRPネットワークの活用は代理
店には修理工賃のキャッシュバック
がありますが、適正な修理金額の算
出によるフリート損害率の低減効
果、修理車両の引取り・引き渡しサー
ビスなど、お客さまにお喜びいただ
き誘導件数増になった事例が共有
されました。DRPネットワークを活用
は代理店の付加価値となります。お
客様をお守りするお手伝いの一つと
してDRPを活用していきましょう。

DRPネットワークは代協・損保・共済
のお力添えの元、創立後19年に渡り成
長してまいりました。しかし事故の減少
による市場の縮小は進んでおり、対策
として企業様の車両修理の拡大を最
優先課題としてネットワーク全体で取
り組んでおります。

DRPネットワークの取り組み

Q；社有車で車両保険を付けていな
い場合でも対応可能ですか？

A；社有車に車両保険の付保のない
企業様からのニーズが高く、直
接の提携依頼をはじめ、代理店
様からのご紹介、リース会社から
のご紹介、加盟店工場からの紹
介とここ2年で12社と新規提携
に至っております。（一般企業様
との直接取引先は現在30社）

Q；DRPを使うことで修理は削減で
きるのか？

A；部品代を除く工賃（作業代）を業
界№1の最安値に設定。また工賃
の10%値引き、良質な中古部品
や社外品の積極的活用で焼く以
前より修理費の約15%の削減が
可能です。　何よりDRPネット
ワークは修理費、修理内容を詳
細に検証するアジャスター（損保
協会資格）が3名在籍。一般には
わからない修理費用の適正化を
図っています。　安全性の担保、
原状回復が担保された修理を安
価な価格でご提供しています。　
さらに修理箇所に対する永久保
証書も発行致します。（部品は製
品の保証範囲に限ります）　ま
た各提携会社様からは保険料
の削減に貢献しているとのお声
を頂いており、弊社をご利用頂く
中で、2年後に車両保険を再付
保した企業様もおります。

Q；修理依頼から支払いまで一本化
できるのか？

A；DRPネットワークにご依頼頂け

　ば、修理の受付から見積もり、引取
り、納車、支払いまで窓口は全て一
か所です。ネットワークの工場を
何社利用してても条件は同じで
す。　万が一トラブルが発生して
も、DRP本部はトラブルに対応し
ますので、お客様の負担軽減します。

Q；そのほかのサービスは？

A；修理車両の無料引取り・納車。修
理期間中の代車無料提供サービ
ス。
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2019年１月9日（水）に会員各位
の日頃の損害保険・生命保険の正
しい普及活動を県民に広く周知
し、地域に愛される損害保険代
理店を目指すことを目的として沖
縄タイムス社・琉球新報社に広告

を掲載しました。賛同代理店36
店舗、協賛企業４社の申込があ
りました。協賛を行った会員から
は「お客さまからの問い合わせ
もあり、トータルプランナーの存
在をアピールできた。」「掲載され

た新聞を事務所に張り出して、来
客にＰＲしている。」などの新聞広
告の活用の声が寄せられていま
す。沖縄県代協としても会員の品
質向上と会員の活動を広く周知で
きるよう取り組んでまいります。

2019年 新春新聞広告掲載報告

イチロウ式３Dインサイト
「人付き合いが楽になる話」
平成31年2月2日（金）10:00～12:00
沖縄県教職員共済会館 八汐荘
参加人数：県民28名 会員38名
合計66名
一般社団法人 沖縄県損害保険
代理業協会 （CSR委員会主催）
損害保険代理業協会の公開セミ
ナーという位置づけで、沖縄県
民・協会会員へ幅広く役立つ知識
や学びを目的としたセミナーとし
て開催された。
心理カウンセラーの宮内 一朗氏
を講師にお招きし、「人付き合い
が楽になる」をテーマに開催され
ました。当日は多くの県民も参加し
ており、ご年配の方、中高年、子供
連れのご家族など幅広い層に興

味をもっていただけた公開セミ
ナーでした。講師の宮内氏ご自
身の実体験の話を織り交ぜな
がら、沖縄県民の県民性、仕事
やプライベートでの人付き合い
について、なぜ気が合う人と合
わない人がいるのか、どうやっ
てストレスを感じず付き合えば
いいのかなど、データ・理論に
基づいた興味深いお話で、セミ
ナー参加者ほとんどが講演後
に宮内氏の書籍を買い求め売り
切れになるなど大盛況でした。

公開セミナー

日本代協正会員限定のWebシス
テムを利用した日本代協独自の
教育制度『日本代協アカデミー』
スタートします！教育コンテンツ
と事業経営に役立つ情報コンテ
ンツを利用いただけます。

現在、無料お試し期間中です。
（3月4日～6月30日まで）

損保代理店を取り巻く大きな
環境の変化に、今こそ、代理店
の組織的なスキルアップを！

詳しくは、日本代協もしくは お
おいた県代協事務局にお問合
せ下さい。


