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『近藤前会長を偲んで』 

一般社団法人岐阜県損害保険代理業協会   あぜち    まさはる 

会長 畦地 正治 
 

早すぎる訃報に接し、私はただただ茫然とするばかりでした。ご家族の手厚い看護の

甲斐もなく、平成３１年２月２日にご逝去されましたことはまことに痛恨の極みであり

ます。 

天性の才能、剛気不屈の精神、それに人間味豊かな性格をもって代理店（有）プラスを

今日まで育てあげられました。またご家庭でそうであったように、岐阜県代協でもよき

親父であり、頼りになる兄貴のような存在でした。 

真実一路の信念に燃える情熱が私たちを力づけ、その飾らない人柄、その優しさ、悠揚

とした風格は人を惹きつけるものがありました。 

また、巷では『柳ケ瀬王子』とも呼ばれていたとかで、年に何度か夜の会に同席させ

ていただく機会もございました。その際には、日本酒、ワインなどのお酒の薀蓄話や長良川の鵜飼いや花火

などの岐阜の観光裏話などをお聞かせいただき、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいたことが昨日のこ

とのように思い出されます。古いレコード収集などの趣味も豊かで、いつも多くの人に囲まれておられ、懐

の深さ、温かさを感じさせる近藤前会長でした。 

代協活動にも積極的に参加され、平成２０年に岐阜県代協が一般社団法人として設立以前の任意団体のこ

ろより、岐阜支部、広報機関誌委員会、組織委員会の長として長期間にわたり岐阜県代協の中枢役員として、

岐阜県代協発展のために、また私たち代理店の営業を守る先頭に立つとともに消費者保護と代理店の地位向

上のためにご尽力されました。 

平成２４年、会長に就任されてからは、代協の倫理規範・行動規範を忠実に実践し、代協や仕事への情熱を

雄弁に語り、岐阜県代協の発展に大きく貢献された功績は衆知の処であります。  

あなたが一途に生きてこられた豊かな人生を私たちは決して忘れないでしょう。 残された岐阜県代協会員

一同が近藤前会長のご意思を忘れることなく、岐阜県代協の拡大強化とさらに発展させることがご遺志を継

ぐことになると思います。近藤前会長のその偉業に対し、心から尊敬と感謝を捧げ、謹んでご冥福をお祈り

申し上げます。  

 

どうぞ安らかにお眠り下さい。 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                    （岐阜県代協ニュースより） 

１ｐ・・会長挨拶／目次            ８ｐ・・中さんの保険諸国慢遊記（154）   ① 
２ｐ・・スケジュール／事務局より       ９ｐ・・    ～保険ジャーナリスト   ② 
３ｐ・・賀詞交歓会報告           １０ｐ・・            中﨑章夫 ③ 
４ｐ・・支部活動報告            １１ｐ・・『街道シリーズ』（飛騨街道 24） 松尾 一 
５ｐ・・会員投稿➀             １２ｐ・・提携事業者広告掲載① 
６ｐ・・会員投稿⓶             １３ｐ・・提携事業者広告掲載② 
７ｐ・・代理店紹介                   １４ｐ・・提携事業者広告掲載③ 
                                      １５ｐ・・委員会より／編集後記 
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～ ス ケ ジ ュ ー ル ～ 

 

 

～ 事務局より ～ 

★通常総会日程のお知らせ 

日本代協   平成３１年 ６月１３日（木）  １０：００～   損保会館 

県代協     平成３１年 ５月１５日（水） １３：３０～   長良川スポーツプラザ 

岐阜支部   平成３１年 ４月１９日（金） １４：００～   メディアコスモス 

西濃支部   平成３１年 ４月１２日（金） １４：３０～   スイトピアセンター 

中濃支部   平成３１年 ４月 ９日（火） １１：００～   日本ラインゴルフクラブ 

東濃支部   平成３１年 ４月１１日（木） １１：００～   みわ屋 

飛騨支部   平成３１年 ４月 ５日（金） １８：００～   未定（調整中） 

 

※ 開催時間、場所につきましては現在の予定をお知らせいたしております。 

  変更の場合もございますのでご了承ください。 

 

岐阜県代協事務局  
TEL ： ０５８－３２９－００５０   
FAX ： ０５８－３２９－００４０ 
Ｅメールアドレス ： gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp    

（担当：小川百合子） 

日付 主催 行事・議題・内容など 開催場所 

２  ８ 金 組織 委員会（１４：００～） 岐阜県代協事務局 

 １２ 火 中濃 例会（１０：３０～） 加茂野交流センター 

 １２ 火 飛騨 例会（１１：３０～） ひだホテルプラザ来来飯店 

 １３ 水 企画環境 委員会（１１：３０～） サイゼリア 

 １４ 木 東濃 幹事会（１１：００～）、例会（１１：３０～） みわ屋 

 ２２ 金 岐阜 役員会（１３：３０～） あいおいニッセイ同和 

 ２２ 金 岐阜 合同ブロックセミナー（１５：００～） あいおいニッセイ同和 

 ２２ 金 広報機関誌 損害保険トータルプランナー新聞広告掲載 中日新聞 

３  ５ 火 CSR 委員会（１４：００～） 岐阜県代協事務局 

  ６ 水 西濃 例会（１１：３０～） 大垣 五右衛門 

  ８ 金 CSR 地震保険普及キャンペーン 岐阜、西濃、中濃、東濃支部 

 １２ 火 中濃 例会（１０：３０～） 加茂野交流センター 

 １２ 火 飛騨、CSR 例会、地震保険普及キャンペーン ひだホテルプラザ 来来飯店 

 １４ 木 東濃 例会（１１：３０～） みわ屋 

 １５ 金 西濃 ボウリング大会（１３：３０～）、懇親会 大垣ボウリングセンター 

４  ５ 金 飛騨 支部総会（１８：００～） 未定（調整中） 

 ９ 火 中濃 支部総会（１１：００～） 日本ラインゴルフクラブ 

 １１ 木 東濃 支部総会（１１：００～） みわ屋 

 １２ 金 西濃 支部総会（１４：３０～） スイトピアセンター 

 １９ 金 岐阜 支部総会（１４：００～） メディアコスモス 

５ １５ 水 県代協 通常総会（１３：３０～） 長良川スポーツプラザ 

スケジュール/事務局より 
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【岐阜支部２月活動報告】 

〇岐阜支部２月役員会及び合同ブロック会セミナーについて 

開催日時 ： 平成３１年２月２２日（水）１３:３０～（役員会）、１５：００～（セミナー） 

開催場所 ： あいおいニッセイ同和岐阜支店 ５F会議室 

報告者名 ： 棚橋 健久 

 

 上記日程にて役員会及び地守亮税理士事務所 所長 地守 亮 氏を講師にお招きし、全国でも珍しい

『相続税 専門 税理士』による相続セミナー part２と題し、合同ブロック会セミナーを開催いたしま

したが、開催日とニュース発行日の都合により次月号にてご報告させていただきます。 

 

【西濃支部２月活動報告】                                             

〇西濃支部２月例会報告 

開催日時 ： 平成３１年 ２月 ６日（水）１１：３０～ 

開催場所 ： 大垣「五右衛門」 

参加者数  ： １８名（会員１６名、損保ジャパン日本興亜社員２名） 

報告者名 ： 中河 美智彦 

 

≪議題≫ 

①損保ジャパン日本興亜による自動車保険改定についての説明会 

②委員会報告 

・企画環境・・ディーラー向け注意喚起文書３月送付予定 

・広報機関誌・・1/29「トータルプランナー」ＰＲYouTube放映開始 

       2/8～毎週金曜日（計４回）岐阜 FMラジオ広報開始 

       2/22 「トータルプランナー」中日新聞広告掲載 

・ＣＳＲ・・3/8 17：30～ 地震保険普及キャンペーン実施 

・組織・・新入会員増強キャンペーン協力 

    国民年金基金加入キャンペーン協力のお願い  

・教育・・コンサルティングコース受講申込のお願い 締め切り 2/15 

     『日本代協アカデミー』について説明 

③県代協 5/15（水）県代協定時総会開催 長良川スポーツプラザにて 

④その他 3/15（金）１７：３０～ 「ボウリング大会」 大垣ボウリングセンター 

   4/12（金）１４：３０～ 西濃支部総会 スイトピアセンター 

 

※次回例会 平成３１年 ３月 ６日（水）１１：３０～ 大垣「五右衛門」にて 

 

【中濃支部２月活動報告】 

〇中濃支部２月例会報告 

開催日時 ： ２月１２日（火）１０：３０～ 開催場所 ： 加茂野交流センターあまちの森 会議室 

参加者数 ： １１名            報告者名 ： 丸野 博文 

 

≪議題≫ 

①委員会報告 

・ＣＳＲ・・3月 8日（金） 地震保険普及キャンペーンを行う 

・広報・・2月 22日中日新聞に掲載、ラジオ放送について 

※提案（新聞に折り込みチラシをいれては） 

・組織・・2月会員増強キャンペーン期間、年金基金 

 

支支部部活活動動報報告告 
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②中濃支部総会について 

・4月 9日（火）日本ラインゴルフ倶楽部（予定） 

③日本代協アカデミーについて 

※次回例会 平成３１年 ３月１２日（火）１０：３０～  

      加茂野交流センターあまちの森 会議室（予定） 

【東濃支部２月活動報告】 

〇東濃支部２月幹事会・例会開催報告 

開催日時 ： ２月１４日（木） 幹事会１１：００～  例会１１：３０～ 

開催場所 ： みわ屋 

参加者数 ： １１名  

報告者名 ： 小倉 治実 

 

≪議題≫ 

①幹事会報告 

 ・幹事会では来年度の活動・予算を確認致しました。 

②例会報告 

・ＪＣＭ様より 提携の内容改定などの案内 

・委員会報告 

  ＣＳＲ・・地震保険普及キャンペーン活動 

       活動日時 平成３１年３月８日（金）ＡＭ７：３０～８：００まで 

       活動場所 ＪＲ多治見駅前、ＪＲ中津川駅前 

              お近くの場所まで是非参加をお願いいたします。 

※次回例会 平成３１年 ３月１４日（木）１１：３０～ みわ屋  

 

【飛騨支部２月活動報告】 

○新年会報告 

開催日時 ： 平成３１年２月１日 １８：３０～ 

開催場所 ： 八千久 

参加者数 ： ２５名（会員１５名 賛助会員４名 保険会社６名） 

報告者名 ： 熊崎 慎吾 

 

○飛騨支部２月例会報告 

開催日時 ： 平成３１年２月１２日 １１：３０～ 

開催場所 ： ひだホテルプラザ 来来飯店 

参加者数 ： １１名                

報告者名 ： 熊崎 慎吾 

≪議題≫ 

①Ｈ３２年度 県代協７０周年事業委員選出について 

②Ｈ３１年度 秋のセミナー開催予定候補地について 

③飛騨支部の総会日、開催場所について 

④Ｈ３１年３月号 ブレス（フリーペーパー）掲載予定の確認 

⑤各委員会報告 

・ＣＳＲ・・３月１２日に地震保険キャンペーン（飛騨支部開催日） 

・教育・・２月２６日トータルプランナー研修の出役 

・広報・・ラジオＣＭについて 

    中日新聞トータルプランナー掲載について 

     ※次回例会 平成３１年３月１２日(火) １１：３０～  

ひだホテルプラザ 来来飯店 
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【教育委員会報告】 

○損害保険大学課程 コンサルティングコース受講申込み御礼 

（２０１９ 年４月～２０２０ 年３月コース）の申込みが終了しました。 

 会員代理店、非会員代理店、社員合わせて３３名のお申込みがございました。お申込みいただきましたみ

なさま誠にありがとうございます。４月より開講されますので合格に向け学習いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

                               （報告者 副委員長 古田 誠二） 

 

【ＣＳＲ委員会報告】 

○地震保険普及キャンペーン協力のお願い 

開  催  日 ： ３月８日（金）、３月１２日（火） 

場所・時間 ： 岐阜支部 JR 岐阜駅前（３月８日 １７：３０～） 

西濃支部 JR大垣駅北口（３月８日 １７：３０～） 

   中濃支部 バロー美濃加茂店（３月８日 １６：３０～） 

   東濃支部 JR 多治見駅前・JR 中津川駅前（３月８日 ７：００～）  

   飛騨支部 ひだホテル・高山市役所（３月１２日 １３：００～） 

《内容》 

今年度も地震保険普及キャンペーンを行います。３月８日および３月１２日に各支部にて実施します。開

催日時・場所は支部により異なりますので、各支部の CSR委員もしくは支部長にご確認いただき、 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  

○献血協力キャンペーン協力のお願い 

地球環境・社会貢献のＣＳＲ委員会各種活動ご協力をいただき誠にありがとうございます。地球環境保護

活動では長良川・揖斐川等河川清掃などにご参加いただいております。 

また、社会貢献活動は交通遺児募金・災害支援募金・使用済切手・書き損じハガキを収集し、各種団体支

援にご協力をいただいておりますが、本年度末にあたりＣＳＲ委員会事業の一つであります献血へのご協

力のお願いを申し上げます。 

赤十字血液センターによると寒さのために外出を控えることや、献血者自身が風邪などを引いたりして体

調を崩すことが多いため、毎年冬の時期から春先まで献血者数が減少する傾向にあるとされています。 

年末年始や年度替わりの時期にさしかかるため、学校や企業、団体などの協力も得られにくくなることも

要因の一つとされています。 

さらにインフルエンザの流行期によって、血液の確保が困難であることが予想されるとの事です。 

こうした状況下でも、輸血用血液を必要としている患者さんの数は通常と変わりありません。 助け合い、

思いやりのこころは献血で広がります。会員皆様のご協力をお願い申し上げます。 

１月号代協ニュースを郵送の会員皆様には、岐阜県赤十字血液センター献血のお願いチラシを同封させて

いただいております。裏面にあります献血協力申込用紙にご記入の上、献血会場受付スタッフの方にお渡

しください。またメール配信、ホームページにて代協ニュースをご覧の会員のみなさまは 

岐阜県損害保険代理業協会 

団体コード ２８－０２３０３ を受付スタッフの方にお伝えください。 

 

                                （報告者 委員長 礒谷 宏） 

 

委員会報告 
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会員投稿記事 

「骨髄ドナー登録」 

 

水泳の池江璃花子選手が「白血病」を公表して以来、骨髄ドナー登録が急増しているらしい。 

骨髄ドナーといっても誰にでもなれるわけではなく、制限がある。まず登録の条件として年齢が１８歳

から５４歳の健康な方（提供は２０歳から５５歳）、それと体重制限、男性４５キロ以上、女性は４０

キロ以上となっている。 

登録方法は、献血ルームや保健所で受付をし、採血をする。 

その後、型が患者と適合すると候補者として選ばれる。 

採取までは計４回医療機関に行き、家族同席で最終確認書に署名。 

その後は患者が移植治療に入るため撤回はできない。 

２０１８年末で移植を待つ患者は２９３０人、ドナー登録者数は 

約４９万ほどだそうです。適合率も９５％までになっているとの 

ことですが、実際に移植を受けられたのは５７％。 

大半がドナー側の事情（健康上、時間が取れないなど）があるそ 

うです。 

登録者数についても年齢条件で適合しなくなったり、健康上の都合で辞退されるケースがあり、若い

方のドナー登録を増やすことが急務であるとのことです。 

  まず社会全体が骨髄移植について学び、池江選手も言っているように１人でも多くの人を助けようと

いう気持ちにならないといけないのではと思います。 

残念ながら私自身はもう条件適用外にあるため登録できませんが、代協会員の中で１人でも多くの方が

ご理解いただき、登録されることを期待します。 

＜投稿者 松山 和由＞ 
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西濃支部 SKY.J.ワールド株式会社 
 

＜代理店名＞ 

SKY.J.ワールド株式会社 

 

＜所在地＞ 

安八郡輪之内町中郷新田２０７４ 

Tel   0584-69-5631 

Fax  0584-68-0277 

E-mail sjw@sjw888.jp 

 

＜代表者＞ 

片山 潤 

 

＜スタッフ＞ 

４７名 （男性４２名 女性５名） 

 

＜取扱保険会社＞ 

 損害保険 あいおいニッセイ同和損害保険、東京海上日動火災保険 ２社 

 

＜略歴＞ 

平成１６年  会社設立 

平成１９年  あいおいニッセイ同和損害保険取扱開始 

平成２３年  東京海上日動火災保険開始 

平成２８年  ロータスクラブ加盟 

 

＜事務所の環境＞ 

輪之内町役場より南西１．５㎞。 

福束東交差点、寅ちゃんラーメン南へ１㎞ 

 

＜経営方針＞ 

お客様に感動を与えるサービスを！モットーに車輛販売、自動車保険、車検整備、 

鈑金塗装ではお客様のニーズに合わせた対応、そして弊社の強みであるロードサービスでは、加入いた 

だいたお客様の事故やトラブルに２４時間弊社スタッフが現場対応いたします。 
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中さんの保険諸国漫遊記（１５４） 

保険ジャーナリスト 中﨑 章夫 

防災や健康など身近な行動管理の時代の到来 

  ドラレコやウエアラブル端末を活用し保険ビジネスの新たな可能性 

 

◇個人の生活に密着してきたデジタル社会化 

 身近にデジタル社会化の波がひたひたと押し寄せてきている。それを肌で感じるようになってきた。一つ

は車に取り付けるドライブレコーダーの爆発的普及で、今一つが健康管理などのためのウエアラブル端末ス

マホ連動のスマートウオッチの浸透ぶりだ。最近では数千円で買える単独の廉価版のリストウオッチも出回

り、歩数、距離、心拍数、果ては血圧測定までできる機能を備えているから驚く。個人個人で自分の健康は

日常の生活行動から自己チェックして守ってゆく時代の到来のような気もする。 

 私事で恐縮だが、たまたま自動車保険の更改手続きの際に、代理店の方からドラレコ特約を進められその

有用性は理解できたものの、メカに弱いため送付されてくる機器を自分で装着することへの不安が強かった

が、取り付け説明書が添付されているので心配ご無用、困ったらアドバイスしますという代理店の方のひと

ことで背中を押され、この特約を付けることにした。 

 そこで今回は、ドラレコ特約やスマートウオッチなどの、いわゆる身に着けるウエアラブル端末の話題を

取り上げてみる。 

  

◇拡がるドライブレコーダー、ＡＩの活用 

 東名高速での無理やり停車させられ夫婦が死亡した痛ましい事故をはじめ、各地での「あおり運転」など

による重大事故多発をきっかけに、事故やトラブル時の運転状況を映像として記録しておくことで自己防衛

を図ろうと、ドライブレコーダーの搭載がクローズアップされ、急激に普及しだしている。 

 ドライブレコーダーには、この映像を記録するだけでなく、

防災の観点からも注目される安全運転を支援する多様な用途

があるが、これに目を付けた損保各社が、相次ぎ、事故発生時

の対応や安全運転支援のため、相次ぎ自動車保険に「ドライブ

レコーダー特約」を開発し、それぞれドライブレコーダーメー

カーと連携し、ドライブレコーダーを提供、搭載してもらうこ

と、普及に弾みをつけている。 

 ２０１７年４月から東京海上日動が「ドライブエージェント

パーソナル」、２０１８年１月からは損保ジャパン日本興亜が

「Ｄｒｉｖｉｎｇ！」、そして２０１９年１月からは三井住友

海上が「ＧＫ 見守るクルマの保険（ドラレコ型）」、あいお

いニッセイ同和が「タフ・見守るクルマの保険（ドラレコ型）」

の販売を開始している。保険料は月額６５０～８５０円。 

 これらはそれぞれ事故対応サービスとして、事故の衝撃を感

知すると、ドライブレコーダーが自動的に保険会社の事故受付コールセンターに事故時の映像が送られるほ

か、各社で違いがあるが、通話機能やショートメール送付機能などを付けたもの、安全運転支援アラーム機

能、運転診断サービス機能などを付けたものもある。 

 損保各社ではドライブレコーダーとともにＡＩ（人工知能）を損害サービス向上に活用しようという動き

も活発になって来ている。 

 東京海上日動は米国自動車保険会社のメトロマイルに資本参加してＡＩを活用した保険支払い判断や事

故対応を自動化する。メトロマイルの持つデータ分析やＡＩを使って保険金支払いの判断の迅速化や事故対

応の自動化などに応用。最先端テクノロジーを使って質の高いサービスの提供を目指す。 

 三井住友海上火災保険は東大発ベンチャーのアリスマー（東京・江東）と提携し、自動車事故の損害をＡ



 

 

- 9 - 

Ｉで瞬時に判定するシステムを開発、実用化し、事故車両の修理見積もりに活用する。業務の効率化を進め、

保険金支払いを早める。ＡＩが事前に学習した約５０万件の自動車の事故画像をもとに、実際の損害を判定

する。事故車両の画像を読み込み、どの部品がどの程度損傷しているかを即座に導き出す。部品の交換が必

要かなどがわかり、３０日かかっていた保険金支払額の確定の日数を３日ほど短縮する。 

 こうした中で、自動車事故時の過失割合算出に導入しようという動きも出てきた。ドライブレコーダーで

撮影された映像から衝突した車両の速度や相対的な距離など、事故原因の究明と事故の責任割合の判断につ

ながる情報を正確に分析するには、専門の知識と技術が必要で、多くの時間を要しているのが実情だ。 

 損保ジャパン日本興亜は映像解析サービスを手掛けるジェネクスト（横浜市）との共同開発で、従来多く

の時間や煩わしさを要した事故状況の確認、事故原因の調査といった手順を、デジタル技術によって効率化

し、迅速な事故解決を可能にするため、自動車事故の責任割合自動算定システムを年内にも導入する。 

 ドライブレコーダーで撮影した映像とＧＰＳのデータをもとに、車両の動きや交通事故の状況を再現、Ａ

Ｉが過去の事故データや判例も踏まえて分析し、事故当事者の過失割合を導き出す。（判定には速度違反の

有無なども加味）。事故発生から保険金支払いまでの期間は従来の２ヵ月から１～２週間に短縮する。自動

車保険の契約者のうちドライブレコーダーを搭載している車両（約１０万台）がサービス対象となる。 

 ドライブレコーダーは広角レンズで映像を撮影するため、映像にゆがみが生じているが、ジェネクストは、

そのような映像からでも正確な速度、相対的な距離、位置情報を分析できる特許技術を保有している。 

 ジェネクストが保有する分析技術と、映像における車両挙動・道路形態を認識し判定する人工知能（ＡＩ）

技術を組み合わせることで、衝突時の映像から事故に至る双方の車両の動きや道路状況など、多岐に渡る情

報を正確に読み取ることが可能になる。読み取った情報と損保ジャパン日本興亜が蓄積してきた事故に関す

る知見などをもとに、確度の高い責任割合の判定を自動かつ迅速に行う。 

このように損保各社の防災の観点からのＡＩを活用した新たな取り組みも見逃せないところになってき

ている。 

  

◇アップルウオッチ 

 ウエアラブル端末についても、私事な話で恐縮だが、欲しかっ

た昨年末にアップルウオッチを子供達から７０の祝いでプレゼ

ントしてもらったが、このウオッチ、アクティビティ（活動量）

管理上なかなかの優れモノだと再確認するとともに愛用してい

る。 

 終日手首に着けているだけで、活動量が図れるし心拍数をはじ

め歩数、消費カロリー、エクササイズ時間、スタンド状態の時間

等がリアルタイムで表示され、またワークアウト（エクササイズ）

については種目ごとの設定も可能で、ＧＰＳ機能も有し、ランニ

ングやウエイトトレーニングでの活用はもちろん、水泳など水中

エクササイズでも高い防水機能を備えそのまま使用でき、例えば

２５メートルプールならどれほど泳いだか時間と距離、ラップな

ども表示でき、まさに自らの健康管理にうってつけだ。敢えて今

後備えてほしい機能としては血圧測定機能ぐらいだろうか。また

アプリを追加すれば例えばオートスリープのように睡眠時の質（良質、深いなど）や安定時心拍数などもグ

ラフ化して表示してくれる。 

このようなウエアラブル端末用のアプリ開発で、今後個人の健康リスクの日々の管理面で新たな展開も可

能になってゆくのだろう。 

 このところ、保険業界でも、保険付帯の電話健康相談サービスに加えて、「歩数」や「健康診断結果」な

どに応じて保険料が安くなる「健康増進型保険」を提供する動きが広がって来ており、その計測装置として

スマートウオッチなどのウエアラブル端末が積極的に活用されだしている。 

 健康増進を軸にした動きは、新たなビジネスモデルの提供でもある。ウエアラブル端末の利用やオンライ

ン健康相談、フィットネス、人間ドックなど、健康増進につながる様々なサービスにおけるデータ収集に基

づき、スコア化しテイクビジネスモデル構築の動きとなって出てきている。 
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 例えば、健康ビッグデータサービスのウエルネスデータ株式会社（東京都渋谷区）は、スポーツウォッチ

「ＳＵＵＮＴＯ」のレンタルとデータに基づいて専門家によるオンライン健康改善アドバイスが受けられる

月額制ヘルスケアサービス「JouleLife CLUB」を２月下旬にリニューアルオープンし、アクティブで健康な

人の月額利用料を結果次第で無料まで割引する 

「JouleLifeチャレンジ」を開始する。https://joulelife.jp/club/ 

 こうした中で、米国初海外ＣＢＳインタラクティブ発ニュースとして、アップルと米医療保険のエトナ社

が提携し、健康的な行動にポイントを付与する「Attain」というアプリを開発、春には公開予定（プログラ

ム参加者はエトナの保険加入者のみ）だという。ユーザーの健康履歴とアップルウオッチのアクティビティ

を組み合わせて、パーソナライズされた目標を作成する。 

これらの目標の達成に向けて努力するユーザーや、目標を達成したユーザーには、ポイントが付与される。

このポイントはギフトカードに交換したり、アップルウオッチの購入代金を相殺するのに使用したりできる。

毎週の課題に参加したユーザーは、睡眠時間の増加やマインドフルネスの向上、栄養の改善を達成すること

で、ポイントを獲得できるというものだ。 

 このアプリは毎日のアクティビティレベルを追跡し

て、栄養に関するヒントを提案する。ユーザーがより

健康的な睡眠習慣を身につけられるように、就寝計画

も提案する。さらに、インフルエンザの予防接種、健

康診断の予約、処方薬の補充などの行動を促すリマイ

ンダーも送信する。「Attain」は、ＭＲＩやスキャン

などの検査をより低コストで提供する研究所やセンタ

ーも提案する、という。 

 このように、今のスマホやスマートウオッチは自動

的に歩数や心拍数が計測・記録される仕組みとなって

いるため、健康への関心は年齢に関係なく増えている。

日々の歩数などを自然と気にするようになり、記録さ

れたスマホのデータを見る機会も多い。こうした時代

の変化を考えると、健康増進型保険は今後、段々と違

和感なく人々に浸透していくのではないか。 

 すでに生保各社ではこうしたスマホの機能を活用し、

健康増進活動評価型の保険の開発も相次いでいる。 

２０１７年８月、東京海上日動あんしん生命が医療保険の「あるく保険」、２０１８年３月第一生命が総合

型に「健康診断割引特約」、２０１８年７月、住友生命が総合型の「住友生命「Vitality」」をそれぞれ発

売しているほか、明治安田生命も２０１９年４月から新商品投入を考えており、今後も生保各社で活発な商

品投入が予想される。 

 今後、ウエアラブル端末のスマートウオッチを活用した健康増進に関連する新たなビジネスやアプリ開発

に今後保険会社がどのように絡んでゆくかも注目される。 

 

（保険ジャーナリスト、inswatch編集人） 

https://joulelife.jp/club/
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『街道シリーズ』（飛騨街道その 26） 

                                         松尾 一 

    万人橋（高山市）から桜野公園（高山市国府町）へ 

 

 越中（飛騨）街道は、宮川に架かる万人橋の傍らにある万人講から細い道を北上し、やがて宮川に架かる

松本橋にます。さらにこの橋を渡って左折し、今度は宮川

の右側を北上し旧国道 41号を通り国府町三川に入りＪＲ

高山本線を潜ると、「追分」というバス停に着きます。 

 ここは三差路となっており、傍らには石仏と並んで、「右

ふなつ、左古川」と刻まれた道標があります。ここが船津

経由の、越中東街道（飛騨街道東道）と、古川経由の越中

西街道（飛騨街道西道）との分岐点ですが、実はかつての

分岐点は、この分岐点から現在の越中東街道（飛騨街道東

道）を少し進んだ場所にあったようですが、後年の農地整

理によって、はっきりした位置は不明になったということ

です。しかし、道標や石仏は大切に守られているのです。 

（追分の道標）           

 越中東街道（飛騨街道東道）は、この分岐点から右に折れて石仏、山田から船津に至り、そこから高原川

の右岸を通り、越中に至っていました。一方、このまま宮川の右岸を通る越中西街道（飛騨街道西道）は、

古川から河合、宮川と宮川沿いに下り越中に至っていました。今回は、この越中西街道（飛騨街道西道）を

行くことにしますが、古川までは現在では道筋が不明となってしまった所もあります。 

 それはさておき、追分を過ぎしばらく行くと、宮川沿いに進むとまもなく桜野公園に着きます。 

文字通り桜が植えられている公園ですが、南北朝末期、近く

の広瀬（田中）城主の広瀬宗勝が大和吉野より桜を取り寄せ

たとか、天文のころ、あるいは永禄のころ、吉野から５００

本、７種を広瀬城から望める現在の桜野に植樹したことに始

まるという伝承があります。 

 また、江戸時代になると郡代大井永昌が桜を植樹したと伝

わります。そのころ植えられた桜は近くの広瀬神社近くまで

及び、その数なんと数千本だったといい、いつしか広瀬桜と

いわれるような桜の名所となっていったのです。当時の旅人

は、桜の頃には満開の花を見ながら越中西街道（飛騨街道西

道）を通ったことでしょう。                     （桜野公園の碑） 

 しかし、明治初頭、高山県知事の梅村速水によって多くの桜が伐採され、のちには国道拡幅工事によって

も伐採されてしまったのです。現在は、地元の人々によって見事、復活し、ソメイヨシノ、エドヒガンザク

ラ、サトヒガンサクラなど古木や若木など３００本ほどが花を咲かせています。 

 越中西街道（飛騨街道西道）は、そんな歴史ある桜野公園を離れて古川へ向かいます。 

 
                                          (まつお・いち) ライフワークは地域史(近世交通史)。 

                                                著書に『みのひだ雑学』(岐阜新聞社)などがある。 
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本 社： 岐阜市茜部中島2丁目66-6 電 話: 058-274-0110
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.nihonguard.co.jp        ｅ-ｍａｉｌ ： eigyou@nihonguard.co.jp

安心を高齢者の皆様へ

ホームセキュリティの新提案
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いつもお世話になっております。有限会社 イブカ です。 

※ 3 6 5 日 2 4 時 間 レ ッ カ ー サ ー ビ ス 

どんな事故でも対応致します！ 

 

 
 

 ※ 3 6 5 日 2 4 時 間 レ ン タ カ ー 現 場 配 送 サ ー ビ ス 
         レッカーサービスと同じように御用命下さい。 

      フリーダイヤル 0120-495-039    携帯電話 090-3309-2925 

       岐阜本社 岐阜市柳津町南塚 4丁目 249   TEL 058-388-5678  FAX 058-388-5679 

岐阜本荘営業所   岐阜市敷島町 ９丁目 1-1 

岐阜羽島営業所   羽島市足近町 ３丁目 634-1 

岐阜本社工場   羽島郡笠松町門間 726-1  
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＜ 今月の復旧事例 ＞   

 

 

 

 

＜ 場所 ＞ 一宮 地域         

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
岐阜県損害保険代理業協会 提携会社 

一級建築士在籍の  ホームステップ (株)イケダ 

  ０５８－２７１－６７８８（２４時間即日対応） 
 

 

★☆★ ディーラーの査定とは違い、実際の中古車取引相場で査定します。 
車によっては、年式・キョリに関係なく需要があり、大きく金額に差が出ます！ ★☆★ 

【 お客様のこんなときにご利用ください！】   
●車の乗替を検討 ：下取り額が納得できない。下取り額は妥当なの？      

⇒ 「ディーラー下取りと比較してみてください！」 

●売却だけ検討 ：どこに売れば？ 高くて信頼できる会社に売りたい！  

⇒ 「賛助会員のＪＣＭにお任せ下さい！」 
●ディ－ラーでは値が付かない・・ ：引取費用が掛かると言われた。 

⇒ 「古い車や事故車でもまずはご相談ください！」 
 

【岐阜県損害保険代理業協会 賛助会員のＪＣＭなら安心満足！下取りよりもお得】 
・宣伝・店舗等運営コストを抑えて買取り価格に還元、高価買取りを致します。                     

・無料出張査定で手間や費用発生の心配がありません。ご指定場所まで訪問します。                          

・中古自動車認定査定士（当社社員）が査定にお伺いし、対応いたします。               

・売却を急かしたりせずお客様のご都合・代替のタイミングに合わせて対応します。             

・車両代金は現金決済も可能、名義変更手続きも無料で確実に行います。 

■■   株式会社ＪＣＭ名古屋支店   ★担当 村瀬・山本 まで   ■■ 

TEL:052-561-8899 ／ FAX：052-561-8893    HP：http://www.jcmnet.co.jp/daikyo/  

 

情報ツールとして 【クルマの下取り・買取りサービス 】をご活用ください！ 

 

施工後 
施工前 

昨年の台風 21 号による復旧工事は、至急な仮復旧

や、本工事などいろいろ大変でした。 

この頃の台風ではあまりなかった 看板の復旧も

多くありました。 
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 【組織委員会より】 

 

中濃支部 ： （有）司保険事務所    代申 損害保険ジャパン日本興亜（株） 

            店主 浦瀬 修司 様 

                   〒501-1121 岐阜市古市場 1-31 

 TEL 058-232-7582 

FAX  058-232-7565 

（平成３１年 ２月１５日入会）  紹介者 （有）アイエーファイン 畦地 正治 様 

 

 

岐阜支部 東ブロック： 岐阜第一    代申 損害保険ジャパン日本興亜（株） 

               店主 図師 光一 様 

                   〒501-3108 岐阜市大蔵台 9-8 

 TEL 058-213-2058 

FAX  058-213-2536 

     （平成３１年 ２月１９日入会）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日／平成３１年 ２月２５日 

責任者／畦地正治  発行／広報機関誌委員会 
〒501-0204 瑞穂市馬場春雨町 1-50-2 Tel 058-329-0050 Fax 058-329-0040 

E-mail : gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp  http://gifudaikyo.or.jp/ 
 

【編集室メンバー】 

  徳永 徹、高橋 励、熊崎 眞吾、後藤哲裕、小林 一嗣、山田（宇野）美佐、虎澤 省吾 

    畦地正治、森 信彦 

 

編集後記 
  早いもので、今年ももう２ヶ月が過ぎようとしています。２月は FM岐阜放送でのトータルプランナーPR活動や、

中日新聞の広告など、広報委員会としても大きな活動があった月でした。いろんな活動が目白押しの中、なん 

とか体調にだけは気をつけたいものです。 

 

まだまだインフルエンザが猛威を振るう中（僕も年始にかかりました）、ついに花粉の脅威も迫ってきました。 

年度末です。忙しさもピークを迎えます。体に気をつけて乗り越えていきましょう。 

                                                               （高橋 励）                                                                                                                                                                                                                            

新入会員のご紹介 

mailto:gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp
http://gifudaikyo.or.jp/

