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『会長挨拶』 

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 
 

西暦２０１９年４月３０日で「平成」が終わりますが、みなさんは何か準備など

されましたか。「昭和６４年」は７日間しかなかったため、「平成元年」にまとめら

れてしまうケースが多かったようですが、「平成３１年」は４ヶ月、つまり１年の

３分の１という十分な期間があるため、新元号にまとめてしまうのは難しいと思わ

れます。 

 また、一般的な「年度期間」は、４月から翌年３月までの区切りです。平成３１

年４月から始まる年度が「平成３１年度」なのか「新元号元年度」なのか、今のと

ころはっきりとしたアナウンスが無いようなのです。 

過去２回の改元をみてみると年度切り替え時点の元号が年度元号になるようです

が、このルールに則ると、次の年度は「平成３１年度」となり、内訳としては平成

１ヶ月＋新元号１１ヶ月となります。比率から考えると「新元号元年度」の方が 

しっくりときますが、ルール通りとなればいくらかの混乱もあるのではないでしょうか。 

元号関連の制度を管轄する内閣府大臣官房総務課によると『２０１９年４月３０日までは平成ですが、 

次の年度は元号法が施行されてから適用されるため、それ以降でないと新年度に関する正式な発表は行われ

ません。しかし、２０１９年度に関しては、平成３１年度と新年号元年度が併記される可能性はあります』

との事です。 

確かに、併記は最も混乱が少なく、親切な解決法だと思います。しかし表示量が２倍になるのはかなり大き

な変更なので、これが最適解とも言えず、ケースバイケースの対応が必要そうです。 

岐阜県代協でのさしあたっての問題は、５月１５日に開催される定時会員総会議案書の表記でしょうか・・・ 

一考の必要もあるかなと思います。 

４月に入れば、岐阜、西濃、中濃、東濃、飛騨、５支部すべての定時総会が順次行われ、５月１５日には

「長良川スポーツプラザ」にて県総会が開催されます。総会後の記念セミナーには講師にのぞみ総合法律事

務所パートナー弁護士 公認不正検査士 吉田 桂公（よしだ よしひろ）氏をお招きし、ご講演いただく予

定です。会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

さて、３月８日、日本代協の臨時総会が開催され、２０１９年度の事業計画等が提案・審議・承認されま

した。この総会の中で、金子日本代協会長より会員増強については２月のキャンペーンは思うような結果が

出なかったが、本年度の各代協の自主目標達成に向けてのラストスパートのお願いと、全国４７都道府県の

地域型国民年金基金と、２２の職能型国民年金基金が合併し、「全国国民年金基金」となり、「全国損害保険

代理業国民年金基金」も合併の道を選択し、２６年７か月行ってきた単独での業務を終了し、「全国国民年

金基金」に合流となり、４分の１世紀にわたる運営へのご理解、ご支援、ご協力の御礼がありました。 

また、「目指せ、三冠王」の取り組みについては各県代協の好取組を参考にし、スピード感と行動力を持っ

て三冠王獲得に向けたラストスパートをお願いする。との挨拶がありました。 

岐阜県代協も他代協の好事例に倣うだけではなく、さらに考えた取り組みで目標達成したいと思いますので 

ご協力をお願いいたします。 

１ｐ・・会長挨拶／目次            ８ｐ・・中さんの保険諸国慢遊記（155）  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・・支部活動報告①           １０ｐ・・          中﨑章夫   ③ 
４ｐ・・支部活動報告②           １１ｐ・・『街道シリーズ』（飛騨街道 27） 松尾 一 
５ｐ・・委員会報告             １２ｐ・・提携事業者広告掲載① 
６ｐ・・会員投稿              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／ゴルフ同好会 
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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   新元号 元年 ６月１３日（木）  １０：００～   損保会館 
県代協     新元号 元年 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～   萬代角店 

 

【正会員年会費振替のお知らせ】 

    平成３１年 ４月 ２２日（月）に平成３１年度 第Ⅰ期の正会員年会費を 

口座より振り替えさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

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 

３ 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（１７：３０～）、懇親会 大垣ボウリングセンター 

 ２６ 火 県代協 三役会（１３：３０～） 県代協事務局 

 ２６ 火 広報機関誌 委員会（１６：３０～） 藁家８８ 

４ ２ 火 県代協 理事会（１３：３０～） 瑞穂総合センター 

 ３ 水 西濃 例会（１１：３０～） 大垣 五右衛門 

 ４ 木 岐阜 役員会（１２：００～）  

 ５ 金 飛騨 支部総会（１８：００～） 萬代角店 

 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 

 ２１ 火 ゴルフ同好会 第３４回ゴルフ同好会コンペ 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 

スケジュール/事務局より 
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【岐阜支部活動報告】 

〇岐阜支部２月役員会及び合同ブロック会セミナー報告 

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

開催場所 ： セミナー あいおいニッセイ同和岐阜支店、懇親会 トレゾア 

参加者数 ： セミナー３５名、懇親会２９名 

報告者名 ： 棚橋 健久 

 ≪内容≫ 

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。 

その後、会場を移し懇親会を開催し、情報交換をいたしました。 

〇岐阜支部３月役員会報告 

開催日時 ： 平成３１年３月８日（金）地震保険普及キャンペーン終了後 

開催場所 ： 塚田農場    参加者数 ： １０名     報告者名 ： 棚橋 健久 

  ≪議題≫ 

平成３１年度支部総会について 

   

【西濃支部３月活動報告】                                             

〇西濃支部３月例会報告 

開催日時 ： 平成３１年 ３月 ６日（水）１１：３０～ 

開催場所 ： 大垣「五右衛門」 

参加者数  ： １７名 

報告者名 ： 中河 美智彦 

 

≪議題≫ 

①行事予定確認 

・3/15（金）１７：３０～ 「ボウリング大会」 大垣ボウリングセンター 

     １８：００～ 懇親会 

・4/12（金）１４：３０～ 西濃支部総会 スイトピアセンター 

     １５：３０～ 救急救命講習  

・5/15（水）１４：００～ 県代協定時総会開催 長良川スポーツプラザ 

     総会終了後 記念セミナー 

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１日発送報告 

     ２月 代理店賠責説明会開催  

     三井住友海上、あいおいニッセイ同和岐阜支店にて 

・広報機関誌・・2/8～3/1毎週金曜日（計４回）岐阜 FMラジオ広報終了 

      2/22 「トータルプランナー」中日新聞広告掲載報告 

・ＣＳＲ・・3/8 17：30～ 地震保険普及キャンペーン協力願い（８名参加予定） 

・組織・・新入会員増強キャンペーン終了したが、今後も増強に努める。 

   西濃支部 増強目標 ２代理店 

・教育・・コンサルティングコース受講目標達成御礼 

③その他 

坪井鈑金さんより（マイカーの福祉車両への改造案内） 

 

※次回例会 平成３１年 ４月 ３日（水）１１：３０分～ 大垣「五右衛門」にて 

支支部部活活動動報報告告 
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【中濃支部３月活動報告】 

〇中濃支部３月例会報告 

開催日時 ： ３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 ： ８名             報告者名 ： 丸野 博文 

≪議題≫ 

①行事予定 4月  9日 支部総会 

      5月 15日 県代協総会 

②日本代協アカデミーのおためしが受付開始 

③委員会報告 

・組織・・2月 ２店入会 報告 

・ＣＳＲ・・３月８日 地震保険普及キャンペーン参加 

      自賠責無保険車追放キャンペーン 予定あり 

・広報・・ラジオ CMについて、3/26委員会開催予定 

・企画環境・・代理店賠責について 

④その他・・個賠、使用者賠責、雇用関連賠責、自動車保険の特約について 

※次回例会は５月開催予定です。追ってご案内いたします。 

       

【東濃支部３月活動報告】 

〇東濃支部３月例会開催報告 

開催日時 ： ３月１４日（木） １１：３０～   

開催場所 ： みわ屋 

参加者数 ： ６名                

報告者名 ： 小倉 治実 

≪議題≫ 

①地震保険普及キャンペーン 参加のお礼  

ＪＲ多治見・ＪＲ中津川駅前付近 １０名の参加者でした。 

②委員会報告 

③東濃支部定時総会について 

 開催日時 平成３１年４月１１日（木）１１：００～ 

 開催場所  瑞浪市 みわ屋 

※次回例会は５月開催予定です。追ってご案内いたします。 

 

【飛騨支部３月活動報告】 

○飛騨支部３月例会報告 

開催日時 ： 平成３１年３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 ： ９名                  

報告者名 ： 熊崎 慎吾 

≪議題≫ 

①岐阜県代協 ７０周年記念事業準備委員会出役について 

②飛騨支部総会の日時場所、資料の確認 

  開催日時 平成３１年４月５日（金）１８時～ 、 開催場所 萬代角店 

③委員会報告 

 ・CSR・・地震保険キャンペーン（高山市役所前にて３月１２日実施） 

 ・広報機関誌・・ラジオ CM、中日新聞掲載終了の報告、３月２６日委員会開催 

 ・企画環境・・・ディーラー等に自動車保険取扱いの注意喚起文書送付 

※次回例会は５月開催予定です。追ってご案内いたします。 
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【ＣＳＲ委員会報告】 

○地震保険普及キャンペーン開催報告 

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３月８日および３月１２日に各支部にて地震保険普及キャンペーンを行いました。 

皆様にご協力いただき、ありがとうございました。次年度も地震保険普及キャンペーンを３月に行う 

予定です。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        （岐阜支部）                        （西濃支部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                （中濃支部） 

 

 

 

 

（中濃支部）                        （飛騨支部） 

○２０１９年「長良川を美しくしよう運動」のご案内 

今年も長良川河畔にて清掃活動を実施することとなりました。岐阜新聞より予定が発表されましたので、
ご案内いたします。４月開催については、例年日曜日ですが、選挙の投開票により、土曜日に開催され
ます。皆様のご協力をお願いいたします。 

★長良川清掃活動スケジュール★ 

 第１回 ２０１９年 ４月２０日（土） 午前７時より 

    第２回 ２０１９年 ８月 ４日（日） 予備日 ８月２５日 

    第３回 ２０１９年１０月２７日（日） 予備日１１月 ３日 

平成３０年度の活動につきまして、皆様のご協力に心よりお礼申し上げます。 

                               （報告者 委員長 礒谷 宏） 

委員会報告 
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会員投稿記事 「鉄ちゃん体験記」part２ 

今回も鉄ちゃん体験記です。皆様ご存知のように２０２７年品川⇔名古屋間リニア中央新幹線が開通しま

す。乗車時間はたった４０分、岐阜県の中津川にも駅ができ東濃地方の方にとっても東京はすぐ近くになる

でしょう。 

少し前になりますが、鉄ちゃんとしてはどんな乗り物か？気になり 

試乗会に応募しました。第１回の試乗会の倍率はなんと１２５倍！ 

相当な倍率での応募でしたが、最近は１０倍から２０倍でずいぶん 

参加し易くなっています。乗車料金は２名で４，３２０円、ちょっ 

と高い気もするがどうしても乗ってみたい。車で約５時間、山梨県 

都留市の実験センターへ到着。駅とは思えないビルの中に入ると、 

なんとセキュリティーチェックゲートがあり、飛行機の搭乗のよう 

です。チケットも「乗車券」ではなく「搭乗券」。線路を走るのではなく浮上するからでしょうか？  

ガイダンスがあり、いよいよ搭乗。ここでもプラットホームは見えず飛行機の搭乗口のようになっています。

中は新幹線 N７００系のようですが、座席は左右２座席で若干狭い感じ。実験線は４２．８キロ、これを往

復するようです。 

座席は満席、いよいよ出発です。正面のモニターに時速と前方の様子

が映りだされています。スムーズなスタートで列車はすぐにトンネル

に入り景色が見えなくなります。最初はタイヤでコンクリートの上を

走るため線路を走る電車とは感覚が違う。表示速度が１５０キロ超え

ると揺れが無くなった。浮上走行が始まったのだ。 

わずか約２分で時速は３２０キロに！しかしすぐに終点で減速・・ 

折り返しとなる。２分ほどであっという間に５００キロに！ 

ただし、４００キロ超えるくらいから揺れが大きくなった。 

途中、実験線起点付近は外の景色がみられるがほとんどはトンネルです。列車が速度を落とし実験センター

に近づくとかなり減速した感じがしたが、それでもまだ２００キロと表示されている。 

あっという間の体験乗車。４２．８キロ、約７分間の体験は衝撃的でした。感想は現在の『のぞみ』より揺

れが大きく昔の新幹線の揺れくらい。そして列車自体は左右 4座席のため狭く感じました。体験乗車は時々

開催されています。JR東海の HPで発表されますので是非体験ください。また、ここにはわくわく山梨館、

どきどきリニア館があり試乗できなくても目の前を走るリニアも見れますし、モニターでの体験もできます。

いよいよあと８年で開業！品川⇔名古屋４０分というと JR で大垣から刈谷、土岐⇔名古屋くらいでしょう

か？なんと早いこと。ビジネスマンには早くて便利かもしれませんが、ビールをプシュと開け、弁当を食べ

ていると到着してしまいますね(笑) 

観光や旅行にはどうでしょうか？ 開通後の東海道新幹線は現在の『のぞみ』中心のダイヤから『ひかり・

こだま』中心のダイヤに替わるとかとも聞いております。リニアでは車内販売もなくなるだろうから景色を

楽しみながらであれば今までの東海道新幹線が楽しいかもしれませんね。東京出張も日帰りの時代ですが、

半日出張も可能ですね。 

私はもう少ししたら、ゆっくりと日本中列車の旅をしたいものです。 

＜投稿者 遠藤 昌克＞ 
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飛騨支部 保険相談オフィス 
 

＜代理店名＞ 

保険相談オフィス 

 

＜所在地＞ 

本店   高山市神田町１－７１－２８ 

TEL 0577-32-5079 

岡本店  高山市岡本町４－４５０－１ 

TEL 0577-33-1228 

三福寺店 高山市三福寺町２３６－２ 

TEL 0577-70-8167 

 

＜代表者＞ 

大坪 靖幸 

 

＜スタッフ＞ 

１０名 （男性６名 女性４名） 

 

＜取扱保険会社＞ 

 損害保険 日新火災海上保険、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン日本興亜、 

あいおいニッセイ同和損害保険、イーデザイン損害保険 ５社 

生命保険 東京海上日動あんしん生命、オリックス生命、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 ３社 

 

＜経営理念＞ 

私たちは常に親切・丁寧であり続け、お客様がいつも笑顔で安心した毎日を過ごせるよう、 

保険のプロとして万全のサポートを目指します。 

 

＜活動指針＞ 

１、常にベストで行動します。 

２、つらぬく力・続ける力を持ちます。 

３、現状に満足する事なく、夢を持ち続けます。 

４、社会貢献できる企業を目指します。 

５、お客様に選ばれる代理店になります。 
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中さんの保険諸国漫遊記（１５５） 

保険ジャーナリスト 中﨑 章夫 

身近でデジタル社会化の到来を体感する３つの動き 

ー スマートウオッチ、ドラレコ、代理店のネットワーク化、分極化 

 

◇伊豆で究極のそばに巡り合う 

 ３月、伊豆半島の春と味を探しに２度訪れた。最初は３月１から２日で、東京代協中央支部「語ろう会」が、

伊豆長岡温泉は花ぶさで行われ、東京から車に乗せてもらい、これに参加。この支部は、東京の中心地に位置し、

組織化された職業代理店や企業（機関）代理店のメンバーも多く、その交流を兼ねて催されているもので、今回

で１７回目を迎えるが、このうちの３分の１ぐらいは参加しているだろうか。今回は、全員がそろい交流会が始

まるのは夕食時だったので、昼間の時間を利用して、６人、車で、河津桜まつり見物に出かけた。途中で昼は蕎

麦でも食べようかとスマホで探していたら、伊豆市下船原の「究極のそば そばや」をみつける。食べログ評価

は何と４．２、ほんとか否、となり電話で予約をとろうとしたがつながらない、何度か掛けなおすと、主人が出

てＯＫとなる。現地に行ってみるとブルーのコンテナ店舗、しかも完売の札もかかっているが、何組も自動車内

で待っているではないか。寒空の下、１時間待ってようやくこだわりの究極そばにありつけたが、これが絶品！

更科粉と甘皮粉のそれぞれの良さを極め混ぜ合わせ３層仕立てにし提供してくれる薄緑色のもりそば７００円、

揚げたて天ぷら４００円、風味よし、コシあり、ツルっとした食感よし、喉越しよし、まず塩を付け食べ、それ

から汁で食べる。常連さんに聞けば、１１時開店で一日４０食限定、その地元の方も５回来て食べられたのは２

回目とか。主人も２０回に１回と滅多に電話に出ないとか。幸運が重なって嬉しさ倍増だった。この後の濃いピ

ンクの河津桜の満開の景色、１２人が参加した今回の語ろう会での情報交換もよかった。 

◇開港下田の味な旅 

 ３月１２日から上さんと、今度は、ＪＲ踊り子号を使い、伊豆の下田に一泊で出かけてみた。宿の下田プリン

スがまず決まり、行き当たりばったりで出かけたが、眺望抜群な寝姿山ロープウエイは７月まで運休だったり、

行った木曜は、休みの店が多く目当ての寿司屋にふられたり散々だった。開港にまつわる名所目白押しの下田、

下田湾を黒船遊覧船にのり、餌目当てのカモメにまとわりつかれ、２０分周遊した後、昼、中央支部メンバーの

方から旨い蕎麦屋があると聞いていた、老舗蕎麦屋のいし塚で、焼酎の蕎麦湯割りと食べた天せいろは納得のも

のだった。この後駅前で焙煎えび塩ラーメン、さらにはお菓子屋の平野でペリーさんの牛乳あんぱんを食べたが

こちらも美味しかった。オーシャンビューとプライベートビーチが売りの宿の下田プリンスからの眺望は素晴ら

しく、また海岸線もきれいで、近くの伊豆最古の宮の白浜神社や海水浴場としても有名な白浜海岸も散策した。 

 翌日再び下田の街中散策、ペリーロード、なまこ壁や縞模様の凝灰岩の伊豆石を使った民家、下田（城山）公

園からの眺望を楽しみ、孤独のグルメの原作者久住さんが大人の休日倶楽部の冊子で紹介していた美松寿司で、

下田の地酒黎明の冷を飲みながら黒船寿司（地魚の握り）をいただき、さらに、ＦＢで知人から教えていただい

た旬の味ごろさやで生ビールと金目やタイの頭の煮付け、地アジフライ、刺身盛り合わせなどをいただいた。ま

た邪宗門という喫茶店でブラジルサントスをいただいた。我が旅は、食いものがついて回るが、二日とも１万７

０００歩以上歩数を稼ぐことができ、健康面でも上々な首尾であった。 

◇健康管理機能強化したスマートウオッチ 

 私事な話で恐縮だが、昨年末に欲しかったアップルウオッチを子供達から古希（７０）の祝いで、プレゼント

してもらったが、このスマートウオッチ、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、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
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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。 

 このようなウェ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。 

◇健康増進型保険の開発が活発化 

 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

ウオッチなどのウェアラブル端末が積極的に活用されだしている。 

◇新たな健康増進のビジネスモデルも登場 

 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。ウェ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。 

 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「Ｓ

ＵＵＮＴＯ」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/ 

◇米国でアップルと医療保険会社エトナが提携しアプリ開発 

 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。 

 今後、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。 

◇拡がるドライブレコーダー特約 

 これまた私事にかかわるが、本年から代理店に勧められ、自動車保険にドラレコ特約を付けた関係で、自分の

車にもドラレコが送られてきて、長男に助けを求め何とか取り付けることができた。 

 こうした背景には、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の動機付けが社会的な関心事として急速に浸透しだしたことがある。 

 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。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。 

◇ドラレコやＡＩを損害サービスに活用へ 

 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。 

https://joulelife.jp/club/
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 例えば、損保各社では、先端技術を有する企業との提携で、ＡＩを活用した保険支払い判断や事故対応を自動

化したり、自動車事故の損害をＡＩ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

用することで保険金支払額の確定の日数を大幅短縮をめざす。 

 また、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、ＡＩ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など、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の導入を目指す損保も出てきている。 

 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。 

◇代理店経営モデルの分極化進む 

 個性化・多様化が問われる時代になってきている。しかもデジタル社会化でオープンな形で、ネットワークに

よる余剰資源を有効活用してそれを実現することが可能となっている。代理店業態もまた、それに即応した組織

体制が求められるところとなっている。 

 代理店の経営モデルの在り方も、分極化が進む。保険会社のチャネル政策を見ていると、大規模化、高品質な

代理店モデルを掲げているように見受けられるが、果たして個々の代理店の個性・特性・市場背景を踏まえての

活路提案になっているのだろうか。顧客像も代理店像も大きく変わってきているのに！ 

 効率化を急ぐあまり、相も変わらず没個性の画一的・ピラミッド型の組織モデルを勘違いして振り回している

滑稽を犯していないだろうか。また各地で顧客に寄り添い課題解決の支援に情熱を燃やしてる代理店に失礼な対

応をしていないだろうか。 

◇自立代理店の水平分業型ネットワークの時代 

 地域や市場特性に応じ、個性・多様性を活かした自立した代理店経営モデルの構築こそ求められるところであ

り、デジタル社会化はそれを水平分業型のネットワークで創造することを可能としつつある。 

 大規模、自前、垂直型のピラミッド型の組織モデルから脱却し、小規模・コンパクトな独立経営体で、全員参

加型で、かつ外部同業種・異業種とのとの協力・連携を活用した緩やかな水平分業型の組織モデルの追求こそが

求められているのではないか。 

◇独立代理店の選択肢は２つ 

 独立代理店モデルの選択肢は、二つあるのではないか。(保険会社が進める販社型の直資代理店モデルは別とし

て） 一つは、独自企業化路線である。多様な顧客・市場特性を踏まえた複数の専門チーム制を内包する大規模

な代理店経営モデル(５０～１００名規模)の構築であろう。かなりの専門性ある人材を確保・育成することが必

要になろうし、人事労務や品質管理面でもシビアな取り組みが求められ、このモデルを構築できるのは限られる

こともまた確かだろう。業態別法人マーケットを得意とし、保険会社との関係もドライなビジネスライクの関係

となる。専門家群を有し、いわゆる巨大ローファームのような存在だ。 

 今一つは、小規模ながらも独立性を有し、強みを強化し、顧客対応力を強化し、足らざるところは外部のオー

プンネットワークから柔軟に補完し顧客満足を向上させてゆくコンパクトな事業モデル（５～１０名が基本単位）

だろう。今後、顧客支援に特化し、バックオフィス機能や人事労務、教育、監査などの機能を相互補完・支援す

る仕組みも模索される余地がある。各地で展開する多くの代理店はこちらの道に活路があるように思われる。誤

解もあるようだが、問題はサイズではないことに気づくべきである。 

◇ネットワーク化で小が躍動、コンパクト代理店の優位性 

 デジタル社会化は、コンパクト代理店の可能性を広げているのだ。生産性を上げるために、業務・営業プロセ

スを見直してみよう。 

 人のネットワーク（つながりの力）を有効活用し、生産性を上げるための仕組みを作ろう。標準化した業務は

自動化、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）を活用し生産性を上げることも検討してみよう。

高い品質のサービスは外部から有効活用できるようなネットワークを構築しよう。 

 時あたかも代理店のネットワーク力を生かして経営の高度化、品質強化を図る取り組み、「日本代協アカ

デミーネットチャンネル」お試しもスタートしたことは、象徴的であり、ネットリテラシーの向上によるデ

ジタル技術の活用を含め、その成果を大いに期待したい!小が躍動する面白い時代が来たと、発想を転換し

よう。 

（保険ジャーナリスト、inswatch編集人） 
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『街道シリーズ』（飛騨街道その 27） 

                                         松尾 一 

   桜野公園（高山市国府町）から増島城跡（飛騨市古川町）へ 

 

 越中西街道（飛騨街道西道）は、南北朝時代からという桜野公園を離れて古川へと向かいます。 

 その前に、桜野公園がある一帯は、国府町広瀬といいます。かつてこのあたりに古代、飛騨国府があった

といわれており、そこから「国府町」という地名になったのです。最初の飛騨国府は広瀬にあり、のち現在

の高山市市街の上岡本町・下岡本町に移転したとかという説があり、現在のところ推測の域を脱していませ

ん。今後、発掘調査などで明らかになることでしょう。 

 国府とは、古代、朝廷が国ごとに置いた国司が

政務を司る機関、あるいは施設のことで、その周

囲には国分寺、国分尼寺、総社が置かれました。

ちなみに、全国にはこの「国府」のほか「府中」

という地名がありますが、これらは国府ゆかりの

地名なのです。 

 飛騨国府はどこにあったのだろうと推理しなが

ら進むと、越中西街道（飛騨街道西道）は、やが

て飛騨市古川町に入ります。風情が残る栗原神社

あたりを過ぎると古川の市街地に入り、まもなく

宮川の支流荒城川に架る霞橋に着きます。         （増島城跡に建つ御蔵稲荷神社） 

 この橋のすぐ上流、市立古川小学校と県立飛騨吉城特別支援学校との間に御蔵稲荷神社があります。よく

見ると水をたたえた堀もあります。かつて、ここには三木氏を攻略し飛騨を治めた金森氏が天正 17（1589）

年に築いた増島城がありました。当時としては飛騨では珍しい平城なのです。しかし、幕府による元和の一

国一城令によって廃城し、金森氏時代は旅館（宿泊施設）となっていました。近くの円光寺の山門や本光寺

の書院は、廃城したおり、移築したものと伝わっています。 

 現在、増島城の天守台跡は御蔵稲荷神社となっていますが、

その傍らに金森氏が設置した「高山四里 従古川十四町」と刻

まれた里程標があります。これは、一里塚の役目を持っていま

すが、一里塚は５間（約９メートル）四方の広さが必要なので、

飛騨では難しく里程標に置き換えたのでしょう。 

 ただし、この里程標は、この場所にあったのではなく、もと

もとは古川町沼町（ＪＲ杉崎駅付近）の越中西街道（飛騨街道

西道）沿いにあったものを移転、保存したものなのです。 

 ところで、金森氏が飛騨の三木氏を滅ぼしたのは天正 13年で、 

    （里程標(左)と、増島城石垣と堀）     徳川家康が五街道を整備したのは、関ヶ原の戦いの翌年、慶長

６（1601）年の東海道に始まりますから、金森氏のほうが、早く里程標を始め街道整備をしたということに

なるかもしれません。 

 さて、越中西街道（飛騨街道西道）は、増島城跡を後にして霞橋を渡り古川町の中心部に入ります。 

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

                            著書は『岐阜地理・地名・地図の謎』(監修・実業之日本社)、『みのひだ雑学』(岐阜新聞社)など。 
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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 ＞ 滋賀 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 

東近江市でスーパーの駐車場から出るときに他に

気をとられガードレールに、ぶつかりました。 

事故後すぐに仮養生してから施工しました。 

仮養生 
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【組織委員会より】 

 岐阜支部 西ブロック ： Nexus保険事務所（株） 

                  代申 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

                  〒500-8388 岐阜市今嶺 1-19-5 

 TEL 058-201-3021   FAX  058-201-3022 

        （平成３１年 ３月 ５日入会）  ご紹介 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

 

○献血協力キャンペーン協力の御礼 

  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。 

  ２月の献血協力キャンペーンにおきまして岐阜県赤十字血液センター 

より岐阜県代協会員の献血協力の実績の連絡がありました。 

個人情報とのことで名前の報告はございませんでしたが、ご協力いた 

だきました皆様に御礼申し上げます。協力キャンペーンは終了いたし 

ましたが今後とも献血事業にご協力をお願いします。 

  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。 

 

【第３４回ゴルフ同好会コンペ開催のお知らせ】 

 元号が変わって最初のコンペを開催します。会場は初開催となります岐阜稲口ゴルフ倶楽部です。 

皆様お誘いあわせの上、ご参加ください。新規参加者も大歓迎です。 

組合せもご希望に添う形にいたしますのでご相談ください。多数のご参加をお待ちしております。 

 

開 催 日 ： 新元号○○元年５月２１日（火） 

開催場所 ： 岐阜稲口ゴルフ倶楽部（岐阜県関市稲口 1189） http://inaguchigc.com/  

集合時間 ： ９時（ティーオフ：１０時）アウト・インスタート８組を予定 

プレー費 ： ￥１万３２円（セルフプレー、昼食、ドリンク券３枚） 

参加費  ： ￥２，０００（賞に充当されます）＋「協賛金」（プレー終了後確定） 

競技方式 ： 自己申告ハンディキャップ（詳細は別途）による、ストロークプレー。  

賞    ： 優勝、準優勝、３位、BB賞など順位賞、ニアピン賞など。 
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