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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 
 

６月１４日損保会館において開催された日本代協２０１９年度通常総会・特別セミ

ナー・全国会長懇談会に参加して参りました。本年は事業報告として「対外的には業

界における存在感を大幅に増やすことができ、対内的には会員増強の取り組み・国民

年金基金の加入者募集を除いては概ね計画通りに推進することができたが、都道府県

代協の取り組みには濃淡があり、意識・行動のバラツキを是正できていないことは大

きな問題であると認識している」と報告され、続く全国会長懇談会の終了後、警視庁

サイバーセキュリティー担当官による特別セミナーが開催され、サイバー犯罪の現状

と対策を認識することができました。 

今、中小企業におけるサイバーセキュリティー対策の徹底は、ウイルス攻撃の増加が

想定される東京オリンピックを前にして喫緊の課題で、国も重要リスクの一つと位置

付けて取組みを強化しており、早期に会員の皆様にお届けする必要があります。そこで２０１９年度『秋の

セミナー』は岐阜県警サイバーセキュリティー担当官にご講演いただきますので今しばらくのご猶予をお願

いいたします。 

さて、近頃、巷を騒がせているニュースに『老後２，０００万円問題』と『高齢者による交通事故』があ

ります。『老後２，０００万円問題』は金融庁発表の文中にもあるように、これはあくまでも平均値であっ

て、ライフスタイルや収支は人それぞれですから、絶対不足するというわけではないのですが、老後生活資

金に余裕があることに越したことはありません。老後の生活において公的年金以外で賄わなければいけない

金額がどの程度になるかを考えると、国民年金加入の６５歳までの方は国民年金基金への加入を考えること

も一案です。全国損害保険代理業国民年金基金は、平成３１年４月１日、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た全国国民年金基金へ合流がされました。現在、協議中です

が、追ってその全国国民年金基金制度についてご紹介させていただく予定ですのでよろしくお願いします。 

また、もう一つは『高齢者による交通事故』の多発です。高齢者の運転による車の交通事故は増え、その

たびに「有名人高齢者○○さんが免許の自主返納をした」とか、「高齢者は自主的に運転免許を返納しまし

ょう」という主張がマスコミに取り上げられているのを目にしますが、公共交通機関があまり整っていない

地方では、運転免許がないと日々の生活にも不自由します。自分の年齢から高齢者を擁護するわけではあり

ませんが、高齢者にも一人ひとりに生活があり、車が必要な暮らしをしている人も大勢います。買い物をし

て重いものを徒歩で運ぶのは大変であり、病院へ通うのに必要であれば車は命につながる欠かせない生活手

段だということになります。どうも「都会の論理」で運転免許の返納を促進しようとしているのではないか

とさえ思えてきます。 

老いは私たちにとって避けられない未来であり、どんなに優秀な人もいずれは向き合わねばならない現実で

す。 高齢化一直線の日本において、この問題はもう「対策待ったなし」の状況です。 

そこで政府は７５歳以上を想定し、自動ブレーキなど安全機能がついた車種のみ運転できるようにする高齢

ドライバー専用の新しい運転免許をつくる方針だそうですが、車の性能に人が合わせる社会なのか、人の安

全に車を合わせる社会なのか、人と車のどちらに主導権があるのか、それを正面から見つめ直して不幸な事

故を減らそうとする考え方に次の社会があるのではないかと思います。 

１ｐ・・会長挨拶／目次            ８ｐ・・中さんの保険諸国慢遊記（158）  ① 
２ｐ・・スケジュール             ９ｐ・・   保険ジャーナリスト    ② 
３ｐ・・支部活動報告➀           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 18） 松尾 一 
５ｐ・・支部活動報告③／委員会報告①    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・・委員会報告②／編集後記 
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～ 事務局より ～ 

★２０２０年版 『代理店・店名名入れ』 

代協カレンダー申込みについて★ 

『代理店・店名名入れ』代協カレンダーの申込み受付中です。 

今年度のお申込みの最終締め切りは 令和元年 ９月３０日 

となっております。 ご希望の方は県代協事務局までお申込下さい。 

                        なお、カレンダー見本は県代協事務局にございますので、 

ご希望の方は県代事務局までお立ち寄りください。 

 

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） 

 

 

 

 

～ ス ケ ジ ュ ー ル ～ 

 

 

日付 主催 行事・議題・内容など 開催場所 

６ １１ 火 中濃 例会（１０：３０～） 加茂野交流センター 

 １２ 水 飛騨 例会（１１：３０～） ひだホテルプラザ来来飯店 

 １３ 木 広報機関誌 委員会（１２：００～） 県代協事務局 

 １３ 木 岐阜 西ブロック会（１２：００～） ひしの寿司 

 １３ 木 東濃 幹事会（１１：００～）、例会（１１：３０～） みわ屋 

 １４ 金 日本代協 定時総会（１０：００～） 損保会館 

 ２１ 金 岐阜 東ブロック会（１２：００～） かにの華 

 ２６ 水 県代協 三役会（１３：３０～） 県代協事務局 

７ 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 東海ブロック 東海ブロック協議会（１４：００～） 愛知県代協事務局 

 ９ 火 中濃 例会（１０：３０～） 加茂野交流センター 

 ９ 火 飛騨 例会（１１：３０～） ひだホテルプラザ来来飯店 

 １１ 木 岐阜 役員会（１２：００～） 岐阜県図書館 レストラン杏 

 １２ 金 西濃 納涼懇親会（１８：００～） フォーラムホテル 

 １２ 金 東濃 勉強会・例会・納涼懇親会（１８：００～） 南国酒家 多治見店 

 ２６ 金 飛騨 夏のセミナー（１７：３０～） 

納涼懇親会（１８：４５～） 

フローラ 

 ２８ 日 CSR 揖斐川清掃ボランティア（６：30～） 揖斐川河畔 

８ ２ 金 岐阜 合同ブロック会セミナー（１５：００～） 

納涼懇親会（１８：００～） 

損保ジャパン日本興亜 

グランヴェール岐山 

 ４ 日 ＣＳＲ 「長良川を美しくしよう運動」（６：００～） 長良川河畔 

１０ １０ 木 県代協 『秋のセミナー』 可児文化創造センター 

スケジュール/事務局より 

mailto:gfdaikyo@opal.ocn.ne.jp
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【岐阜支部６月活動報告】 

 〇岐阜支部６月役員会 

開催日時 ： ２０１９年 ６月６日（木）１２:００～ 

開催場所 ： 岐阜県図書館 レストラン杏 

参加者数 ： １１名  

報告者名 ： 棚橋 健久 

≪議題≫ 

①合同ブロックセミナー 日時 ： ８月２日（金）１５：００～１７：００  

演題 ： 相続関係(仮)  

場所 ： 損保ジャパン日本興亜 ９F 

②納涼懇親会 ８月２日（金）１８：００～ グランヴェール岐山にて 

 

※次回役員会 ２０１９年 ７月１１日（木）１２：００～  

岐阜県図書館 レストラン杏 

 

〇岐阜支部西ブロック会開催報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月１３日（木） 

１２:００～ 

開催場所 ： ひしの寿司 

参加者数 ： １８名                     

報告者名 ： 木村 恵太郎 

 

 

〇岐阜支部東ブロック会開催報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月２１（金） 

１２:００～ 

開催場所 ： かにの華 

参加者数 ： ２０名                 （岐阜支部 西ブロック会） 

報告者名 ： 後藤 哲裕 

 

【西濃支部６月活動報告】                                            

〇西濃支部６月例会報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月 ５日（水） 

１１：３０～ 

開催場所 ： 大垣「五右衛門」 

参加者数  ： １４名  

（会員１３名、賛助会員１名） 

報告者名 ： 中河 美智彦 

≪議題≫ 

①連絡事項 

・（株）ＪＣＭ（川畑）より買取りサービス案内（６～７月） 

②委員会報告 

・企画環境・・第１回委員会開催報告 

       代理店賠責普及のため保険会社での説明会順次開催 

・教育・・秋のセミナー 10/10可児市にて開催予定    

・広報機関誌・・JR岐阜駅前ニュースビジョン放送延長（６月末まで） 

        ホームページリニューアルについて意見募集 

・ＣＳＲ・・「ぼうさい探検隊」参加のお願い（市内小学校への声掛け）       

・組織・・新入会員増強協力のお願い（新入会員増強キャンペーン増月検討） 

支支部部活活動動報報告告 
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③県代協より 

・5/15岐阜県代協定時総会参加御礼 

・6/14日本代協通常総会開催 

④その他報告/連絡事項 

・7/12（金）18：00～ 大垣フォーラムホテル内ビアホールにて 

   納涼懇親会開催 （参加費 一人 3,000円） 

 

  ※次回例会 ２０１９年 ７月 ３日（水）１１：３０～ 大垣「五右衛門」にて 

 

【中濃支部６月活動報告】 

〇中濃支部６月例会報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月１１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（会員１０名、賛助会員１名） 

報告者名 ： 丸野 博文 

≪議題≫ 

①連絡事項 

 ・（株）ＪＣＭより買取りサービス案内（６～７月） 

②委員会報告 

・企画環境・・不正募集について   

       代理店賠責について各保険会社単位で業務連絡会等で説明に行く 

・教育・・秋のセミナーについて、アカデミーの無料お試しの登録依頼、出前講座、損害保険トータ 

ルプランナー  

・広報機関誌・・JR岐阜駅前ニュースビジョン、ホームページリニューアルについて意見募集 

・ＣＳＲ・・９月無保険キャンペーン、子供１１０番について 

・組織・・新入会員増強協力のお願い 

③その他  

  最近の高齢者による事故について意見交換 心神喪失状態なのか、 

  そうでないのかによって賠償義務が変わる等多くの意見が出ました。 

  代理店賠責の支払事例より記録を残すことの大事さを再確認 

 

    ※次回例会 ２０１９年 7月 ９日（火）１０：３０～ 加茂野交流センター あまちの森予定 

 

【東濃支部６月活動報告】 

〇東濃支部６月例会報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月１３日（木）１１：００～ 幹事会、１１：３０～ 例会 

開催場所 ： みわ屋 

参加者数 ： ８名 

報告者名 ： 小倉 治実 

≪内容≫ 

①幹事会報告・・７月の勉強会と納涼会の内容について 

         ９月の研修会と懇親会について 

②委員会報告 

  ・企画環境・・代理店賠責について・広報 HPのリニューアルについて 

  ・教育・・ アカデミーの登録について 

  ・ＣＳＲ・・清掃活動について、子ども１１０番について 

 

   ※次回例会 ２０１９年 ７月１２日（金） １８：００～ 

            南国酒家 多治見店にて  勉強会・例会・納涼会開催  

              （多治見市音羽町 1-226中之郷ビルディング 2F ☎ 0572-23-7001） 
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【飛騨支部６月活動報告】 

○飛騨支部６月例会報告 

開催日時 ： ２０１９年 ６月１２日（水）１１：３０～ 

開催場所 ： ひだホテルプラザ 来来飯店           報告者名 ： 熊崎 慎吾 

 

≪議題≫ 

①夏のセミナー開催について 

  開 催 日 令和元年７月２６日(金) 

  開催場所 フローラ 

  開催時間 ①セミナー 午後５時３０分から 

  懇 親 会  午後６時４５分頃（会場準備が出来次第） 

  ※セミナー内容 

    高山市の出前講座・・・・中小企業等の支援「各種補助制度や融資制度」 

②委員会報告 

 ・企画環境・・代理店賠責の案内（各保険会社の業務連絡会に合わせて案内） 

 ・教育・・県代協「秋のセミナー」の開催日及び開催場所の報告、 

日本代協アカデミーの登録について 

 ・ＣＳＲ・・こども１１０番の推進、地震保険キャンペーン等について 

 

  ※次回例会 ２０１９年 ７月 ９日（火）１１：３０～ ひだホテルプラザ 来来飯店にて 

                                               

 

 

 

【ＣＳＲ委員会】 

今年度も、大垣市・岐阜市の花火大会翌日の清掃ボランティア活動に参加 

いたします。ご協力をいただけますよう下記の通りご案内申し上げます。 

 

○「西濃支部  揖斐川清掃ボランティア」のご案内     

 日  時 ： ２０１９年 ７月２８日（日） ６：３０～ 

集合場所 ： 国道２１号沿 ファミリーマート 和合新町店 駐車場 

持 ち 物 ： 軍手、あれば火バサミ 

        

○第２回「長良川を美しくしよう運動」のご案内     

 日  時 ： ２０１９年 ８月 ４日（日）６：００～ 

集合場所 ： 長良橋西側・右岸河川敷 インラインスケート場   

 持 ち 物 ： 軍手、あれば火バサミ 

※ いずれも小雨決行です。ご参加いただけます方は、県代協事務局 

までご連絡ください。                 （委員長 礒谷 宏） 

 

 

【広報機関誌委員会】 

  好評連載中の『街道シリーズ』（飛騨街道）は本号で飛騨は終り、次回より越中へ入ります。 

ご寄稿いただいております松尾先生は地域史研究家・エッセイストであり、岐阜（中部）の過去・ 

現在・未来を深く探訪しておられ、著述、講演・パネラーなど幅広くご活動中です。 

これから富山県の街道についてご連載いただけるとのことですので、飛騨街道と同様に我々を楽 

しませていただけることと思います。 ご期待下さい！！ 

                                 （委員長 高橋 励） 

委員会報告 part.1 
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会員投稿記事 

それ（魔女）は突然やって来た。 
 

その日私は、全くの普段通りの朝をむかえていた。 

３件のアポ（訪問予定）があるがいずれも午後の予定で、午前は昨日の計上関連業務や見積もり作成の予定

だ …った。 

トーストとコーヒーの軽めの朝食をとり、いつものようにリビングなどを歩きながらの歯磨きをし、たまっ

た口内のアワを洗面台で流そうとしたところ・・・ 。 

何が起きたか！？ ﾋﾟｷｯか、ﾊﾟｼﾝか、ﾊﾟｷﾝか音がしたようなしなかった 

ような・・・ 

痛みとともに、まるでプレスアップフィギアの台座を押した時のように、

クシャンとその場にしゃがみこんで動けなくなってしまった。 

数分後、何とか動けたが仕事は無理と判断せざるを得ず、２件は事情を

伝えキャンセルさせてもらったが、１件は紹介いただいた新規のお客様

で簡単にキャンセルもできず、時間をずらしてもらい妻に運転を頼みな

んとか出向き済ませることが出来た。 

が、無理がたたったのか翌朝には布団から全くどうすることも出来なくなり、やむを得ずそのまま救急車

に乗せられた。動こうとすると腰のあたりが痛いが、過去にかかった椎間板ヘルニアとは感じが違う。 

何か悪い病気なのか・・と人生初の不安な車内を過ごし病院へ到着。 

あれやこれやと診察を受け、ドクターが「これヘルニアでもまた悪い病気でもないですよ。これ『急性腰痛

症』ってね。いわゆるぎっくり腰です。まぁ一週間くらい痛いかもですよ」につづき、「入院してもいいで

すが、治療は特に何もありません、どうされます。」と。 

「なんで入院しんのや、家でどうするんや」という妻に、「この仕事は電話も出来ないのは厳しいので」と

話し、痛み止めの処置後効くのを待ってなんとか帰宅。ドクターの仰る通りその後三日間の家庭尿瓶生活を

過ごした。 奥さま すみませんでした。 

こんな命に支障のないような病気で言うのはおこがましいですが…、健康第一とか身体が資本だとかよく

普段から言いますが、ほんとにホントです。普通に動けてしかも健康で仕事ができることは、すでに幸せな

のだ！と。 

テキパキと確実に、しかも安静に、おじさんを運んでくれた三名 

の救急隊員の方々、その時は痛みでお礼も言えなかったが、感謝 

しています。仕事とはいえ本当にありがとう。 

急性腰痛症 ぎっくり腰 実は医学的にも何が起きているのか 

はよくわからないこともあり欧米では『魔女の一撃』と呼ばれ 

ているそうです。 

皆さまもお気を付け下さい。ほんとにホント。 

 

（投稿者 中濃 未だこころのリハビリ中会員） 
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岐阜支部 Nexus 保険事務所株式会社 
 

 

＜代理店名＞ 

Nexus保険事務所株式会社 

 

＜所在地＞ 

〒５００－８３８８ 

岐阜市今嶺１丁目１９番５号 

TEL：０５８－２０１－３０２１ 

FAX：０５８－２０１－３０２２ 

 

 

＜代表者＞ 

小川 一 

 

＜スタッフ＞ 

５名 

 

＜取扱保険会社＞ 

 損害保険：あいおいニッセイ同和損保㈱ 損害保険ジャパン日本興亜㈱  

     Chubb損害保険㈱ 楽天損害保険㈱ au損害保険㈱ 

生命保険：エヌエヌ生命保険㈱ 三井住友海上あいおい生命保険㈱ 

     損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱ ジブラルタ生命保険㈱ 

     朝日生命保険相互会社 日本生命保険相互会社 

 

＜略歴＞ 

２０１８年８月１日 Nexus保険事務所株式会社を設立 

 

＜事務所の環境＞ 

国道２１号線 薮田南５交差点から北東へ３分、 

今嶺公民館の西隣にあります。 

 

＜企業理念＞ 

私たちは、お客様から常に必要とされる存在を目指し、 

お客様と一緒に最善の方法を考え、 

関係するすべての方の安心と幸せを考えます。 
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中さんの保険諸国漫遊記（１５８） 

保険ジャーナリスト 中﨑 章夫 

保険代理店の評価基準の変化、車の定額サービスにおける役割 

  

◇和歌山、雑賀衆ゆかりの雑賀崎漁港 

 ５月下旬、和歌山代協（２４日）と滋賀県代協（２８日）の総会後の

記念講演で、和歌山市と草津市に泊りがけで出かけたが、「次いで旅」

の愉しみは食と歴史散策。「あちこち訪ね、食べて歩け、いい商売を選

んだね」、とよく言われるが本当にそう思う。人とのご縁に感謝である。 

 和歌山での宿は、粋な計らいで、和歌の浦雑賀崎、双子島荘。お湯は、

ナトリウム塩化物冷鉱泉、穏やかな瀬戸内海を眺めながらゆったり癒さ

れた。 

 早朝、灰干しさんまの製造元を通り、雑賀崎灯台へ、５０メートルの

断崖の虎の巣、信長に徹底抗戦した教如（顕如の息子）が雑賀衆に守ら

れ隠れた「上人窟」があるそうだが海上からしか見られないのは残念だ

った。番所（ばんどこ）の岬に近い方から、海上に、大島（男島）、中

ノ島（女島）、双子島と四つの小島を眺める。この辺りは、絶好の釣りのポイントとか。 

 家々が階段状に密集した合間を縫って迷路のような細い路地を下っていくと、雑賀崎（さいかざき）漁港

に出る。漁港内をぐるり散策。親子釣りパークは、昨年の２１号台風の影響から休園の案内板が出ていた！

奥和歌大橋から、来た道を振り返ると、崖地に、白い鉄筋コンクリート造り（ＲＣ造り）の陸屋根の家々が

密集して、洋風な景色が目に飛び込んでくる。夕日に輝く光景や夜の家々の光に浮かび上がる町並みから、

「日本のアマルフィ」とも称される。結構な坂を上り下りする生活は足腰を強靭にすること間違いなし！ 

 約１時間半の散歩で朝から汗だくに。宿の朝食には、気になっていた灰干しさんまが出たが、さんまの開

き好きにはたまらない！湯豆腐など、ヘルシーな食事をとり、お茶をがぶ飲み、再び、ただ一人、海を眺め、

のびのび温泉に浸かり極楽三昧だった。 

  

◇五感が刺激されまくりの安土城址 

 滋賀県草津では一日中雨だったが、翌朝は嘘のように晴れあがる、草津からの帰途、安土駅で降り、駅前

のレンタサイクルで念願の安土城址訪問。滞在４時間。 

 現地訪問はなんとも気づき多い！五感が刺激されまくり！歴史ロマン、好奇心がマックス。壮麗華美な天

主完成までに３年、そこに注ぎ込まれた労力はいかばかりか、そして程なく本能寺の変が起こり、あっけな

く天主や本丸などは焼失！ 

 大手道の石段に使われた石仏は悲しく語りかけてくる！信長の館にある原寸大復元の天主最上二層もそ

の壮麗さに魅せられた。安土城考古博物館での特別展を見、館内の食事処で、肉うどん。「近江牛おおうつ

けうどん」肉４倍につられ１７３０円！おおうつけは私だった。 

  

◇代理店の品質要件重視のトレンド 

 本年４月から、日本生命が生保代理店の手数料体系を見直し、品質ランクを加え、２年以上契約が続く継

続率８５％以下はランクを下げる、ＦＰなどの資格者割合、法令遵守状況を考慮し、ランク付けで約３割差

が出るように変更した。また日本生命が新たに設置した乗合代理店専用の生保子会社「はなさく生命」では

ＦＤ（顧客本位の業務運営原則の取り組み）宣言を乗合の条件としていることが注目されている。 

 保険会社の最近の代理店チャネル施策を見ても、顧客本位の業務運営にのっとり、代理店の評価、手数料

のあり方にもメスが入れられだしているが、現在は未だ新旧入り乱れての過渡期の様相を呈している。 

 とはいえ保険会社のチャネル政策のトレンドは、金融庁が打ち出した顧客本位の業務運営をベースに、従

来の量的尺度一辺倒から、経営品質や業務品質要件を重視する方向にかじを切りだしていることだ。 
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◇評価基準の見直し 

 この結果、代理店評価基準にも変化がみられ、画一的な量的基準重視を見直し、顧客の個性、多様性に基

づき、顧客の意向に即応した募集品質・業務品質を重視したスタンスを求めるようになってきており、また

内部管理体制などガバナンスも評価していく傾向が一段と強まってきている。 

 運営プロセス管理がしっかりできているか、意向把握等で顧客とのトラブル回避のために意を用いている

か、証跡（エビデンス）をきちんととれる態勢ができているか、データの管理がしっかりしているか、ＩＴ

（デジタル）リテラシー（読み書き能力）はあるか、配慮を要する高齢者対策はとれているのか、などが眼

目となっている。 

 今後代理店の顧客本位の業務運営の原則の宣言やＫＰＩ（成果指標）の公表など数値管理も要請されると

ころとなっていこう。そのためのデータの収集、管理がスムーズにできるかどうかも問われるところとなる。 

  

◇顧客への付加価値サービス力の如何も評価対象へ 

 保険会社が代理店に求める機能も保険販売力のみならず顧客への付加価値サービス力の如何、コンサル能

力の如何を取り込む方向性が模索されだしている。 

 例えば、ＳＤＧｓへの取り組みといった社会的活動如何、防災・減災のために、予防的な取り組みなどい

わゆるリスクコンサル力を評価尺度に加味したり、顧客へのコンサル能力として、ＢＣＰ（事業継続計画）

や健康経営などでの認証資格取得の奨励・評価を加味するなど、単に保険販売のみならず、自社の経営品質

向上への動機づけや個人・法人顧客の抱える課題解決へのアドバイス力等を求めていく方向性を打ち出しつ

つある。 

  

◇本格化する生活支援業、経営支援業へのモデル転換 

 保険代理店に求められる代理店像の転換、保険販売業から総合生活支援業、経営支援業へのモデル転換が

いよいよ本格化しようとしている。デジタル社会化を受けて、シェア経済の進展を活かした、どのような新

たなビジネスモデルが出てくるかも注目される。 

 こうした中で、車の定額料金（サブスクリプション）サービスの動きも、それが保険代理店を排除する動

きなのか、新たな活路となる動きなのか、という選択肢を提起しているので取り上げてみよう。 

  

◇クルマの定額サービスの本格化 

 カーレンタル、リース業界では、クルマの料金定額（サ

ブスクリプション）サービスの流れが本格化しだしてい

る。車を購入するのではなく、例えば月定額料金で、税

金、保険、メンテナンス費用などを含めセットで提供す

るもので、レンタルやリース方式のほか、スマホなどか

ら簡便な手続きで個人間でシェアし合うことなども含め、

多様なサービスモデルが出てきている。シェアリングエ

コノミーの流れに乗った動きである。 

 すでに、マイカーレンタルやリースを月定額サービス

で全国展開するのは、ＩＤＯＭ＝中古車販売店ガリバー

が運営するカーレンタルのノレル（ＮＯＲＥＬ）（ＩＤ

ＯＭは４月からスマホで予約や決済ができるカーシェア

リング事業個人間カーシェアサービス「ＧＯ２ＧＯ（ゴーツーゴー）」の開始している）マイカー賃貸（カ

ーリース）のカルモ（ナイル社が運営、オリックス自動車と提携）などが先行する。 

  

◇トヨタの「ＫＩＮＴＯ（キント）」で参入 

 自動車メーカーからモビリティカンパニーへのビジネスモデル転換を打ち出したトヨタも、本年２月から

毎月定額の料金サービスサービス「ＫＩＮＴＯ（キント）」（トヨタファイナンシャルサービスと住友三井

オートサービスが合弁会社設立）を開始し、全国に広げていく見込みだ。３年間で１台のトヨタブランド車

を利用する「ＫＩＮＴＯ ＯＮＥ」と、３年間で６種類のレクサスブランド車を乗り継ぐことができる「Ｋ
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ＩＮＴＯ ＳＥＬＥＣＴ」の２種類で、保険や自動車税、登録諸費用、車両の定期メンテナンスがパッケー

ジ化された月額定額のサービスで、東京都内のトヨタ販売店およびレクサス販売店で取り扱いが開始、今夏

以降には、サービスを全国展開する予定で、Ｗｅｂでの申し込みも可能となる。 

  

◇保険代理店網を活用した『ＳＯＭＰＯで乗ーる』 

 こうした中で、本年２月ＳＯＭＰＯホールディングスとＤｅＮＡが合弁で設立したＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ 

Ｃaｒｌｉｆｅは、損保ジャパン日本興亜の保険代理店網を通じて、クルマ定額サービス『ＳＯＭＰＯで乗

ーる』の提供を本年６月３日から開始した。クルマ選びというのは何かと不安があるから、検討するときか

ら相談に乗ってもらえて、もし何かあったときも頼れる、ずっと同じ専任担当者としてカーライフアドバイ

ザーの保険代理店網を活用している点がとりわけ注目される。 

https://sompo-de-noru.jp 

 ＳＯＭＰＯホールディングスの信頼と実績に、ＤｅＮＡのデジタル技術を活用したＵＩ×ＵＸ（ユーザー

インターフェース×ユーザーエクスペリエンス）を融合することで、「安心と安全」をコンセプトに、「人

との繋がり」を大切にした親しみやすさと身近さを表現するために、サービス名を『ＳＯＭＰＯで乗ーる』

とした。 

 『ＳＯＭＰＯで乗ーる』という名称は、「人との繋がり」「温もり」をクルマのアイコンに込め、ロゴ全

体の優しい印象でどの世代の方からも、親しみやすさを感じられるデザインとしている。ロゴ下のアンダー

ラインには、保険代理店の担当者がサービス利用中の顧客を支え続けるという想いを表現している。 

  

◇３大都市圏から順次拡大へ 

 サービス内容はメンテナンス付きマイカーリース（契約期間３年、５年、７年）で、提供地域は東京、神

奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪の各地域における損保ジャパン日本興亜の保険代理店を通じて提供開始し、

順次全国へ拡大予定という。 

 提供車種は、国内で販売している全ての新車から選べる。クルマを維持するために必要な法定点検や車検、

税金、メンテナンス代、保険料も全て含めて月々定額料金で新車を利用できる。 

 顧客の「安心・安全」なカーライフを実現するため、クルマを維持するために必要なメンテナンスについ

ても充実したプランを提供。オプションで「安心乗ーるプラス」をメンテナンス プランに追加することで、

一般的なメンテナンスリースでは提供されない重要部品等のメンテナンスを範囲拡大して提供する。 

  

◇個人間カーシェアサービス「Ａｎｙｃａ」も 

 ＤｅＮＡとＳＯＭＰＯホールディングスの合弁会社である「ＤｅＮＡ ＳＯＭＰＯ Ｍｏｂｉｌｉｔｙ」が

運営する“乗ってみたい”に出会える、カーシェアリングアプリ個人間カーシェアサービス「Ａｎｙｃａ」

に登録が可能で、「Ａｎｙｃａ」を通じて維持費を軽減することで、ワンランク上のクルマを持てるチャン

スが広がる。https://anyca.net/ 

  

 車の定額サービスの本格化、料金に保険もパッケージ化していく中で、保険代理店がどのような位置づけ

になるのかは注目されるところだが、今回の『ＳＯＭＰＯで乗ーる』の保険代理店網を通じた展開は注目さ

れる。 

 

（保険ジャーナリスト、inswatch編集人） 

https://sompo-de-noru.jp/
https://anyca.net/
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『街道シリーズ』（飛騨街道その 30） 

                                         松尾 一 

    大無雁から宮川左岸ルートで蟹寺（富山県）へ 

 

 越中西街道（飛騨街道西道）は大無雁（おおむかり）から、この先、越中境まで、こんどは越中西街道（飛

騨街道西道）宮川左岸ルートを進みます。大無雁から宮川、さらに小鳥川を渡ると角川の集落に着きます。 

 角川で、小鳥街道ともいった天生（あもう）街道と

二ツ屋街道が分かれていました。 

 天生街道は、角川上村から小鳥川沿いに西に進み、

天生峠から白川村の荻に至る街道です。 

 二ツ屋街道は、角川上村から二ツ屋谷を上り、楢峠

を越えて八尾（富山市）まで至る街道で、さらに八尾

から八尾街道で富山城下まで至っていました。この富

山城下に至る二ツ屋街道と八尾街道は、飛騨と越中を

結ぶ重要なバイパスで、宮川、高原川沿いを通る幾つ

かの越中街道（飛騨街道）が災害などで交通困難にな

った場合は、活用していました。例えば安政５年（1858）

２月に起きた大地震では、越中街道が寸断さ       

（角川。突き当たり左は天生、二ツ屋街道、右は越中西街道）    れたため、このルートが盛んに使われていました。 

そうそう、天正 13年（1585）、秀吉の命で飛騨を攻略した金森長近は、同じく秀吉の命で、越中富山城の

佐々成政攻めをする時、この二ツ屋街道を通ったと言われています。 

 さて、越中西街道（飛騨街道西道）に戻り、宮川左岸を高牧、三川原と進みますが、このあたりの街道も

安政５年２月の大地震で被害を受けました。さっそく時の飛騨郡代増田頼興の陣頭指揮によって復旧工事が

開始され、同年６月には完了させたといいます。これ

は、飛騨にとって重要な越中からの米、塩などの生活

物資のすみやかな輸送を確保するためであったのです。 

 さらに越中西街道（飛騨街道西道）は、打保、戸谷

と進みます。戸谷の宮川に注ぐ小さな谷の傍らに、「塩

谷筑前守秋貞戦死之地」と刻まれた石碑があります。

これは戦国時代、尾崎城（高山市丹生川町）主の塩屋

秋貞が、上杉謙信の配下となったおり、越中の飛騨境

にある猿倉城（富山市大沢野町）に拠点を構えていま

した。しかし、信玄没後、上杉勢に攻められ飛騨へ逃

げてきましたが、このあたりで戦死したと言われてい

ます。                              （塩谷秋貞の石碑） 

 そんな戸谷を離れ桑野、杉原、そして小豆沢と進みます。小豆沢は、飛騨側の口留番所があったところで

すが、安政５年の地震ののち杉原に移されています。越中西街道（飛騨街道西道）は、小豆沢を過ぎ飛騨か

ら越中（富山県）へ入り加賀沢、そして蟹寺へと向かいます。 

  

                                          (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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ＴＥＬ 0572-21-0543 多治見市若松町1-9-1

津島店 岡崎店

大垣店 ＴＥＬ 0584-93-0543 大垣市長松町小柳1215-2

一宮店 刈谷店 多治見店

岐阜店 ＴＥＬ 058-268-6543 岐阜市安良田町5-9

春日井店 小牧豊山店

　●工場様へのお届けはもちろんのこと、お客様ご自宅や事故現場へのお届けにも対応させて頂きます！

　●車種と料金が見合わないと思う場合でもご相談下さい。豊富なラインナップよりご提案いたします。

　●代車特約など料金上限がある場合でもお気軽にお問い合わせ下さい。ご相談いたします。

　●岐阜県・愛知県はもとより、全国のネットワークからご手配致します。

愛

知

県

金山駅前店 名古屋駅太閤通口店　 岐

阜

県

     岐阜県代協会員の皆様、当社はオリックスレンタカー店舗を運営しております株式会社タカサワと申します。

     代車でお困りの際には、是非とも当社のレンタカーサービスをご利用ください！

　●国産全メーカー・輸入車・特殊車両(冷凍車・福祉車・各種トラック)の豊富な車種の取扱いがあります。

　　店頭在庫がなくても、グループ内の豊富な車両の中からご要望に添えるお車をお探しします！

　●突然の事故…　代車を一刻も早くお客様の元へ手配しなければ…
　　そんな時はお任せ下さい！配車スタッフの多い当社なら迅速にご手配させて頂きます！　

　　もちろん土・日・祝日のご対応もお任せ下さい！

岐阜県

愛知県

三重県
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SHINWAグループ こんにちは！SHINWAグループです。 

顧客様が事故してしまった時のお車の修理は保険修理、自費修理、共に得意な当グループへお任せください！ 

この時期に多いバッテリー上がりやワイパーのふき取り不良、エアコンの効きが悪い等のお車の不調なども 

安心、安全、確実な SHINWAグループに是非お任せください！ 先ずは SHINWAにご相談ください！！ 

 

岐阜県内にひろがる１３拠点の SHINWAのサービス網 （2019年 1月現在） 

 

 

 

 

 

ご依頼は、用途や地域

に合わせて各工場に

直接ご連絡ください。 

 

オートボデーショップ篠田 大垣市上面 4-60 0584-74-7892 

平野鈑金工業 岐阜市中鶉 1-120 058-271-0773 

オートサービスイトウ 瑞穂市生津天王町 1-98 058-327-7167 

和田鈑金工業 岐阜市敷島町 8-105 058-251-7065 

AUTO PIT 羽島鈑金 羽島市竹鼻町狐穴 1413-1 058-392-1521 

オートリペアカワシマ 岐阜市打越 548 058-232-4185 

三田自動車工業 大垣市十六町 618-1 0584-91-7381 

成田鈑金工業所 多治見市小泉町 1-164 0572-22-5456 

東美自動車 中津川市茄子川 2076-68 0573-68-3126 

リフレッシュセンター渡辺 瑞浪市小田町 1864-2 0572-68-0980 

カトー自動車工業 可児市瀬田 1085-1 0574-62-3207 

米野自動車工業 下呂市東上田 479-1 0576-25-2549 

エコなおしのライト 高山市石浦町 9-408 0577-62-9345 

（平成３０年６月末時点） 
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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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【教育委員会より】 

★日本代協アカデミーネットチャンネル 無料お試し期間＝9月末まで延長！！★ 

    日本代協独自の教育システム「日本代協アカデミーネットチャンネル」の活用に向けて３月４日 

からスタートした「無料お試し期間」が６月末から９月末まで延長されました。  

この機会に是非ご体験下さい。ＩＤ登録のチャンスです。 

   お試し期間中の登録手続き方法は下記の「ネットチャンネル申込登録のご案内」(動画）で視聴 

   下さい。   ＜動画URL :  https://youtu.be/rymL0C1h-yI ＞ 

 

      ○無料お試し期間 ： 2019年 9月 30日（月）まで 

○申 込 対 象 者 ： 都道府県代協正会員（含従業員）  

           ○申  込  方  法  :  ログインページにアクセス 

 

★トータルプランナーがいる代理店検索機能への情報登載手続きのお願い★ 

損害保険トータルプランナー認定者に対して日本損害保険協会ホームページに開設された「トー 

タルプラ ンナーがいる代理店」検索機能について「検索機能への情報登載の手続き」のお願いを 

かねてよりいたしておりましたが、現在（2019.6/21）岐阜県代協の会員代理店の登録は７７代理 

店の登録にとどまっております。  

登録は任意ですが、損害保険トータルプランナーがいる代理店で契約したいと 希望する消費者の方々

が検索されるものですので、積極的な情報登載の手続きを よろしくお願い申し上げます。  

また、現在登載されている代理店データに変更がある場合は、情報内容の修正をお願いします。 

（副委員長 古田 誠二） 
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委員会報告 part.2 

 

編集後記 
代協ニュース会員投稿の後半、常任理事、副会長ありがとうございました。張り切って投稿頂いた

記事には、今までにないページ数だったり、はたまた続きものだったり、知らなかった趣味だったり

で、大変楽しませて頂きました。 

今年度後半は各委員会委員長にお願いする予定でいます。1月頃からの予定ではありますが、宜し 

くお願い致します。また、投稿希望者がいらっしゃいましたら早めに広報委員までご連絡下さいます

ようお願い致します。                         （徳永 徹） 

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

