


（2021 年 3 月 25 日  理事会承認）

◆前文
　一般社団法人　日本損害鑑定協会（以下「本会」という）は、多発する自然災害をはじめとするさまざまな事故によ
って発生した損害に対して、公正且つ迅速な損害鑑定を推進し国民生活の安定・向上に貢献することを目的として事業
を展開する。

　そのために、会員及び会員に所属する損害鑑定人（以下「損害鑑定人」という）は、鑑定技能及び鑑定品質の向上に
資する調査、研修に取り組むとともに、損害鑑定の健全な発展と社会生活の安定に資する公正・誠実・迅速な業務遂行
を行う役割を担っている。

　このような目的や役割を実現するにあたり、会員及び損害鑑定人は、損害を鑑定する専門家としての高度な知識、豊
富な経験及び高いスキルを培うことで、公正且つ誠実な高い倫理性が求められる。そのため、会員等は、自らを律する
とともに、社会の期待に応えるべく、ここに倫理規程・行動規範を定めるものとする。

第１条（使　命）
会員及び損害鑑定人は、公正・誠実・迅速な損害鑑定を行うことにより、健全な損害鑑定の実
現と社会生活の安定に資することを使命とする。

第２条（使命の自覚）
会員及び損害鑑定人は、前条の使命を自覚しその達成に努める。

第３条（独立性及び信義誠実）
会員及び損害鑑定人は、職務上のあらゆる人間関係において、独立性を保ち信義に従い倫理的
及び誠実に振る舞う。

第４条（法令等の遵守）
会員及び損害鑑定人は、各種法令等を遵守し、法令及び実務に精通するよう努める。

第５条（品位の保持）
会員及び損害鑑定人は、平素から常に人格形成と品位の保持に努める。また専門知識の研鑽及
び実務経験の蓄積に努めると共に、本会が主催する研修に積極的に参加し、自己研鑽を重ね損
害鑑定の品質の向上を図る。

第６条（信用の維持）
会員及び損害鑑定人は、業務を公正かつ誠実に行い、常に謙虚な姿勢を保持することにより、
信用の維持に努める。

第７条（公益活動）
会員及び損害鑑定人は、その使命に相応しい公益活動に積極的に参加し、実践するように努
める。

倫　理　綱　領
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　今年も暑い夏となり、集中豪雨と台風の季節

を迎えています。昨年に続きパンデミックの下

で「三密」を避けることが求められる中、自然

災害に係る損害調査について、さまざまな新た

な取り組みが行われるものと思われます。

　損保各社のウェブサイトや新聞等へのニュー

スリリースを見ますと、テクノロジーの活用に

より水害の早期支払いを実現するというものや、

AI を使って見積書の提出を待たずに金額提示

を行い早期支払いにつなげようというものなど、

驚かされるニュースが溢れています。損保業界

もまさにDXの波に洗われているといったとこ

ろでしょう。

　3年前の 2018年の第5回損害鑑定人フォーラ

ムで「AI によって鑑定業務はどう変わるか」と

いうテーマで議論が行われた際の、AI 専門家

であるギリア ( 株 ) 清水亮氏の言葉を私は思い

出します。AI が拡がったとしてもAI の調教師

たる人間の存在が重要で、その調教師の知識や

技術は、伊勢神宮で 20年ごとに全ての社殿と神

具を作り直すことで、各種の技術を伝承してい

る式年遷宮のごとく、伝承されてゆかなければ

ならない、というものです。（そうしないとAI

がブラックボックスになる。）また、いつの世も

「責任を負う」のは人間で、AI は数字を出すこ

とが出来ても責任は取ってくれない、だからあ

なた方の仕事も簡単には無くならないのではな

いか、とユーモアを込めて語られていたのが印

象的でした。

　テクノロジーの進展と活用によって、適正保

険金の迅速支払が促進されれば、それは世の中

にとって大変好ましいことです。いま大きな社

会問題となっている特定修理業者の撲滅にも成

果が期待されます。

　話は変わりますが、当協会と協力関係にある

オーストラリア連邦鑑定人協会（AICLA）の情報

によりますと、オーストラリアでも保険金の不

正な請求やこれをそそのかす修理業者等が増え

たことを背景に、金融保険当局が損害鑑定人の

業務をフィナンシャル・サービスのひとつと位

置付けて、損害保険金の請求・支払いに関係す

る環境を整えようとする動きがあるようです。

　日本においては、損害鑑定サービスをフィナ

ンシャル・サービスのカテゴリーに含めて考え

るという視点はまだ聞いたことがありませんし、

それがどういう意味を持つのかよくわかりませ

んが、そういった分類の影響について、皆さん

と一緒に考えてみるのもよいと思っています。
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　東京では無観客で開催されたオリンピック、

パラリンピックが一年遅れでなんとか終了し、

ワクチン接種が進みあるいは治療方法が確立さ

れて、人の交流が従前のように自然に行われる

社会に早く戻れることを期待しています。

　パンデミックの影響が少し沈静化していると

思われる 12月に開催が予定されている第7回損

害鑑定フォーラム（損害鑑定人フォーラムから

名称変更）は、メインテーマを「Fairness」副題を

「損害鑑定に魂を込めて」とし、WEB配信を中心

に行う方向で準備が進んでいます。是非多くの

方に参加して頂きたいと思います。

　皆さま、引き続き感染予防に留意しお過ごし

ください。
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Ⅰ. 開催概要 

・日　　時：2021年6月22日（火）　

13:30 〜 15:00

・会　　場：損保会館大会議室

・出席者等：出席者2名、議決権行使及び委任状59名、理事・監事14名

＜次　第＞

1. 開会の辞　

2. 会長挨拶

3. 議長選出

4. 総会成立宣言

5. 総会議事

報 告 事 項 　（ 1 ）2020年度　事業報告の件
（ 2 ）2021年度　事業計画の件

（ 3 ）2021年度　収支予算の件

決 議 事 項 　第1号議案　2020年度　計算書類承認の件
第2号議案　定款変更の件（特別決議）

第3号議案　監事1名選任の件

第4号議案　過年度事業報告の件

→いずれも承認、可決

6. 閉会の辞

＜会長挨拶要旨＞

　昨年はコロナ禍の影響で総会が 8月開催となりました

が、過年度は、各種の会議や研修が対面で開催できず、

例年とは大きく異なる事業年度でした。

　研修は WEB 開催をメインとしたところ、遠方から

も参加し易いといった意見をいただきました。今後は

WEB 研修を併用し、より参加しやすく有益な研修体系

としていきます。

　集合での会議や研修が出来なかったことで、協会の事

業コストが削減されて、年間の収益構造が大きく変化し

ました。コロナ禍における当協会活動の活性化は、今年度の課題です。

主な議事等の概要

挨拶する内山会長
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　昨年度開催できなかった損害鑑定フォーラムは、12月に WEB 配信で開催を行いますが、このよ

うな点を踏まえていきます。

　昨年来、継続している公益社団法人の認定取得への取組は、着実に前進しています。目標として

いた今年度内の認定まで、辿りづけると考えています。

　損害鑑定業務は、昨今課題となっている特定修理業者対応を含め、損害保険の適切な運営、枠組

みの維持のため、損害鑑定業務の独立性と公正性・公平性が重要な役割を果たすことを、まず損害

鑑定人自身が強く認識する必要があります。

　そして、損害鑑定人が集う当協会としては、損害保険業界、関係官公庁、そして社会へ損害鑑定

業務の意義を正しく知らせていく必要があります。意見や情報を共有し、より良い社会、経済の発

展に寄与していきましょう。

　今後も、変えるべきところは変えていきます。各地の会員との意見交換も積極的に進め、より健

全な協会としていきたいと考えています。

＜2021年度事業計画＞

　鑑定人が、常に第三者的立場で公正かつ迅速な損害鑑定を推進する施策を展開します。国民全体

から信頼される高度な専門性と高い技能を備えた損害鑑定人の育成が不可欠です。

　そのため、2021年度は、2020年度にコロナ禍により延期、中止となった各種研修を実施、再開し、

損害鑑定人の育成機会の確保に努めます。

　また、近年多発している、特定修理業者への対策として、抜本的な対策を講じるため、日本損害

保険協会等と連携した活動を、強力に推進します。

　広く国民の利益の擁護、生活の安定向上に貢献することを目的として、次に掲げる 5項目を、公

益を目的する事業として設定し、取組みを推進します。

議案を説明する藤原副会長議事を進行する森園議長
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①鑑定技能および品質の向上に資する調査、研修、試験および資格認定

②損害鑑定の健全な発展に関する研究活動の推進、普及、支援ならびに啓発

③広域災害時の公正かつ迅速な損害鑑定の推進

④関連団体ならびに官公庁、地方自治体との連携、協力

⑤活動内容の普及および広報

＜定款変更＞

　損害鑑定人の定義の設定、補欠として選任された役員の任期等の改定案が、承認、可決されました。

＜監事1名選任＞

　監事1名を増員し、株式会社甘糟鑑定事務所の代表取締役である田中公成氏を選任することが、

承認、可決されました。

Ⅱ. ASC 研修の成績優秀者表彰
　閉会後、ASC 研修規約に基づき、2020年度ステップⅠ、ステップⅡ修了者のうち、成績優秀者

に対し会長表彰を実施しました。成績優秀者名とコメントは 14 〜 15頁に掲載しています。
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月    定例理事会

【日時】2021年6月2日（木）13:30 〜 17:00

【審議・検討事項他】
1. 2021年度会員総会書類・運営

（ 1 ）運営全般

・コロナ禍影響により昨年同様の議決権行使書方式も併用

・議長は、森園理事に任命

→　いずれも異議なく承認

（ 2 ）各書類の理事会承認採決 

・第1号議案「 2020年度計算書類承認の件」

・第2号議案「定款変更の件」

・第3号議案「監事1名選任の件」

・第4号議案「過年度事業報告の件」

・報告事項「 2020年度事業報告」

・報告事項「 2021年度事業計画」

・報告事項「 2021年度収支予算」

→　いずれも異議なく承認

　

2. 総務部関連 

（ 1 ）慶弔見舞金の運営

・慶弔見舞金制度は 6月末廃止

・祝電、弔電、供花の今後の取り扱いは、別途総務部会で検討

（ 2 ）入会希望会社（ライフ鑑定調査事務所）の審査

・入会基準に抵触する点無く、入会を承認

3. 教育研修部関連

（ 1 ）地震研修

・7月26日､ 27日に WEB 開催

（ 2 ）特定修理業者対策研修

・7月30日に特別研修とし WEB 開催

（ 3 ）ASC 研修規約改定

・受講資格の改定（実務経験の定義を具体的に記載）

・ステップⅢの受講料について

6
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4. 総合企画部関連

・鑑定人試験参画支援については、損保協会と連携を図りながら、継続審議。

　

5. フォーラム PT 活動状況報告

・各委員より状況説明のうえ、情報共有。協議すべき喫緊の課題はなし。

6. 業務執行状況報告（書面報告）

・各委員より状況説明のうえ、情報共有。協議すべき喫緊の課題はなし。 
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【 ASC 研修 】

ステップⅠを 7月に、ステップⅡを 5 〜 6月に、新型コロナウイルス禍のため、WEB にて開催しま

した。

ASC 研修は、損保業界および消費者の双方から信頼される、高い専門性と品質を備えた鑑定人を育

成するために、内外の専門性ある講師の方々を招聘し実施しています。

ステップⅠでは、鑑定業務に関する幅広い基礎的な知識・技能の習得を、ステップⅡでは、損害鑑

定の技能に限らず、賠償責任や企業会計、お客さまの声を基にした品質向上といった周辺知識の基

礎的な習得を行いました。
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＜受講者の声＞

●必要な最低限の知識を、幅広く取り上げていただいたため、普段、あまり触れることのなかった分

野の基礎的な知識を得ることができました。
●非常に大事な基本となる物事や考え方について、凝縮して学べた 5日間でした。テキストなども充

実しており、非常に有意義でした。
●あまり他社の方と話せなかったのは、残念です。時世柄仕方がないこととわかっていますが、集合

方式で受けたかったです。
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＜受講者の声＞

●全体を通じて実務に直結する内容であり鑑定業務へすぐに生かしていきたいと思います。
●現場の写真を用いられており、分かりやすく実務に即していたと思います。講義内容のボリューム

が多く、内容を把握するために時間がかかったように感じました。
●講座の順番が工夫されており、知識が定着しやすかったと感じました。また、講義の構成 ( 座学、

グループワーク等 ) も良かったと思います。
●通常業務を抱えながらの参加であったため、Web 研修は、移動等の時間を少しでも減らすことが

でき、また、画面を見ながらの受講となり、集中することができたと思います。
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【 地震保険損害認定基準研修 】

地震保険における損害認定基準の習得と技能の習熟を図るため、実施しています。

昨年度コロナ禍により中止となりましたが、7月26、27日に、WEB にて開催しました。

昨年度中止とした影響もあって受講申込みが多い研修であり、再度、10月11、12日に実施します。

＜受講者の声＞

●感覚的に覚えていることが、研修を通じて体系的な知識となり、査定および調査を、自信をもって

行えるようになると思います。
●わかりやすく説明のあった後に、演習問題を解くことで、より理解が深まりました。機器の測定方

法は、動画で説明いただいたため、大変、わかりやすいです。
●枠組壁工法では、入隅のカウント方法が、鉄筋コンクリート造ではクラックの理由資料が参考にな

りました。傾斜測定では、プラスマイナスに気をつけることを知りました。
●地震保険の損害認定知識を、習得していることが前提のように感じました。
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【 特定修理業者対応研修 】（特別研修）

7月30日に、WEB にて開催しました。

特定修理業者については、鑑定人業務では大きな負荷がかかっており、社会的な問題ともなってい

ます。

この領域の知見が豊富な、造力総合法律事務所の造力宣彦弁護士をお招きし、法律的観点からの問

題点等を中心に講義いただきました。

＜受講者の声＞

●特定業者の問題点について、法的な観点から改めて整理することができ、現場対応時の拠り所とな

る研修でした。
●具体的な法的根拠を踏まえて、特定修理業者の問題点を説明していただいたことにより、理解が深

まりました。
●業界全体として特定業者撲滅に取り組む中で、鑑定人としてどのように向き合えばいいのか勉強に

なりました。
●立証責任をはじめとして、根本的な考え方など、悩んでいたことが明確になりました。
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【 今後の開催予定 】

今年度の実施が確定している研修は、次のとおりです。

コース名 目的 日程

ステップⅢ
鑑定業務および関連業務における高

度な専門知識、技術を習得する。

（講座内容は検討中）

（未定）

ASC研修

地震保険損害認定基準研修（第二回）

カフェテリア型研修

対象者 目的 日程

地震保険の、鑑定業務未経験者から

比較的経験の浅い方まで

在来軸組、鉄骨造、沈下・傾斜計測 10月11日（月）

枠組壁工法、鉄筋コンクリート造、沈

下・傾斜計測
10月12日（火）

対象者 目的 日程

耐震免震制振
耐震の基本的な設計や、免震、制振構

造の基本を理解する。

12/8（水）

13:00〜 17:00

「寺社仏閣」修理
神社、仏閣等の固有の部材や修理方

法、宮大工について、理解する。
未定

※いずれも Web で実施予定です。

※いずれも Web で実施予定です。
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第11回定時会員総会後に、2020年度の ASC 研修ステップⅠ、Ⅱの成績優秀者が発表されました。

新型コロナウイルスの感染防止のため、対面で表彰することはできず、社名、氏名の発表のみとな

りました。

成績優秀者の皆さま、おめでとうございました。成績優秀者の方々とコメントは、次のとおりです。

この度は、成績優秀者として表彰いただけたことを、大変光栄に思います。
ASC 研修では、経験豊富な諸先輩や関係者の方々、実際の約款に基づき運用する保険会社の皆様から、実務
に関わる講義を聴くことができ、また、グループワークを通じて疑問点等を解決することができ、大変充実
した日々となり、多くを学ぶことができました。心より感謝申し上げます。
今後は研修で学んだことを実務に生かし、鑑定人として精進して参りたいと思います。
引き続き、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

この度は、ASC 研修においてこのような表彰をいただけたことを大変光栄に思います。
今回は、コロナ渦にあってオンライン研修となりましたが、最大限のご配慮をいただいた中で研修を実施い
ただき、誠にありがとうございました。
度重なる大規模災害に加え、特定業者絡みの事案も増加しており、更には保険商品の多様化なども進む中で、
鑑定人としての土台となる基礎知識を深めることができ、大変有意義な研修となりました。
本研修で得た知識、経験を活かして日々の鑑定業務に努めて参りたいと思います。

この度は、成績優秀者として表彰いただき、誠にありがとうございます。
一週間の ASC 研修を通じ、講師の皆様より実務に関する貴重なお話を伺うことができたことを、心より感
謝いたします。また、グループワークでは多様な経験をお持ちの方々と意見交流をさせていただき、新たな
視点での考え方を得るなど、大変有意義な時間を過ごすことができました。
現在の業務におきましては書面での査定が多く、まだまだ現場経験は浅い身ですが、この研修で学んだこと
を一日も早く実践で活かせるよう精進してまいります。

株式会社　札幌鑑定　糸屋 賢太 様

株式会社　内山鑑定事務所　新田 時実 様

株式会社　札幌鑑定　直江 彩夏 様

ASC研修　ステップⅠ
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この度、成績優秀者として表彰いただいたこと、大変光栄に思います。
受講前も現場経験はございましたが、鑑定人としての心構え、ご契約者様に対する対応の仕方等を見つめ直
すいい機会となりました。各損保会社の新約款について、社員様より、実際の運用や解釈方法をご教示いた
だけたこと、大変有り難く思いました。各鑑定人同士でグループワークを交えて、契約者様の損害の申告に
対して、どの範囲までを損害として認定するかを議論できたことも、己の認定範囲の妥当性を再確認する上
で、助けとなりました。
今後、鑑定人としての業務を遂行する上で、経験したことが無い事案も多々あるでしょうが、経験を積み続け、
社会の一助となれればと思います。

この度は、表彰していただきましてありがとうございます。
社会人になりますと、こうして表彰されるといった機会がなかなかありませんので、気恥ずかしさを感じつ
つもとても誇らしい気持ちです。今回は日々の業務の中で、個人ではなかなか深められない知識を得られる
貴重な機会を、存分に活かそうと取り組んだことが結果的に実を結んだのだと思います。とはいえ、鑑定人
に必要とされる知識は膨大であり、日々その内容は更新されています。
今回のことに満足、慢心せず、日々の研鑽を怠らず、自身でも知識を探求する癖を身に着けつつ、業務に
邁進していきたいと思います。

この度は成績優秀者に選出していただき、ありがとうございます。
また、今回はコロナ禍の為、オンラインでの参加となり、様々な新しい取り組みがあったものと存じます。
事務局の皆様、ご尽力いただきました皆様、誠に感謝申し上げます。
研修ではこのオンラインを活用し、一つの事象について参加者全員が意見を示す機会がありました。皆が鑑
定人として素直に答えたものと思いますが、結果として多種多様な意見が挙がったことから、正解は一つで
はなく絶対的なものではないことを改めて知り、大変興味深いものでした。
加えて損害鑑定に対する考え方は、科学技術や法律、社会情勢等により、変化し続けていく可能性もあり
ます。複雑なこれらの状況に対応すべく、謙虚さや柔軟性を大切にし、今後も取り組んでいきたいと考えた
次第です。

この度の ASC 研修を、無事修了出来たことにまずは安堵し、またこのような表彰をして頂けることを、大変
光栄に思います。
ASC 研修は、各講義によって内容が非常にバラエティに富んでいましたので、大変楽しく・面白く、また新た
な発見があり、既知の内容を改めて再確認をさせていただく機会が多かったことが思い出されます。
今後は、私自身成長することがご指導いただきました講師の皆様、諸先輩方への恩返しと考え、受講にて得た
知見を活かし、日々の鑑定業務に励みたいと思います。
この度は受講の機会と栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございました。

株式会社　高本損害鑑定事務所　前村 洋和 様

株式会社　中央損保鑑定　村松 俊哉 様

株式会社　中央損保鑑定　荒井　佑 様

株式会社　名　鑑　鈴木 慎平 様

ASC研修　ステップⅠ

ASC研修　ステップⅡ



KANTEI NEWS  16

被災後の修理トラブル防止！
住宅修理サービスに関する 専用相談 窓口を設置

～ 24 時間 365 日事故対応サービス「I'm ZIDAN」～

損保 ニュースリリース
General Insurance News Release 

　MS ＆ AD インシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、自然災害発

生時のトラブルを未然に防止するため、在宅修理トラブルの相談や提携修理業者の紹介に関し、業界

初となる 24時間365日対応の専用相談窓口を 2021年8月より設置します。

　当社は、「I
,
m ZIDAN ※1」の一環として、被災後のお客さまを住宅修理トラブル等から守り、迅速

かつ適切な建物修理のサポートを行います。
※1 当社による「 24時間365日事故対応サービス」のプロモション名称

１．背景

　近年、大規模化する自然災害の発生後に、被災されたお客さまへ「保険金が使える」「請求手

続きを代行する」「保険金の請求手続きには、専門的な知識が必要だ」等、混乱に乗じて強引に

住宅修理や請求代行を勧誘し、高額な修理費や手数料を請求する修理業者やコンサルタント業者

が増加しています。

　これら業者の不正請求に対応するため、当社では従来から HP 等で注意喚起を行ってきました

が、今般、より対策を強化することを目的に、24時間365日対応の専用窓口を設置することと

しました。

2．あんしんサポートセンター「専用窓口」の概要と効果

（１）住宅修理トラブル等に関する相談受付

修理トラブルに関する相談窓口として、相談内容に応じた注意喚起や助言を行います。夜

間などに修理業者の来訪を受けた際にも、即座に保険金のご請求と修理の両面からご相談

が可能となり、幅広いニーズに迅速な対応が可能となります。

また、夜間にしかご連絡が取りづらいお客さまも多く、24時間365日ご相談可能となるこ

とで、従来よりも約2日早くトラブルを検知することができます。適切な対応を素早く助言

することで、お客さまに不要なご負担が発生しないようにします。

　住宅修理サービスに関する相談窓口：0120-829-963（ 24時間365日 ) ※2

※2 当社火災保険のご契約物件専用サービス

あいおいニッセイ同和損害保険
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損保 ニュースリリース
General Insurance News Release 

＜想定されるご相談と当社からの注意喚起（例）＞

（２）当社ネットワークを活かした、優良な住宅修理業者紹介

お客さまのご要望に応じ、優良な住宅修理業者の紹介を行い、早期復旧を支援します。

本サービスをご利用いただくことで、修理着工までの期間を最大2週間※3 短縮することが可能

です。
※3 修理業者への依頼が殺到した令和元年台風15号と同規模の災害が発生した場合で試算

＜サービスイメージ＞

以上

あいおいニッセイ同和損害保険

ご相談内容

劣化箇所も台風のせいにして保険請求する
ようアドバイスを受けたが問題ないか。

保険金請求には費用が掛かると言われ、
高額 な申請手数料を請求された。

注意喚起の内容

申告内容が事実と異なる場合、詐欺に該当す
る恐れがあります。

通常、保険金をご請求（申請）いただく際に、
専門的な知識は必要ありません。また、ご請
求いただくこと自体に費用はかかりません。



■新規入会会員のお知らせ
（2021年7月1日入会）

株式会社　ライフ鑑定調査事務所
代表取締役社長　塚本　憲毅
＜本社＞

〒212-0053　神奈川県川崎市幸区下平間130 洋光ビル3階
TEL 044-272-8773　FAX 044-272-8774

＜札幌営業所＞
〒064-0811
北海道札幌市中央区南11条西7-1-7 朝日ビル3階
TEL 011-522-5183　FAX 011-522-5189

■会員事務所(支店・支所)開設のお知らせ
（2021年6月14日）

株式会社　三立鑑定　札幌支店
〒060-0052　北海道札幌市中央区南二条東2-8-1 大都ビル602号
TEL 011-206-9130 FAX 011-206-9170

（2021年8月2日）
株式会社　みなと鑑定事務所　土浦オフィス
〒300-0033　茨城県土浦市川口1-1-26 アーバンスクエア土浦ビル604号室
TEL 029-846-6553　FAX 029-846-6554

■会員事務所(支店・支所)移転のお知らせ
（2021年7月12日）

株式会社　福岡損保鑑定　鹿児島支社
【新住所】 〒890-0053　鹿児島県鹿児島市中央町9-1　鹿児島中央第一生命ビルディング5階
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