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（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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会長挨拶

会長
太田  英俊

President's Message

　長く続いた残暑も終わり、ようやく秋を感じ

られる気候となってきましたが、今年も早くか

ら大雪・暴風・地震・台風と大規模自然災害が

続き、皆さん大変忙しい毎日をお過ごしのこと

と思います。ご被害を受けられた皆さまには、

心からお見舞い申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染拡大については第

7波がようやく収束とはいかないまでも、減少

傾向となってきました。しかし、これから寒く

なるにつれインフルエンザとの同時流行の可能

性も指摘されているようですので、感染防止対

策に加え、健康管理には十分にご留意いただき

たいと思います。

　今年は公益認定を受け、年度を通じて本格的

に活動する、初めての一年です。6月21日の定時

会員総会を経て、組織運営体制を 「人材育成」、

「経営基盤」、「調査研究」の 3 つの事業部門と、

部門下に 「教育研修」、「フォーラム」、「総務」、

「総合企画」、「認証制度」の 5 つの委員会へ再編

し、各委員会が積極的に活動を行っています。

　教育研修委員会は、ASC 研修のカリュキュラ

ムについて、変化を先取りし、損害鑑定人に必

要な知識を受講しやすい形態とするよう、科目

と内容の再検討を行っています。

　フォーラム実行委員会は、11月5日にハイブ

リッド方式で開催予定の 「第8回損害鑑定フォ

ーラム」に向け、教育研修委員会との共催による

事前研修の実施を含め、着々と準備を進めてい

ます。

　今年の損害鑑定フォーラムは、昨今の世界情

勢におけるさまざまな危機の中、私たち損害鑑定

業界において、今を知り未来に備えることを主眼

として、メインテーマは“Prepare for Crisis”と

しました。「物価変動と消費税」および、「首都直

下地震」の二つの個別テーマについて、専門家の見

解を交えながら、損害鑑定人がディスカッション

を行い、損害鑑定業界の取り組むべき姿につい

て理解を深める構成を計画していますので、是

非ご視聴いただきたいと思います。

　その他の取組みにおいても、各種規程・規約

の整備や会員制度の見直し、技能認証制度の検

討等について、それぞれの委員会が協力し、い

ろいろな意見を踏まえながら、具体的な論議を

進めています。

　また、当会では定款で 「公正且つ迅速な損害

鑑定を推進することで、国民生活の安定・向上

に貢献する。」としていますが、自然災害に便乗

した悪質な修理業者等による保険金請求トラブ
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会長挨拶President's Message

ルへの対策についても取組みを広げています。

特定修理業者対応については、これまで関連

する様々な問題を取り上げ、鑑定技術の向上

と各種課題の整理等を行ってきましたが、従

来の研修やフォーラムに留まらず、他団体か

らの研修講師の派遣や講演依頼等へもお応え

しています。

　今後も、業界を取り巻くもろもろの問題に

しっかりと対応できるよう、しっかりと活動し

てまいりますので、会員の皆さまには、是非と

も積極的に協会活動にご参加、ご協力いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。
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理事会開催報告2022
THE BOARD of DIRECTORS

【日時】2022年9月8日（木）13:30 ～ 17:00

【協議・決議事項】
1. 遊休財産の方向性、2022年度事収支運営（決議）

・正味財産は、7月末で増加しており、支出を踏まえても、期末には一定金額の増加が見込ま

れる。将来の使途を明確化した特定費用準備資金として、固定資産化し、遊休財産保有制

限から除外する方向性を検討する。

→　全会一致で承認、決議

2. 会費・研修交通費等の検討の方向性（決議）

・協会負担は、特定の者への利益供与となる。交通費・宿泊費の協会負担はなしの方向性を

検討する。実施の時期および方法は、今後、論議を進めていく。

→　全会一致で承認、決議

3. 業務環境アンケート結果の取り扱い（決議）

・アンケート結果は、損保社へ提供する。資料は、三役会、理事会で協議する。

→　全会一致で承認、決議

4. 議題1～ 3以外（協議・決議）

①地域懇談会の検討

・代表者へ、協会に対する理解度を高める、若手、中堅層へ、情報提供のうえ、委員会、Ｗ

Ｇへ参加を促すことなどを目的として、今後開催を検討する。

→　全員一致で承認決議。運営方法は、総務委員会で協議する。

②委員会規程の一部改訂

・委員は募集のみとなっており、経験や知見が豊富な損害鑑定人を推薦できるよう改訂

する。

→　全会一致で承認、決議

③事務局会議室の拡張

・理事会、委員会、WG を開催可能とするよう、20名程度が収容可能へ拡張する。

→　全会一致で承認、決議

月    定例理事会9
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理事会開催報告2022
THE BOARD of DIRECTORS

④委員長会議の開催

・情報連携の密度を上げるため、業務執行理事の判断で委員長連絡会を開催する。

→　全会一致で承認、決議

【報告事項】
5. 委員会運営（報告）

・フォーラム実行、教育研修、総務、認証制度、総合企画の、各委員長より報告した。

以上
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研修開催報告
WORKSHOP WORKING REPORT

【 ASC 研修 】
7月に、ステップⅠを開催しました。昨年は、コロナウイルス感染防止のため、WEB 開催でしたが、

今年は、前半は集合、後半は WEB と、併用しました。

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、行いました。60名と、大

変多くの参加者でした。

なお、2023年度より、ASC 研修は、新体系へ変更する予定です。

  

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

7/6
水

7/7
木

7/8
金

7/13
水

7/14
木

2022年度ASC研修ステップⅠ

火災保険約款の基礎

動産の基礎

建物積算の基礎

賠償責任保険約款の基礎 休業損害の基礎

お客さま
の声

「GKすまいの保険」
等主力商品の解説

「タフすまいの保険」
等主力商品の解説

損害鑑定人
業界の現状

トータルアシスト
住まいの
保険の解説

風雪災と水災の
損害鑑定実務

マンションにおける保険事故の鑑定実務

「THEすまいの保険」
等主力商品の解説

コンプライアンス・
倫理規定

地震保険
損害認定基準

ビジネス実務法務

＜受講者の声＞

●実際の火災保険で起きた事案や写真などを参考にしたため、とてもイメージがつきやすく、グルー

プワークでの意見の差などの違いが実務的かつ今後の新しい視点につながる講義内容だったと思い

ます。
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研修開催報告

WORKSHOP WORKING REPORT

●落雷事故の実務の話を伺うことができ、よかったと感じました。キッチンでの火災事故の事例は興

味深く、大変勉強になりました。
●損害鑑定人業界や損保協会についてはあまり詳しく知る機会がなかったため、今回であらためて自

分が身を置く業界について理解することができました。

【 地震保険損害認定基準研修 】
4月に続き、集合で開催しました。

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。

東京会場、大阪会場で、延べ 35名の出席でした。

毎年、実施しているにも関わらず、多くの参加者がおり、ニーズの高い研修です。

＜受講者の声＞

●経験と知識がほとんどないまま参加してしまったのですが、詳細にご説明いただけてわかりやす

かったです。
●今までの実務では 0.5畳ほどの収納スペースの入隅はカウントしていなかったが、分母に含めるこ

とを知る事ができました。また、屋根裏を確認し、小屋束の有無で在来か枠組か調べる事ができる

話も初めて知るものでした。
●コンクリートのひびの発生の原因や演習問題が非常に分かりやすかったです。
●沈下・傾斜の測定を現地で実施する機会がないので、その練習ができ非常に勉強になりました。

2022年度 地震保険損害認定基準研修

枠組壁工法

大阪会場
8/2

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

火

東京会場
8/3 水

沈下傾斜の計測方法 ・ 鉄筋コンクリート造建物
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研修開催報告

WORKSHOP WORKING REPORT

【 再生可能エネルギー研修 】
昨年に続き、WEB で開催しました。

午前は、教育研修株式会社・前田正一郎氏を講師にお招きし、実用化されている太陽光・風力エネ

ルギーを中心に、災害、事故調査に役立つ知識、設備概要、装置構成、特徴などについて、午後は、

中央損保鑑定・角崎幸一郎氏を講師にお招きし、事故事例を紹介しながら、事故発生頻度の高い風

力発電設備について、実施しました。

受講者は 32名でした。

再生可能エネルギー概論8/23

10:009:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

火
風力発電設備の事故調査と

金額算定概論

＜受講者の声＞

●今後、いつのタイミングでやってくるかもしれない事案対応の予備知識が得られました。実務で対

応された、損害認定方法や注意すべき点等、色々な気付きを得ることができました。
●実際に行われた損害鑑定を基にしたデータ、写真、金額等を基に研修いただき、鑑定人として気に

なる点、技術的な面、仕組み、注意点、アプローチの仕方など大変参考になりました。
●イメージがしやすく、理解が深まり、知識豊富な先輩の現場に、同行させていただいたような研修

でした。
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研修開催予定

WORKSHOP WORKING REPORT

カフェテリア型研修
内容 日程

耐震設計と免震・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月１日（予定）

※WEB開催
予定社寺建築の修理

寺社・仏閣の固有の部材や修理方法、宮大工
について理解する。

1月（予定）

土木損害
土木工事の基本的な設計や、損害認定方法
等を理解する。

２月（予定）

2022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 内容 場所・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。

2023年2月（予定） ※WEB開催
予定

ASC研修

【 2022年度の開催予定 】
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公益法人の豆知識（第3回）

豆知識シリーズ 1
TRIVIA SERIES

前回は、公益法人となるための基準を、説明しました。

公益法人化は、ハードルが高く、そのハードルをクリアーしたことは、ご理解いただけたでしょうか。

今回は、公益法人のメリットや、当会の公益活動について、説明します。

  公益法人のメリット

1. 信頼性の高さ
民間営利法人（株式会社等）、非営利の一般社団法人、組合等は、その実態がつかめないほどあり、

数百万が存在していると言われます。公益法人（公益社団法人と公益財団法人）は、合わせて 9,581

（令和元年12月1日現在）であり、内閣府が行政庁である公益法人は、2,509 です。

内閣府は「信頼性を保証する認定基準」（第2回に記載）を設けたうえで、認定を行っており、裏を

返せば、一般社団法人と比べ、公益法人は信頼性が高いといえます。

事務局では、新たに当会外の方と接する機会がありますが、「貴会は公益法人なのですね」と仰る方々

は、多くおられます。損害鑑定人の方々は、意識する場面はあまりないかもしれませんし、日常生

活では、相手が、公益法人であれ、一般法人であれ、その違いを意識することは、あまりないでしょう。

しかし、「自分の会社は、公益法人の協会の 1 メンバーである」との認識は持っていただくのが良い

でしょう。（というか、持つ必要はあります。）

公益法人は、信頼性の確保のため、事業運営の透明性や、説明責任を果たす観点より、事業計画書

や事業報告、収支予算書といった書類を、行政庁へ提出するとともに、定期的に、行政庁の監査を

受けることとなります。

2. 税制上の優遇措置
営利法人であっても、非営利法人であっても、利益に対しては納税義務があります。公益法人では、

次のような優遇措置があります。

①個人が公益法人へ寄付した場合

一定の要件を満たした公益法人へ寄付された方は、所得税と住民税で、税額控除が認められます。

最近は、ふるさと納税をされる方が多く見られ、ふるさと納税を行うと、住民税の一定の控除を受

けることができます。同じような仕組みで、公益法人へ寄付された方は、税額控除を受けることが

できます。

②法人が公益法人へ寄付した場合

法人が寄付金を支払うと、損金算入が認められています。公益法人へ寄付した場合は、一般寄付金

の損金算入とは別枠で、損金算入が認められます。国が「多用なサービスを提供できる存在として、
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公益法人の豆知識 ( 第 3回）

豆知識シリーズ 1
TRIVIA SERIES

民間の非営利部門の役割が重要」としており、公益法人の必要性、重要性を表す一面であると思われ

ます。

③公益法人が行う事業等への税制優遇

上記の①②は、公益法人側のメリットというよりは、寄付する側のメリットです。公益法人側には、

次のメリットがあります。

法人の場合、その年度の利益に対して、利益額に応じて課税されるのが一般的です。公益法人の場合、

公益目的事業と公益目的以外の事業（物販事業や福利厚生等）を行っていますが、課税の対象となる

のは、公益目的以外の事業であり、かつ対象となる収益事業に対して課税が行われます。公益目的

事業で上がった収益には、課税されません。「公益目的事業で上がった利益は、課税しないので公益

目的事業で活用しなさい」との趣旨です。

上記以外にも、利子・配当等に関わる源泉所得税の非課税、事業税、法人住民税、固定資産税等の

一定の優遇といった、複数の優遇措置が設けられています。

  当会の公益活動

当会が認定を受けた事業内容は、次のとおりです。

公正かつ迅速な損害鑑定を推進し、国民生活の安定・向上に貢献する事業

具体的な項目として、次の 4 つがあります。

（1）鑑定技能および品質の向上に資する研修・試験、損害鑑定フォーラム事業推進

（2）損害鑑定の健全な発展に関する研究・調査事業

（3）関連団体・機関との連携・情報交換

（4）活動内容の普及および広報

（1）は、中核といえる項目です。当会は、ASC 研修を始めとした各種の研修や、損害鑑定フォー

ラムを開催しています。研修や損害鑑定フォーラムを通じて、損害鑑定人の技能を向上することは、

公正かつ迅速な損害鑑定につながり、ひいては国民生活の安定・向上に貢献することとなります。

同項目では、鑑定技能のみではなく、品質の向上をあげています。品質は、鑑定技能のみが要素で

はなく、お客さまや保険会社に対する説明の技量やマナー、鑑定書や鑑定書記載の文章のわかりや

すさといった、幅広い要素があります。
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ASC 研修で、アサーティブ、苦情、お客さまの声に関連する講義を導入したり、本 KANTEI NEWS で、

業務品質向上の豆知識シリーズを掲載し、業務品質向上を図っています。（KANTEI NEWS で、業務

品質向上を、シリーズで掲載している理由は、ご理解いただけたと思います。）

（2）は、認証制度委員会を設置し、　技能認証制度の研究・検討を開始しています。CPD（Continuing 

Professional Development: 継続教育制度）など、損害鑑定人の継続的な技能向上に向けた、新た

な教育体系を検討しています。当会外の各種団体の研修や活動内容も、参照しながら、早期の実現

に向けて、取組みを進めていきます。

（3）は、日本損害保険協会との連携・情報交換を始めとして、日本損害保険代理業協会、海外鑑定

人協会、国土交通省、国民生活センター等との連携を、今後も強化していきます。特定修理業者（保

険金請求サポート業者）への対応など、当会単独では、解決が難しい課題に対して、多くの業界や団

体と、連携しながら、対応、対策を進めていきます。

（4）は、当会ホームページでの情宣とともに、新聞社を通じたイベントの広報、本 KANTEI NEWS

での損害鑑定業、損害鑑定人の周知等を進めていきます。

公益法人化するメリットや、当会が認定を受け、進めるべき公益活動が、どのようなものであるか、

ご理解いただけでしょうか。

次回は、最終回となります。公益法人として、当会がどうあるべきか、考えてみたいと思います。
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前回は、事例を基に、損害鑑定業務の業務品質とは何かと、業務品質向上策を説明しました。

向上策では、お客さまの声をもとに、表面的な事象ではなく、真因を分析、把握しないと、有効な

再発防止策を立て、その後の検証はできないと説明しました。

今回は、業務品質を向上する、真因の把握につながる手法を、ご紹介します。

業務品質は、鑑定技能そのもののみではなく、お客さまや保険会社に対する説明の技量やマナー、

鑑定書や鑑定書記載の文章のわかりやすさといった、幅広い要素があります。技能や関連、周辺知

識を学ぶ研修や OJT は、頻繁に行われています。しかし、説明技量やマナー、文書力向上の研修や

OJT は、増えてきたとはいえ、見かけることは少ないのが実態です。

これは、鑑定業界に限らず、多くの業界で共通しています。技能や関連、周辺知識を習得しても、

それを、お客さま、保険会社といった第三者へ、伝えられなければ、活かせているとはいえません。

伝え方は、口頭の場合もあれば、文章の場合もありますが、ここでは、口頭説明の場合を取り上げます。

機会があれば、文章についても説明したいですが、「文章作成力向上」といった類の書籍が多く出版

されており、時間を見つけて読んでみてください。

  説明技量やマナーの向上手法

どのような職業のプロも、本番前には、十分に練習します。説明についても、練習します。その際

に多く利用されているのは、「ロールプレイング」です。

3人一組で行うのが良いのですが、一人でも十分にできます。

最近のスマートフォンは、録画機能が付いていますので、これを活用します。

スタンド等を利用して、机やサイドボード、本棚等に設置してください。ご自身は、立っていても、

イスに座っていても構いませんので、録画画面の大きさを、全身（着座の場合、半身）が入る大きさ

に調整してください。

次に、自分がお客さまへ説明する事例として、「今回の被害は、地震による損害として認定すること

は難しい」等を、想定してください。

その後、録画を開始します。ご自身は、目の前にお客さまがいると仮定のうえ、話してください。（相

手はいませんので、壁に向って話しているような、雰囲気です。）

録画時間は問いませんが、自ら必要と思う説明が、ひととおり終わりましたら、録画を終了します。

再生して、ご自身の説明を見てみましょう。

始めに感じるのは「自分って、こんな声をしているのか !?」でしょう。再生していると、「一文が長

い」「話しのスピードが早い」「抑揚がない」「話が飛び飛びとなっている」「何か不足している」「専

門用語が多い」「そもそも、何を言っているかわからない」といった言葉や発声に関わる点、「表情が

硬い」「上から目線（高圧的）に見える」「こんな癖があったのか」といった姿勢に関わる点等、多く
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の感想や気づきがあるでしょう。感想や気づきは、メモを行ってください。

前回は、お客さまの声を基に、真因の分析、把握を行う必要性を説明しましたが、実は、メモの内

容が真因となっている場合が、多く見受けられます。

画像を見ると、悲しい気分になる、落ち込む方は多いと思いますが、現実に、お客さまはその姿を
見て、その説明を聞いているのです。

ここからは、向上させる取組みです。難しいことでありません。

メモした感想や気づきについて、どのように直せばよいか、考えてください。ひととおり修正案が

できたら、修正内容で録画しましょう。

あとは、この繰り返しです。10回程度は繰り返してください。

ロールプレイングにより、ご自身の説明に対する、お客さまのわかりやすさや印象は、各段に向上

します。

そして、損害認定が可能な場合と、損害認定が不可能な場合など、逆のパターンで 2 つほど、ロー

ルプレイングを繰り返してください。

繰り返し行うことによって、自分の説明の基本パターンができてきます。基本パターンができると、

その時々に合わせ、アレンジした応用編を作り、お客さまへ説明することは、簡単にできます。

そして、基本形があると、何よりも、安心感が高まります。

お客さまを目の前にしたり、電話で話す際に、基本形があるとないでは、安心感の相違は、想像以

上に大きくあります。安心感があるのは、精神的に落ち着いて説明できることに繋がり、お客さま

への応対力では高い効果をもたらし、ひいては品質の高い業務を提供できることとなります。

ここまでは、一人でできる練習法を、紹介しました。

始めに 3人一組がよい、と書きましたので、この後は、3人で行う練習法です。

一人が損害鑑定人（説明役）、一人がお客さま役、一人が録画のオン・オフ兼見ている役に分かれます。

お客さま役は、損害鑑定人の説明を聞きます。適度に突っ込みを入れても良いのですが、上級編と

なりますので、始めは、イエス・ノーの返答程度とします。（一人で行うロールプレイングは、お客

さまの反応がありませんので、全て自らの説明で話しきる、という効果があります。）

お客さま役と見ている役は、損害鑑定人が行っている説明を見聞きしながら、感想や気づきをメモし、

録画が終わったら、損害鑑定人（説明役）へ伝えます。第三者が見ることにより、自分では気づかなっ

た点に、多く気づかされるでしょう。

その後、損害鑑定人（説明役）は、録画画像を見てください。お客さま役や、見ている役から伝えら

れた感想や気づきが、現実に、どのような箇所を指しているか、わかります。

画像を 3人で見ながら、お客さま役と見ている役より、説明を入れていただいても良いですが、ロー

ルプレイングに慣れるまでは、一人で見るのが良いでしょう。
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その後、修正を行いながら、録画、確認を繰り返すのは、一人の場合と同様です。

どのような仕事でも、「人に説明する」ことは避けて通れません。鑑定業務では、日常生活では接っ

することのないような専門的な内容を、わかりやすく伝える技量は、業務品質の大きな要素となり

ます。

わかりやすく伝える（= 説明する）技量を習得し、業務品質を向上させてください。
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損保 ニュースリリース
General Insurance News Release 三井住友海上火災保険株式会社

　損害保険会社各社は、2022年10月に商品改定を行い、特定業者（保険金請求サポート業者）の介

入を未然防止するため、火災保険約款で、建物等に関する保険金支払いにあたり、復旧が必要なこと

を明確化しました。
三井住友海上ご提供の「商品改定ハンドブック」より抜粋
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損保 ニュースリリース
General Insurance News Release 三井住友海上火災保険株式会社
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損保 ニュースリリース
General Insurance News Release 三井住友海上火災保険株式会社
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■代表者の変更のお知らせ
（2022年9月30日）

株式会社　札幌鑑定
新代表者　大笹　栄一
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