概要
一般社団法人千葉県損害保険代理業協会(千葉代協)は、一般社団法人日本損害保険代理業協会(Independent Insurance
Agents Of Japan, Inc.)を 構成する組織の 1 団体です。現在、千葉県内に９支部で構成し、所属する会員数は、損害保険専業プロ
代理店を中心に３７６店(Ｈ２８年３月３１日現在)です。各支部では、毎月役員会や支部行事を開催し活発な活動をしています。ま
たそれぞれの役割を担った委員会は、教育委員会・組織委員会・企画環境委員会・CSR 委員会・広報委員会・総務委員会があり、
各支部等から選出された委員により目的を達成するため活動をしています。
目的
本会は、損害保険の普及と保険契約者 の利益保護を図るため、損害保険代理店の資質を向上させることにより、その業務の正
常な運営を行うことを確保し、併せて損害保険事業の健全な発達に寄与することを目的としています。
あゆみ
沿 革
昭和３０年
昭和３５年
昭和５５年４月

東京代協 千葉支部設立
当時東京代協に加入していた千葉県在住の会員によって
「千葉県 損害保険代理業協会」が設立され全国損害保険代理業協会（全代連）に加入。
全代連は社団法人日本損害保険代理業協会に改組。

役員（会長）（代申会社名は当時）
昭和３５年
鈴 木 潤 一氏 （日動火災）
昭和４２年
鳥 飼 金太郎氏（日本火災）
昭和４９年
波多野 俊 之氏（興和火災）
昭和５４年
高 橋 武 氏 （東京海上）
昭和５９年
新
豊
氏 （住友海上）
昭和６３年
関 川 直 克氏 （大正海上）
平成 ４年
大 橋 新太郎氏（東京海上）
平成 ８年
和 田 力 蔵氏 （住友海上）
平成１２年
佐々木 隆 喜氏（大東京）
平成１４年
米 川 武 夫氏 （東京海上）
平成１８年
石 井 理 夫氏 （損保ジャパン）
平成２２年
中 臺 勝 美氏 （三井住友）
平成２６年
栗 田 秀 美氏(東京海上)

会員数
昭和 ５２年
昭和５６年３月末
昭和５９年３月末
昭和６２年３月末
平成 ２年３月末
平成 ５年３月末
平成 ８年３月末
平成１１年３月末
平成１４年３月末
平成１７年３月末
平成２０年３月末
平成２３年３月末
平成２６年３月末
平成２９年３月末

７７店
１７５店
２１６店
２３８店
４４８店
５０３店
４７１店
４０２店
３７８店
３４１店
３６２店
３７０店
３７５店
３６２店

昭和５３年
昭和５７年３月末
昭和６０年３月末
昭和６３年３月末
平成 ３年３月末
平成 ６年３月末
平成 ９年３月末
平成１２年３月末
平成１５年３月末
平成１８年３月末
平成２１年３月末
平成２4 年３月末
平成２７年３月末

９９店
１７８店
２２５店
３２９店
４６１店
４８５店
４５７店
３０４店
３９２店
３５０店
３６６店
３７１店
３８５店

昭和５５年３月末
昭和５８年３月末
昭和６１年３月末
平成 元年３月末
平成 ４年３月末
平成 ７年３月末
平成１０年３月末
平成１３年３月末
平成１６年３月末
平成１９年３月末
平成２２年３月末
平成２５年３月末
平成２８年３月末

１００店
１８０店
２３３店
４０２店
５０５店
４７８店
４５２店
３７４店
３６３店
３５５店
３５９店
３４４店
３７６店

各種事業
昭和５７年７月２２日

千葉代協セミナー(安田火災千葉支店大会議室)
「暴力団介入事件の対策」について
講師 県警四課長 花島 重忠氏
昭和５８年１０月１９日 南関東ブロックセミナー（千葉市民会館小ホール）
「戦略経営時代を迎える１９８０年代」 講師 日本能率協会常務理事 中島 誉富氏
「日本代協の意義と活動」
講師 日本代協専務理事
横田 偉一氏
昭和６１年 ２月１４日 一泊研修会(千葉県青少年婦人会館)「代理店経営について」
～１５日
昭和６１年 ７月 １日 保険料ローン「おおぞら」取り扱い開始
昭和６１年１０月２０日 南関東ブロックセミナー（千葉市民会館小ホール）
「代理店業界を取り巻く内外の情勢」
講師 日本代協副会長 龍 義利氏
「大地震が来たら！建物に与える影響」 講師 神奈川大学講師 岩橋 善昭氏
「地震保険の支払いの実務と質疑」
講師 安田火災海上
木村 寛治氏
昭和６２年 ５月１５日 千葉代協セミナー（千葉県青少年婦人会館）
「知っておきたい保険のルール」 講師 日本代協 松井企画課長
昭和６２年 ６月１７日 木更津支部セミナー（木更津市民会館）
「２１世紀の木更津」 講師 千葉地域科学研究所 野村 泰理事長
昭和６２年 ７月２２日 東葛支部セミナー（日本火災東船橋支社）
「保険審議会答申と代理店の対応」 講師 日本代協専務理事 横田 偉一氏
昭和６２年 ７月２４日 茂原支部設立総会 初代支部長 梅澤 仁一郎氏
昭和６２年１０月１３日 木更津支部研修会 「暴力団、右翼、その他不正請求に対応する方法」
各社担当社員
昭和６２年１０月２１日 千葉代協セミナー（千葉県青少年婦人会館）
「業界の動向と代協活動」 講師 日本代協専務理事 横田 偉一 氏
「審議会答申と代理店」
講師 慶応義塾大学 前川 寛 教授
昭和６３年 ５月１９日 安房支部設立総会 初代支部長 原田 常男 氏
昭和６３年 ６月１４日 東葛支部講演会（船橋商工会議所）
「年金の未来と現状について」 講師 日本団体生命 高橋教育部次長
昭和６３年 ７月 ５日 野田長崎代協会長来葉（千葉県青少年婦人会館）
「代協活動に関する役員、幹事の心構え」
昭和６３年 ８月 １日 提携オートリースシステム「かがやき」取扱開始。
昭和６３年 ９月１４日 銚子支部設立総会 初代支部長 宮内 義雄 氏
昭和６３年１１月１８日 千葉支部セミナー及び新入会員オリエンテーリング
「代理店をめぐる当面の諸問題」 講師 ピーアイ興業 土屋 寛 氏
昭和６３年１１月２２日 茂原支部暴力団対策協議会研修会(茂原中央公民館)茂原警察署長及び
担当係官
平成 元年 ３月 ４日 合同役員会議（笠森保養センター）「会員増強と代協活動の活性化」
～５日
平成 元年 ６月２２日 北総支部設立総会 初代支部長 鳥次 勇吉 氏
平成 元年 ９月３０日 東葛支部 経営研究会
平成 元年１１月 ４日 千葉支部セミナー（幕張ＯＶＴＡ）
～５日
平成 ２年 ３月１７日 千葉代協ＯＡセミナー（千葉県青少年婦人会館）
平成 ２年 ６月１３日 市原支部設立総会 初代支部長篠原 冨士雄 氏（安田火災）
平成 ２年 ８月１１日 合同役員会議「代理店学校について」
平成 ２年 ９月 ７日 東葛支部分割による京葉支部設立総会
平成 ３年 ３月 ８日 千葉県損害保険代理店学校（幕張メッセ国際会議場）
～９日
平成 ４年 １月１０日 合同役員会議（笠森保養センター）
平成 ４年 ５月１３日 総会後セミナー「弁護士から見た交通事故とその解決」 講師 弁護士 向井弘次 先生
平成 ４年 ９月２４日 秋の交通安全運動決起大会（幕張東京海上ビル）
平成 ５年 １月 ９日 役員合同研修会（青少年女性会館）
～１０日
平成 ５年 ５月２２日 総会後セミナー（青少年女性会館） 講師 保険毎日 中崎 章夫 編集長
平成 ５年 ７月
会員名簿作成
平成 ５年 ８月 ６日 夏期役員研修会（青少年女性会館）講師 小田原市水道局長 橋本 健治 氏

平成 ５年 ９月１３日 シートベルト着用推進キャンペーン
一日キャンペーン隊長にＪリーグ・ジェフ市原リトバルスキー選手を起用
平成 ６年 １月 ８日 役員研修会（笠森保養センター）
～９日
平成 ６年 ５月２１日 総会後セミナー（青少年女性会館） 講師 保険毎日 中崎 章夫 編集長
平成 ６年 ７月２６日 夏の交通安全キャンペーン（ＪＲ各駅前）
平成 ６年 ９月１６日 交通安全キャンペーン（船橋ららぽーと駐車場）
元Ｆ１ドライバー中嶋 悟 氏来葉
平成 ６年１１月１９日 役員研修会（青少年女性会館）
キングジム 田上 正義氏による「整理学」
トーエイファイナンス「おおぞら」説明会
平成 ６年１２月 ９日 交通安全キャンペーン（ＪＲ各駅前）
平成 ７年 ２月１７日 南関東ブロックセミナー（幕張東京海上ビル）
「一年後に迫った生・損保業界の環境激変を探る」
慶應義塾大学 前川 寛 教授
「２月１７日、あなたは変わる！」 講師 竹屋 磯貝 寿夫 社長
平成 ７年 ５月２０日 総会後セミナー（青少年女性会館）講師 アリコジャパン 中川 太郎 氏
平成 ７年 ７月１９日 夏の交通安全キャンペーン（ＪＲ各駅前）
平成 ７年 ８月２５日 夏期役員研修会（笠森保養センター）
～２６日
「国民年金基金、日本代協振興基金」
全国損害保険代理業国民年金基金常務理事 佐川 宜勝 氏
「あなたの似合う色ご存じですか?」
カラー＆イメージコンサルタント 田中 暁子 氏
平成 ７年１１月 ９日 税務研修会（青少年女性会館）千葉東税務署
平成 ８年 ２月２３日 冬季役員研修会（笠森保養センター）
～２４日 「保険業法改正と今後の課題」 日本代協副会長 佐藤 貞一朗 氏
平成 ８年 ８月２４日 夏期役員研修会（千葉健康ランド）
「組織を活性化させるウマイ会議手法」 元小田原市役所 橋本 健治 氏
平成 ８年 ９月 １日 声の代協だより発行
平成 ８年１１月２２日 南関東ブロックセミナー（銚子京成ホテル）
「相互参入後の明日をうらなう」
講師 保険毎日 中崎 章夫 編集長
「海・川の恵みに育まれた銚子の民俗史」 講師 郷土史家 永澤 謹吾 氏
平成 ９年 ３月２８日 日本経済新聞に日本代協が意見広告掲載
平成 ９年 ７月２６日 九十九里地引き網大会 会費の一部五万円を福祉団体へ寄付
平成 ９年 ８月 １日 Ｆネットによるファックス連絡網運用開始
平成 ９年 ９月１２日 夏期役員研修会(国民宿舎サンライズ九十九里)
平成 ９年 ９月２４日 シートベルト着用推進街頭キャンペーン（ＪＲ各駅頭）
平成１０年 ２月１８日 オープンセミナー「平成１０年あなたの選択」（青少年女性会館）
平成１０年 ７月 ５日 九十九里地引き網大会
平成１０年 ８月 ７日 交通安全セミナー「人間の特性と交通事故」（柏商工会議所会館）
「企業倫理と法治経営」「心の経営時代におけるリーダーのあり方とその実 践」
平成１０年１２月１０日 交通安全推進キャンペーン（ＪＲ各 駅頭）
平成１１年 １月 ９日 新春セミナー「ブローカーの経営 戦略及び日常業務」
平成１１年 １月１４日 新入会員オリエン テーション（青少年女性会館）
平成１１年 ２月 ９日 オープン セミナー「独占禁止法の概要について」
平成１１年 ４月２４日 定時総会・総会記念セミナー（青少年女性会館）
「自動車保険物損見積もりのアウトラインについて」
講師 大東京火災損害調査? 押尾 和夫 氏
平成１１年 ７月１０日 九十九里地引き網大会（長生郡一宮海岸）
平成１１年 ９月２１日 第１回千葉県代協オープンセミナー（千葉商工会議所）
「２００１年あなたは？」「これからの代理店経営」
講師 コンサルティング高梁事務所 代表 高梁 健一 先生
平成１１年１０月 １日 第２期生日本代協認定保険大学校入校式
平成１１年１０月１５日 第２回千葉県代協オープンセミナー（船橋グランドホテル）
「２００１年あなたは？」「これからの代理店経営」
講師 コンサルティング高梁事務所 代表 高梁 健一 先生
平成１１年１２月１４日 第３回千葉県代協オープンセミナー（サンライズ九十九里）

平成１２年 ３月１１日
平成１２年 ５月２７日

平成１２年 ７月 ８日
平成１２年 ９月１６日

平成１２年１０月 １日
平成１２年１１月１０日
平成１３年 １月
平成１３年 ３月 ４日
平成１３年 ３月 ４日
平成１３年 ３月 ４日
平成１３年 ６月 ２日
平成１３年 ７月１４日
平成１３年１０月 １日
平成１３年１０月２０日

平成１３年１１月１０日
平成１３年１１月２７日
平成１３年１２月１９日
平成１４年 ２月１４日
平成１４年 ２月１６日
平成１４年 ３月１５日
平成１４年 ３月２７日
平成１４年 ５月２９日

平成１４年１０月１９日
平成１５年 ２月２２日

平成１５年 ５月２３日
平成１５年１０月１８日
平成１６年 ２月２１日
平成１６年 ２月 日
平成１６年 ５月２９日
平成１６年１１月 ６日
平成１７年 ２月１９日
平成１７年 ５月
平成１７年 ９月
平成１７年
平成１８年 ２月

「２００１年あなたは？」「これからの代理店経営」
講師 コンサルティング高梁事務所 代表 高梁 健一 先生
新入会員オリエンテーション、代理店懇談会開催（ぱるるプラザ千葉）
定時総会・総会記念セミナー（ぱるるプラザ千葉）
「生き残る代理店に必要なもの」 講師 中崎 章夫 氏
佐々木隆喜氏 第 9 代会長に就任
九十九里地引き網大会（長生郡一宮海岸）
特別セミナー（ぱるるプラザ千葉）
「金融サービス法と新時代の保険販売」 講師 早稲田大学教授 大塚 英明 先生
「代理店賠償責任保険の概要」リバティ保険会社 専任講師
第３期生日本代協認定保険大学校入校式
代理店賠償責任保険申し込み受付開始
千葉県代協ホームページ開設
日本代協認定保険代理士認定書授与式
千葉日報に保険代理士２３名の広告掲載
新入会員オリエンテーション、代理店懇談会開催（ぱるるプラザ千葉）
定時総会・総会記念セミナー（青少年女性会館）「千葉県の防災対策、地震 対策」
講師 千葉県消防地震防災課地震対策事業班副 主任 浅尾 一巳 氏
九十九里地引き網大 会（長生郡一宮海岸）
第４期生日本代協保険大学入校式
防災セミナー開催（千葉市生 涯学習センターホール）
「千葉県の地震 災害対策」
講師 千葉県消防地震防災課地震 対策事業班副主任 浅尾 一巳 氏
「地震 災害の教訓」
講師 (株)損保ジャパン・リスク マネジメント第一事業部自然災害グループ課長 篠目 貴大 氏
第１期、第４期日本代協保険大学校受講生懇談会、交流会開催（青少年女性会館）
「代理店賠償責任保険」説明会（青少年女性会館）
千葉日報社交通安全特集記事欄に協賛広告掲載
千葉日報に保険代理士３２名の広告掲載
第２期日本代協認定保険代理士認定証授与式
平成１３年度新入会員オリエンテーション、懇談会（青少年女性会館）
茂原・千葉支部主催チャリティーゴルフコンペ開催（大多喜カントリー倶楽 部）
千葉日報福祉事業団へゴルフコンペ 参加者の寄付金とオークション収益金を寄付
定時総会・総会記念セミナー（青少年女性会館）
「プロ代理店の時代到来」 講師 高梁事務所代表 高梁 健一 氏
米川 武夫氏 第 10 代会長に就任
第 5 期生日本代協保険大学校入学式記念セミナー（青少年女性会館）
｢委託契約書について｣ 講師 田島 三樹郎 氏
早春セミナー（青少年女性会館）
「交通事故の法律相談」 講師 門山 宏哲 弁護士
第３期日本代協認定保険代理士認定証授与式
定時総会・総会記念セミナー｢自由化と代理店の責任｣ 講師 中崎 章夫 先生
日本代協保険大学校第 6 期生入学式記念セミナー
「民事再生法」 講師 佐々木 淳一 弁護士
税理士セミナー（青少年女性会館）
「代理店と改正消費税」 講師 林 正美 氏
第４期日本代協認定保険代理士認定証授与式
定時総会・総会記念セミナー
「交通事故の賠償その最近の判例考察」 講師 向井 弘次 弁護士
日本代協保険大学校第 7 期生入学式（青少年女性会館）
オープンセミナー「代理店の委託業務と代理店の責任」 講師 田島 三樹郎 氏
第５期日本代協認定保険代理士認定証授与式・新入会員オリエンテーション（青少年女 性会館）
オープンセミナー「弁護士依頼 の交通事故・事例検証」 講師 權正 竜太 弁護士
定時総会
千葉代協５０周年記念誌 発刊
日本代協保険大学校第 8 期生入校式
６期日本代協認定保険代理士認定証授与式

平成１８年 ５月
平成１８年１０月２８日
平成１９年 ２月１７日
平成１９年 ５月１８日

平成１９年 ９月２０日
平成１９年１０月 ５日
平成１９年１０月２３日
平成１９年１０月２６日
平成１９年１１月 ２日
平成２０年 ２月２２日
平成２０年 ２月２３日
平成２０年 ５月３０日

平成２０年 ７月２１日
平成２０年 ９月２６日
平成２０年１０月 １日
平成２０年１０月２４日

定時総会
石井理夫氏 第１１代会長に就任
9 期生日本代協認定保険大学校入校式 (千葉県青少年女性会館)
第７期日本代協認定保険代理士認定証授与式(千葉県青少年女性会館)
定時総会・記念セミナー(千葉商工会議所１４階第１ホール)
「今、保険販売に求められていること」
講師 全国消費生活相談員総会主任研究員
丹野美絵子 氏
損保協会「消費者の声」諮問会議委員
講師：あさひ法律事務所
山本 啓太 氏
元金融庁監督局保険課課長補佐
千葉代協・新事務所開設披露祝賀会(ユニバース千葉ビル)
ＪＲ千葉駅にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
ＪＲ船橋駅にて「地震保険普及」キャンペーン 京葉支部実施
第 10 期生日本代協認定保険大学校入校式(千葉県損害保険代理業協会事務室)
ＪＲ成田駅にて「無保険バイク追放」キャンペーン 北総支部実施
千葉日報に保険代理士の広告掲載
第８期日本代協認定保険代理士認定証授与式(千葉県青少年女性会館）
定時総会(千葉県青少年女性会館）・記念セミナー(千葉県青少年女性会館)
「活力ある代理店制度等研究会報告」
～今問われる代理店の存在意義～
～築けるか？ 揺るぎない代理店制度～
講師 日本代協副会長・同研究会委員 諏訪昌彦 氏
「法人化の将来展望を語る」
～法人化で何が変わるのか～
講師 日本代協副会長・日本代協法人化委員長 福澤 久 氏
九十九里地引き網大会(千葉県長生郡一宮町一宮海岸)
地球環境・社会貢献委員会 ＪＲ千葉駅にて「無保険車追放キャンペーン」国土交通省と実施
第１1 期生日本代協保険大学校入校式(千葉県青少年女性会館）
千葉代協公開講座(千葉県青少年女性会館）
「0(ゼロ)からの風」上映会
「0(ゼロ)からの風」は 企画・監督：塩屋 俊氏がメガホンを撮った飲酒運転撲滅を願い刑

法改正に
平成２０年１１月２８日
平成２０年１２月 ４日
平成２１年 ２月２５日
平成２１年 ２月２６日
平成２１年 ５月１２日

平成２１年 ７月
平成２１年１０月２３日
平成２２年 ２月２５日
平成２２年 ２月２６日
平成２２年 ５月１７日
平成２２年 ７月１０日

平成２２年 ７月１８日
平成２２年１１月１２日
平成２２年１１月１６日

立ち上がった実話に基づいた映画である。
新法人設立時社員総会(千葉県青少年女性会館）
千葉代協が一般社団法人取得
千葉日報に保険代理士 82 名の広告掲載
第９期日本代協認定保険代理士認定証授与式(千葉県青少年女性会館）
定時総会・記念セミナー(ホテル プラザ菜の花)
＜ 政治・文化・医療時事放談 ＞
講師 黒岩祐治氏 （元フジ TV メインキャスター）
九十九里地引き網大会(千葉県長生郡一宮町一宮海岸)
第１２期生日本代協保険大学校入校式(千葉県総合スポーツセンター)
代理店賠償責任保険セミナー
千葉日報に保険代理士 75 名の広告掲載
第１０期日本代協認定保険代理士認定証授与式
(千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内スポーツ科学センター３階)
会(ホテル プラザ菜の花)
中臺勝美氏 第１２代会長に就任
日本代協と単協理事とのオリエンテーション
「変革期の日本代協と単協との戦略」
講師 日本代協常任理事 大藪国嗣 氏
(株)大藪保険コンサルタント代表
九十九里地引き網大会(千葉県長生郡一宮町一宮海岸)
第１３期生日本代協認定保険大学校入校式(千葉県総合スポーツセンター)
千葉代協公開セミナー開催
「少子高齢化のアジアとＥＵの比較」

平成２３年 ２月１７日
平成２３年
平成２３年
平成２３年
平成２３年

２月１７日
５月１７日
７月１６日
９月１１日

平成２３年１０月 7 日
平成２３年１０月１３日

平成２３年１０月１４日

平成２３年１０月２１日
平成２３年１１月１６日
平成２４年 １月 ５日
平成２４年 ２月１７日
平成２４年 ２月１７日
平成２４年 ２月１７日

平成２４年 ４月２３日
～4 月２９日
平成２４年 ５月２５日
平成２４年 ９月２7 日
平成２４年１０月 ５日
平成２５年 １月 ７日
平成２５年
平成２５年
平成２５年
平成２５年

２月１３日
３月 ５日
３月２０日
５月２２日

平成２５年 ９月２７日
平成２５年１０月 ７日
平成２６年 １月 ７日
平成２６年
平成２６年
平成２６年
平成２６年

２月１４日
３月１２日
５月１６日
５月２３日

講師 参議院議員 猪口邦子 氏
第１１期日本代協認定保険代理士認定証授与式
(千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内スポーツ科学センター３階)
千葉日報に保険代理士 79 名の広告掲載
定時総会(ホテル プラザ菜の花)
九十九里地引き網大会(千葉県長生郡一宮町一宮海岸)
千葉テレビ報道特集 協賛スーパーＣＭに参加
「3.11 東日本大震災復興特別番組 未来へ･･･被災地千葉の明日へ」
ＪＲ千葉駅にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
千葉代協 人材育成セミナー開催(成田ビューホテル)
「リーダーシップ論」
講師 千葉代協副会長 小口泰伸氏
「社団法人の社会的役割について」
講師 千葉代協監事 米川武夫氏
「活力ある代理店制度等研究会セミナー」講師 日本代協副会長 山中昭平氏
日本代協東関東ブロック協議会 東関東ブロックチャリティオープンセミナー開催
(ＪＲ安食駅 栄町ふれあいプラザ文化ホール)
基調講演「求められ代理店の品質向上」 講師 地域共創ﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 坂本忠弘氏
チャリティオープンセミナー「これからの保険代理店のあり方を探る！」
－代理店は保険会社とどう向き合うべきか－
☆パネラー：
坂本 忠弘氏（地域共創ネットワーク株式会社代表取締役）
大塚 英明氏（早稲田大学大学院法務研究科教授）
伊藤由美子氏（伊藤保険株式会社代表取締役）
中臺 勝美氏（有限会社ナカダイ専務取締役）
☆コーディネーター：
大藪 邦嗣氏（株式会社大藪保険コンサルタント・有限会社やぶﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ代表取締役）
ＪＲ千葉駅にて「地震保険普及」キャンペーン実施
第１４期生日本代協保険大学校入校式(千葉県総合スポーツセンター)
２０１２年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
第１２期日本代協認定保険代理士認定証授与式
(千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内スポーツ科学センター３階)
千葉日報に保険代理士 66 名の広告掲載
千葉代協新春オープンセミナー開催
「挫折と希望 不安と覚悟」
講師 福島県代協会員 (有)Ｓ・ＢＣ 代表取締役 石塚健二 氏
(千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ内スポーツ科学センター３階)
千葉テレビ報道特集 協賛スーパーＣＭに参加
「報道ドキュメンタリー 被災地・千葉の１年」
定時総会(ホテル プラザ菜の花)
ＪＲ千葉駅にて「無保険車追放キャンペーン」 国交省共催実施
ＪＲ千葉駅にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
２０１３年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
第１３期「日本代協認定保険代理士」認定証授与式
グリーン基金贈呈式（盤洲干潟をまもる会）
千葉日報に保険代理士５９名の広告掲載
定時総会・セミナー(千葉商工会議所)
＜ これからの保険行政と代理店経営 ＞
講師 大塚英明氏 （早稲田大学法科大学院教授）
無保険車追放キャンペーン(ＪＲ千葉駅東口)
盗難防止の日キャンペーン(千葉そごう前広場)
２０１４年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
第１３期「日本代協認定保険代理士」認定証授与式
グリーン基金贈呈式（盤洲干潟をまもる会）
千葉日報に保険代理士５３名の広告掲載
定時総会・セミナー(青少年女性会館)

平成２９年 ２月２１日

栗田秀美氏 第１３代会長に就任
『金融審議会の求めるこれからの代理店経営』
－代理店の体制整備を考える－
－専業代理店の３つのモデルを考える－
講師 中﨑章夫氏 （(株)ナカザキ・アンド・カンパニー設立、取締役・代表）
無保険車追放キャンペーン(ＪＲ千葉駅東口)
第 11 回 千葉県自動車盗難等防止対策協議会総会出席
ＪＲ千葉駅そごう前広場にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
日本代協東関東ブロックセミナー開催
「元刑事が現場で学んだ究極のコミュニケーション術 嘘の見抜き方・交渉術」
講師 株式会社 Clearwoods 代表取締役 森 透匡氏
消費者懇談会(千葉県消費生活相談員の会)開催(千葉市民会館)
２０１５年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
２０１５年度千葉県損害保険防犯対策協議会出席
(於：ホテルポートプラザちば)
日本赤十字社献血活動のお手伝い(木更津市内)
『盤洲干潟クリーン作戦』行なわれる
千葉日報に保険代理士４７名の広告掲載
定時総会・セミナー(青少年女性会館)
｢新しい保険募集ルールと代理店のあり方｣保険業法改正が示すもの
講師 野元敏昭氏 （一般社団法人 日本損害保険代理業協会 専務理事）
グリーン基金贈呈式（盤洲干潟をまもる会）
ＪＲ千葉駅にて「無保険車追放キャンペーン」 国交省共催実施
ＪＲ海浜幕張駅北口にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
ＪＲ千葉駅にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
第 1２回 千葉県自動車盗難等防止対策協議会総会出席
(於：ホテルポートプラザちば)
２０１６年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
２０１６年度千葉県損害保険防犯対策協議会総会出席
(於：ホテルポートプラザちば)
日本赤十字社献血活動のお手伝い(JR 海浜幕張ＱＶＣマリーンフィールド)
千葉日報に保険代理士４７名の広告掲載
定時総会・セミナー(青少年女性会館)
｢コンプライアンスと代理店の賠償責任｣
---トラブル事例を交えて--講師 宮崎 康郎氏(エース損保日本代協新プラン委託講師)
グリーン基金贈呈式（盤洲干潟をまもる会）
『盤洲干潟クリーン作戦』行なわれる
ＪＲ海浜幕張駅北口にて「盗難防止の日」キャンペーン 損保協会共催実施
ＪＲ千葉駅にて「無保険車追放キャンペーン」 国交省共催実施
第 1３回 千葉県自動車盗難等防止対策協議会総会出席
(於：ホテルポートプラザちば)
平成２８年度日本代協東関東ブロックセミナー
(於：ホテルグリーンタワー幕張)
｢重要性が増す地震保険とその普及に向けた代理店の役割｣
講師 中森 広詞氏(東京海上日動火災保険(株)個人商品業務部次長兼火災ＧＬ)
２０１７年新春賀詞交歓会出席
(於：千葉市京成ホテル ミラマーレ)
千葉県損害保険防犯対策協議会総会出席(於：ホテルプラザ菜の花)

平成１５年 ８月 ９日
平成２０年１２月 １日
平成２０年１２月 4 日

ＤＲＰに加盟
オートグラス会に加盟
任意団体の千葉県損害保険代理業協会が一般社団法人取得

平成２６年 9 月２６日
平成２６年 9 月３０日
平成２６年１０月 ７日
平成２６年１1 月 20 日

平成２６年１1 月 22 日
平成２７年 １月 ６日
平成２７年 ３月１２日
平成２７年
平成２７年
平成２７年
平成２７年

４月 ５日
５月１7 日
５月１９日
５月１９日

平成２７年 ９月２８日
平成２７年１０月 ７日
平成２７年１０月 ５日
平成２７年１１月２５日
平成２８年 １月 ５日
平成２８年 ３月 ９日
平成２８年 ５月１４日
平成２８年 ５月１６日
平成２８年 ５月２０日

平成２８年 ５月２２日
平成２８年１０月 ７日
平成２８年１０月２０日
平成２８年１１月１０日
平成２８年１１月１８日

平成２９年 １月 ５日

平成２５年１１月２１日
千葉ロードネット会加盟
活動の実績
◆損害保険の普及、防災・防犯運動の促進
◆代理店制度の創設と改善への積極的な提言
◆代理店手数料、自賠責手数料の引上げ
◆特定契約代理店制度の改善
◆保険料別途預金口座への定期預金導入
◆代理店 登録手続きの改善
◆自己代理店新設時の猶予機関の廃止
◆全国損害保険代理業国民年金基金設立
◆住宅金融公庫物件の一部開放の実現
◆国民金融公庫融資対象業種に損害保険代理業を追加
◆中小企業金融公庫融資対象業種に損害保険代理業を追加
◆中小企業新技術体化投資促進税制の対象業種に損害保険代理業を追加
◆募集秩序維持・募集環境設備に関する問題の数多い解決
◆火災保険・地震保険・自動車保険等の改定
◆保険 業法の改正作業に参画、平成８年４月新保険業法が施行
◆特定契約取扱代理店制度の改善
その他、代協は次のような課題に取り組んでいます。
損害保険代理店制度の改善
損害保険募集環境の整備
損害保険料所得控除制度の拡充
日本代協認定保険代理士国家資格への昇格
地球環境を守るための運動
一般消費者向けの公開講座を始めました。

