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資料３ 
2019年度（一社）千葉県代協第 3回理事会議事録 

 

日時   2020年 1月 24日(金)  13：00～15：45 

場所   長沼原勤労市民プラザ 2F多目的ホール 

＜出席理事＞(敬称略）23名 

小口泰伸、東正己、積田淳、今西英人、筒井隆行、大下整二、中臺勝美、須佐弘男、

佐藤隆二、福原鋭司、萱野一、本吉淳、石井孝幸、宅間稔、安藤康子、田原豊、 

秋元浩、伊野雅至、 鈴木政敏、清水武史、北田耕一、石井清、久保田洋之 

＜欠席理事＞（敬称略）7名 

伊藤綱人、辰野方哉、五木田厚、石橋陽二郎、矢部元茂、池辺晃司、市原貴 

＜出席監事＞             ＜欠席監事＞  

栗田秀美、              小倉滋彦 

 
司 会：今西専務理事 

議 長：小口会長 

議事録作成人：宮澤事務局長   議事録署名人：栗田監事、小口会長 

 (配布資料) 

1. 各委員会議事録（前回理事会以降） 

2. 2019 年度第 3 回支部長・三役会議議事録 

3. 2019 年度第 2 回理事会議事録 

4.三冠王の取組み策について 

5.千葉日報広告掲載案 

6.2020 年度通常総会記念セミナーについて 

＜議事＞ 

定足数の確認 

今西専務理事が出席理事数の確認を行い、本理事会が有効に成立していることを報告

した。 

1. 会長挨拶 

（挨拶概要） 

 昨年千葉県は台風 15 号など大きな災害に見舞われた。厳しい環境の中、契約者対応

に臨まれた会員の皆様に感謝する。 今年は災害のないおだやかな年を願うが、昨今

は全国のいたるところで災害が起きており、また大きな災害が来ないとも限らない。

その場合に、契約者を最後に守るのは保険である。リスクの応じた保険を提供するの

が皆様の役割であり、ますます重要になってくる。引き続き顧客本位の業務運営をお

願いしたい。 
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 一方、今年度の重点目標である「ぼうさい探検隊マップコンクール」は全国 1位で目

標を達成したが、会員増強、コンサルティングコース受講者募集については、今後目

標達成に向けて努力して欲しい。 

2.報告事項   

(1）日本代協報告  特になし。 

(2）委員会報告 
 積田教育委員長、筒井広報委員長、東組織委員長、大下企画環境委員長、今西総務

委員長から、前回理事会後に開催された委員会を中心に次の報告があった。 

 

 委員会名 主な報告項目 

教育委員会 ・東関東ブロックセミナー（11月21日開催、130名出席） 

・日本代協アカデミーの登録状況（1月7日現在） 

ID登録35、目標数372(達成率9.4%) 

・コンサルティングコース受講申し込み（1月24日現在） 

  14人、目標数 24人（達成率 58.3%） 

企画環境委員

会 

・11/21・22の人材育成セミナーはスムースな運営が出来た。 

・次回の委員会（1/28）で大規模災害の BCP対策の一環として

購入した災害用蓄電池の貸出のルールづくりを検討する。 

広報委員会 10月 16日開催の委員会報告 

・千葉日報広告掲載について（後ほど審議をお願いする） 

・千葉代協だより第 2号の内容とスケジュールの確認 

CSR委員会 

（今西専務代

理報告） 

ぼうさい探検隊マップコンクール結果の報告 

・9団体の提出で目標達成 

・佳作となったいすみ市立大原小学校の総会での表彰 

組織委員会 1月 21日開催の委員会報告 

・会員増強キャンペーン時の入会金・会費の無料（後ほど審議

をお願いする） 

・会員増強についての各支部の現状及び見込み 

・オリエンテーションマニュアル作成（継続審議） 

総務委員会 ・予算の消化率 12月末時点 

 事業費 85.6％、管理費 77.9%全体 82%と順調に推移している。 

・大場さんの後任の事務局職員を地域新聞で募集しているが、

一人の応募もない。皆さんのところで適当な人がいれば紹介

して欲しい。 

 

(3）支部報告 
 各支部長から、前回理事会以降の支部活動の実施状況や今後の予定について披露が 

あった。 

   

 (4）事務局報告 
事務局より、次の報告があった。 

①第 3回支部長・三役会会議報告について 

  １月１０日に開催された第 3回支部長・三役会会議について、配布された議

事録に沿って、報告があった。 



3 

 

②台風 15号による被害調査結果について 

 会員事務所 17件（一部損壊）、会員自宅 32件（一部損壊） 

  

3.前回議事録（2019年度千葉代協第 2 回理事会）承認の件 
 2019年 10月 11日の開催された 2019年度第 2回理事会議事録について、異議な 

く承認された。 

4.協議事項 
 

(1)三冠王への取り組み状況及び取り組み策ついて   

①取組み状況 

会員増強、コンサルティングコース受講者数、ぼうさい探検隊マップコンクール

応募団体数についての実績を次のとおり確認した。 

項    目 目標 実績 

会員増強(入会店数) 28 店 8 店(1/24 現在) 

コンサルティングコース受講

者数 

24 名 

 

14 名（1/24 現在） 

ぼうさい探検隊マップコンク

ール応募提出団体数 

3 団体以上 9 団体(最終結果) 

目標クリヤー 

 

   ②今後の取り組み策 

   

 イ.会員増強 

東委員長から現状（実績）ついて次の説明があった。 

（実績） 

支部名 増強数 支部名 増強数 

目標数 実績 目標数 実績 

木更津 3 店 2 北総 3 店 0 

千葉 6 店 1 京葉 3 店 2 

市原 3 店 1 茂原 5 店 0 

安房 3 店 0 東葛 4 店 1 

銚子 3 店 1 計 33 店注） 8 店 

   （注）日本代協の三冠王目標は 28店である。 

（各支部からの目標達成に向けての見込み）    

     東委員長から各支部長に次を要望し、目標の 28店にはあと 20店と厳しい状 

況であるが、目標達成に向けて取り組むことが確認された。 
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[要望事項] 

1月 10日の支部長・三役会及び 1月 21日開催の組織委員会で発表された各支 

部の見込みを踏まえ、各支部長に目標達成に向けた最後の追込みを要望した。 

(キャンペーンの優遇措置) 

    キャンペーンの優遇措置として、2月、3月入会の場合は、入会金、会費を無 

     料とすることが、承認された。 

  

ロ.コンサルティングコース受講者募集について 

 積田委員長から目標達成（後10名の受講）に向けた次の要望が確認された。 

 [要望事項] 

 ・損害保険トータルプランナー資格は、金融庁も重視していることや下記の 

補足説明を PRして、各支部の新年会など会員の集まる場で受講を働きか 

けて欲しい。 

    ・理事あるいは支部役員でまだ未受講者がいる場合には、是非ともこの機会

に受講して欲しい。 

    [補足説明] 

     ・損害保険トータルプランナーの認定は、既に損害保険大学課程「専門コー

ス」の保持が必要だが「コンサルティングコース」の受講期間中に専門コ

ース資格（損害保険プランナー）を取得できれば予定通りに受講期間後に

試験に合格したうえで「トータルプランナー」の資格を取得できる 

・受講修了資格の有効期限は２年間である。 

・受講期間内に２回の必修研修（終日のセミナー）がある。１日に３科目

になるが１科目または２科目を別日に受けなおすことは可能である 

また年度内に全ての科目単位を取得できなくても翌年度まで繰り越すこ

とも可能である。 

・セミナーは全国各地で開催される。どうしても日程の都合が合わない場

合は別会場のセミナーの受講も出来る。 

・金融庁のヒアリングでは「トータルプランナー」資格の取得者の人数を

確認される。 

・日本損害保険協会ＨＰ内の「損害保険トータルプランナーがいる代理

店」に掲載できる。（掲載は認定者自身が行う必要がある） 

  

(2)千葉日報広告掲載案について 
 

  筒井広報委員長より広告掲載及び内容案について次の提案があり、承認された。 
(広告掲載案) 

  ・広告掲載日：令和 2年 5月 21日（木） 

 ・掲載料金（一人）：11,000円（1,000円代協負担） 

 ・申し込み方法：ライン、メール又は FAX 
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  ・締切日：5月 1日 

   [掲載内容] 
    ・台風 15号 19号等の千葉県の災害を受けて,紙面に消費者に訴求力ある一キャ

ッ 
チコピー（風害、水害、地震 暮らしの保険の再点検！あなたの保険は万 
全ですか？）などの一文を加える。  

      ・広告紙面を拡大して、今回の台風豪雨被害の県民への見舞文を掲載する。 

      ・掲載者の増加を図り、広告紙面を拡大する。 

       ・上記の紙面拡大により、県代協負担の広告掲載料を２０万円に増加する。 

      (3)2020年度通常総会記念セミナーについて 

     小口会長より、掲題に関する次の提案が承認された。 

       (提案理由) 

     持続可能な開発目標（SDGｓ）について、一般社団法人としてその趣旨を理
解することは意味のあることである。 

   （セミナー案） 

     ・日時：５月２１日（木）総会終了後1時間程度 

・場所：ホテルグリーンタワー幕張 

     ・タイトル: 持続可能な開発目標（SDGｓ）について 

    (4)2020年度千葉県代協主催レクリエーションについて 

   今西専務より、掲題についての『11/12に開催された北総支部主催の「成田空 

港制限区域内見学ツアー」に会長と私が参加した。千葉県代協主催のレクレエ 

ーションとして充分楽しめるので、2020年度のレクレエーションとして実施 

したい。なお、詳細は追って連絡する』との提案があり、承認された。 

(5)その他 

①日本代協コンベンションＰＴメンバーについて 

   今西専務からの次の提案が承認された。 

「千葉代協から日本代協コンベンションＰＴメンバーを２名選出している。1

名については、千葉支部より山田委員がもう１年務めるが、後 1名につい

ては、京葉支部又は北総支部から選出を検討して欲しい」 

  ②防災備蓄用ウェットタオル及び段ボール型非常用トイレセット購入 

   大規模災害の BCPの一環として、事務局に防災備蓄用ウェットタオル及び

段ボール型非常用トイレセットを購入することが承認された。 
 

(監事講評) 
栗田監事から、次の講評があった。 
「本日はコンパクトな会議で良かった。ただ、会議の途中で抜ける理事が多かっ
たが、理事会日程は相当前から決まっているので、出来る限り会議が終わるま
で参加して欲しい」 



6 

 

 
以上 

 
(次回理事会) 2020年 4月 17日(金) 午後 1時～  於長沼原勤労市民プラザ 


