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2019年度（一、社）千葉県代協第 1回理事会議事録 

日時：2019年 7月 12日(金)  13：00～16：35    
場所：長沼原勤労市民プラザ 視聴覚室 

＜出席理事＞(敬称略）24名 
小口泰伸、伊藤綱人、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、四方裕伸、萱野一、本吉淳、石井孝幸、安藤康子、
五木田厚、田原豊、秋元浩、伊野雅至、池辺晃司、 北田耕一、石井清、久保田洋之 

＜欠席理事＞（敬称略）7名     
辰野方哉、宅間稔、石橋陽二郎、清水武史、市原貴、矢部元茂、鈴木政敏 

＜出席監事＞   ＜欠席監事＞  ＜事務局＞ 
栗田秀美    小倉滋彦    宮澤哲  
 

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. 2018年度第 4回理事会議事録 

3. 2019年度県代協事業計画 

4. 2019年度第 1回支部長・三役会議議事録 

5. 三冠王の取組み策について 

6. 事故車等の買取に関する紹介手数料の改定について（タウからの提案） 

（JCMのキャンペーンチラシ） 

7. 人材育成研修会の開催について 

＜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 

日本代協報告を兼ねた挨拶があった。   

（挨拶概要） 

（1）今年 1 年間よろしくお願いします。 また、5 月の総会で決議された事業計画に
ついて、皆様のご協力を得ながら推し進めていきたい。 

(2)6月 14日に開催された日本代協の総会について次のとおり報告する。 

〇金融庁の代理店検査の内容について（金融庁の委任をうけ財務省の財務局が行う） 

 関東財務局が 10月～12月にかけて、関東 6県及び北陸の 100店からアンケートを
とり、その中から 60店を抽出して、ヒアリングを行う。 

（検査の主な内容） 
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 １．お客さまとの間で、どのようにして保険契約に至ったか、選定理由などがメモ
として残されているかどうか。 

  ２．募集人の就業状況について記録（日報など）が残されているかどうか。 

〇代理店経営サポートデスクの設置 

日本代協は、本年４月に日本代協事務局内に代協会員の代理店経営を支援するため

「代理店経営サポートデスク」を設置、６月から本格的に始動している。 

その支援事業の１つとして、７月３日から下記のとおり「代理店経営相談コーナー」

を設置した。 

代理店経営相談コーナー 

・日時：  毎週水曜日 10時～16時 

・相談窓口：粕谷室長（日本代協アドバイザー、㈱粕谷企画代表取締役） 

 (3)前回の理事会で、ご承認いただいた人材育成研修会については、６月開催の東 

関東ブロック協議会で正式に千葉代協が主管することが決定した。11月 21日、 

22日に行うので、詳細は後ほどご紹介するが、皆様のご協力をお願いしたい。 

2.報告事項   

(1）日本代協報告  

  ・会長報告（前述のとおり） 

 ・筒井機関紙編集室委員 

  5 月 22 日に機関紙編集室が開催され、日本代協ニュース第 314 号の編集を行っ
た。次回は 7月 18日の予定である。 

(2）委員会報告 

 積田教育委員長、筒井広報委員長、伊藤 CSR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 報告内容 

教育委員会 5月 29日委員会開催 

・人材育成セミナーについては、6月 19日東関東ブロック協議会

で正式に千葉代協が主管となる予定。 

・2019年度千葉代協セミナーは、人材育成セミナーのなかでブロ 

ックセミナーと合同で開催する方向で内容は教育委員会が担当 

・日本代協アカデミーの登録について 

 ７月９日現在千葉代協登録数は 27店とまだ少ない。後ほど登録

方法などの説明も行うので、登録を推進して欲しい。 

6月 26日委員会開催 

・正式に千葉代協主管で、11月 21日 22日に決定した「人材育成

セミナー」の企画概要について報告があった。 

・次回委員会は 10月 2日に企画環境委員会と合同で開催し、人材

育成セミナーの詳細を詰める。 

広報委員会 6月 18日委員会開催 
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・千葉代協だより 19-1号の発行についての編集作業を行い、 

 総会号（県代協総会及び支部総会の記事掲載）を７月初旬に 

 全会員に郵送した。 

・千葉日報の広告掲載は 2018年度の方式を踏襲する。 

CSR委員会 6月 6日に委員会開催 

・今年度の地震保険普及キャンペーンは安房・市原・木更津支 

部が担当である。 

・サイバーセキュリティ対策セミナーは、東葛・千葉・木更津 

支部で実施済みであり、7/23市原支部、8/6京葉支部で 

実施予定。 

次回の委員会は 9/19に開催し、終了後無保険車追放キャンペ 

ーンを行う予定。 

組織委員会 6月 25日に委員会開催 

・2019年度会員増強（目標 28名） 

 6 月 7 日開催の支部長・三役会議での各支部の増強目標を次の

とおり上積みした。 

支部名 増強数 支部名 増強数 

木更津 3店 北総 3店 

千葉 6店 京葉 3店    

市原 2店→3店 茂原 5店 

安房 2店→3店 東葛 4店 

銚子 3店 計 33店 

・オリエンテーションの実施 

 支部主体のオリエンテーションを実施するために、オリエンテ

ーション用のマニュアルを作成する。 

企画環境委員

会 

7月 2日に委員会開催 

・不公正募集の情報収集を改めて行う。ヒアリングシートを事務

局から送るので、活用して欲しい。 

・日本代協が代理店賠責について新たなパワーポイントを作成し

たので、活用していく。 

・次回委員会は 10月 2日に教育委員会と合同で開催し、人材育成

セミナーの詳細を詰める。 

総務委員会 ・事業計画については、会費口振の引落としの年 2 回から１回へ

の変更などを検討する。 

・支部セミナー補助について 

  セミナー講師代の半分を補助。ただし、5万円限度。 

 

（3）支部報告 

  各支部長から、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。 
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   「日本代協が毎年発行している「日本代協は今こんな活動をしています!!」の

パンフレットを支部に 30 部ずつ送るので、会員増強や CSR 活動の代協紹介ツ

ールとして、活用して欲しい。」 

 3.前回議事録（2018年度第 4回理事会）承認の件   

  2019年 4月 19日の開催された 2018年度第 4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）2019年度県代協の事業計画の取り組み方法について 

  ①2019 年度県代協の事業計画の確認 

  県代協の 2019 年度の主要取り組み及び各委員会の事業計画を確認するとともに、
6月７日に開催された支部長・三役会議での「事業計画の取組み方法」について
の審議内容を議事録で確認した。 

  ②三冠王への取組み 

  今西専務より、千葉代協の三冠王に向けての今年度の目標を次のとおり確認した
うえで、三冠王の達成に向けて下記の会員増強の取り組みを行うことを提案し、 

決議された。 

(今年度の目標と昨年実績) 

項目 目標数 昨年 備考 

目標 実績 

コンサルティング

コース受講者数 

日本代協教育

委員会でブロ

ック毎に決定 

24名 69名 各 5年間全て

目標を達成 

会員増強 28店 

(備考参照） 

14店 

(純増) 

6店 

（純増） 

今年度は入会

店数が目標 

ぼうさい探検隊応

募団体数 

15団体 

（備考参照） 

― 8団体 3団体以上で三

冠王の目標達

成 

会員増強について 

     三冠王に向けて、過去の実績からみて「コンサルティングコース受講者数」

および「ぼうさい探検隊応募団体数」の目標クリヤーは可能性が高いが、最

も目標達成が難しい会員増強について、次を検討した。 
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組織委員会で最終決定した支部別の会員増強数を次のとおり確認し、その達

成に向けて、各支部から下記のとおり目標達成に向けての取り組策の披露が

あり、三冠王の達成に向けて前進していくことが、承認された。 

(支部別会員増強目標数)      

支部名 増強数 支部名 増強数 

木更津 3店 北総 3店 

千葉 6店 京葉 3店    

市原 3店 茂原 5店 

安房 3店 東葛 4店 

銚子 3店 計 33店 

（目標達成に向けての各支部の取り組み策） 

 茂原支部→保険会社の各支社長を訪問し、代理店賠責の必要性などを説明して、

仲間を増やして目標を達成したい。 

千葉支部→7月 26日のセミナーに保険会社社員も参加するので、懇親会で非会

員の入会についての協力をお願いする。また、研修生にも、セミナ

ーに出てもらうように働きかけたい。 

安房支部→以前会員であった１店について、入会を働きかける。あと２店も目

標達成に向けて頑張る。 

北総支部→7月 26日の暑気払いに保険会社の社員が十数名参加予定なので、協

力要請を行う。しっかり目標は達成したい。 

京葉支部→8 月 6 日のサイバーセキュリティ対策セミナーに非会員、保険会社

の社員の参加も呼び掛けているので、入会を働きかけたい。 

東葛支部→目標は達成する。 

木更津支部→１店は既に入会し、1 店は入会を働きかけて返事待ちの状態であ

る。残りもう１店も何とかしたい。 

（2）事故車等の買取に関する紹介手数料の改定について（タウからの提案） 

   次の㈱タウ社からの次の提案が承認された。なお、最低保証価格にリサイクル
料金が含まれるかどうか、確認することとした。 

  (追記)その後のタウ社への照会で、リサイクル料金は最低保証価格とは、別途支
払われることが、確認された。 
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  タウ社からの提案内容 

   （改定理由）いままでは、解体車の買取が多かったが、買取価格別の紹介手数料

体系とすることで、修理車の買取を多くしたい。 

（改定内容） 

    

項目 現行 改定 

最低保証価格 普通車 5,000円 3,000円（税込み） 

軽自動車 3,000円  

紹介手数料 会員 1台あたり 

8,000円（税込み） 

下記（注）参照 

事務局 1台あたり 

3,000円（税込み） 

1台あたり 

１,000円（税込み） 

（注） 

買取価格 5万円未

満 

5万円以上～ 

100万円未満 

100 万円以上～

200万円未満 

200万円以上 

紹介手数料  2万 

（税込み） 

2万 5千円 

（税込み） 

3万円 

（税込み） 

※紹介手数料は買取価格（税抜き）に合わせお支払いとなります。 

 

 （3）JCM からのキャンペーンについて 

次のキャンペーンの内容が確認された。 

  （キャンペーンの内容） 

   査定案件が発生した場合には活動支援金として、次を支払う。 

    支払額  ①実車査定有：1件 5,000円（5件毎に支払。5件に達しない

場合は支払わない。） 

         ②実車査定無：1件 500円（10件毎に支払。10件に達しない

場合は支払わない。） 

    対象   2010～2019年式車両の案件 

    期間   2019年 7月 1日～9月末日まで 

   なお、買取が成約した場合は別途取り決めどおりの紹介手数料を支払う。 

 

(4)人材育成研修セミナーの開催について 

  東関東ブロック主催で、千葉代協主管の「人材育成セミナー」について、大下人材

育成セミナー実行委員長から 6月 17日、7月 10日の実行委員会の検討結果につい

て、下記のとおり提案があり、承認された。 
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2019年度日本代協人材育成セミナー企画書概要 

  １．開催日時 

   2019 年 11 月 21 日～2019 年 11 月 22 日 

２．開催場所 

   クロス・ウエーブ幕張（千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデン A 棟） 

３．目的 

   各県代協の役員候補者を対象に代協活動の指導者としての育成を目的とし、以下の

研修を行う。 

   ①一般社団法人の社会的役割の理解 

   ②日本代協の歴史を理解し、現状を把握する。 

   ③組織の活性化とリーダーシップについて学び、代協活動を今後も率先垂範し、中核       

    となって活動する人材の育成。 

４．主催・主管 

   主催   日本代協東関東ブロック協議会 

   主管   千葉代協人材育成セミナー実行委員会 

５．参加対象者 

   東関東ブロック各県代協の役員候補者(各 5 名) 

６．内容 

  （１）一般社団法人の社会的役割 

  （２）日本代協の現状と課題 

  （３）組織の活性化とリーダーシップ 

  （４）東関東ブロックセミナー 

７．運営 

   人材育成セミナー実行委員会 

   メンバー 委員長    大下整二（千葉代協企画環境委員長） 

        副委員長   積田 淳（千葉代協教育委員長） 

        委員     小口泰伸（千葉代協会長） 

               今西英人（千葉代協専務理事） 

千葉代協企画環境委員 

               千葉代協教育委員 

         アドバイザー 栗田秀美 

 なお、予算及び当日のスケジュールについては、別紙をご参照ください。 

 

 (5)日本代協アカデミーの登録について 

   積田委員長から、次の日本代協アカデミーの登録要請があった。 

「現在千葉代協の登録者は 27 店（38 名）であり、まだまだ登録者は少ない。本

日登録ガイドチラシを各支部人数分配布するので、是非支部会員の未登録者に

配布して、登録を働きかけてほしい。」 

なお、理事会の席上、未登録の理事については持ち込みのパソコン及びタブレッ

トで登録を行った。 
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  (6)2019 年度千葉代協主催レクリエーションについて 

   今西専務から、次の提案を行い承認された。 

  「前回の理事会で『久保田支部長から「一宮海岸の地引網」の実施の可能性につ

いての連絡を待って三役会で検討する』こととしていたが、「一宮海岸の地引網」

は駐車場などの関係から実施は困難となった。そこで、ZOZOマリンスタジアムの

パーティールームを借り切って、ロッテ戦の観戦を計画したいと思っているので、

詳細等については、三役会に一任して欲しい。」 

5.その他 

（1）小口会長より、千葉代協のホームページの見直しについては、秋ごろにリニュ

ーアルオープンする日本代協のホームページを参考に見直しの検討を始めたい

との報告があった。 

  (2)久保田支部長から、支部長・三役会会議などを安房支部や銚子支部などに出向い 

て開催する機会をつくったらどうかとの提言があった。 

 

 (栗田監事講評) 

  以前に比べると、会員増強など前向きの論議が活発に行われている。また、事務

局の整備も進んでおり素晴らしい形になってきている。 

以上 

(次回理事会) 2019年 10月 11日(金) 午後 1時～  於長沼原勤労市民プラザ 

 

[政連関係] 

理事会終了後、小口会長より、全 国 損 害 保 険 代 理 業 政 治 連 盟(略称「政連」)関係

について、次の報告があった。 

「6 月 24 日に自民党の鈴木馨祐議員（財務副大臣）が千葉代協の事務局を訪問し、

来るべき参議院選挙で豊田俊郎候補（千葉県選挙区）を推薦して欲しいとの要請を受

け、豊田俊郎候補を推薦することに決定した。」 


