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平成 30年度（一社）千葉県代協第２回理事会議事録 

日時   平成 30年 10月 12日(金)  13：00～16：00 

場所   長沼原勤労市民プラザ 視聴覚室 

＜出席理事＞31名（内出席者 25名）（敬称略） 

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、伊野雅至、秋元浩、石橋陽二郎、清水武史、石井清、久保田洋

之、市原貴 

＜欠席理事＞（敬称略） 6名 

  辰野方哉、宅間稔、矢部元茂、鈴木政敏、池辺晃司、北田耕一 

＜出席監事＞         ＜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. 平成 30年度第 2回支部長・三役会議議事録 

3. 平成 30年度第 1回理事会議事録 

4. 2018年度東関東ブロックセミナーのご案内など 

5. 第 8回日本代協コンベンション開催のご案内 

6. 代理店賠責説明会についてなど 

＜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   

小口会長から、次の挨拶があった。 

・無保険車追放キャンペーン及び自動車盗難防止キャンペーンにご協力いただ 

きありがとうございました。 

・自然災害が続いていますが、代理店としての使命をしっかり務めてください。 

・会員増強については、日本代協及び千葉代協とも代理店の合併・廃業が多く現

時点では、マイナスであるが、未加入代理店への呼びかけをお願いします。 
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・国民年金基金の募集は今年度が最後なので、千葉は現時点でゼロであるが、１

口でもいいので加入の呼びかけをお願いします。 

・金融庁の検査が本格化する時期であるが、保険対応の履歴(記録)が整理保存さ

れているかどうなど検査のポイントになっているので、ご注意いただきたい。 

・代協活動の現状と課題（2018年版）が発刊されたが、日本代協の現状がよく理

解できるので、熟読して欲しい。 

2.報告事項   

(1）日本代協報告  

 伊藤日本代協 CSR委員から、「10月 4日開催の日本代協 CSR委員会でグリーン基 

 金の代替事業の実施を前提とした廃止が決定した」との報告があった。 

  また、筒井日本代協機関紙編集室委員より、「今年度で廃止・される国民年金基金 

 のキャンペーンなどの記事が掲載された日本代協ニュース(9月 25日付)が発刊さ 

 れた」との報告があった。 

 

(2）委員会報告 

 大下企画環境委員長、東組織委員長、積田教育委員長、伊藤 CSR委員長、筒井広報

委員長から、前回理事会以降に開催された委員会について、配布された議事録に沿

って報告があった。 

 (報告概要) 

委員会名 報告概要 

企画環境委員会 ７月２７日開催の委員会について次の報告あった。 

・各支部委員会からの報告 

・代理店賠責説明会(10/19・茂原)の開催 

組織委員会 ７月２７日、９月７日開催の委員会について次の報告あった。 

・代理店賠責説明会(10/19・茂原)の開催（協議事項で審議） 

・会員拡大・国民年金基金加入促進の今後の行動指針 

・次回の委員会までに保険会社の各支社訪問を完了させる。 

また、安房支部、銚子支部への委員会出席要請があった。 

教育委員会 ７月３０日開催の委員会について次の報告あった。 

・損害保険トータルプランナー更新試験受験勧奨 

・損害保険コンサルティングコースセミナーの運営について 

・コンサルティングコースの受講者募集について 

CSR委員会 ９月２６日開催の委員会について次の報告あった。 

・3大キャンペーンの実施 

 無保険車追放キャンペーン（９月２６日実施済） 

 自動車盗難防止キャンペーンについて（１０月５日実施済） 
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 地震保険普及キャンペーン（１０月１９日茂原支部・１０ 

月２３日東葛支部・11月 21日北総支部実施予定） 

・ぼうさい探検隊マップコンクール（3校の目標はクリヤーし

たが今後は各支部１校をクリヤーしたい） 

・西日本豪雨被害者への募金（本日までの募金 80471 円と本

日の募金を合わせて拠出する） 

・赤い羽根共同募金への協力のお願い 

広報委員会 ９月６日開催の委員会について次の報告あった。 

・千葉代協だより（２０１８年１０月）号を発行 

・千葉日報トータルプランナー掲載広告について次回改善策

を検討する。 

日本代協関係 

・日本代協のホームぺージリニューアルに向けての提言  

・日本代協トータルプランナーの PR動画   など 

 

（3）支部報告   

     各支部から、今後行われるセミナー、勉強会、レクリエーションなどについて

の紹介があった。 

 

(4) 平成 30 年度第 2回支部長・三役会議報告 

  今西専務より、９月１４日に開催された平成 30年度第 2回支部長・三役会議に

ついて、配布された議事録に沿って次の報告があった。 

  〇会長・専務理事が新任挨拶を兼ねて大手保険会社４社を訪問し、会員拡大・

コンサルティングコースの募集の協力を行った。 

  〇役員の新任及び職員増を契機に現在の事務局業務の改善（業務の洗い出し・

見直しなど）を行っているが、その打ち合わせ結果について次の報告があった。 

① 三役会・各委員会・支部との連携について 

   ・会員増強に関する事務局と支部長・組織委員会の連携 

   ・メールの転送などの処理方法の整理・簡素化 

   ・千葉代協ホームページのインフォメーションのアップ方法 

② 子供 110番の新入会員の登録方法（支部オリエンテーションの際に CSR委

員が確認） 

③ 名刺の作成方法（支部役員の名刺作成については、支部に一任。ただし、

名刺に事務局を必ずいれる） 

④ 理事会・委員会などの参加者の交通費額の決定方法 

⑤ その他 

・会員名簿のホームページへの記載の変更（支部別に代理店名のみ記載） 

・千葉代協の政治連盟の会費についての銀行口座を新たに開設した。 

   

 (5)事務局報告 

  今西専務より、理事会・委員会などの会議の交通費については、自己申告制と 
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するので、用紙に交通費を記載して、提出して欲しいとの依頼があった。 

 

 

3.前回議事録（平成 30 年度第 1 回理事会）承認の件   

  平成 30 年 7 月 13 日の開催された平成 30 年度第 1 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)平成 30年度東関東ブロックセミナーの参加について 

 宮澤事務局長より、次の報告があった。 

 「９月１９日に平成 30年度第 2回東関東ブロック協議会が開催され、平成 30年度

東関東ブロックセミナーが次のとおり開催されることが決定した。千葉代協はセミ

ナーに参加者目標が２５名と決定したので、９月下旬に全会員あてにセミナーの案

内チラシ（交通費は千葉代協で 7,000円負担）で募集した結果、本日までに２１名

の参加が決定している。」 

 検討の結果、目標まで残りの 4名について木更津支部から 3名及び栗田監事の参加

の申し出があり、この 25名が参加者として承認された。 

（セミナー概要） 

  ・日時:平成 30年 11月 16日(金) 受付開始 12時 30分～ 

第1部 13時～14時 30分  

演題：これからの代理店経営と保険業界  

講師：野元敏昭氏(日本代協専務理事) 

第2部 15時～16時 30分 

演題：これからの代理店経営（相続～生保販売）と保険業界  

講師：一橋香織氏（全国相続診断士会会長） 

懇親会：17時～ 

  ・場所：ホテルテラス・ガーデン水戸（茨城県水戸市宮町 1-7-20） 

    ・参加費：セミナー 無料、懇親会費 会員 5,000円、非会員 6,000円 

  ・定員：150名 

   

(2)日本代協主催コンベンションについて 

 宮澤事務局長より、次の報告があった。 

 「第 8 回日本代協コンベンションが 11 月 30 日と 12 月 1 日に開催され、千葉代協

からは 13名が参加する予定である。」 

 検討の結果、この参加者に対し、千葉代協から懇親会費（7000円）,交通費全額及

び宿泊する場合には、5,000円を支給することが承認された。 

（第 8回日本代協コンベンションの概要） 
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  11 月 30 日 第 1 部 式典・代協会員懇談会・基調講演（講師 川原 正孝氏） 

        於 グランドニッコー東京 

  12月 1日  第 2部  分科会 

        於 損保会館・お茶の水ホテルジュラク 

 (3)会員増強の取り組み策について 

 ①代理店賠責説明会について 

  東組織委員長から、次のとおり現時点の申し込み状況及び今後の協力要請があっ

た。 

「代理店賠責説明会が次のとおり行われる。久保田支部長と斉藤組織委員で茂原支

部管轄の大手保険会社 4 社の支社などを訪問し、未加入代理店へ案内文を配布し

て代理店賠責への参加誘導をしてもらった結果、現時点では３代理店の申し込み

がある。しかしこれでは不十分なので、さらに茂原への参加が可能な地区につい

ては声掛けをお願いしたい」 

（代理店賠責説明会の概要） 

 日時：１０月１９日（金） 午後３時３０分～５時 

 場所：三井住友海上社茂原支社 

   講師：大下企画環境委員長、宮澤事務局長 

②今後の会員増強取り組み策について 

 今西専務から「千葉代協の組織率は全国ではブービーである。何とか組織率を上

げていきたいが、会員増強策の王道はないと思うが、各支部長から今後の各支部

の取り組み策、各理事からは個人的な会員増強取り組み策について率直な意見を

伺いたい」との要請に伴い、支部長及び理事にそれぞれの考え方をご披露いただ

いた。 

（主な意見・取り組み策） 

 〇各支部の取り組み 

  北総  代理店賠責説明会を開催する。  

木更津 保険会社の支社長を訪問し、未加入代理店をピックアップしてもらっ
ている。 

 市原  役員の知り合い未加入代理店に声をかけてもらう。 

〇各理事の主な意見 

・代理店賠責説明会に如何に多くの未加入代理店に参加してもらうかの方法を
考える。 
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    ・役員あるいは会員がそれぞれ知り合いの代理店に代理店会などの場で声掛け
をする。 

    ・公式な会合は出にくいので、プライベートで誘って加入を勧める。 

 ・会員１人１人が熱い気持ちを持って、一人でも多くの未加入代理店に声掛け
をする。 

 ・未加入代理店名簿を作成する。 

 ・代理店同士のネットワークの良さを PRする。 

 ・全国の組織率の高い代協の取り組み策を聞いてみる。 

   (まとめ) 

  今西専務より、「未加入代理店名簿を作成して、１人１人に加入の声掛けをし 

ていく方法の現実性を感じた」との感想が述べられた。 

最後に小口会長から「会員増強の王道はないが、いろいろな方法はあると思う。 

さらにこんな方法がいいのではないかという意見があれば、事務局に寄せて欲     

しい」との要望があった。 

  

(4)来年度県代協主催のレクリエーションについて 

掲題について意見交換し、 バスハイク、支部別ソフトボール大会・ボウリング

大会などの提案があったが、次回の理事会までに各支部で検討のうえ、それぞれ

の具体案を提案願うこととした。 

 [講評]                

小倉監事  新役員の体制になって、協議事項が重視され会員増強の議論が活発に 

      なった。 

栗田監事  立派な運営である。銚子支部にも出てもらって全体で論議して理事会 

   を盛り上げて欲しい。 

 以上 
 

平成 30年 10月 12日 

       会長(代表理事)      小 口 泰 伸   ○印 

        監事            栗 田 秀 美   ○印 

 
 (次回理事会) H31年 1月 25日(金) 午後 1時 00分～  於長沼原勤労市民プラザ 


