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平成 30年度（一社）千葉県代協第 3回理事会議事録 

日時   平成 31年 1月 25日(金)  13：10～16：10 
場所   長沼原勤労市民プラザ 多目的ホール 

＜出席理事＞(敬称略）20名 
小口泰伸、東正己、積田淳、筒井隆行、大下整二、須佐弘男、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、鈴木政敏、 北
田耕一、石井清、久保田洋之、市原貴   

＜欠席理事＞（敬称略）11名 
  伊藤綱人、今西英人、中臺勝美、辰野方哉、佐藤隆二、宅間稔、伊野雅至、石橋陽

二郎、矢部元茂、清水武史、池辺晃司、 
＜出席監事＞ 栗田秀美 ＜欠席監事＞小倉滋彦   ＜事務局＞宮澤哲 

   
司 会：東副会長 
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 3回支部長・三役会議議事録 

3. 千葉代協提携事業一覧表（最新版） 

4. 平成 30年度第 2回理事会議事録 

5. 2018年度千葉代協セミナー案内チラシなど 

6. 入会候補者、目指せ・三冠王ニュース 

7. 2019年度通常総会記念セミナー・地震保険セミナー案 

8. 2019年版千葉日報広告掲載の案内状 

 

〇議事に先立ち、「日本代協アカデミー・ネットチャンネル」について、ユーチューブ
上のプロモーション映像による案内があった。 

＜議事＞ 
定足数の確認 
東副会長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、挨拶があった。 

(挨拶概要) 

・昨年は自然災害が多かったが、代理店として契約者などを守るという皆さん

の使命は、ますます重要になっている。 
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・お客様を取り巻く個々のリスクに応じたリスクマップの提案活動もまた重

要である。 

・今後、人口減少、高齢化、消費者ニーズの変化など保険業界を取り巻く環

境は、大きく変化していくと思う。この環境変化に代理店として対応して

いくために、出来る限り協力していきたい。 

2.報告事項   

(1）日本代協報告  

  筒井日本代協機関紙編集室委員より、「12月 18日に機関紙編集室会議が開催さ 

れ、1月 9日に発刊した日本代協ニュースの編集を行った」との報告があった。 

(2）委員会報告 

  積田教育委員長、大下企画環境委員長、東組織委員長、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。また、CSR委員会については、伊藤委員長欠席のため、司会者より配布資

料を代読した。 

 (報告概要) 

委員会名 報告概要 

教育委員会 10月 24日及び 12月 12日開催の委員会について、次の報告 

があった。 

・議事内容については配布の議事録を参照してください。 

・次回は、１月 30日に開催する。  
企画環境委員会 委員会開催なし。次回は、2月 6日に開催する。 

組織委員会 12月 12日開催の委員会について次の報告があった。 

・代理店賠責説明会(10/19・茂原)の開催結果（4店参加、3店

入会） 

・千葉支部・市原支部合同の「保険会社向けの代理店賠責説明

会」を開催予定（その後、次年度に繰り延べ） 

・会員増強対策（現状と今後の活動方針） 

次回は 2月 5日に開催する。 

CSR委員会 10月 13日～1月 25日間の活動について、次の報告があった。 

・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） 

・ぼうさい探検隊マップコンクール（8団体応募） 

・西日本豪雨被害者への募金（本日までの募金 99,631円を日

本赤十字社に拠出） 

・日本赤十字社献血活動広報の支援（1 月 23 日モノレール千

葉駅献血ルームで実施） 

・赤い羽根共同募金への協力のお願い 

次回は 3月 20日に開催する。 
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広報委員会 10 月 31 日及び 12 月 6 日開催委員会につき次の報告があっ

た。 

10/31 

・トータルプランナーPR動画の千葉代協分の作成 

 トータルプランナーPR 動画については、日本代協のユーチ

ューブチャンネルで、1 月 1 日以降 47 都道府県の動画を随

時公開している。千葉代協は 2月 26日に公開される。 

12/12 

・千葉日報広告掲載について 

・千葉代協だよりの 2018年度第 2号の発行の編集（県の活動

につき写真を中心に掲載。総会議案に同封予定） 

次回は 3月 26日に開催する。 

 

（3）支部報告   

   各支部から、今後行われる新年会、新春セミナーなどについての紹介があった。 

なお、支部役員会議事録の記載方法について、東副委員長より次の要望があった。 

「報告事項と協議事項に分けて記載し、協議事項については、項目だけではなく結

論が第三者にわかるように記載して欲しい。」 

 

(4) 平成 30 年度第 2回支部長・三役会議報告 

  宮澤事務局長より、1月 11日に開催された平成 30年度第 3回支部長・三役会議 

について、配布された議事録に沿って報告があった。 

  

(5) 事務局報告 

 宮澤事務局長より、次の報告があった。、  

「千葉代協は、お客様サービスと利便性向上のために各種業者と提携しているが、

最新版の一覧表を作成したので、支部会員の皆様への PR及び会員増強に活用し

てほしい」 

3.前回議事録（平成 30 年度第 2 回理事会）承認の件 

異議なく承認された。 

4.協議事項 

(1)平成 30年度千葉代協主催セミナーについて 

  積田教育委員長より、掲記について次のとおり提案があり承認された。 

 

セミナー概要  

・講師：元ロッテオリオンズ監督     有藤通世 氏 

・演題：プロ野球から学ぶチーム作りと若手育成のマネジメント 
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・会場：ホテルグリーンタワー幕張 

・定員：最大 200名収容可能 

・日程：平成３１年３月５日（火） 

受付：１５:００  開演：１６:００  終演：１８:００ 

・セミナー参加費：無料 

・懇親会：ホテルグリーンタワー幕張１４階 

             ※懇親会定員 70名 

・懇親会参加費：５，０００円  ※ビュッフェ立食 

・参加申込み：千葉県損害保険代理業協会宛にＦＡＸでの申込み 

・申込み締切り：平成３1年２月２５日（月）    

 

セミナーの案内（動員方法） 

① チラシの作成（会員・保険会社用） 

チラシ1000枚（会員・保険会社用）を作成し、とりあえず本日1支部50枚を配

布する。その他の配布方法については、１月30日の教育委員会で検討する。    

② ちいき新聞に広告掲載（一般人対象） 

1月24日に幕張地区（33,215世帯）に配布した。早速ご夫婦から申し込みがあ 

った。 

③ メールでの案内 

全会員にメールでも案内するとともに、保険会社会社経由で非会員代理店に

も呼びかけてもらう。 

 (2)会員増強の取り組み策について 

  東組織委員長より 2 月のキャンペーンに向けて次の優遇措置を設けたい旨の提案

があり、異議なく承認された。 

  これを踏まえて、支部別の増強目標を次のとおりとし、目標の必達を決議した。 

   

キャンペーンの優遇措置 

  ２月キャンペーンの優遇措置として、2月入会の場合には、入会金、会費と無料 

する。なお、1月、3月入会の場合には、入会金、会費とも規定どおりとする。 
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支部別増強目標数 

 

支部名 1月12日現在 今後1月25日～3月31日 年間 

千葉 －１ ＋3 ＋2 

市原 －１ ＋１ ０ 

安房 ０ ＋1 ＋１ 

北総 －１ ＋4 ＋３ 

茂原 ＋３ ＋１ ＋４ 

京葉 －１ ＋１ ０ 

銚子 －１ ＋１ ０ 

木更津 －１ ＋2 ＋1 

東葛 ０ ＋１ ＋１ 

計 －３ ＋15 ＋12 

 

 〇AIG社の代理店賠責について 

小口会長から、AIG 社の大西千葉エリア総括部長や柏支店長を訪問した際判明し

た AIG社の代理店賠責の実態の報告及び要望があった。 

（代理店賠責実態） 

・AIG社の代理店は、自社の代理店賠責に加入しているが、これは代理店会を契約

者とする団体契約であり、代理店会に加入するには挙績 3,000 万円以上の条件

がある。 

・従って、挙績 3,000 万円未満の代理店（注）は、自社の代理店賠責には加入で

きない。この代理店には、千葉代協に入会してもらい、我々の代理店賠責の加入

を薦めていく必要がある。 

 （注）AIG 社の代理店の実態は、挙績 3,000 万円以上の代理店が 20%で、挙績

3,000万円未満の代理店が 80%を占めている。 

（要望） 

今後は AIG社の挙績 3,000万円未満の代理店に対して、千葉代協に入会しても 

らい、我々の代理店賠責に加入を勧めて行って欲しい 

（注）なお、AIG社は千葉県に千葉、成田、木更津、柏の 4支店がある。 

（注）東葛支部は、AIG社柏支店で 3 月 20 日前後に行われる業務連絡会で、代
理店賠責についての説明会を行う予定である。 
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(3)2019年度コンサルティングコース受講者募集について 

  積田教育委員長から、「1 月 22 日時点で、27 名と目標（24 名）をクリヤーした

が、AIG社の協力を得るなどして、さらに受講者を増やしていきたい」旨提案し、

了承された。 

(4)2019年度千葉代協主催レクリエーションについて 

前回の理事会で「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」こととなっていたので、各支部の意見を聞いた。 

検討の結果、いろいろな意見が出てまとまらず、次回の支部長・三役会議（3月 

15日開催）に一任することが承認された。 

（5）通常総会記念セミナーについて 

  宮澤事務局長より、掲記に関し次のとおり提案し、承認された。なお、細部につ

いては、今後損保協会と詰めていくこととする。 

 提案理由  

・昨年大阪北部地震、北海道胆振東部地震の大地震が発生し、今や日本のどこでも

大地震が発生してもおかしくない状況で、地震への関心が高まっている。 

・政府の地震調査会の発表によると、今後 30 年間に大地震（震度 6 弱以上）の起

こる確率は、都道府県の県庁所在地で見ると千葉市が 85%で全国トップである。 

セミナー概要 

・日時：2019年5月24日（金）総会終了後 午後３時～５時ごろ 

  ・会場：ホテルグリーンタワー幕張 

  ・演題：地震保険セミナー 

  ・共催：千葉代協及び日本損害保険協会南関東支部千葉損保会 

第１部 千葉県の地震リスク 

      講師：（候補）千葉県防災危機管理部職員、気象庁職員、防災科学技術研 

究所の研究員など 

第2部  地震保険について 

 講師：日本損害保険協会南関東支部職員 
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 (6)千葉日報会員広告掲載について 

 筒井広報委員長から、掲記に関し次のとおり提案し承認された。 

 （提案内容） 

 ・掲載新聞：千葉日報 

 ・掲載日：2019年5月24日（千葉代協総会開催日） 

 ・掲載対象：トータルプランナー資格保有の会員に限らず、会員全員を対象と 

し、掲載者の拡大を図っていく。 

 ・掲載料金：10,800円（800円は代協負担） 

 ・募集時期：2月から募集を開始し、3月15日を中間締切とする。 

 ・紙面構成：中間締切の掲載者数により、紙面構成を考える。 

 (7)その他 

①「盤洲干潟を守る会」に 5 万円の寄付について 

  掲記に関し、次のとおり提案し承認された。 

（提案内容） 

「盤洲干潟をまもる会」については、日本代協のグリーン基金に千葉代協から推

薦し、毎年 10万円の寄付を受けてきた。 

しかしながら、来年度からグリーン基金は、新しい社会貢献分野に資源を投じ

ていくことで、従来型の基金の廃止が決まった。 

そこで、今後とも盤洲干潟の自然環境を守っていく必要があるので、千葉代協

として、独自に来年度 5万円を「盤洲干潟をまもる会」に寄付する。 

{講評} 

 栗田監事より、次の講評があった。 

「理事会の運営がスムースに行われ、大変よかった。できれば、情報交換の時間が

もう少し欲しかった。」 

以上 

 

  (次回理事会) H31年 4月 19日(金) 午後 1時～ 於長沼原勤労市民プラザ 


