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2020年度千葉県代協第 2回理事会議事録 

日時：2020年 10月 9日(金)  13：00～16：00 
場所：長沼原勤労市民プラザ 2階 多目的ホール 

＜出席理事＞(敬称略）25名 
小口泰伸、伊藤綱人、東正己、積田淳、今西英人,大下整二、秋元浩、中臺勝美、飯
田晴夫、福原鋭司、森廣賢一、相川幸雄、石井孝幸、安藤康子、五木田厚、田原豊、
伊野雅至、筒井隆行、安藤正、横山一臣、池辺晃司、北田耕一、石井清、大森滋、
八木優 

＜欠席理事＞（敬称略）5名 
 辰野方哉,山本圭一, 石岡邦彦、萱野一、清水武史 
 

＜出席監事＞     ＜欠席監事＞    ＜出席事務局長＞  
栗田秀美       宅間稔        宮澤哲 
 

議事に先立ち、DRPネットワーク㈱岡本会長、中井部長から、「レンタカー特約店業
務開設のご案内」についての説明があった。 
 
司 会：今西専務、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 

＜議事＞ 
定足数の確認 
今西専務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） 

 新型コロナウイルスの影響は、当初の予想をはるかに超え、いまだに終息の兆しが見

えない。代理店活動や代協活動についても少なからず影響を受け、大きな問題となっ

ている。コロナ発生以前の生活様式に戻ることは考えづらく、新らしい生活様式を模

索して対応することが必要である。日本代協が「感染症対策用 BCP 策定支援ツール」

を提供しているので活用して欲しい。 

 ９月１５日に WEB 方式で開催された日本代協会長懇談会について次の報告があった。 

 ・日本代協コンベンションは延期されるが、功労者表彰者については今年度も対象
者が決定し、来年度のコンベンション時に表彰される。 

 ・代理店サポートデスクの相談状況（2020年 4月～7月 15件） 

 ・代理店統計（2020年 3月末現在） 

全国代理店実在数：172,191店（前年 8,128店減） 

全国募集従事者数：2,054,942人（前年 9,366人減）など 

 ・WEB会議システムの活用方法 

・事業計画については、ほとんどの代協において、滞っている。WEB 会議に活用

については、地域によりバラツキがある。 
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また、損保協会南関東支部が「保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラ

ブルにご注意！」のチラシを千葉県警察と共同で作成し、千葉代協にもチラシの提

供があるので、追って皆さんに配布するので、活用して欲しい。 

 2.報告事項   

(1）日本代協報告  

  (上記会長挨拶参照) 

(2)東関東ブロック協議会報告 

 小口会長より、9月 17日に 2020年度第 2回関東ブロック協議会が WEB開催された 

との報告があった。 

(3）委員会報告 

 積田教育委員長,大下企画環境委員長、秋元広報委員長、東組織委員長、伊藤 CSR委

員長、今西総務委員長から次の報告があった。 

  

委員会名 報告内容 

 教育委員会 第１回を 7月 15日第２回を 10月 7日に開催(WEB会議) 

・コンサルティングコースセミナー 

 現在まで今年度はまだ開催されていないが、１２月から感

染症対策を講じたうえで、リアル開催が決定した。 

・日本代協アカデミーネットチャンネル 

 1年間の申し込みは、先般終了したが、更新数は前年より減

る見込み。 

・千葉代協セミナー 

 WEBで来年 2月ごろの開催する方向である。 

 テーマについては、「SDGS」や「野元専務の金融庁などの最

新情報」などがテーマにあがっているが、次回の委員会まで

に具体案を決めて検討したい。 

  次回は 11月 24日（火） 

企画環境委員会 第１回委員会を 7月 29日に開催(WEB会議) 

・各支部からの不公正募集報告⇒今後もデータ収集を続ける。 

・BCP取組⇒複数の携帯会社と契約し、通信障害に備えるなど 

・「保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラブル

にご注意！」のチラシの有効活用及び配布方法を次回の

委員会で検討。次回 11月 10日に開催 

広報委員会 第１回委員会を７月 30日に開催(WEB会議） 

・千葉日報の広告掲載⇒掲載者を増やすため、ラインなどの

WEBを活用した方法を千葉日報に呼びかける。 

・千葉代協だよりの発行⇒支部の活動報告が滞っているため、

紙面の内容及びスケジュールは今後引き続き検討する。 
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・ホームページリニューアル⇒「支部のご案内」については、 

 支部広報委員が管理する画面となるが、支部長の挨拶など

も掲載しいくので、支部長のご協力をお願いしたい。 

組織委員会 第 2回委員会を９月８日リアル及び WEB開催。 

・仲間づくり推進⇒各支部の現状を認識し、現在の新規見込

みについて、意見交換した。 

・地震 10秒診断アプリの活用⇒損保協会作成のアプリを有効

活用して欲しい。 

・新入会員オリエンテーション⇒WEB を活用して実施して欲

しい。   次回は 11月 17日開催。 

CSR委員会 第 2回委員会を 9月 9日 WEB開催。 

・無保険車追放・地震保険普及キャンペーンの実施⇒ノベル

テイを各支部に会員数に按分して配布し、有効活用しても

らう。 

・ぼうさい探検隊マップコンクール⇒安房支部、市原支部に

ご協力いただいているが、締切も 11月 4日と迫っているの

で、案内を出したところに再度確認して欲しい。 

・赤い羽根共同募金への協力 

次回は 12月 9日開催予定。 

総務委員会 ・会費未納者について、該当支部長に協力依頼済み。 

・現在の予算消化率 40％弱。 

 

（4）支部報告 

各支部長から、コロナ禍で思うような支部活動ができない中、支部役員会の開催報

告を中心とした報告があった。 

  

（5）事務局報告 

  2020年度第 2回支部長・三役会議（9月 11日開催）の開催報告が議事録に沿って 

   あつた。 

 

3.前回議事録（2020年度第 1回理事会）承認の件   

  2020年 7月 10日の開催された 2020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）千葉代協ホームページのリニューアル案について 

題記に関し、宮澤事務局長から次の提案があり、承認された。なお、支部からの投

稿方式となる「支部のご案内」について、１２月１日のリニューアルオープンに向

けて、最後の詰めを行ったうえで、実施することとした。 
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(提案内容） 

1.リニューアルの経緯 

 千葉代協ホームページリニューアルについては、広報委員会の本年度の事業計画に記
載されている。しかしながら、現在のホームページのレンタルサーバー契約を締結し
ている業者（プロスペックス㈱）から今年の１２月末で契約を終了するとの連絡があ
った。 従って、早急にホームページのリニューアルを行う必要があったので、三役
会、事務局を中心にリニューアル案をまとめたものである。 なお、新たな業者とし
て、日本代協推薦の V-HoPe㈱（注）にホームページリニューアルの構築を依頼した。 

（注）日本代協ホームページの構築業者である。 

 

2．リニューアル案（項目、原稿作成者、アップ者など）（別紙参照） 

 特色 

 （１）デザイン全面刷新 

「わかりやすさ」「使いやすさ」「扱いやすさ」の３つを基本コンセプトに、全て

のぺージデザインを一新した。 

 （２）会員向け情報の充実 

   各種議事録、提携事業などを会員専用（ID,P/Wが必要）として掲載した。 

  (３）支部からの投稿方式 

支部活動などのご案内などのインフォメーションについては、支部専用の管理画

面からの投稿方式とした。 

 （４）非会員の入会に関する情報の充実 

    非会員が入会を検討する場合の必要な情報を全て掲載した。 

3．今後のスケジュールについて 

（1）１０月９日（金）の理事会でリニューアル案の承認を得る。 

（2）「支部のご案内」の項目を中心に最後の詰めを行う。 

（3）全面リニューアルのホームページを１２月１日（火）にリリースする。 

 

 (2) 東関東ブロックセミナー開催案内について 

    本年度の東関東ブロックセミナーは埼玉代協主管で次のとおり開催されるが、参加

者には千葉代協から交通費が支払われるので、是非ご参加いただきたいとの要請が

あった。 

   (ブロックセミナー概要 9 

・開催日：２０２０年１０月３０日 金曜日 13:00～16:45 (12:30受付開始） 

・会 場：大宮ソニックシティー（さいたま市大宮区桜木町１－７－５国際会議室）  

・内 容：第一部「事業継続計画策定の手引き」 

      講師：MS&ADインターリスク総研 株式会社 様 

     第二部「事業継続対策を考える」 

      進行：埼玉県代協 教育委員会 新風会 
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・定員  100名 

・募集目標   千葉代協  25名（締切 10月 15日） 

・参加者への交通費負担 京葉・東葛・千葉 3,000円、市原・北総・木更津 5,000       

            円、銚子・安房・茂原 6,000円 

（3）三冠王への取組み 

 現在の状況を確認のうえ、下記のとおり取り組んでいくことを確認した。 

 ①現在の状況 

項    目 2019年度 2020年度  

 

 

 

目標 実績 目標 実績 

仲間づくり推進 

(入会店数) 

28店 12店 

 

24店 7店 

（10月 5日現在） 

コンサルティングコ

ース受講者数 

24名 

 

50名 

目標達成 

20名 （12月 1日募集開

始） 

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 

目標達成 

3団体以上 １団体 

 

 

  ②今後の取り組み 

 イ. コンサルティングコース受講者数 

  積田委員長から次の要請があった。 

「コロナの関係で募集ツールの作成が遅れており、募集期間がタイトになってくる

可能性がある。次回の教育委員会で募集方法の検討を行うが、皆様からも大型代

理店の従業員に受講の働きかけをして欲しい。」 

 

ロ.ぼうさい探検隊マップコンクール応募提出団体数 

  伊藤委員長から次の要請があった。 

  「コロナ禍で大変厳しい状況であり、現段階では提出団体は 1団体である。 

11月 4日の締め切りに向けて、既に案内済みの小学校や団体に対して再度プ

ッシュして、目標達成にご協力いただきたい。」 

 

ハ.仲間づくり推進(会員増強) 

       (イ) 現状及び新規見込み 

      本日現在の状況を次のとおり、確認した。 

支部名 目標数 入会数 退会数 見込み 

安房 ４ １ 0 ６ 
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木更津 ３ ０ ０ １ 

市原 ３ １ １ １ 

茂原 ４ ０ ０ ６ 

銚子 ３ ０ ０ ２ 

千葉 ３ １ ２ １ 

京葉 ３ ２ ３ １ 

北総 ４ 1 １ ０ 

東葛 ３ １ １ ０ 

計 ３０ 7 ８ １８ 

 

   (ロ)今後の取組みについて 

     各支部長（木更津は森廣副支部長）から、見込み代理店への働きかけな

ど、目標達成に向けた取り組み方法の披露があった。 

  東委員長から次の要請があった。 

  「ひとりひとりが常に仲間づくり推進（会員増強）の意識を強く持って欲しい。 

三冠王については、仲間づくり推進（会員増強）が足を引っ張っている状況 

なので、皆さんの力で是非三冠王を達成して欲しい。2月のキャンペーンま 

でに、目標を達成出来るよう協力して欲しい」 

 

(4) 日本代協アカデミーネットチャンネル普及、推進について 

 積田委員長から、日本代協アカデミーネットチャンネルの推進について次の要望が 

あった。 

 ・本日配布するチラシを会員に配布して新規登録を働き掛けて欲しい。 

 ・人事ハンドブックが無料で贈呈されるので、これらを PR して新規登録を推進して 

欲しい。 

 なお、小口会長から重ねて次の要望があった。 

 「日本代協アカデミーのターゲットは募集人 3～10 人ぐらいの会員であったが、実 

際には大型代理店が活用している。安価で、素晴らしいコンテンツなので、是非と 
も自社の募集人教育として採用して欲しい。」 

 (監事講評) 

 栗田監事から次の講評があった。 
 
 各委員長が２年経過し、素晴らしい仕切りだった。今回は初めて全支部の代表が
出席した貴重な理事会だった。これからも、各支部の代表という形で、できる限
りの多くの理事さんに参加していただき、コロナ禍の苦境を乗り越えて欲しい。 

 
以上 

(次回理事会) 202１年 1月 22日(金) 午後 1時～ 於 長沼原勤労市民プラザ 


