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2020年度千葉県代協第 3回理事会議事録 

日時:2021年 1月 22日(金)  13：00～15：35 

場所:WEB及び事務局 

＜出席理事＞(敬称略）26名 

(事務局)小口泰伸、今西英人 

(WEB) 伊藤綱人、東正己、積田淳、大下整二、秋元浩、中臺勝美、飯田晴夫、福原

鋭司、石 岡邦彦、萱野一、森廣賢一、相川幸雄、石井孝幸、安藤康子、五木

田厚、筒井隆行、田原豊、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）4名 

辰野方哉、伊野雅至、山本圭一、清水武史 

＜出席監事＞     ＜欠席監事＞    ＜出席事務局長＞  

宅間稔(WEB)     栗田秀美       宮澤哲(事務局) 

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：宅間監事、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(概要) 

 ・コロナの感染は、身近なところまできており、いつだれが罹ってもおかしくない

状況なので、注意して欲しい。 

・保険募集についても、リモートが導入されてきているので、その準備は店主の義

務である。 

 ・日本代協会長懇談会・セミナー（１２月８日開催）について次の報告があった。 

(1)WEB会議システムを活用して、セミナーや会議を頻繁に行っている代協とそう

でない代協と２極化している。 

(2)成島康宏氏（元金融庁特別検査官、日本代協アドバイザー）のセミナーの概             

  要 

２．報告事項  

(1）日本代協報告  

  東ブロック組織委員から、１月１４日開催の日本代協組織委員会について、次の報 

告があった。 

・仲間づくり推進については、損保ジャパン及び東海日動代申の代理店の退会が郡
を抜いており、退会が入会の 3倍のスピードで増えている。このままでは、代協
の破滅の危機であるとの認識が示され、仲間づくり推進に向けて、強い要望があ
った。 
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  ・今年の５月から郵貯銀行が、長期ローン火災保険の取り扱いを始めるとの通知が 

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、伊藤 CSR 委員長、秋元広

報委員長、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 4回１月 19日開催報告(WEB会議) 

・日本代協アカデミーネットチャンネルの登録推進 

・コンサルティングコースセミナーの運営 

 昨年１２月にコロナ感染防止対策を行ったうえで、２回リ

アル開催を行った。しかし、今週に予定されていたセミナー

は、緊急事態宣言を受け、延期された。 

・千葉代協セミナー、コンサルティングコース受講者募集に

ついては、協議事項で審議する。 

企画環境委員会 第 2回委員会 11月 10日開催報告(WEB会議) 

・各支部からの不公正募集報告 

   自動車ディーラーの抱き合わせ販売などについての報告

があった。 

・BCP取組 

   ハザードマップの掲示や水の確保などが必要である。 

・「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（損保協会作成）について 

  各支部の会員数割合でチラシを配布し、特に高齢の契約 

  者にチラシを配布して、注意喚起を行う。 

組織委員会 第 3回委員会 1月 21日開催報告(WEB会議) 

・仲間づくり推進に絞って検討した。 

 各支部から現在の取り組み状況について報告願い、支部の

目標達成の難しいところについては、保険会社別の代理店

リストを作成して、本日の理事会に提出するので活用して

欲しい。 

CSR委員会 第 3回委員会 12月 9日開催報告（WEB会議） 

・無保険車追放・地震保険普及キャンペーンについて 

街頭での配布が困難なため、ノベルテイを有効活用したケ

ースについての報告があった。 

・献血活動について 

 コロナ禍により、献血が不足しているので、各支部周辺のシ

ョッピングモール、市役所の特設会場に出向いて献血に協

力して欲しい。 

・赤い羽根共同募金について 
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 前回の理事会あるいは支部活動費から募金に協力いただい 

ているので、次回の委員会で寄付先について、検討する。 

広報委員会 第 3回委員会 1月 20開催報告(WEB会議） 

・千葉日報の広告掲載 

 今年も掲載する方向で、千葉日報の小泉氏とも打ち合わせ

のうえ、委員会で詰めていく。 

・ホームページリニューアルについて 

「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、支部役員会の WEB 画面を掲載するなどの協力をお

願いした。 

総務委員会 ・12月末現在の予算消化率 77％である。 

・wifi契約を締結したので、委員会などで活用して欲しい。 

・緊急事態宣言中は事務局業務時間を 10時～16時とする。 

 

（3）事務局報告 2020年度第 3回支部長・三役会会議報告 

   宮澤事務局長より、配布の議事録に沿って報告があった。 

 
3.前回議事録（2020 年度第 2 回理事会）承認の件 
  

題記に関し、異議なく承認された。 

4.協議事項 

（1）三冠王への取組み 

①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 

題記に関しては、それぞれ目標を達成し、２冠を達成した。 

なお、コンサルティングコース受講者数については、積田委員長から次の要請が
あった。 

「千葉代協としては目標を達成したが、東関東ブロックとしてはまだであり、締 

切は 2月 12日なので、引き続き積極的な情宣に努めて欲しい」 

  ②仲間づくり推進 

   イ.代理店リストの活用について 

    東委員長から、次の要請があった。 

・目標２４店に対し、現在入会数は７店で残り 17 店と厳しい状況であるが、
皆さんの力を得て、何とか目標を達成したい。 

     ついては、コロナ禍で皆さんの士気も低下しており、このままでは、到底目
標を達成できないので、私が保険会社別の入会候補代理店リスト（注）を用
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意 したので、このリストを活用して、残り２カ月強であるが、目標達成に
向けて取り組んで欲しい。 

    （注）各保険会社のホームページから、作成したもの。 

代申会社別代理店リスト 350店（損保ジャパン 70店、あいおいニッセイ 

同和 40店、三井住友海上 190店、東海日動 80店】 

    ・このリストの掲載されている代理店を知っているとか、紹介したい代理店が 

     あれば、他支部の代理店でも構わないので入会に向けて取り組んで欲しい。 

この場合には、他支部の入会でも、紹介ベースでカウントする。 

    ・このリストに掲載されている代理店について保険会社を通して紹介してもら 

     ってもよい。もし、資料が必要であれば、組織委員などに連絡してもらえれ 

ば対応する。 

    なお、東委員長より「来年の千葉代協の目標は２７店と今年度よりハードルが
高いので、今年度が３冠王獲得のチャンスである」との要請があった。 

    最後に会長から、委員長の熱い思いを汲んで、是非ともご協力をお願いしたい 

との要請があった。  

   ロ.キャンペーンの特典について 

    キャンペーンの特典として、「２月、３月入会者に対し、入会金及び会費を無 

    料にしたい」との提案が承認された。 

  （2）千葉代協 WEB セミナーについて 

    積田委員長から、次の報告及び要請があった。 

    ・本日時点の最新の数字は、１５７名（ログイン端末数）、２４６名（視聴者
数）である。 

    ・今後の申込について、茂原支部のように支部セミナーの代替として会員に 

案内して欲しい。また、理事の方でまだ申し込みのない方は、早めに申し
込んで欲しい。 

    ・セミナーの終了後にアンケートを実施したい。 

    （WEBセミナーの概要） 

     日時：２月１日（月）午後 3時～5時 

     場所：WEB 

          テーマ：自然災害多発・コロナ禍の今だからこそ考える!!」 

           保険契約者の保護と代理店経営 

     講師：野元 敏昭氏（日本代協専務理事） 



5 

 

     定員：200名 

(3) 千葉代協ホームページのリニューアルについて 

     宮澤事務局より、次の報告及び要請があった。 

  ①リニューアルオープンの周知等について 

   全会員、日本代協、保険会社などリニューアルの特色を記載した案内状 

を配信した。 

  ②ホームページの更新内容（支部に関連するコンテンツ） 

   支部のご案内については、支部の管理画面から投稿する形となるので、 

   支部長と広報委員が連携して支部の活動をアップして欲しい。ただ、現在は
コロナ禍で、活動を自粛していると思うので、支部役員会などを写真入りで
掲載して欲しい。 

（4）会費規則の改定について 

   次に提案内容が承認された。 

  （提案内容） 

   ・改定案 

    A 会費納入方法第４条「５月初旬及び６月初旬の均等２回で口座振替とす 

る。但し～」を「５月初旬に口座振替とする。但し～」に改定する。 

          B 「（中途退会）第１０条 原則として、会費は返戻しない。」を新設する。 

    ・改定理由 

     A 会費の支払回数を２回から１回に変更したため。 
          B  中途退会した場合の会費の取扱いの規定がないので、実態に合わせてル 

ール化する。ただし、会費請求時点（4月 20日前後）で退会していた場 
合は、請求しない。 

  (5) 旅費規則の改定について 

    次の提案内容が承認された。 

  （提案内容） 

     ・改定案   

（日当）第 5 条「日当は一日当たり、県内会務 1,000 円、県外出張 2,000

円とする。」を「第 5条 日当は一日当たり、県内会務 1,000円、県外出張

2,000 円とする。ただし、WEB 会議に参加した場合は、1,000 円とする。」

に改定する。 

     ・改定理由 

      WEB会議に対応するため。 

    
（6）千葉日報広告掲載について 
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    次年度も千葉日報の広告を掲載することとし、掲載方法については、 

    三役会及び広報委員会に一任願うことした。 

 
(7) 支部のデビットカードの作成について  

   次の提案が承認された。 
（提案内容） 

ZOOMなどの有料契約の場合には、カード決済が必要であるが、クレジット
カードは、ハードルが高いので、各支部の通帳に関連する決済機能である
デビットカードを作成したい。 
 

(8) 総会記念セミナーについて 
   2021年度通常総会は 5月 28日（金）（於 ホテルグリーンタワー幕張）を予

定しているが、その記念セミナーについて、レアル開催及び WEB 開催のどち
らにも対応することを前提に、次のとおり検討した。 

 
   （セミナー候補） 

１．テーマ 持続可能な開発目標（SDGs）について 
講 師 東氏(コンサルタント) 

 2. テーマ 金融庁検査の着眼点 
講 師 成島康宏氏（元金融庁特別検査官、日本代協アドバイザー） 
 

     この２つの候補について意見集約した結果、「金融庁検査の着眼点」を優先
して進めることとした。 

 
(監事講評) 

  宅間監事から、次の講評があった。 

 ・WEBの理事会であったが、引き締まった会議だったと思う。 

 ・代協活動の基盤は、会員拡大（仲間づくり推進）と支部活動だと思うので、 

  皆様のご協力をお願いしたい。 

以上 

 

2021年 1月 22日 

       会長(代表理事)      小 口 泰 伸   ○印 

        監事            宅 間   稔   ○印 

 

 
(次回理事会)202１年 4月 23日(金)午後 1時～午後 4時 於 長沼原勤労市民プラザ 

 


