
第 6 回 代協 銚子支部役員会 1/12  13 時～ 

出席 加瀬 熱田 山本（ダイナミック）山本（山本保険）石井 藤代 向後 

欠席  

 

議題 

１．委員会報告 

１）総務 熱田 

特になし 

２）組織 加瀬 

会員アンケート 12/31 まで → 目標達成 

新規会員あと 2 件 

３）広報 山本 特になし 

４）教育 向後 コンサルティングコース申し込み開始した。22 名ノルマ →山本保険 1 名  

５）CSR 藤代 赤い羽根共同募金 支部活動費から拠出している支部もある 

  募金の使用目的は藤代さんに一任します 

 

２．オンライン懇談会について →（案）1 月 26 日（水）1３時３０時～1５時０0 分 

申込フォーム 

https://docs.google.com/forms/d/1gs4-OpH8Uznl1_kgSjJgrbDXKQgT9M9GwXZFt8MszYg/edit 
 

代理店名 代申会社 
アンケー

ト回答 

担当役員 

懇談

会参

加 

参加者 防災グッズ 

有限会社ほけんアイランド あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 〇 鈴木正雄 

非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セ

ット) 

有限会社カタヤマ あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 〇 片山貴夫   

郡司鈑金 あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 ×     

株式会社 井上保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 〇 向後 綾子   

株式会社熱田保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 〇 熱田 隆道   

株式会社Ｉ.ＳＵＰＰＯＲＴ あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 ×   防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

有限会社田嶌保険事務所 あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 〇 加瀬 春雄 

非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水セ

ット) 

株式会社 ユナイト あいおいﾆｯｾｲ同和 〇 熱田・向後 ×   モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

株式会社玉家保険事務所 共栄火災 電話 山本圭 × 
 

防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

株式会社銚子保険センタ－ 共栄火災   山本圭       

有限会社旭中央保険センター 東海 〇 山本聖 〇 

鈴木 まさ

代 モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

株式会社ダイナミック 東海 〇 山本聖 〇 山本聖峰 折り畳みヘルメット 

有限会社トータルプラン 東海   山本聖 ×    

 非常食セット  (和風のごはん 4 種類を各 3 袋と、5 年保存のお水

セット) 

株式会社保険の One to One 東海   山本聖 ×    防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セッ 

株式会社ケーズファクトリー 東海   山本聖 ×    防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セッ 

https://docs.google.com/forms/d/1gs4-OpH8Uznl1_kgSjJgrbDXKQgT9M9GwXZFt8MszYg/edit


合同会社 ＡＺサポート 東海 〇 山本聖 ×   防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

鏑木佐藤 東海   山本聖 ×   折り畳みヘルメット 

株式会社保険のフロンテア 三井住友 〇 加瀬 ×   折り畳みヘルメット 

株式会社山本保険事務所 三井住友 〇 加瀬 〇 山本圭一 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社プラスＯＮＥ 三井住友 〇 加瀬 〇 加瀬昌之 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

総合保険センター株式会社 三井住友 〇 加瀬 × 
 

モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

株式会社エバーグリーン 三井住友 電話 山本 ×   非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社エムエス・エージェンシー 三井住友 〇 加瀬 ×   モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充電対応） 

オールホケン株式会社 三井住友 〇 加瀬 〇 小林友明 防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

ネクサス コンサルティング 三井住友 〇 加瀬 ×   防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

有限会社テイアイエス 安田総合保険 損保ジャパン 〇 藤代・石井 ×   防災士が選んだ NEW 防災用品 30 点セット 

株式会社アドウェル 損保ジャパン  〇 藤代・石井 ×     モバイルバッテリー（USB-C ノート PC 充 

有限会社土屋保険サービス 損保ジャパン 〇 藤代・石井 〇 藤代真土 非常食 カロリーメイト ロングライフ 60 個 

株式会社まごころ保険サービス 損保ジャパン 〇 藤代・石井 〇 石井 理夫 折り畳みヘルメット 

株式会社サンライズインシュアランス 損保ジャパン  訪問 藤代・石井  ×    なんでもよい 

ノサカライフサービス 損保ジャパン   藤代・石井       

有限会社エイユー 損保ジャパン   藤代・石井       

有限会社 仲村商会 損保ジャパン   山本圭       

ノサカライフ、仲村商会連絡取れない  

 

グループ分け 

 

代理店存続について 8 名 

業界・保険会社の動向 3 名 

代協への要望、意見 1 名 

 

→ 参加者 12 名（役員以外 5 名）のため、グループ分けせずに行いたいと思います 

 

 

13:00  Zoom 接続開始 

13:30 開催のあいさつ (山本圭) 

13:35 情報提供 

代協活動について 近況等   山本圭 

13:40 ドラレコ普及活動  

ダイナミック山本聖  

オールホケン小林  

ティーアール あいおい 付帯率６０％  

13:50～ 意見交換 

代理店存続について ・・・代理店 vs ディーラー、AI、銀行、ネット通販 etc 

担当：藤代 

・ディーラーのサービスへの対策 

スモールリペア 飛び石、いたずら等の傷の修理をサービス、24 時間事故現場駆け付けサポート等 



https://www.osakadaikyo.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/12/94cb76f0a003d5e88df6ae11f956915c.pdf 

→ 

・銀行窓口 

千葉銀行 生保専門組織による窓口のコンサルティング 

 

・通販対策 

 

・AI 

【業界初】 AI を活用して生損保一体で保険提案する機能の導入 

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/210128_01.pdf 

 

代理店いらなくなるのでは？存在意義は？ 

 

14:20 ～ 

・業界・保険会社の動向 ・・・体制整備、採用、人材育成 、DX 、 コロナ対応 etc 

担当：山本聖 

 

保険会社動向  

三井 山本圭 

東海 山本聖 

損保ジャパン →直資代理店 302 安藤さん 

あいおい 熱田 

採用 加瀬 銀行からの引き抜き、新規採用方法等 

研修生制度 各社動向 

DX 高齢スタッフ、AI の利用  

コロナ対応  リモートワークどうやっているか 

 

14:50 ～ 

・代協への要望、意見 

担当：石井 

 

14:58 連絡事項、閉会 熱田 

 ・総会について 

 ・防災グッズ配布 

 

 

やる事 

参加者向け案内 Zoom URL 、式次第等  山本圭 1/17 ,1/24（リマインド）送信 

防災グッズ、懇談会参加確認→各担当 

あいおいティーアールさん参加要請→向後、山本、加瀬 

 

３．予算について 活動費 25 万円 



 1 月末で締め切り、2 月に各会員に送付 →次回役員会で具体的内容を協議予定 

 

４．監事講評 まごころ保険 石井 

５．次回予定 2/9 （水） 13 時～14 時  

 


