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２０２１年度 千葉代協 第四回教育委員会 議事録 

日時：２０２２年１月２５日（火）１５：００～１７：００ 

場所：ＷＥＢ ※運転中のながら参加は禁止になります 

司会：阪中昌司・積田淳    ／ 書記：積田淳 

議事録作成人：積田淳 

                                （敬省略） 

氏名 役職 支部 代理店名 代理出席等 事前 出欠 

小口 泰伸 会長 東葛 あおぞら保険サービス  〇 〇 

今西 英人 専務理事 千葉 Ｎ&Ｂホールディングス  －  

積田 淳 教育委員長 京葉 専保  〇 〇 

菅野 亘. 副委員長 市原 サプライズジャパン㈱   〇 

丹羽 政貴 委員 千葉 有限会社Ｒ＆Ｂ  〇 〇 

阪中 昌司 委員 木更津 株式会社 大鳥ほけん  〇 〇 

間立 徹 委員 安房 リスクマネージメント（株）   × 

狩野 由幸 委員 茂原 ㈲狩野板金工業所  〇 〇 

岡部 成行 委員 東葛 株式会社 岡部  〇 〇 

石井 清 支部長・委員 北総 アイ保険サービス株式会社  〇 〇 

向後 綾子 委員 銚子 ㈲井上保険事務所  〇 〇 

山本 圭一 支部長 銚子 山本保険事務所 臨時出席 〇 〇 

五木田 厚 支部長 千葉 ジーオフィス有限会社 臨時出席 〇 〇 

○は委員会参加・×は代理出席等 （事前連絡は１１月２４日時点） 

銚子の山本支部長は２月８日のコンサルティングコースセミナー運営に参加を依頼した関係で議

題①コンサルティングコース運営のみご参加いただきＺＯＯＭブレイクアウトセクションを体験

していただきます 

 

【今回の議題】 

① コンサルティングコースセミナー運営 

② 日本代協アカデミーネットチャンネルについて 

③ 千葉代協セミナー運営 

④ その他・ご意見等 

⑤ 次回の教育委員会日程 

総評 

 

［挨拶］会長挨拶                    １５：００～１５：０５（５分） 

松戸市で損保４社とＳＤＧＳ連結協定が行われた。 

出席された東京海上日動社、損保ジャパン社、あいおいニッセイ同和損保社、三井住友海上社の

各支店長さま、出席社員様へ損害保険大学課程コンサルティングコースの新年度受講者募集につ

いて千葉県が遅れているので協力いただきたくお願いをした。 
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議題① コンサルティングコースセミナー運営     １５：０５～１５：４０（３５分） 

 

［報告事項］ 

・２０２１年度の東関東ブロック管轄ＷＥＢセミナー 

１月１２日 参加者 積田 ・ 岡部 （２名）参加済み 

 １月２７日は千葉代協より積田が出席します 

  

・今後のコンサルティングコースＷＥＢセミナーの日程 

 カリキュラム２回目セミナー 

 ２月８日（火）・３月１０日（水）・５月１０日（火） いずれも千葉代協スタッフ必要 

（注１） セミナー中はスタッフがＬＩＮＥグループで連絡を取り合うので事前に連携が必要 

（注２） セミナー中のスタッフは画面を暗くして（画面ＯＦＦ）顔が視えないようにセットし

ます 

（注３） セミナー中の名前の常時は「スタッフ 〇〇〇」と変更します 

 

［協議事項］ 

・セミナー時間帯８時４５分から１７時００分 

※グループディスカッション参加者は１５時３０分程度まで 

スタッフ選出 ２名 

２月８日 （ 石井清 支部長 ）（ 山本圭一 支部長 ） 

３月１０日（ 丹羽政貴 委員 ）（ 阪中昌司 委員  ） 

５月１０日（ 狩野由幸 委員 ）（ 菅野亘 副委員長 ） 

［ＷＥＢセミナースタッフのリハーサル］ 

・今後のセミナー本番に向けて今回の教育委員会でＺＯＯＭ操作のリハーサルを行います 

 ☆セミナー本番さながらにＺＯＯＭブレイクアウトセクションを体験させていただきます 

・向後委員から、本日練習をしたがブレイクアウトルームの移動方法がまだうまくできない。 

 積田教育委員長の回答：今後で本番セミナーのオブザーブ参加ができる開催もあるので可能で

あれば参加できます。 

議題② 日本代協アカデミーネットチャンネルについて   １５：４０～１５：５５（１５分） 

［報告事項］ 

・千葉代協 純増目標登録数６２ＩＤ ／ 現在３６ＩＤ（５８．１％） 

集計レポート ・ 日本代協アカデミー新規加入用チラシ ※添付あり 

 ＜参考＞埼玉６８ 茨城３４ 栃木２３ 

・９月１７日 日本代協アカデミーネットチャンネル活用セミナー開催済み 

 登録用の動画を編集中です。完成できしだい千葉代協ＨＰにリンクを掲載できる予定です。 

 

［協議事項］ 

（参考）前回の委員会討議：大鳥ほけんさまでスタッフの複数ＩＤ登録があり目標達成に寄与し

た。狩野委員がＩＤ登録を試みる意向あり教育委員長でフォローを検討している。積田より、
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必要とする会員へ情報共有は必要なので教育委員としてしっかりとシステムを理解して支部か

らも情報発信を行っていただきたい。 

 

・代理店１契約で契約毎の登録できる上限まで登録を行っても利用料金が変わらないので内務ス

タッフの方などでＩＤ登録が済んでない募集人も登録をしていただきたい。 

 

・アカデミーネットチャンネルの普及として代協会員の代理店が自社の方針で別システムを利用

していて必要がないと感じても私たちが保険商品を提案することと同じで必要性を感じていた

だく会員さんがいるかもしれないと考えていただきアカデミーネットチャンネルを伝え続けて

いただきたい。 

 

・保険会社の監査でコンプライアンスや代理店独自教育の観点でも日本代協アカデミーネットチ

ャンネルの利用で条件を満たしていると言われることもある。活用の価値はある。 

 

議題③ 千葉代協セミナー運営  

１６：０５～１６：３５（３０分） 

［報告事項］ 

□決定事項 ※以下の事項は教育委員会メールの書面決議と三役会で了承済み 

・日程 ２０２２年３月８日 

・開催方法 会場開催、ＷＥＢ配信  

・開場 ホテルグリーンタワー幕張 

・開場 １４：３０ ／ 開演１５：００ 

・情報交換会 １７：３０頃から２時間程度 ／会費３，０００円 

・セミナー演題 「水災・風災・地震から 身を守る・家族を守る・経済を守る」 

         ～わたしたちに今できる事とは～ 

・講師 土屋信行 氏 （講師料１０万円 ※交通費含む） 

 ※講師は情報交換会に参加が可能 

・情報交換会 ４階 メイフェア コロナ感染対策を考慮して着席６０名まで対応可能 

 感染対策を考えて声を発しない余興を実施  

・東日本大震災で被災者となったプロピアニストの演奏 （演奏者 釣川有紗さん） 

・１月２１日までに参加者募集を開始済み  

［協議事項］ 

□運営方法 

・コロナ感染を考慮して開催手段 ※会場参加人数の制限等も検討しなければならない。 

セミナー会場のＷＥＢ配信で機材スタッフが必要となる。 

・当日の会場運営スタッフの確保 

受付、案内係（会場外）、案内係（会場内）、司会、ＷＥＢ配信機材スタッフ 

（教育委員会運営スタッフ） 

菅野副委員長、阪中委員、丹羽委員、石井清委員（北総支部長）、岡部委員、狩野委員 
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（千葉支部応援運営スタッフ） 

五木田支部長、他にも必要人数を声かけてもらえれば要請していただける 

（ＣＳＲ委員会応援運営スタッフ） 

伊藤ＣＳＲ委員長、他の方は要確認 

・セミナー情宣方法 

現状の申込み人数は２２名で例年のセミナーと比較すると少ない。 

参加を検討している方はコロナ感染状況を考慮してリアル参加も視野に入れ様子を見ている場合

もある。 

参加の呼びかけは慎重に行ったほうが良い。 

・その他 

３月８日の運営スタッフの集合時間は１３時３０分 

議題④ ２０２２年度 損害保険大学課程コンサルティングコース情宣 

                           １６：３５～１６：５０（１５分） 

・新年度受講生申込み２０２１年１２月１日（水）から２０２２年２月１１日（金） 

・申込み目標人数 千葉代協２２名 

・１月２４日時点の申込み人数１１名 ※１月２６日時点で１３名の申込み 

・１月１４日の三役会、支部長会議で情宣の協力依頼済み。各支部から２名を出してもらう。 

・１月２１日の理事会にて見込みの代協会員を確認した。 

・損害保険大学課程は専門コースをしていない募集人でもコンサルティングコースを受講しなが

ら専門コースにチャレンジしていただくことで同時に進行できます。コンサルティングコース

取得時に専門コースの取得は必要です。 

［協議事項］ 

・情宣方法、募集ツール活用 

（既成のツールは配布済みのため募集要項やチラシが必要な場合は千葉代協事務局へお願いをし

てＰＤＦされたデータの必要部数を印刷して使用します。） 

・具体的な千葉代協会員関係の申込み検討をしているかたの確認 

 各委員と積田委員長から報告（現状） 

 千葉２名、京葉１名、東葛１名、銚子４名、北総１名、その他２名 

議題⑤ その他、ご意見等               １６：５０～１６：５５（５分） 

［報告事項］ 

・２０２１年度の損害保険トータルプランナー認知度向上として 

 損害保険協会の「トータルプランナーがいる代理店」の登録を推奨する。 

・損害保険トータルプランナー認定者、千葉代協オリジナル、カード型ホルダーを無料配布して

いる。希望者は事務局へお問い合わせいただく。 

・五木田支部長 

千葉代協セミナーを成功させたい。 

・岡部委員 

コンサルティングコースセミナーの運営に参加して始めは不安だったが説明された通りにやって

いれば問題はなかった。一回参加すれば細かいところもわかってくるので難しいところもなかっ
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た。 

・菅野副委員長 

過去のリアルセミナーでも特に問題はなかったので大丈夫だと思う。委員長からの指示を待つ。 

・向後委員 

コンサルティングコースＷＥＢセミナー運営の練習でブレイクアウトルームの移動がわからなか

った。 

（積田）今後のセミナー本番の運営ではオブザーブ参加が可能な場合もあるので可能なら参加し

てほしい。２０２２年度のセミナーもＷＥＢ開催が有力なので今のうちに慣れておくことも良い。 

 

議題⑥ 次回の教育委員会開催日程             １６：５５～１７：００（５分） 

日時：２０２２年 ３月 １５日（火）１６時～１７時（１時間） 

開催方法：ＷＥＢ 

 

［総評］ 

小口会長 

今回の千葉代協セミナーは防災減災と良いテーマであるので一般の方も代理店としても必要なこ

とです。 

コロナ感染も拡大しているので皆さん気を付けていただきたい。 

 

教育委員会定例会議 終了                          １７：００ 


