
2022年度千葉県代協第 1回理事会議事録 

日時   2022年 7月 20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）24名 
小口泰伸、原幸司、五木田厚、今西英人、東正己、積田淳、秋元浩、中臺勝美、 
川名敏弘、佐藤隆二、福原鋭司、石岡邦彦、森廣賢一、相川幸雄、新貝大輔、安藤
康子、田原豊、山田悦孝、熱田隆道、横山一臣、池辺晃司、石井清、倉冨宗久、 
伊藤綱人、 

＜欠席理事＞（敬称略）4名 
筒井隆行、椎名義明、清水武史、八木優 

＜出席監事＞           

栗田秀美、宅間稔       

＜欠席監事＞ 

 

司 会：東専務理事 
議 長：今西福会長 

議事録作成人：東専務理事 

＜議事＞  出席理事数の確認  

    出席理事 24名、欠席理事 4名→理事会が有効に成立 

1. 会長挨拶 

親戚がコロナ陽性となった。抗原検査は陰性だったが念のため発言はなるべく控
えたい。議長も今西副会長にお願いする。第 7派ということで連日過去最多の感
染者を更新しているが、行動制限がかかっていない。アルコール消毒、マスク、
うがい等で自己防衛していただきたい。理事改選後初めての理事会です。3 期目
の会長となります。最後の任期となります。過去 2年はコロナの影響で思うよう
な活動が出来なかったが、最後の 2年間に遅れを取り戻し組織率５０％を狙える
体制にしていきたい。また、三役も若干変更があるので宜しくお願いします。 

 
2. 自己紹介 

全員から自己紹介があった 

 
3. 理事オリエンテーション（資料１．２） 

中台顧問より「代協活動の現状と課題」を使用しオリエンテーションを行った。 

 
4. 報告事項 (1）日本代協報告・東関東ブロック報告 

       日本代協総会 
損害保険の今後について→岩崎専務理事（東海元副社長） 
・10年後の総保険料の推移、現在自動車５０％だが２０％に下が 
るであろう。自動車保有率の低下、自動ブレーキ等の安全装置に 
よる事故率の低下に伴う保険料の低下。その影響を最も受けるの 
は専業代理店であろう。今後代理店がやるべきこと。①新種のウ 
ェイトを増やす②法人のウェイトを増やす③お客様との接点を 



増やす④テクノロジーの徹底した活用が必要となる。 
代理店手数料の割合は？→保険会社の手数料支払い率は自由化 
前と変わっていない。減っているところもあれば増えているとこ 
ろもある。 
6月 23日に東関東ブロックを開催した。当日、茨城代協の仁平会 
長が欠席だったため 7月 6日に会長専務会議を別途開催した。 
人材育成研修会を千葉で開催することになった。詳細は協議事項 
でお話しします 
 

(2）委員会報告  
・教育委員会 
7月 5日に委員会を開催。安房支部だけ代理出席がなかったため議事 
録等確認してほしい。コンサルティングコースセミナーの運営で人手 
が必要。教育委員のみだと厳しい時があるので、足らない状況の時は 
理事の協力をお願いします。日本代協アカデミーの ID数前年度３％ 
増を目指す。トータルプランナーのカード型認定証を購入することが 
出来る。損保協会 HPのトータルプランナーのいる代理店に登録がで 
きる。事業計画にある「トータルプランナーの認知度向上」の活動と 
なる。次回の委員会は 9月に開催予定。 
 
・組織委員会 
7月 15日に委員会を開催。代理出席も含め全員参加ありがとうござ 
います。今年度の入会目標は 18店。最終的には組織率５０％を目指 
す。日本代協の組織率は現在４９．６％。着実に歩んでいきたい。昨 
年度同様 9支部を 3チームに分けてチーム戦で目標達成を目指す。 
組織委員会ではトレロというアプリを活用し、非会員への活動状況が 
把握できるので次回委員会時にアプリの活用方法等レクチャーして 
いく。現状は 1店入会その他 3店の入会見込みがある。上半期である 
程度数字が作れるとよい。仲間づくり（会員増強）が必要なのか？と 
いう質問がでた。今日のオリエンテーションでも代協の意義を再度伝 
えていきたい。年間スケジュールも決定しているので、欠席が無いよ 
う楽しく委員会活動をしていきたい。 
 
・企画環境委員会 
7月 14日に委員会を開催。副委員長に市原支部石岡氏と北総支部秋 
山氏になった。事業計画にある不公正募集の報告フォームを委員にメ 
ールする。「事業継続力強化計画認定制度」の名称が長いため。「ジギ 
ョケイ」をいうことになった。今年度は強く推進していきたい。日本 
代協企画環境委員会ではリスクマネージメント講座、BCP作成、ジギ 
ョケイ申請、社労士診断認証制度、募集現場のモニタリング（乗り合 
い拒否等）をしていく。MSA社に「ジギョケイ」について説明しても 
らった。各支部でもやりたい時は言ってほしい。次回の委員会は 9月 
29日の日本代協企画環境委員会後に予定している。 
 
・広報委員会 
7月 28日に予定していたが、コロナの感染が拡大しているので 8月 
3日にＷＥＢ開催に変更となった。先日、林カレンダーの申し込みと 
一緒に総会号を同封した。広報誌をあと 1，2回発行していきたい。 
千葉日報社の広告掲載事業を進めていきたい。 
 



・総務委員会 
5，6月に年会費の引き落とししました。オートグラス会等も含め活動 
費を振り込みたいのですが、未納会員が木更津支部 2店、京葉支部 2 
店、千葉支部 3店、東葛支部 2店、茂原支部 1店となっている。督促 
の手紙を送ってますが、これが解消しないと振込が困難となる。 
 
・ＣＳＲ委員会 
6月 9日と 7月 8日に委員会開催。盗難防止ＣＰのチラシとポスター 
は各支部長に渡してますのでご活用ください。無保険バイク追放ＣＰ 
と地震保険ＣＰについては街頭活動が出来るか方向性が決まってい 
ないため、日本代協の方向性が決まったらお知らせします。ぼうさい 
探検隊マップコンクールの締め切りは 11月 4日です。日本代協の目 
標は 3団体ですが、千葉代協としては全支部 1団体の応募 9団体を目 
指す。応募までの流れを各支部委員とコミュニケーションをとって活 
動してほしい。次回は 9月 9日に開催予定。 
 
（3）支部報告   
 ・安房支部 

        会議を 2，3回開催した。7月 2日に那古海岸にて会員の他、観光客 
        やジェットスキー関係のお客様、保険会社社員も含め約 30 名で海岸

清掃を開催した。代協ＨＰにもアップしているので確認してください。 
 
・茂原支部 
6月 16日に役員会開催。7月 27日に役員会を予定している。会員証 
の配布を手渡しでしている。子ども 110番ステッカー、代協活動の案 
内、ぼうさい探検隊マップコンクールのパンフレットを渡している。 
ぼうさい探検隊マップコンクールについては役員が各担当の学校に 
行っている 
 
・北総支部 
6月 7日に三役会を開催。6月 28日に支部役員会を開催。8月 4日に 
ＢＢＱを予定していたが、感染者が増えてきたため中止になった。 
 
・木更津支部 
6月 23日役員会開催。会員証を全員手渡しできなかったので、一部 
は郵送した。今回アルコールチェッカーを全支部会員に配布した。13 
名以上の代理店には 2個配布した。次回 7月 22日役員会を予定。 
 
・市原支部 
7月 25日役員会開催予定。先日加入した代理店にも参加してもらう 
予定。ぼうさい探検隊マップコンクールと今年度の支部活動について 
議論する予定。 
 
・京葉支部 
6月 1日役員会開催。役員が少なく兼務している人がいる。役員を増 
やすためにチームで有力な会員に回っている。26日役員会で結果を 
共有する。支部でＰＣを購入しデータの引継ぎ等し易くした。 
 
・東葛支部 
6月 14日に役員会を開催。セミナーと暑気払いを感染状況を見据え 



て企画していきたい。11月にレクでＢＢＱを企画している。 
 
・銚子支部 
8月中旬から下旬に役員会を開催予定。 
 
・千葉支部 
来週予定していたが、感染拡大しているのでＷＥＢで 8月上旬開催予 
定 
 
（4）事務局報告  

        ・事務局職員が 8 月 10 日～8 月 16 日まで夏季休暇になる。10，12， 
16日は秘書代行対応となる。 
・8月 1日からサイバー保険加入する。 

5.協議事項 
（1）前回議事録（2021年度第 4回理事会）承認の件（資料 1） 
  →次回理事会が 7月 13日になっていたので 20日に修正し承認されました。 
 

   (2) 三冠王について（仲間づくり、ぼうさい探検隊マップコンクール、コンサルテ
ィングコース、その他重要取り組み項目）(資料２) 

   仲間づくりについて原組織委員長より以下の説明があった。 
   ・目標 18店です。今、東葛支部で新入会員が出た。 
 
   ぼうさい探検隊マップコンクールについて東 CSR委員長から以下の説明があっ

た。 
   ・11月 4日が締め切りです。 
   ・先ほども話しましたが、委員には応募までの流れをしているので、支部一丸 

となって達成していただきますようよろしくお願いします 
 
コンサルティングコースについて積田教育委員長から以下の説明があった。 
・募集は 12月 1日から 2月第 2週金曜日までとなっている。今のうちから目星 
をつけておいてほしい。 
・カード型認定証を持っている人は、事務局に連絡すればホルダーを発送して 
もらえる。 
・重点項目の日本代協アカデミーの紹介動画があるので是非見てほしい。学習 
履歴が残るので、金融庁調査等対策にも活用できる。 
 
ＢＣＰ作成、ジギョケイについて五木田企画環境委員長から以下の説明があっ 
た。 
・ジギョケイの認定目標は会員の２０％（70店）。現在１０％。カウント方法 
については日本代協企画環境委員会で次回議論する予定。 
 
その他 
・今回の資料は 2021年度の最終版であり、2022年度版はまだでていない。今年 
度「社労士診断認証制度」項目が追加になっている。後日メールでパンフレッ 
トを送るので、宣言だけでもしてください。 
・新入会員紹介の際には支部名または紹介者欄に記載がないと住所から自動的 
に支部振り分けがされるため、必ず記載してもらうようにしてください。 
 
 



(3) 人材育成研修会・ブロックセミナーについて 
11月 11､12日人材育成研修会（茨城代協主管）と 11月 11日ブロックセミナー
（千葉代協主管）を幕張で開催することになった。 
人材育成研修会は各県 5名計 20名の参加となる。候補者を 8月末までに各支部 1
名出してもらう。詳細は茨城代協からチラシが出来たら案内する。 
ブロックセミナーは 11日 15時から 17時の予定。人数動員が必要となるため協力
をお願いします。講師に日本代協元専務理事の野元氏に打診している。 
 
(4) 2022年度県代協レクリエーションについて 
千葉県西部防災センター体験 
・オリエンテーション、火災体験等のツアーとなっている。コロナ禍のためフルバ 
ージョンかショートバージョンになるかは不明。 
・午前の部と午後の部とある。どちらにするか？→午後の部になった。 

  ・平日か土曜日か？→平日になった。 
  ・開催日については防災センターと打ち合わせしていくので確定したら報告する。 
 ＜質問＞ 
  ・以前レクの案があった成田空港の見学はできないのか？→４名までの参加に縮小

しているためできない。 
 

 
(監事講評) 
宅間監事 
・支部役員会がまだというところがある。支部活動が代協活動の原点です。とにか 
く集まることが大事だと思います。 
 
栗田監事 
・初めての方も多くなり、年齢的に少しずつ若くなって有難い。人材育成研修会を 
経験した人が、今支部長や役員になっているということをみると有意義な研修会だ 
ったのかなと思っている。コロナにかからず元気に活動してください。 
 

以上 

 
(次回理事会) 2022年 10月 19日(水) 午後 1時～  於 長沼原勤労市民プラザ 


