
2022年度千葉県代協第 2回理事会議事録 

日時   2022年 10月 19日(水)  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）22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、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、
熱田隆道、横山一臣、石井清、倉富宗久、伊藤綱人、八木優、 

＜欠席理事＞（敬称略）6名 
清水武史、池辺晃司、椎名義明、中臺勝美、山田悦孝、筒井隆行 

＜出席監事＞        ＜欠席監事＞      

栗田秀美、宅間稔       

 

司 会：東専務理事 
議 長：小口会長 

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 22名、よって有効に成立した 

1. 会長挨拶  小口 泰伸  

 下期に入って政府もコロナの感染防止から経済を回すように舵を切っております。 
海外からの渡航者も増えてますが、物価の高騰により国民の生活は苦しい状況が続 
いています。代協の活動としても各種指標、目標に向かって仕上げの準備にかかっ 
ていかなければなりません。皆様のご協力をお願いします。本日も色々議題等多々 
ありますので、出来る限り円滑に進められるよう宜しくお願いします。 

2. (1）日本代協報告  
9月 9日全国会長懇談会が WEBで開催された。 
・組織委員会→代理店賠責募集結果で継続が 9,301 件、新規 172 件となった。 
全国の加入率は 86.1%。 

・教育委員会→今年度のコンサルティングコース受講全国目標は 840名。来年 
4月からの受講に関しては安くなる。4月に日本代協アカデミーのリニュー 
アルがあるため、今回の請求は 3月までの料金となる。 

・企画環境委員会→代理店の価値向上策として、全国企画環境委員オリエンテ 
ーションが開催された。自然災害にあった企業のアンケートで、1番役に立 
ったのは損害保険だったが、事業継続力強化計画認定制度の相談先では、保 
険会社・代理店は 4番であった。そういうことをしていかなければいけない。 

・CSR委員会→千葉県のぼうさい探検隊提出が 1件で、目標の 3件に届いて 
いない。最後の一押しをお願いしたい。 

・2022年代理店統計でが出ており、1年間で約 4700店減少している。また、募 
集人の数は 36,975名減となっている。その内、専業代理店数は 1,262店減 
っている。千葉県内の 2021年 3月末の専業代理店数 940店あったが、2022 
年 3月末では 878店となっている。体制整備が出来なければ淘汰されていき 
ますと言ってきました。日本代協アカデミーでは、自ら学習する意欲のない 
代理店は淘汰されていきますと言ってきました。それが今では淘汰されてま 
すとういう状況になっています。そうならないためにも代理店の価値向上策 
を取り入れてほしい。 



・日本代協コンベンションが 11月 18・19日にリアル開催されます。計画段階 
ではコロナがまん延していた為懇親会は無しとなりました。功労者表彰に千 
葉代協から須佐元専務理事が選ばれた。 
 

(2）委員会報告  
◆企画環境委員会 
・10月 6日に第 2回企画環境委員会を開催した。全国から不公正募集報告 
が 5件のみだった。千葉は 0件。 
・事業継続力強化計画認定制度（ジギョケイ）について MSA生命が北総支部 
と千葉支部で説明会を開催し何店か申請している。 
・保険会社とのギャップについて手数料問題、合併の推進等の話があれば集 
約して日本代協に挙げ 1つの資料として進めていきたい。 
・オンラインでリスクマネジメントセミナーを 10月 25日開催するので参 
加希望者はＱＲコードから申込をしてほしい。 
・次回は 12月 9日開催予定。 

◆教育委員会 
・日本代協アカデミーに申込みいただくと電子パットをプレゼントされる。 
継続申し込み期間が 10月末まで延期となった。 
・コンサルティングコースでは 2回のセミナーを受けることになる。11月 2 
日と 12月 22日にセミナーがあるので運営のサポートを教育委員以外の人 
にもお手伝いをお願いしたい。 
・次回は 1月 19日に開催予定 

◆組織委員会 
・仲間づくりのお取り組みありがとうございます。9月 7日に第 
2回組織員会を開催しました。現状目標 18店に対し 3店となっています。 
10月にも入っておりますので意識を向けていただきたい。 
・委員会に遠方からの参加は 1日潰れるので WEBを使ってほしいとの意見が 
あったため次回 11月 9日の委員会から導入していこうと考えている。出欠 
に関してはメールではなくグループ LINE で出欠確認をするようにしている。 

◆CSR委員会 
・各種 CP（地震保険普及、無保険車追放、盗難防止）については 
今年度もコロナ禍のため街頭での活動は中止となり、先日ノベルティを支部 
長に送ってあるので支部で活用してほしい。盗難防止 CPは今年度が最終年 
度となる。 
・社会貢献活動については、以前は盤津干潟清掃があったが、今現在県とし 
ての活動がない状態。支部でできる地域貢献活動を役員会で考えてほしい。 
・マイタイムラインをまずは委員が作成しようということで、次回の委員会 
で作成予定。 
・赤い羽根募金が 10月から始まった。来年の 3月までに支部活動の中で募 
金をお願いしたい。 
・献血の 11月、12月の開催情報を多くの人に伝え参加してほしい。 
・子ども 110番のステッカーを 2018年 9月 10日以降の新入会員にステッカ 
ーを渡していなかったため問い合わせがあった場合はご対応願いたい。 
・次回 12月 2日開催予定。 

・広報委員会→次回の委員会は 11月下旬を予定。ＨＰの充実を中心に活動し 
ている。支部の活動の際には写真と原稿を事務局に送ってほしい。 

・総務委員会→法人登記変更が完了した。後日メールで送る。協議事項（６） 
未収会員については削除してください。状況も変わり残り 1名となったの 
で、10月末までの振り込みがない場合は除名とする。9月末の予算推移が出 
たが、概ね順調に推移している。 



 
（3）支部報告   
 ・安房支部→9月 29日に第 3回役員会を開催した。事業の進捗と今後の予定を

話し合った。12 月にレクリエーションを兼ねたボウリング大会・忘年会。2
月 18 日を軸に調整中で自然災害を絡めたセミナーを開催予定。ローカル新
聞社に広告を掲載し代協の PRをする。3月 12日あたりに献血活動を予定。 

  次回は 10月 27日に役員会開催予定。 
 ・茂原支部→7 月 27 日第 2 回支部役員会を WEB で開催。第 3 回は来週リアル

開催予定。11月 2日のコンサルティングセミナー運営補助。ぼうさい探検隊
は 2団体提出予定。人材育成研修会には 1名参加予定。11月 23日に献血活
動を予定。その時に CPチラシ配布予定。 

 ・北総支部→9 月 1 日に MSA生命による事業継続力強化計画説明会を開催し、
3 代理店が申請中。3 役会を 9 月 14 日、支部役員会を 9 月 28 日を開催し、
バス旅行を予定。新年会を開催予定。 

 ・市原支部→第 1回役員会を 6月に開催し、新入会員を呼んでオリエンテーシ
ョンを行った。第 2回支部役員会を 10月 24日に開催し、今後の支部活動に
ついて話し合う予定。 

 ・木更津支部→9月 22日に役員会開催。仲間づくりで 1店入会したがもう 1店
は声掛け中。ぼうさい探検隊では、代理店の子供が小学生なので参加してく
れるとのこと。10月 22日にマザー牧場でジンギスカンのレク開催予定。46
名の応募があった。1月に新春セミナーをどのような形で開催するか協議中。 

  また、1 月 22 日に木更津ライオンズクラブが献血をするので便乗する予定。 
 ・京葉支部→7月 26日、9月 6日、10月 17日に役員会を開催。7月 26日は暑

気払いをし新委員候補にも集まっていただき委員会の話をした。役員の委員
会兼務が解消されることになった。人材育成系集会にも 2名参加予定。11月
2日船橋をきれいにする日に支部として参加予定 

 ・東葛支部→10月 1日に支部レクリエーション（BBQ）を開催し 40名ほど参加
があった。次回の役員会は未決定。 

 ・銚子支部→10月 18日に WEB で役員会を開催。各保険会社含め集まれるイベ
ントを今後企画していく予定。次回は 11月 15日に WEB役員会開催予定。 

 ・千葉支部→9月 16日支部役員会を開催。1月に新年会を開催予定。セミナー
として千葉市消防局OBの講演会を予定。詳細を支部役員会で協議していく。
MSA 生命の人から事業継続力強化計画認定制度説明会を開催。その後懇親会
を開催。 

 
会長から支部の議事録作成して事務局に送られると千葉代協 HPにアップされる 
ことになっているが、アップされていない支部があるので確実に送ってほしい。 
また活動報告を支部で写真を撮って送ってほしいとの話があった 
（4）事務局報告  

    ・12月末まで JCMの買取紹介料 2倍 CPが開催している。案件があれば担当の 
高田さんまで直接電話してほしい。 

 
3. 協議事項 

川名支部長から大阪代協の代理店手数料の問題について情報提供があった。→企
画環境委員会で情報集約中。 
小口会長から支部会員に情報提供したい時には、県事務局経由でも配信するので
レターを作成して県事務局に依頼していただいて構わないので積極的に活用し
てほしい。 

（1）前回議事録（2022年度第１回理事会）承認の件（資料 1） 
  →賛成多数で可決された 



 
(2) 2022年度県代協レクリエーションについて（資料 4） 

10月 3日にメール配信しており、現在 17名の申し込みがあった。残り 13名
の枠があるので、申し込み希望者は QRコードから申し込みをしてほしい。 
開催は１0月 28日で防災センターでの体験と鰻屋で昼食コース。参加費無料 
→質問無し 

   (3) 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 
   現状入会目標 18店に対し 3店の入会で残り 15店。非会員リストを委員に 

配信しているので支部長とも共有し役員全員で取り組んでいただきたい。
各支部の進捗状況について支部長より報告があった。 
・安房支部→専業の代理店が少なく今後モーター代理店で探していく。 
・茂原支部→TK代理店と面談予定。入会してもらえそう。次回の役員会で

最重要課題として協議していきたい 
・北総支部→金融機関代理店に入会申込書を持って行き承認が降りたので

入会が確定している。モーター関連も多いので視野に入れて
いきたい。 

・市原支部→看板見る度に顔出している。中には資料だけ送らせてほしい
と言って送っている。モーターチャネルを取り込んでいくし
かないと思っている。24日の役員会で協議したい。 

・木更津支部→ここ 2、3年声掛けしている代理店にもう一度押してもら
うよう 22日の役員会で話をしていきたい。 

・京葉支部→17日の役員会でリストを共有し、知っている代理店に声掛け
していく事になった。あいおい代理店の加入率が低いので入
ってもらうようにしていく 

・東葛支部→それぞれが 1本釣りしていく方法は継続中。中村自動車が入
会予定。 

・銚子支部→1店アプローチ中で近々面談予定。役員会で情報提供しなが
ら各役員が声がけしていく事になっている。 

・千葉支部→9月 16日の役員会で支部のグループ LINEで情報共有してい
くようにしている。1月に 1店見込み有り。 

 
（原委員長）昨年度に引き続きチーム戦でやっている。非会員リストはリアルタイム 

に反映させることは困難なため、一部更新できておらず行ったら合併や 
廃業している可能性があるがご容赦頂きたい。委員会でトークスクリプ 
トの作成案があったので、成功や失敗事例を２つ３つ持ってきていただ 
きそれを委員会で共有し次のアクションに続けていきたいと考えている 
 

（小口会長）最新の資料（17日）では千葉県内の専業代理店数は 878店、会員数は 
344店。入会 3店、退会 3店である、全国的には入会が 149店に対し退 
会が 237店となっている。厳しい状況ではあるが、分母が減った分組織 
率は 39.2%まで上がっている。ターゲットがないということはないので 
積極的に声掛けしてほしい。また、案内した後放置しないようにお願い 
します。 

 
  ◆ぼうさい探検隊マップコンクール 
  現状応募 4団体（茂原３、安房１）提出 1団体（茂原支部中の島小） 
  昨年応募団体に再度案内をお願いしている。 
  ・市原支部→郵送で配布したが、なかなかフォローできていない。 



  ・木更津支部→会員のお子さんが 6年生がいるが再度話する。 
  ・京葉支部→石井委員を中心に活動していたが状況が把握できていない。 

新委員（高橋）が引継ぎ頑張ります。 
 
（東委員長）前回の委員会でできていない支部は「うまく伝える事が出来ない」「ど 

う話をしていけばいいのかわからい」「何を渡せばいいのかわからな 
い」という意見が多かった。わかりやすいツール等は無いのかというこ 
とを話をしている。11月 4日の締め切りに皆で意識を持っていただきた 
い。 
 

    ◆コンサルティングコース 
（積田委員長）募集チラシ、ポスターが 10月 20日に県事務局に届く予定。今年も各 

保険会社に郵送予定。身近な保険会社担当者に 12月 1日前に話をして 
ほしい。目標は 22名で年内に 11名申し込みがあるようにしたい。 

    
    ◆アカデミーID 
（積田委員長）前年対比１０％増となっている。大型代理店で社内活用しているとこ 

ろもある。チラシの QRコードで動画説明もあるので活用し案内をして 
いただきたい。 
 

    ◆事業継続力強化計画認定制度 
（五木田委員長）会員の２０％（69代理店）を目標としているが、認定受けた代理店 

を中小企業庁の HPから探していくと大変なので、アンケート形式で 
確認していこうと考えている。MSA社が申請書作成まで全面協力し 
くれているので是非活用してほしい。またセミナー希望があれば連 
絡してほしい。 

（積田委員長）物づくり補助金のために認定受けている企業が多い。今は電子申請に 
なっており Gビズ IDを取得してできる。 
 

   ＜意見＞ 
    ・SJ社では PA制度認定を受けるためには事業継続力強化計画認定が必須と 

なっている。（森廣支部長） 
   
    ◆社労士診断認証制度 
（東委員長）このあとの協議事項（５）で登録をしていきます。 
 

  (4) 人材育成研修会・ブロックセミナーについて（資料 3） 
◆人材育成研修会各支部候補者選出 
以下の 5名に決定した 
・茂原支部 はやて保険事務所 田中氏 
・銚子支部 熱田保険事務所 熱田氏 
・京葉支部 保険のたかはし 高橋氏 
・京葉支部 ジェイアイオフィス 伊藤氏 
・千葉支部 R＆B 丹羽氏 
 

      ◆ブロックセミナー 
 （積田委員長）・役割分担表確認していただき担当者は14時現地集合。 
        ・申し込みはリアルとWEBと入口が違うので間違わないようにしてほ 

しい 
   



＜質問＞ 
（伊藤支部長）・茂原支部の矢野委員には連絡済みか？ 
(積田委員長)→話はしているが再度話をする予定 

         
 

(5) 社労士診断認証制度登録 
PCおよびタブレット・スマホで14名の登録が完了した 

 
             

(監事講評) 
栗田監事 
非常に盛沢山でこの時期の理事会は大変だと思います。県代協の役員の方たちにつ 
いてはここにきて新しい取り組みをせざるおえなくなっている。今までと違う代協 
の姿を今日見せられたような気がする。代理店の品質向上に担っていきたいという 
日本代協の姿だと思う。それについていかないと何年後かには保険会社の言いなり 
になりながら代理店を続けていくような可能性がある。危機感をもって代理店経営 
をやるためにもこの代協活動を進めていったほしい。 
 
(宅間監事) 
三冠王で一番大変なのは組織の会員拡大です。皆さんからの意見で目標を掲げてい 
るが、常に目標以下で終わっている事が多い。残り15店は大変な数字だと思いま 
す。支部だけでやれるものでもないので、皆さんで情報共有してしてもらえればク 
リアできると思う。 
 

以上 
 

(次回理事会) 2023年 1月 25日(水) 午後 1時～  於 長沼原勤労市民プラザ 


