
令和 2年度 第 2回埼玉代協理事会 議事録

一般社団法人 埼玉県損害保険代理業協会

会 長 塩野 忠

日時 令和 ２年 7月 14日（金） 午後 3時 00分～午後 5時

場所 さいたま市 宇宙劇場 第１・２・３集会室

出席者

正副会長 塩野忠、神林早苗、大徳和人、渋田昇、岡正徳

中央支部 金澤忠、上条俊宏、岩崎栄

東部支部 藤井克史、赤沼邦久、熊谷健介、飯田信幸

西部支部 山崎将史、仲千智、塚田智史

南部支部 宮嵜雅範、岩瀬晃司、塚越大輔、三上等、池浦正文

北部支部 柳沢賢次、中島竜二、上林浩太郎、木村将義、宮川伸善

専務理事 木村公彦

監事 町田安弘

顧問 長野俊秦、杠葉達夫、関根茂、町田安弘、森寛人

直前会長 清水 克俊

出席者・定足数確認 全理事 31名中 27名出席で正式に成立

議事録作成人 中島竜二（北部支部）

署 名 人 塩野忠（会長）、町田安弘（監事）

前回議事録の承認→総会時の役員決めのみですので、承認はありません。

次第

開会宣言 木村専務

会長 代表演説 塩野忠

改めて本年度から会長を務めさせていただきます塩野です。宜しくお願い致します。

会長という重責を使命感もって務めさせていただきますので何卒ご協力のほどを

宜しくお願い致します。

新型コロナウィルスの中で皆さんと何が出来るか考えていきたいと思います。環境の

変化に対応していくことが事業発展、お客様保護に繋がっていくものと確信しており



ます。

今年度からの埼玉代協のテーマを『共に考え共に歩む埼玉代協』として事業展開をし

ていきたいと考えています。またお客様と共に考え歩んでゆくまた代協会員ではない

代理店皆さんにもお声掛けをしながら共に歩んでいければと思っております。その中

で皆さんと創意工夫をしながらどのような方法で埼玉代協として事業を展開してい

くことが出来るのか損害保険の普及と我々代理店の地位向上とお客様地域の皆様の

安心安全をお守りするという我々の使命をどのようにしていけばやっていけるのか

を前向きに発展的に考えて頂ければと思っております。

前会長の退任あいさつ 清水前会長

任期四年務めさせて頂いた重責も解任となりまして本当に皆様にはお世話になりま

した。ありがとうございました。これからは塩野新会長をはじめチーム埼玉で一丸とな

ってまた我々の環境を良くする為に皆様の活動を支えていきたいと思ってます。今後は

東ブロックの政治連盟の担当としてまた汗をかいていきたいと思っています。数、組織

力が非常に大事だと思いますので是非埼玉代協の組織率を上げるように皆さんにご尽

力頂ければと思っております。任期四年本当にお世話になりました。ありがとうござい

ました。

2020年度メンバーからの自己紹介を兼ねて一言抱負

南部支部 宮嵜さんから時計回りでご挨拶

2020年度年間活動計画について

協議 会議の在り方について。WEB会議の導入について

木村専務からのご提案WEB会議とリアル会議の融合について

・顔を合わせるのも大切

・コロナの騒ぎの中でだけなのか収まってもWEBをやるのか？

・他でWEB会議をやったが音がハウリングして話にならなかった

・理事会に来れない人は会議室と繋げるのかどうか？

・理事会はリアルにした方が良いのではないのか？

・議決権の問題。WEB参加の場合はどうなのか？

・会場がコロナで使えない時ようにWEBの環境は準備しておく方が良いのでは？

・WEBの方がお客様対応など助かる部分がある。

・災害などで来たくても来れない場合も考えておかなければいけないのではないか？



議案 少人数での委員会は練習も兼ねてWEBでやって理事会については基本リアル

で行って緊急宣言や会場が借りるなどの制限また災害時などの場合は正副会長などで

協議をしてWEB開催にする。

以上が提案され審議 賛成多数で可決。

協議 理事会、支部会、運営委員会の役割の確認と開催について

1 組織運営に関し、各種役割や担当分野の明確化→各委員会の時にする

2 運営委員会、セミナー、委員会や支部会における開催日の統一化

・同日にする事で参加者がより多くの動員が出来るんではないのか？

・委員会と理事会を同日にすることは助かる。

・支部会と委員会を同日にした場合会場の手配はどちらでするのか？

・同日にすると拘束時間が長くなるので別が良い

協議結果 前年度と同じで近い支部などは協力できる委員会などはやる。

各委員会、支部会招集のレジュメや開催案内などの作り方 4点のお願いと確認。

1 開催場所の電話番号を載せないようにしてください。

2 当面の間、懇親会を自粛してください。

3 ご案内状のひな形をお出しした方が良いのか？→支部長と委員長に任せる。

4 活動等報告書のフォーマットを作ったのでそれを使ってください。

支部会の報告書でも使ってください。

協議 東関東ブロックセミナー原案について

スケジュール：２０２０年１０月３０日 金曜日

場所 ：ラフレさいたま

９;００～会長、専務、委員長集合

９:３０～東関東ブロック協議会 受付開始（検温）

１０:００～「東関東ブロック協議会」

→会長、専務、委員長出席

１２:００～東関東ブロック協議会 昼食

１２:００～埼玉代協人員集合、会場設営

１２:３０～受付開始

１３:００～開会 司会 〇〇〇〇

開会挨拶 日本代協東関東ブロック協議会ブロック長 村田泰章



来賓・講師紹介

１３:１５～第１部 事業継続対策を考える。講師：〇〇〇〇

１４:１５～休憩

１４:３０～第２部事業継続計画を作ろう。進行：新風会？

１６:４０～日本代協からのお知らせ

１６:４５～閉会 埼玉縣損害保険代理業協会 〇〇長 〇〇〇〇

１７:００～懇親会？

司会 〇〇〇〇 乾杯〇〇〇〇

社会貢献委員会で BCPセミナーを開催依頼が日本代協から出ている。それに絡めて

ブロックセミナーを開催したらどうかという提案。第１部に「業継続対策を考える」の

BCPのセミナーを行って第２部に埼玉代協独自の新風会を他の代協にご覧いただく機

会を作る意味で「事業計画策定」を新風会に任せするという提案

何かご意見はありますか？

西部支部 清水さん：ブロックセミナーの講師の件で埼玉代協の総会でお願いすること

になっていたヒューマニズムの森さんをもし BCPセミナーと抱き合わせで出来るなら

どうか？

南部支部 渋田さん：日本代協の野元専務が事業継続計画の本を書いてますが野元専務

に講師として来てもらうのはどうか？

西部支部 山崎さん：新風会を知ってもらうのはうれしいことだがやはり東関東ブロッ

クですので教育委員会の中の新風会の方が良いのではないのか？

木村専務 開催の内容としてはどうか？BCPで良いか？

西部支部 山崎さん：清水さんご推薦する講師の方は内容的には BCPなのでしょう

か？

西部支部 清水さん：BCPも同然詳しいと思います。どこまでお願いするかはあくま

でも総会の時とは内容が違うと思います。

木村専務 ２部制にしようと思っているのですが第１部は社会貢献委員会の岩崎さん

にお任せして第２部は教育委員会の新風会の方で揉んでいただく方向でいいでしょう

か？皆さん異論内容でしょうか？社会貢献委員会と教育委員会に一任という形でいい

でしょうか？

協議結果 社会貢献委員会と教育委員会で一任すると決定。

西部支部 山崎さん：東関東ブロックに発表するスケジュールは間に合うのか？

塩野会長：９月 17日が東関東ブロック会議なので基本的には間に合うと思っています。



協議 埼玉大学講師２名選出（損害保険加入案内と保険概論）

木村専務：誰か立候補いますでしょうか？

損害保険加入案内は１０月２３日金曜９:００～１０:３０

保険概論は１１月２日月曜午後８０分～９０分程度

西部支部 山崎さん：認定講師セミナーを受けていない人は受けないといけないと思う

ですが日付が決まっていれば教えてもらいたい。

木村専務：日付は決まっていない。

澁田常務：通常は８月です。

西部支部 山崎さん：今回は認定講師セミナーを開催するかどうかも分からないので

今認定講師を持っている人の中から選ぶしかないのではないか？

塩野会長：ごもっともな意見です。今年度は日本代協のスケジュールもかなり変わって

きてまして日本代協のコンベンションも中止になっておりますし色々な会議等も中止

になっていますので大学の講師も本当にやるのかどうかも分からないのでその中で認

定講師セミナーもあるか現段階ではわかりません。

西部支部 山崎さん：提案なんですがその辺に関しては過去やった履歴などで会長、専

務、副会長の一任で決めていただいてもいいのではないか？

協議結果 会長、専務、副会長に一任する。

協議 駐車場補助について

電車代は出るのになんで駐車場代はなんで出ないのか？

木村専務：上限を設けて設定してはどうか？

澁田常務：交通費に関しては会計規則があります。会計規則の第五項に車は公

共交通機関を使ったものとしてみなして払うとしてる。それを変えるとしたら

会計規則の変更が必要になる。

西部支部 山崎さん：上限を決めてならいいのではないでしょうか？

澁田常務：ここで細かく決める時間はないので役員の方で案を作って会計規則の

変更の提案をすると言う事でいいのでは？

協議結果 役員の方で案を作って理事会で提案する。

協議 募集人数の人数報告について

毎年年会費を決定するのに募集人の人数を１月１日の人数報告で頂いているのですが



会費の引落が６月になっています。その間に廃業などで返金をするのに事務局が苦慮し

ているので１月１日ではなく４月１日にするなど変更できないものか？前は４月１０

日に引落していたが理事会の前にまずいよねとことで６月になった経緯がある。ただ

あまり日にちがないと銀行に請求を上げるのに大変になるのではないかという所もあ

る。４月１日でやるのであれば引落も少し遅らせないとダメではないか？

事務局：４月でも６月の引落は間に合う。

協議結果 ４月１日に変更する

審議事案 東関東ブロック協議会の交通費と日当振込確認

今現在、現金のお渡しだったがそれを振込にさせて頂きたい。

審議結果 反対無し。振込に変更する。

塩野会長からの報告と提案

塩野会長：６月２９日損保会館にて関東ブロック協議会がございました。４月１日埼玉

代協の正副会長・支部長・委員長会議がありました。日本代協コンベンションですが先週

末

日本代協の理事会で中止と決まりました。合わせて功労者表彰の所なんですが候補者推薦

は受け付けますが今年度コンベンションがございませんので来年２年分合わせて表彰と変

更になりました。埼玉代協からも推薦を考えていた方がいたのですが推薦の基準が６５歳

以上でして今回の方は６４歳だったので足りてなかったのですがそれはそれで推薦はして

みようかと思っています。もし今年ダメでも来年は６５歳ですので推薦していきたいと思

っています。そして三冠王に向けて色々と目標値出てるものと出ていないものございます。

またこれからスケジュール変わっていくかと思いますがとりあえず現段階ではコンサルテ

ィングコースの受講者の目標は未定になってます。日本アカデミーの登録 IDの目標７０ID

となっております。昨年度の目標は３００IDに対して実績８０IDでした。ぼうさい探検隊

目標が３件で実績２件でした。仲間づくり推進会員増強では目標が２６会員で実績が１３

会員となりました。そしてそんぽ消費者安心懇話会の出席者の確認を取るのですが１０月

６日火曜日１３時１５分から１５時３０分でオブザーバー参加となりますがソニックシテ

ィの６０２会議室で日本損害保険協会北関東支部が開催で参加予定者が塩野会長と木村専

務と企画環境の木村委員長と参加します。

各種委員会支部会報告



組織委員会：９月１日代理店賠責の説明会を開催します。場所と講師は確定しましたので

早い段階で案内流します。新会員の増強は各支部３代理店で全支部１５代理店を目標にし

ますので皆様にもご協力お願い致します。

教育委員会：コンサルティングコースのセミナー等は今現在決まっておりません。

続いて日本代協アカデミーについてですが皆様のお手元に【有料会員登録数】都道府県別

と

【有料会員登録数】代理店別の裏面が【無料会員】サービス停止の資料があると思います

が

こちらの資料に関しましては取り扱いを注意してください。必要なければ会社でシュレッ

ダーしてください。無料会員様のサービス停止になっている代理店さんはお支払いを忘れ

てしまっている代理店さんになります。こちらの方達は払込票がお手元にあればまだ ID登

録等有効です。ですのでお支払い際していただければそのままコンテンツの閲覧は可能に

なるそうです。払込票が紛失してしまっている代理店さんに関しては日企にお電話をして

頂き再発行可能だそうです。なので名簿に載っている代理店さんでお知り合いの方いまし

たら是非お声掛けをしてください。あと登録の方法が分からない場合は日本代協アカデミ

ーのログイン画面の右上にこのサイトの使い方をクリックするとマニュアルが出てきます

のでこちらを参考にしてください。登録をする時に管理者 IDが必要なのですがもし分から

なくなってしまったら日企に電話をかければ教えて頂けます。ただ聞くときに代協の会員

番号が必要になります。今から新規に登録するとかなり格安で登録可能になりますしコン

テンツもかなり数が増えていますんで何らかの形で皆様のお役に立てると思いますので是

非ともご登録を宜しくお願い致します。

新風会：オンライン会議の結果第３回、第４回、第５回を第１回、第２回、第３回として

第

１回を９月３日ですがまだコロナの影響がある為オンライン会議で行いたいと検討してい

ます。またこれが初めての試みになりますので皆様のご協力をお願い致します。新風会の

チ

ラシで２月３日になっていますが２月４日に訂正お願いします。

企画環境委員会：９月１日の代理店賠責の説明会を合同でやることになりました。それと

不

適切募集と公正募集の案件あったらご報告頂くということでフォーマットはまた改めてお

送りします。また消費者コンサルタントの会との懇談会は開催予定ではあるんですがコロ

ナの影響でまだ打ち合わせが出来ておりません。決まり次第ご案内させていただきます。



社会貢献委員会：ぼうさい探検隊マップコンクール作品募集中のカラーのチラシがあると

思うのですがぼうさい探検隊を是非とも推進していたと思いましてチラシを打たせてもら

いました。もしお知り合いに PTAの役員や学童の担当のお知り合い居ましたら是非お知ら

せください。

毎年９月にやらせていただいてるチャリティーゴルフですがコロナの影響で中止とさせて

いただきます。それと２月にチャリティーボーリングを開催させて頂いているのですがこ

ちらは状況を見ながら判断させて頂きます。サイバーセキュリティの方も検討致します。

東

関東ブロックセミナーの講師も早急に決めたいと思います。最後に各支部で地震無保険運

動を今年もやるということですので宜しくお願い致します。

広報委員会：ホームページの運営と更新を従来通りさせて頂きます。内容の方はまだ検討

中

です。

中央支部：７月２９日に支部会・セミナーを日新火災の新都心支店で行います。テーマは

お

客様に提案できる新型コロナの支援策、中小企業や個人事業主に対しての持続化給付金等

の案内を商工会の方を呼んでセミナーを開きます。

西部支部：第１回の支部会は８月２１日金曜日に支部会をやります。コロナの影響もある

の

で会場に入るには役員のみそしてライブ配信等を期限付きで YouTubeに upをしていきた

いと思います。

監事講評 町田監事

今日は会長を含めスタッフの皆さんも初めての方もいますので緊張されている所もあった

と思いますが会議運営はもう少し上手にやらないといけないかと思います。スタッフさん

も内容を揉んでそれで出すということを徹底して頂きたいと思います。それで皆の貴重な

意見を練りこんでいけばいい会になると思っています。塩野会長のもとより良い埼玉代協

になっていくんじゃないかと大いに期待をしながら監事講評に代えさせて頂きます。

閉会宣言 木村専務

以上をもちまして第２回の理事会を閉会させて頂きます。


