
令和 1 年度 第５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  清水 克俊 

  

日時  令和 ２年 １月２４日（金） 午後 3 時 50 分～午後 5 時 

 

場所  さいたま市 宇宙劇場 第１・２集会室 

 

出席者 

    正副会長  清水克俊、岩崎栄、藤井克吏、杠葉祐樹、池浦正文、萩原義隆 

    中央支部  神林早苗、木村公彦、金澤忠 

    東部支部  木村道雄、赤沼邦久、大徳和人、熊谷健介 

    西部支部  塩野忠、小田恵一、塚田智史 

    南部支部  宮嵜雅範、岩瀬晃司、塚越大輔、三上等、萩原敦 

    北部支部  岡正徳、木村将義、新井裕喜、宮川伸善 

    専務理事  澁田昇 

    監事    杠葉達夫、斉藤高士 

    顧問    町田安弘 

 

次第 

 

開会宣言 澁田専務 

 

会長挨拶 清水会長 

 

本日は総会の件や次年度の役員改選の協議等がありますので皆様のご協力をお願い

いたします。 

 

会長の活動の報告 

･1 月 11 日ソニックシティ国際会議場にて防災フォーラムに参加 

多数の方々にも参加していただきましてありがとうございました。また、宮崎さん、

塩野さん、神林さん、池浦さんには受付等のご協力をありがとうございました。 

埼玉新聞の方にも掲載させていただいておりますし、保険毎日新聞さんの方にもフ

ォーラムの内容が記載されています。  

・1月20日には町田顧問と公明党の埼玉県本部の賀詞交歓会に参加させて頂きました。 



 

直近の今後の予定は 

･1 月 28 日には消費者コンサルタントの会との情報交換会があります。 

･2 月 3 日には損保協会北関東支部とのミーティングが入っております。 

･2 月 17 日には埼玉県防犯会総会 

･2 月 19 日には埼玉代協 60 周年式典が開催 

･2 月 21 日には東関東ブロック協議会 

･2 月 29 日は DRP の全国大会が帝国ホテルで開催 

以上となっております。是非また本業に役立つ情報を持って帰ってきたいと思います。

また皆様に随時報告したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長就任 清水会長 

 

出席者・定足数確認 全理事 32 名中 26 名出席で正式に成立 

議事録作成人 塩野忠（西部支部長） 

署  名  人  清水克俊（会長）、杠葉達夫（監事）   

前回議事録の承認  全会一致で承認 

 

議題 

協議事項 

① 来年度の理事・役員人事について 

澁田専務より確認・説明 

各委員会の委員長  

組織委員会・岡さん、教育委員会・神林さん、企画環境委員会・木村さん、 

社会貢献委員会・岩崎さん、広報委員会・池浦さん、 

来年度の日本代協への出向者 

CSR 委員会 社会貢献委員会 岩崎さん 

各支部の支部長 

  中央支部：金澤さん、東部支部：藤井さん、西部支部：山崎さん、 

南部支部：宮嵜さん、北部支部：柳沢さん 

各支部理事・役員さんの変更について確認 

 

清水会長 

色々とお忙しいところありがとうございました。次期会長候補と言うことで西部   

支部長を務めていただいております、塩野さんに次期会長候補として打診をずっとし

ておりましたが、ご快諾をいただきました。 



三役会では塩野さんから決意表明的な話をいただいたのですが理事会では初めてで

ございますので塩野さんから一言いただけたらと思いますのでよろしいでしょうか。 

 

塩野次期会長候補 

西部支部の塩野です。 

会長と言うことで重責を担うことになるのですが皆様のご協力をいただければと

思いますのでよろしくお願いいたします。我々代理店の環境は年々厳しい状況になっ

てきていて埼玉代協でも今日配られた資料によると入会の会員さんと脱退の会員さ

んとでは脱退の会員さんの方が多くて 3 会員さん減と言うことになっております。

色々な事情があるのだと思うのですが、ぜひ来年度は会員増強に力を入れて活動して

いきたいと思います。埼玉代協の力の源は会員さんであり、支部活動にあると思いま

すので支部活動が少しでも活発になり、埼玉代協が更なる発展を遂げられるようにな

っていければと考えます。各保険会社さんを訪問してのお願いだとか代理店会へ出向

いての代協活動のアピール、代理店賠責の必要性を訴えかけながらあらゆる手段を使

って会員増強を推進して行きたいと思います。そして時代の変化に合わせて守るべき

伝統は守りつつ改革すべきところは改革して取り組んでいきたいと思いますので皆

さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

清水会長 

町田顧問より人事について一言何かありましたらお願いいたします 

 

町田顧問 

塩野さんが引き受けてくれると言う決意表明がありましたが塩野さんがやりたい

ように出来る様に支えられるような組織を組んでほしいと言うふうに思います。塩野

さんの地元の西部支部は非常にメンバーも多いいし、人材も溢れている所なので副会

長など役員を積極的に排出していって欲しい。東部支部、中央支部の会員さんの中に

はまだまだいい優秀な代理店さんがいらっしゃるので何とかその方々をしっかり引

っ張り出す算段を各支部長は努力してほしい、そうでなければ活性化できない。この

ままだと引退する代理店さんも増えてくるので対応していって欲しい。今せっかく良

い動きをできているのでみんなで塩野君を良い会長にしたいなと思いますのでぜひ

ご協力をしてあげていただければと思います。そしてこれからも良いメンバーを育て

ていくと言うことをお願いしたいと思います。 

 

清水会長 

続きまして専務のほうも澁田専務から中央支部の木村さんへバトンタッチする案

が出ておりまして、ご快諾をいただきましたので木村さんの方からも一言抱負をお願



いいたします。 

 

木村次期専務候補 

一応候補と言うことなのでまだ正式には決まっておりませんが澁田さんの後任と言

う事で塩野さんからご依頼をいただきまして、やらせていただければなと思っていま

す。私は事務局になりますので事務処理をするのがメインになっていくと思いますが

埼玉代協を活性化していくには皆様のお力が必要ですので引き続きご協力いただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

審議事項 

①令和 2 年度総会について 

  日時 令和 2 年 5 月 29 日金曜日午後 1 時から 

  場所 ラフレさいたま 

  懇親会会費 6000 円(昨年と同額) 

 

基調講演  

Ａ案 講師：櫻井英裕氏（リブラス株式会社 代表取締役  北海道代協会員） 

     演題：お客様にとっても従業員にとってもプラスになる企業づくり 

      概要：私たちが今目指している「３つの豊かさ」とは何か？その為に必要  

な組織化とは？「エリアを超えた部門作り」「自走するＥＳ部門、

ＣＳ部門」「１時間単位の有給制度や休日の多さなどの働き方改革」

等々、独自の経営を情報が無い地方都市でどのようにやってきたか

をお話しいただきます。 

      講師料：交通費・宿泊費込みで７～８万円 

  

Ｂ案 講師：森隆氏（保険毎日新聞社記者） 

   演題：未定 

    概要：長年、大規模自然災害の現場と保険をテーマに取材を続けてこられ 

ており、大規模災害に対して代理店がどう向き合っていけば良いの

かなどをお話しいただく。詳細はこれから決めて行く予定。 

    講師料：５万円程度 

  以上２案が提案され、審議の結果Ａ案に７票、Ｂ案に１６票でＢ案に決定 

 

その他：役員改選があるため総会の途中で理事会を開催いたします。その際に理 

事の皆さんには印鑑をご持参いただくようにお願いいたします。 

 



②てんとう虫法律事務所とのセミナー共同開催について 

てんとう虫法律事務所の虫鹿先生より昨年の秋ごろから共同でセミナーを

開催できないかとの打診があり、開催にあたりこのたび以下の通り具体的な

要請がございますので審議したいと思います。 

日時 令和 2 年 3 月 26 日木曜日 午後 3 時から 4 時 50 分 

場所 宇宙劇場 研修室 

講師 あおば内科総合診療クリニック 

   院長 竹越 聡 先生 

テーマ 内科医による三大疾病と先進医療セミナー 

    先進医療とは何か、費用と適用事例、3 大疾病と集団検診、先進医 

    療特約の販売トークのブラッシュアップに繋がるような内容にし

ていきたいとの事です。 

参加者定員４５名 対象は代理店とそのお客様 

各支部合同開催の形で各支部には動員を掛けて頂き、代協事務局で取りまと

めをして行きたいと思います。 

代協の立ち位置は共催と言うかたちを考えています。 

費用はてんとう虫法律事務所さんが負担し、動員、資料作成、当日の運営を

埼玉代協が担います。 

懇親会は会費 4 千円で予定しています。 

この様な内容で、てんとう虫法律事務所の虫鹿先生と打ち合わせをしており

ます。南部支部メインで動いていただく方向で考えております。 

 

各支部長 開催に賛成 

南部支部中心に各支部合同開催 

 

新井理事：審議事項と言う事だが開催そのものをどうするかと言う審議なの

か開催は決まっているがその運営方法をどうするのかと言う審

議なのか良く分からない。 

清水会長：審議の中で開催について各支部長からご意見をいただき、開催に

向けて各支部合同での開催に意義が無かったので方法論も含め

決議したいと思っています。 

 

決議の結果 保留 1、その他は賛成で開催決定 

保留 1 ：池浦理事、忙しい時期なので皆さん大変ではないのか

なと思う。 

 



報告事項 

①委員会報告 

  教育委員会 神林委員長 

   1 月 21 日時点でコンサルティングコースの申し込みが目標の 23 名になり、 

    100%達成しています。皆様のご協力ありがとうございました。 

2 月 19 日の 60 周年記念式典の前に超会議を実施いたします。 

 

新風会 塚越リーダー 

2 月 19 日の超会議についてですが当日は日本代表の野本専務、石川教育委員

長、小俣理事が参加されます。内容についてはいま詰めておりますがポジティ

ブな埼玉代協についてこれから未来がある話をして行きたいとおもいます。 

 

組織委員会 岩瀬委員長 

会員増強ですが非常に停滞している状況です。目標 406 会員に対して年度初

めに３９１会員だったものが現在３８８会員となっておりますので年度末に

向けて活動を強化しておりますので皆様のご協力をお願いいたします。北部支

部についてはあいおい損保の協力で入会が増えてきており、他支部に対しても

入会書を５０部持って行って頂いている。 

 

企画環境委員会 大徳委員長 

組織の話になってしまいますが私が所属している損保ジャパン日本興和の久

喜支社から代理店賠責のパンフレットが欲しいいと言う事で木村支部長に５

０部持参していただきました。不祥事等で支社が苦労している様で来月早々の

業務連絡会で配られると思いますのでその成果が出ればと思います。 

 

先日日本代協に参加してまいりました。メインの話は共通化、標準化の推進と

言う事でした。例えば、高齢者や障害者の対応についての定義が各保険会社バ

ラバラで、年齢で言えば 70 歳だったり 75 歳だったりとまちまちでその辺を

統一してもらえたらありがといと言う事で提言をまとめて行くことになって

います。代理店システムについても各社莫大なお金を掛けているが共通のプラ

ットホームを構築する事で経費削減が出来るのではないかと代理店の立場か

ら提言していくと言う話しも出ている。その他色々とまとめて活力研で提言し

ていく事になっている。 

１月２８日に消費者コンサルタントの会との懇談会が代理店さん、弁護士の虫

鹿先生、損保協会の斉藤さん高野さんが出席の予定で開催されます。特定業者

の問題等を話し合う予定です。 



 

社会貢献委員会 木村委員長 

本日、チャリティーボーリング大会を予定しておりますので参加される方はよ

ろしくお願いいたします。 

 

広報委員会 熊谷委員長 

昨年の１１月２８日に日本代協のプロモーショーンビデオを撮影致しました。

現在 YouTube で発信しておりますので是非ご覧になってください。 

 

②支部報告 

東部支部 木村支部長 

３月１７日支部会とセミナーを予定しています。 

セミナーは首都圏外郭放水路(防災地下神殿)を見学する事で防災知識を深め 

る為にもご参加頂ければと思います。 

 

西部支部 塩野支部長 

１２月９日支部会とセミナー、忘年会を開催しました。 

セミナーは「こんな時あなたならどうしますか？」と題して職業倫理について

考えました。 

また、「伝え方の楽しさ、難しさ」と題して図形を使い楽しく学びました。 

情報提供として損保ジャパンの社員さんから埼玉各地の水災現場からの立会

調査報告として実際に現場に立って感じた事、考えさせられた事をお話し頂き

ました。 

 

南部支部 宮嵜支部長 

１２月７日支部会とセミナー、忘年会を開催しました。火災保険について各保

険会社社員を招き勉強をしました。今後は自動車保険も取り上げたいと思って

います。 

２月 7 日に支部会とセミナーを予定しています。 

 

北部支部 岡支部長 

１２月１０日支部会とセミナー、忘年会を開催しました。 

３月１０日に支部会とセミナーを予定しています。 

 

中央支部 岩崎支部長 

１２月９日に役員会を開催しました。 



 

③その他 

「ザ・防災フォーラム」を１月１１日にソニックシティ国際会議場にて埼玉代協、

日本損害保険協会、埼玉新聞社主催で実施いたしました。180 名のご応募を頂い

ておりましたが当日は 130 名ほどの方にご参加を頂き大変盛況でした。 

 

監事講評 

斉藤監事 

来年度の役員の皆さんの活躍が楽しみで仕方ないです。 

審議事項について守らないといけない所もあって、いつも私、細かなところをい

つも言っちゃうのであれなのですが、例えばさっきてんとう虫法律事務所の件で

新井さんが質問したり、池浦さんが保留にしたり、目的が分かってないと何を考

えていいのか分からない。要請があったことに応えるのが目的なのか？こうゆう

大切な方が要請しているからそれに応えるのかそれとも内容が良いから生保分

野なので損害保険代理業協会がやるのは少し外れる部分がある中で殆どの代理

店が併売しているのでその中で第３分野を売っていこうと言う事を目的にする

のかが抜けているので判断がつきません。この辺に気を付けて頂きたい。 

企画環境委員会の日本代協の話の中に保険会社間でシステムのプラットホーム

の共有化でコスト削減の提言をして行きたいと言う話がありましたがこれをや

って行くとポイント制度がどんどん統一されて行き、それで何が起こるかと言う

と競争が無くなり、我々の手数料がどんどん減らされてしまいます。競争が無く

なると恐ろしい時代が来るのです。システムに関してもこれで良いやになってし

まう可能性がありますよ。競争が有るから良いシステムにしないと、どんどん乗

合されてしまう、他の保険会社を扱うのも良いなってなる事に対して保険会社は

恐れている。ですから、その辺の事も気をつけながら提言していっていただきた。

ただ、日本代協の事なので僭越な部分もあるのですが。 

色々細かい事を言いましたがまとめると楽しみでしょうがないよね。 

皆さん頑張って頂ければと思います。 

 

閉会宣言 

理事会を閉会いたします。 

 

 


