
平成 30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

議事録作成人 岩崎 栄

日時 平成 30年 11月 27日（火） 午後 2時～午後 4時 45分

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

中央支部 森寛人、神林早苗、鈴木曜子、木村公彦、金澤忠

東部支部 木村道雄、熊谷健介

西部支部 塩野忠、小田恵一、塚田智史、横山健一郎

南部支部 宮嵜雅範、塚越大輔、三上等、

北部支部 岡正徳、木村将義、柳沢賢次、宮川伸善、中島竜二

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 渋田専務

会長挨拶 清水会長

1 東関東ブロックセミナー参加の御礼

2 日本代恊ビジョン委員会（和歌山代恊、損恊開催）参加報告

横山日本代恊副会長挨拶

1 11月時点での地震保険の支払い額 大阪北部地震→約 946 億

５千万円、北海道胆振東部地震→約 150億５千万円

2 風水害は 9月 4日の台風 21号では 82.5万件の事故受付、約 77
万件に保険支払い、支払い保険金額が約 5851億円 過去最大

3 新日本新聞記事、参議院会館での院内集会の紹介

議長就任 清水会長

出席者・定足数確認（全理事 33名中 25名）

議事録作成人 → 岩崎 栄（中央支部）

署名人 → 清水克俊（会長）、斉藤高士（監事）

前回議事録の承認 → 全会一致にて承認



議題

審議事項 ① 『新春のつどい』について → 賛成多数にて承認

渋田専務より説明（資料）

ラフレさいたま・・ 1月 18日（金）

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ：5階小宴会場・柏、13：30～15：00
講 演 等 ：3階櫻ホール、15：30～17：00
懇 親 会 ：4階欅（けやき）ホール、17：30～20：00

＊演 目 ： マジックショー ４０分、８万円

出演者 フーガ＆はるか

落語・林家けい木 ３０～４０分、５万円

＊会 費 ： 6,000円（非会員 8,000円）

＊収 支 ：収入・・・賀詞交歓会 60万円

参加費（会員）55名として 33万円

（非会員）25名として 20万円

合計：１１３万円

支出・・・会場費 25万円

料理（80人分） 67万円

出演料（マジックショー） 8万円

出演料（落語） 5万円

お花代 1万円

看板代・予備費 7万円

合計：１１３万円

＊ 懇親会費免除の取扱いについて

新トータルプランナーになられた方について（有料）

懇親会の司会者（昨年は無料）

＊ オリエンテーションについて → 賛成多数にて承認

神林教育委員長より説明・・・ 資料１

・新入会員参加者 → 過去３年以内の加入会員

リストを各支部長、副会長に配布→声掛けのお願い

・テーブル配置は当日参加人数により適宜配置

・担当役員 → 教育・組織・社会貢献委員

各支部長(受付担当)
・支部単位にて各々の新入会員を懇親会までアテンド

(各支部長等)
・誘導案内配置 → 駅改札口・曲がり角・ホテルの入り口

2ＦＥＶ前



＊新春のつどいのタイムスケジュール → 賛成多数にて承認

渋田専務より説明

・集合時間 １２：３０→教育・組織・社会貢献委員会

１２：５０→各支部長

１５：００→理事

親入会員紹介 → 各支部長

・役割分担 ・・・資料(役割分担表)参照

事務局が懇親会受付・会計担当

来賓対応 → 清水会長

第Ⅰ部司会 → 岩崎 栄

懇親会司会 → 鈴木 曜子

写真撮影 → 広報委員会

乾杯挨拶 → 町田顧問

中締め → 杠葉顧問

・招待客リスト ・・・・ 別紙資料 ３９名に案内状送付

・会員・招待客への案内について → ＦＡＸ及びメール

新入会員にたいしては郵送にて案内

② 損保協会主催のセミナーに ・・・ 賛成多数にて承認

渋田専務より説明

＊12月 3日（月） 地震保険セミナー in熊谷

主催：損保協会、協賛：埼玉代協

代協会員の申し込み状況 28名（11月 21日現在）

＊1月 12日 THE防災・減災 SYMPOSIUM（大宮にて）

清水会長より説明

主催、共催などどういう立ち位置で協力するのか？

・主催にて協力する → 人員の動員(受付、聴講参加等)

4 福岡代協 70周年式典への出席についての費用負担について

渋田専務より説明

埼玉代協６０周年記念事業の参考研修として

2月 15日（金）午後 4時～ ホテルオークラ福岡

一人当たり 宿泊・交通費込で約 5万円＋会費 1万円

・２名分(清水会長・渋田専務)費用負担の件

・・・賛成多数にて承認



協議事項 ① 会員実態調査について

清水会長より説明

藤井副会長より補足

会費の正しい集金のために毎年 1月 1日について調査

実施方法：全会員へ FAXにて回答を求める。（12月中旬配信）

未回答の会員への対応 → 後日電話にてフォロー

3 『代協だより（会報）』の作成について

渋田専務より説明

基本は作成しないが昨年度は新春の集い時に会長挨拶という

かたちにて作成した経緯あり。今年度も同じように新春の集い

用に作成するか。

・作成する→ 熊谷広報委員長に作成依頼。

報告事項 ① 委員会報告

＊組織委員会 藤井副会長より説明

＊教育委員会 神林委員長より説明

・ 11月 9日 委員会開催

損害保険トータルプランナー募集（12月１日～２月15日）

募集要項を各保険会社の支社５０ヶ所に配布

・日本代協アカデミーの紹介

・新風会 塚越リーダー

本日 11月 27日付 新日本保険新聞社の取材

・ 11月 9日 第 4回新風会開催、次回 2月１５日

外部講師にて『決算書の見方』

・来年度 第３期の参加呼びかけのお願い

＊企画環境委員会 三上副会長より説明

・消費者コンサルタントの会との懇談会（１月 24日）

＊社会貢献委員会 木村委員長

・ 9月 14日開催 チャリティーコンペ報告

金額 51,441円

・チャリティーボーリング大会（2月 8日）

ランドワン大宮店にて開催 定員 50名予定

参加費 3000円一律(1000円がチャリティー)
懇親会費 4000円



＊広報委員会 熊谷委員長

・新春の集い時使用の自己紹介文を各支部長にメールにて

送付するのでコメントの記入のお願い

・日本代協より損害保険プランナーのＰＲ動画撮影のお願

いがあり、11月 28日・清水会長、熊谷委員長、塚越さ

んの 3名動画撮影 → 損保協会ＨＰにＵＰ予定

・各委員長に活動報告のＨＰに適宜ＵＰのお願い

・ＨＰ充実 → ＤＲＰ、ピース等の掲載を思案中

② 支部報告

＊東部支部 木村支部長

・ 10月 28日 バーベキュー(清水公園) 21名

・ 12月 4日 支部会・セミナー開催予定

＊西部支部 塩野支部長

・ 10月 23日 地震保険キャンペーン(所沢駅)
・ 11月 6日、29日支部役員会

・ 12月 11日 支部会、忘年会開催予定

＊南部支部 宮嵜支部長

・ 10月 23日 地震保険キャンペーン(川口駅)
・ 12月 14日 支部会、セミナー

＊北部支部 岡支部長

・ 10月 26日 支部会、セミナー開催

・ 12月 12日 支部会、セミナー開催予定

・ 2月 15日 支部会、セミナー開催予定

＊中央支部 岩崎支部長

・ 9月 27日 無保険車キャンペーン(上尾駅)
・ 10月 24日 支部役員会

・ 12月 14日 支部会、セミナー、忘年会開催予定

③ その他

＊ＰＴ 塚越さん

・ 11月 30日、12月 1日 2日間

日本代協コンベンションを開催

＊清水会長

・ 10月 25日 埼玉大学にて講義。講師 渋田専務

・ 10月 29日 埼玉大学にて講義。講師 萩原副会長

・会員向け名刺、封筒製作業者の案内

＊渋田専務

・ 1月 24日 埼玉県防犯対策協議会(埼玉会館)
池浦副会長が出席予定



監事講評 斉藤監事

審議おつかれ様でした。審議の判断がしやすくなる資料に目的、

期待される効果を盛り込んで頂きたい。一般会員と正会員の理

解をしっかりすること。

杠葉監事

防災、減災、清水会長を男にしましょう。

閉会宣言

次回の理事会開催予定： 平成 31年 3月１１日 会場宇宙劇場

以上


