
平成 30年度 第 4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 岡 正徳

日時 平成 30年 9月 28日（金） 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、池浦正文、萩原義隆

中央支部 森寛人、神林早苗、木村公彦、金澤忠

東部支部 木村道雄、磯貝理、赤沼邦久、大徳和人、熊谷健介

西部支部 塩野忠

南部支部 宮嵜雅範、岩瀬晃司、三上等、萩原敦

北部支部 岡正徳、新井裕喜、柳沢賢次、宮川伸善、中島竜二

専務理事 澁田昇

監事 斉藤高士

顧問 長野俊泰、関根茂

次第

情報提供（ソシオダイバシティ、タウ）

損保協会・北関東支部 斉藤支部局長 新任あいさつ

開会宣言 澁田専務

会長挨拶 清水会長

・ 9/14埼玉代協チャリティーゴルフコンペ開催（36名の参加）

・ 9/27無保険車追放キャンペーン実施（中央支部、東部支部）

・ 10/5自動車盗難防止キャンペーン実施予定（北部支部）

・秋にボーリング大会予定しています。



議長就任 清水会長

出席者・定足数確認 理事会開催定足数を満たすことを確認（理事 33名中 21名出席）

議事録作成人・岡正徳（北部支部）

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ブロックセミナーの参加について・・・賛成多数で承認

澁田専務より説明（資料１）

＊日時：11月 16日、 場所：ホテル テラスザ・ガーデン水戸

＊動員要請・・・セミナー（25名）・懇親会（15名）

・参加者に交通費を代協で負担したらどうか？

・埼玉～水戸の平均交通費 ￥4,000～14,000（平均¥8,000/人）

・ 25名中 7名はブロック委員なので日本代協より支給があり

残り 18名分の交通費を支給したい。

＊各県費用負担（3万円）

・ブロックセミナーにかかる費用が 85万、この内

日本代協からの補助金 35万、懇親会費 35万なので 15万の赤字

これを埼玉・千葉・栃木で各 3万円負担したらどうか？

（残りの 6万円は茨木に負担してもらう。）

②コンベンションについて・・・賛成多数で承認

澁田専務より説明（資料２・資料３）

＊出席者（11名）：

・式典・懇親会参加者に交通費、懇親会参加者に 1,000円の補助を

それぞれ支給する。（懇親会費 7,000円→参加者負担 6,000円）

・若い方を中心に参加していただきたいので全会員に案内をする。

・先着順にする。

＊会員懇談会の質問・提言事項提出：（資料３）

質問・提言ある方は、資料３の裏に記入の上事務局へ連絡

お願いします。



③事務局員（増沢さん）の時給引き上げについて・・・全会一致で承認

増沢さん入局されて３ヶ月経ち試用期間終了しました。

正職員採用に伴い時給 930円から 950円に引き上げる。

協議事項 ①『新春のつどい』について

＊演目：３F櫻ホール

・落語林家けい木さん（1人で 5万、2人で 8万円）

・マジックショー 90分（10万円）

・マジックショー 45分（8万円位）

・フラワーダンス（5人で 6万円）

・講演会は落語・マジックショー、懇親会でフラダンス？

後日、委員会を開いて会費・演目等の最終調整して、次回の理事会で

最終審議が出来るようにする。

＊懇親会の会費

・食事代が値上げになって、税込 8,300円/人
・昨年の会費 6,000円（非会員 7,000円）

・参加者目標 80人で見積ると約 94万円

・会費で約 48万円、残り 46万は代協からの支出（予算 60万円）

・予算の残り 14万円を、演目と余興の費用にあてる。

・会費 6,000円でいいか？（最終的に調整する）

＊新入会員のオリエンテーション実施について・・・全会一致で承認

神林委員長

内容・埼玉代協について（各支部長・各委員長が活動内容紹介）

・提携業者の紹介（ポケットファイルを配布し説明）

・代理店賠償責任保険、国民年金基金、損害保険トータルプラー、

新風会の案内

対象・入会 3年以内 （今まで入会 1年以内で募集したが出席者が

少ないため）

目標・各支部を中心にして、支部の人達と溶け込んでもらう。

依頼・支部長や紹介者が、1日中新入会員に付き添う（最低 1人）

・ 3年以内の新入会員のリストを事務局に作成してもらう。

確認・教育委員長・組織委員長を中心にやっていただく。

・タイムスケジュールの調整は委員会に一任で



②代協会費の改定について

澁田専務

・現在の入会金 5,000円

現在の年会費 募集従業者数 5名まで 24,000円

6名以上 29,000円

・毎年 1月 1日付けで募集人数の調査をしているが、正しい申告をして

ない代理店が数店ある。

・まずは正確な募集人数を把握することから始める。

③『60周年記念事業』について

・やった方がいい、やらなくていい、両方の意見がある。

・具体的にどういう形でやるかは別としても、皆さんの意見を聞き

ながら理事会で報告し、最終的に審議を取らさせていただきます。

報告事項 ①各キャンペーンについて

＊無保険車追放キャンペーン

東部支部（配布物 300）： 9月 27日 南越谷駅前

中央支部（配布物 300）： 9月 27日 上尾駅前

＊盗難防止キャンペーン

北部支部（配布物 300）： 10月 5日予定 熊谷駅前

損保協会と大宮駅前にて 10月 5日予定

応援・清水会長、澁田専務、池浦副会長、岩崎副会長、大徳理事

＊地震保険キャンペーン

西部支部（配布物 200）： 10月 23日予定 所沢駅前

南部支部（配布物 300）： 10月 23日予定 川口駅前



②支部報告（キャンペーン以外）

中央支部

・岩崎副会長より・・・ 9/27 上尾駅前で、国土交通省の職員と

無保険車追放キャンペーンを実施。

北部支部

・岡支部長より・・・・ 10/26 支部会と行政書士セミナーの予定

南部支部

・宮嵜支部長より・・・ 11月に、支部会と忘年会を予定

東部支部

・大徳理事より・・・・ 12月上旬に、支部会とセミナー

テーマ「防砂・建災」を予定

西部支部

・塩野支部長より・・・ 8月に BBQを実施、ホームページに載せました

11月に自衛隊施設の見学会と懇親会を予定

③委員会報告

教育委員会

・神林委員長より・・ 9月 21日教育委員会を開催

・新春のつどいオリエンテーション開催について

・コンサルティングコース募集について

・コンサルティングコースセミナー講習会の伝いについて

以上を打合せた。

広報委員会

・熊谷委員長より・・・委員会は開催していない。

・先日、日本代協ニュースをメールで配信しました

是非ご覧下さい。

・トータルプランナーの更新お忘れなく！

社会貢献委員会

・木村委員長より・・・ 9月 14日にチャリティーゴルフコンペを開催した

・小学生のぼうさい探検隊マップコンクール締切が

11月 7日です。間に合わなけば、来年度でも OK
・「こども 110番の家」のステッカーが届いているので

事務局へ連絡を頂ければ郵送します。



10月 29日に委員会を開催して、

・ゴルフコンペの計算 （募金金額・約 3万円でした）

・次回のチャリティーボーリング大会の内容を詰める

予定です

組織委員会

・岩瀬委員長より・・①会員増強

・現状は新入会員と合併による退会が同数で増えて

いないが、目標は変えずに頑張っていきたい。

・皆様のご協力よろしくお願いします。

②代理店賠責

・ 9月 5日に説明会を企画環境委員会と合同で開催しま

した。（参加者 48名、非会員 0名でした）

・代理店合併した場合、代理店賠責を解約しないで

満期までそのままにしておく。（解約すると、訴求

出来なくなる。解約しても、返戻金はない。）

・損保だけでなく生保の相談もやってくれる。

＊注意 生保だけの扱い者は代理店賠責に入れません。

③国民年金基金

・毎年 10・ 11月にキャンペーンを実施しています

新風会

・木村サブリーダーより・・

・ 9月 21日に「第 3回新風会」を開催しました。

内容は、実例による保障提案（火災保険版）

災害に強い代理店 BCP（損ジャ講師）

企画環境委員会

・大徳委員長より・・・不公平募集の意見を沢山いただきました。ありがとうご

ざいます。日本代協へ持っていきます。

・委員会は、10月もしくは 11月初旬に開催予定。

・ 1月に「消費者コンサルタントの会」開催予定です。

ご協力よろしくお願いします。

連絡事項

１．東関東ブロックセミナー 11月 16日 場所 水戸市

２．次回理事会、忘年会 11月 27日 場所 宇宙劇場

３．日本代協コンベンション 11月 30日 場所 東京



監事講評

斉藤監事より・・・監事としては、公平性・一貫性を重視しなければならないので

すが、審議事項ブロックセミナーの際、一貫性の面で難有りだ

った。

・広告の件、6万円かかる事業なので理事会を通して下さい。

・広報委員会は、埼玉新聞に記事（チャリティーなど）を書いて

もらい広告代が回収出来るようにして下さい。

閉会宣言

以上


