
平成 31年度 第 1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 塚田 智史

日時 平成 31年 4月 17日（水） 午後 2時～午後 4時 45分

場所 さいたま市 宇宙劇場 第２・３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 神林早苗、鈴木曜子、木村公彦、金澤忠

東部支部 木村道雄、赤沼邦夫、大徳和人、熊谷健介

西部支部 塩野忠、塚田智史

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、木村将義、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 杠葉達夫、斉藤高士

顧問 長野俊泰、町田安弘

次第

開会宣言 渋田専務

会長挨拶 清水会長

・時候のご挨拶及び総会前の大切な理事会であることを確認

議長就任 清水会長

出席者・定足数確認（全理事 32名中 26名）

議事録作成人 → 塚田 智史（西部支部）

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

協議事項 ① 総会・懇親会について

※議案書の内容等のチェック(澁田専務理事）

第 11回(2019年度）通常総会召集のご案内

8p 事業一覧 22p 埼玉代協の社会貢献活動に差し替える

第１号議案

2018年度 事業報告 （清水会長）

決算報告承認の件 (澁田専務理事)



監査報告承認の件 (杠葉監事)

第 2号議案

正会員会費額（案）承認の件（会長の後に各委員長・各支部長）

＊右横に順々に並び発表↑

第 3号議案

事業計画(案）承認の件

予算(案）承認の件 （澁田専務理事）

第 4号議案

本総会の決議の主旨に反しない限りその修正を会長に

一任する件 （清水会長）

＊このような形で進めていきます。

訂正箇所

２ｐ ※支部セミナー勉強会 支部名：北部支部

熊谷支店→支社に訂正

演題：「働き方改革と中小企業が使える雇用関係助成金」

HANDOUT→削除

３ｐ 支部名:北部支部

熊谷支店→支社に訂正

支部名:東部支部

会場:あいおいニッセイ同和損保(株)に訂正

演題:なぜ非難→避難に訂正

支部名:中央支部

講師:倉澤 篤史→倉澤 篤に訂正

支部名:北部支部

参加者 10名→25名に訂正

熊谷支店→支社に訂正

４ｐ ３．組織事業

＊平成 30年度通常総会開催の下に

※新春の集いを追加

６ｐ ☆社会貢献委員会

③新春の集い→削除

１５ｐ 埼玉代協会費規定

２．年会費 募集従事者数→登録募集人数に訂正

5名まで→5名以内に訂正

１６ｐ １．具体的な活動 ＊組織委員会

⑤会内外→削除

１７ｐ ２．埼玉代協の事業

６）増員→取次業務に訂正

７）＊「Fun To Share」（環境対応リサイクル品促

進、クールビズ、ウォームビズ等）→削除



２０ｐ 組織図の数カ所を訂正及び追加

＊総会・懇親会における役割分担等について

トランシーバーとインカムの購入について

(藤井副会長）：総会の司会の時に、来賓の到着情報がわからない等があった。

(萩原副会長）：物によっては階が違うと使えない物もある。一度レンタルがいい。

(神林委員長）：懇親会の時、来賓の方の紹介等で飛び入り等の情報など、早めに

把握できる・イベント会場などではスムーズに司会進行している等

が見受けられるので、必要だと思います。

(木村さん ）：熊谷ではレンタルしていました。５００人前後などのときは、会場

と駐車場と連動して使用していました。

(清水会長 ）：今回の通常総会から一度レンタルでやってみると言うことで賛成

可決しました。

２０１９年度 総会等 役割分担表

1 総合責任者 （澁田専務理事）

2 司会｛総会｝ （藤井副会長）

3 司会｛基調講演｝ （神林委員長）

4 開会の辞 （萩原副会長）

5 閉会の辞 （司会）

6 スローガン・倫理網領読み上げ （杠葉副会長）

7 議長選出声掛け （岩瀬さん）

8 議長 （柳沢さん）

9 議事録作成人南部支部 （宮嵜支部長）

10 議事録署名人 （会長・監事）

11 受付（３F) （各支部長・事務局）

12 来賓・講師対応 （会長・副会長・澁田専務）

13 来賓誘導 （組織・社会貢献委員会）

14 誘導・案内 （企画環境委員会）

15 出席者集計 （塩野支部長）

16 懇親会費・会計 （事務局・横川さん）

17 総会・基調講演 横断幕 （藤井副会長）

18 基調講演の資料配付 （教育委員会）

19 親睦会受付（４F) （事務局）

20 懇親会来賓誘導 （広報委員会）

21 懇親会司会 （鈴木さん）

22 乾杯 （町田顧問）

23 中締め （杠葉監事）

24 写真撮影 （広報委員会）

25 来賓席への食事出し （ホテルスタッフ）

26 前日の備品持ち込み （澁田専務理事）

27 花手配 （総会・懇親会｛事務局で｝）



28 懇親会・領収書作成 （事務局）

29 式次第・座席表作成 （澁田専務理事・事務局）

協議事項 ②60周年記念式典の実行委員会について

60周年記念事業 実行委員会メンバー

実行委員長： 清水 克俊（会長）

実行副委員長：澁田 昇 （専務理事）

委員： 萩原 義隆（北部支部・副会長）

藤井 克史（東部支部・副会長）

神林 早苗（教育委員会・委員長）

サブ委員： 杠葉 祐樹（西部支部・副会長）

報告事項 ① 委員会報告

＊組織委員会 岩瀬委員長

今期 14名が新規入会しましたが 19名が退会しました。

ほとんどが合併と廃業が理由です。情報が入れば方法も

あったのかと思います。日本代協の方から増 26と目標

としてます。26という数字は今年度の 14からすればすごい

数字ではありますが、支部 5名で２５なので各支部、お願い

します。

（清水会長より）AIGには二世が多く 30.40歳くらいが多

く、代理店賠責にも興味があると聞いてますので、うまく

AIGを取り込んで会員増強に取り組んでいきましょう。

＊社会貢献委員会 木村委員長

前回の理事会でもお話させてもらいましたが、防災たんけん

隊の方が、毎年苦労されているようなので、よろしくお願い

します。

委員会は 5/16日総会前の午前中に打ち合わせをします。

（清水会長より）具体的にわかりやすく、防災たんけん隊に

ついても、お話していただいて是非 1件でも埼玉代協として

実績を残せるようお願いします。

＊教育委員会 神林委員長

日本代協アカデミーのほうで今は、お試し期間中で登録数

について把握できていませんが、7月から本格的に活動に入

る前に会員の方には連絡できるようにしなければと考えて

います。

オリエンテーションは代協活動に参加していただける会員

さんが少なく、会員さんに代協というところでどんなことを



しているか、オリエンテーションを通じてアナウンスして行

ければと思っています。内容に関しても相談していければと

思います。

セミナーは何をしようと考えているところではありますが、

講師の方だったりとまだ決まっていないことが多いので決

まり次第連絡します。委員会の方は、5/10に行います。

（清水会長より）一般会員さんからも事務局のほうにお問い

合わせがあったりもしています。めざす三冠王として

【会員増強】【国民年金基金】【コンサルティングコース】

達成すると三冠王となります。埼玉代協はアカデミーの ID
登録数が達成することが 1回になる。3月末までの正会員数

が 391ですので 391IDがとれれば、１冠達成となりますの

で理事の方はもちろんですし、従業員の多い代理店について

は全従業員さんが登録していただけると助かりますので、是

非ともご協力お願いします。

＊広報委員会 熊谷委員長

4.5月委員会の予定なし。総会後の 6月に委員会の予定。

HPに通常総会の案内がでていますのでご覧ください。

（清水会長より）60周年事業のメンバーには広報委員会は

入っていませんが、大事なメンバーですので一緒にできれば

と思っています。

＊企画環境委員会 大徳委員長

三冠王については目標は決まっていますが、他で取った場合

でもカウントをして三冠のひとつとして認めるそうです。

代協アカデミーのほうもやらなければなと思います。

代理店賠責にはいっていない代理店を検索してみました。

北海道から九州・沖縄と高い・個人情報の関連で等で入って

いないところで、修理業者が多かった。

損保 ADRセンターにトラブル事例がある。

不公平募集について、金融庁から代理店からそういう情報が

あがってこないのが不思議にしておりました。

（清水会長より）消費コンサルタントの会なども資料として

残していただいて、60周年事業なんかでもこんなことをや

りましたと見せればと思います。不公平募集についてもアン

ケート調査も届いています。あればよろしくお願いします。

＊新風会 木村副リーダー

5/10に第 3期の 1回目になります。新年度になりましてプ

ログラムの方も変わっていますがおこないます。人数の方が



34名募集いただき、1名の枠が空いていますので、もしよ

ろしければお願いします。

② 支部報告

＊東部支部 木村支部長

4月 25日(木)に支部セミナーの予定です。

2名の新会員さん（東海・損ジャ）で若手のパワーを取り込

んで今年度、頑張っていきたいと思っています。

＊南部支部 宮嵜支部長

活動なしです。総会後に色々と活動していきたいと思ってい

ます。

＊北部支部 岡支部長

6月 19日(水)に支部会セミナーを予定しています。

＊西部支部 塩野支部長

4月 19日(金)に支部役員会議を開いて、今年度を決めていき

たいと思っています。8月のレクは JAFか ANAの飛行場見

学を押さえています。みなさまご都合がつきましたら、よろ

しくお願いします。

＊中央支部 岩崎支部長

5月の末頃に支部役員会を開いて、今年度決めていきたいと

思っています。

③ その他

＊ＰＴメンバーとして、塚越さんに引き続きお願いして、新し

い PTメンバーとして中島さん、お願いします。

（中島さん）凄く為になると聞いてますのでしっかりとやって

みなさんにフィードバックできればと思います。

監事講評 斉藤監事

慎重審議おつかれ様でした。ありがとうございました。60周

年に向けてちゃんと進めるのかなと思います。

※ 次回の正副会長・支部長・委員長会議

【令和元年 7月 2日(火) 場所 宇宙劇場】

※ 次回の理事会

【令和元年 7月 12日(金) 場所 宇宙劇場 14時】



閉会宣言 清水会長

5月 16日(木)の通常総会、ぜひ皆さまご協力お願い致します。

今日は、おつかれさまでした。

以上


