
 

令和 1 年 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 

  

日時  令和 1 年 11 月 25 日（月） 午後 2 時～午後 5 時 

場所  さいたま市下落合コミュニケーションセンター 第２・３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、赤沼邦久、大徳和人、熊谷健介 

    西部支部  塩野忠、山内肇 

    南部支部  宮嵜雅範、岩瀬晃司、塚越大輔、三上等 

    北部支部  岡正徳、木村将義、新井裕喜、柳沢賢次、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 澁田専務 

会長挨拶 清水会長 

     ※台風の被害状況、特に千葉エリアの報告と代理店の対応状況 

     ※各代表が行った寄付講座、及びセミナー又、コンベンション等の参加御礼 

     ※東関東ブロック人材育成研修・資料より 

      ・関東財務局 佐藤課長の御礼メール 

      ・人材育成セミナー 組織活性化とリーダーシップ論より解説 

 

   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・・・木村 道雄 （東部支部） 

   署名人の確認・・・清水克俊（会長）、斉藤高士（監事） 

前回議事録の承認・・・全会一致にて承認された。 

議題 

 協議事項  

① 創立６０周年「感謝のつどい」について 

    澁田専務より説明 

      現在までの進捗状況、参加申込状況と動員方法（別紙資料参照） 

      ・実行委員で打合せ進行中・・・問題点有り・下記の通り 

       ※記念パーティー２００名の目標に対し１１９名 



       ※各支部の動員目標を功労者も含め２５名 

       ※１２月１０日までに会費を納めれば出席 OK 

       ※１２月の各支部会で声がけし動員する 

     ・当日のスタッフの確保 

        受 付  ：9 名（責任者：横川 ）・・支部長他 2 名 

        会場外誘導：5 名（責任者：   ）・・ 

        会場内案内：4 名（責任者：   ）・・ 

        司会者担当：大徳 

        太鼓・フラ：萩原 

        ｸﾗｼｯｸ担当 ：神林 

       ・1 月頃に全スタッフによるリハーサル 

  澁田専務・清水会長より説明 

    ※実行委員会を中心に協力し当日スタッフを準備する 

 

 ② 次期理事・役員人事について 

        ＊各支部の候補者（別紙資料参照） 

        ＊来年 1 月の理事会までに会長他、新役員を決定する必要がある。 

        ＊（案）として副会長が各委員会の委員長を兼任する。 

    澁田専務より説明 

      ※副会長が委員長を兼任する県代協が多い 

      ※次期理事・役員は１２月の各支部の支部会で決定してほしい 

    清水会長より説明 

      ※次期会長候補として西部支部・塩野支部長を紹介する 

    塩野支部より挨拶 

      ※体調は十分では無いが皆様にご協力を頂き会長職を執行して行きたい 

    澁田専務より説明 

      ※各理事・実行委員候補者（案）からの再確認を取る 

    各支部代表より 

      ※候補者案に沿って報告する 

    澁田専務より説明 

      ※横山健一郎さんが理事で良いのか？ 

      ※各監事、理事等より意見を頂き今後検討することとなる 

    清水会長より説明 

      ※日本代協に確認し後日報告となる 

 

  ③ 令和２年度総会について 

      ・日 時 ：令和 2 年 5 月 29 日（金） 

      ・場 所 ：ラフレさいたま 

      ・基調講演：現在調整中 

    澁田専務より説明 

      ※総会までのスケジュールを確認 

      ※基調講演について意見を求める 



    木村支部長より説明 

      ※松本秀樹のセミナーの紹介 

    塚越・中島理事より説明 

      ※北海道代協のセミナーの紹介 

    清水会長・澁田専務より説明 

      ※ブレーンマークス及び土川、村井先生の紹介 

      ※期日が近いため本日決定したいも情報が不十分な為、後日メール配信 

       

審議事項  

① 代協事務局員の時給引き上げについて 

   ・現状：横川さん・・時給 980 円、増沢さん・・時給 950 円 

    最低賃金の改定に伴い、各自 30 円の引き上げ 

    現在の勤務状況：毎月 58 時間程度（4 月～10 月の平均） 

    ＝＝＞ 時給 30 円引き上げた場合の一人当たりの賃金アップは    

        月額 1,740 円程度 

    承認された場合は、11 月 21 日からの給与に反映を予定 

澁田専務より説明 

  ※審議事項の件に付詳細に説明 

大徳委員長・・・６０周年記念行事で残業時間が増えるのでは 

澁田専務 ・・・１．２５倍支払するも予算内 

岡支部長 ・・・もっと上げてもいいのでは 

澁田専務 ・・・4 月からの支給額が約 80 万円・上げても 140 万円 

        今年度予算が 160 万円あるので予算内 

 全会一致にて承認された。 

    

 報告事項  

① 委員会報告  

   ・教育委員会・・・神林委員長より説明 

     ※9 月 20 日ドラレコセミナーの御礼 

     ※別紙事業の目的（現状と理由）より 

     ※「募集人超～会議！！」～変わりゆく未来のために～ 

  澁田専務・・・内容は何か 

  塚越リーダー・・・具体的な内容はこれから 

           皆様が参加できるような内容にしたい 

  澁田専務・・・動員はどうする 

  塚越リーダー・・・一本釣りで 20 名その他募集で 10 名の予定 

           店主社長から拡大し若手社員を出席させる 

  澁田専務・・・募集の締め切りは 

  神林委員長・・・1 月末までに 

  清水会長・・・会の目的をしっかり捉え参加してもらう 

  神林委員長・・・日本アカデミー登録の件報告 

          申し込みに課題が有る（１代理店で１名の状況） 



         登録の仕方が解りづらい 

         コンテンツが不十分 等 

 清水会長・・・全使用人を一括登録しては  内容のデモも必要 

 木村支部長・・・保険会社のイーラーニングでは不十分と金融庁は言っている 

 岡支部長・・・登録は多くもこれから活用 

 

   ・新風会・・・塚越リーダー 

          11 月 8 日第 4 回新風会開催（次期プログラムを検討） 

            

   ・組織委員会・・・岩瀬委員長 

          別紙の入・退会者リストより 

          最近体調不良で委員会が開催出来てない今後第一木曜日に 

          開催予定 

          入会理由は代理店賠責の必要性を感じている為   

          組織率拡大のため今後保険会社の会議等に出席し依頼する 

            

   ・企画環境委員会・・・大徳委員長 

          11 月 27 日委員会開催予定 

          翌年 1 月 29 日コンサル懇談会への参加 

          標準化・平準化の意見の募集 

             

   ・社会貢献委員会・・・木村委員長 

          9 月 13 日チャリティーゴルフコンペ開催（寄付金 49,575 円） 

          10 月 10 日サイバーセキュリティーセミナー開催 

          翌年 1 月 24 日チャリティーボーリング大会開催予定 

 

   ・広報委員会・・・熊谷委員長 

          別紙日本代協２０１９ プロモーション PV より 

          11 月 28 日 PR 動画撮影の件 

 

② 支部報告 2 時間 5 分 

     ・東部支部・・・木村支部長より 

10 月 19 日・レクリエーション（清水公園） 

10 月 23 日・地震保険普及キャンペーン（新越谷駅前） 

12 月 5 日・支部会及びセミナー・忘年会 

 

     ・西部支部・・・塩野支部長より 

9 月 27 日・無保険車追放キャンペーン 

10 月 28 日・役員会 

12 月 9 日・支部会及びセミナー 

     ・南部支部・・・宮嵜支部長より 

            9 月 25 日・無保険車追放キャンペーン 



            12 月 6 日・支部会及び勉強会 

              

     ・北部支部・・・岡支部長より 

           10 月 23 日・地震保険普及キャンペーン 

           12 月 10 日・支部会及びセミナー 

              

     ・中央支部・・・岩崎支部長より 

           10 月 7 日・盗難防止キャンペーン（上尾駅前） 

                  支部会及びグリコ工場見学 

           12 月中旬に役員会予定 

              

  ③ その他 

    ・埼玉大学の寄付講座 

       消費者センター依頼分：日時 10 月 25 日（金） 

                      講座 契約者・約款を読んで考えるⅠ 

                       講師 木村委員長 

           木村委員長より 

           ※100 人の生徒を前にして大変緊張した 次回の人も澁田専務の資料を 

            活用するのが有効である 

           澁田専務より 

           ※ドラレコで視覚に訴える事ができ学生受け出来る内容であった 

 

       損保協会依頼分   ：日時 11 月 18 日（月） 

                       講座 損害保険の販売実務 

                      講師 藤井副会長 

          藤井副会長より 

          ※約 100 名の生徒を前に緊張した 写真や実務的な資料をもとに 

           講義するも反応は今一つだった その中で 1 名の生徒から感銘を 

           受けたと又、そして将来は代理店に入社したいと期待も出た 

           生徒に車両の保有状況を聞くと 100 名中 1 名だけであった 10 年後 

           が大変心配であるとの事 

 

    ・コンベンション PT から 11 月 1 日・2 日の報告 

          中島 PT メンバーより 

          ※月 1 回の会議により他地区との交流で大変勉強になりました 

          塚越 PT メンバーより 

          ※他代協との深い繋がりができた 次回は埼玉も多くのメンバーが 

           参加してほしい 

    ・人材育成セミナーから 11 月 21 日・22 日の報告 

          岡支部長より 

          ※日代協と埼玉代協の関わりが勉強になった 

           名刺の記載内容について注意して使用するようにアドバイス 



       木村支部長より 

       ※人材育成セミナーは早くから参加し勉強すべきだ 

        日代協の資料はしっかり読み込むべきだ 

 

    ・安全運転フォーラム in 埼玉 

日 時： 11 月 16 日 

参加者： 全体で約 170 名（内埼玉代協関連：30 名ぐらい） 

     澁田専務・・・安全運転フォーラム協力の御礼 

 

    ・令和 2 年度の東関東ブロックセミナーの担当県：埼玉代協が担当する 

     澁田専務・・・令和 4 年度の人材育成セミナーは栃木代協が担当する 

 

   情報交換 

    ・院内集会の件・・・岩瀬委員長 

     ※第 3 回院内集会において代理店が抱える問題について金融庁保険課長との話し

合いが行われた。又、災害列島日本において保険会社及び代理店が社会的役割

の中で何をすべきか問われる 

      代理店の置かれた立場として災害時の現場調査や取るべき行動、又、委託契約

書問題、手数料の格差等々 

    ・振込手数料の件・・・澁田専務より質問 

    ・岩瀬委員長・・・損保、生保の違いを説明 

    ・水害の保険金支払いについて・・・清水会長より説明 

     ※各保険会社の商品及び扱代理店によるおすすめ商品がまちまちで支払有無が 

      発生している。不担保商品は要注意。お客様へは自動車も火災も新種もオール

リスクでカバーできることが必要 

    ・神林委員長・・・各保険会社が直資、直営化して来ると代協会員維持が大変にな 

             る又、その代理店には求償もしないともなると代理店賠責も 

             必要で無くなるのでは 

    ・清水会長・澁田専務より   

     ※各保険会社まちまち、詳細は後日確認する 

       

監事講評 

    ・斉藤監事より 

     ※活発な答弁お疲れ様でした。 

      横尾課長の話では代理店の使命はサービスの発揮、町で必要な人になること 

      又、オリエンテーションで新しい事へのチャレンジ及びアイデアを期待する 

 

閉会宣言 

 

※ 次回の正副・支部長・委員長会議予定：令和 2 年 1 月 8 日（水） 宇宙劇場 

※ 次回の理事会開催予定       ：令和 2 年 1 月 24 日（金） 宇宙劇場 

                          以上  


