2020 年度 第 1 回 北海道ブロック協議会
第 3 回 北海道代協理事会 議事録
日時：2020 年 7 月 17 日（金）13:00～17:00
場所：ホテルライフォート札幌
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進行 伊藤副会長
冒頭、日本損害保険協会 北海道支部 事務局長 青柳善則氏より着任のご挨拶と情報提供
があった。
① 住宅修理サービスなどのトラブル注意喚起について
チラシをより分かり易く動画を作成した。2 分程度のもの 7 本 QR コードで読み取りが可能。
② 積雪前にスノーダクトの点検・清掃の注意喚起、水道凍結注意喚起チラシを引き続き活用
いただきたい。
③ 今後も情報を共有していきたいのでよろしくお願いします。

1. 開会の辞 田代副会長
2. 北海道代協会長挨拶 佐々木会長
・コロナ禍の影響の中、久し振りの理事会にご出席ありがとうございます。
定款・細則を守ることは大変必要だが、命を守ることが最重要です。基本は日本代
協の運営に沿って決まり事を守って北海道代協の運営していきたい。
・今年 5 月に前千歳支部長、藤井氏がご逝去されたことが報告された。
・2019 年度は初めて北海道代協が三冠王を達成することが出来た。理事、監事、委員
長、支部長の大変なご協力のもとの成果だと思っています。ありがとうございます。
本年度も引き続きよろしくお願いいたします。
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・また 4 年間北海道代協の担当理事を務めていただいた丸山日本代協理事が任期満了
で退任された。4 月に行われる予定だった北海道ブロック協議会が開催されずご退
任の挨拶を出来なかったことが悔やまれます。丸山理事からは電話でくれぐれも皆
様にありがとうございましたとお伝えくださいと承っています。本年度からは新た
に秋田県代協元会長の春日氏が担当理事に就任されています。
本年度もよろしくお願いします。
3. 倫理綱領朗読 本田理事の発声で行われた。
議案書 P3 の名簿順で理事会メンバーの自己紹介を行った。
4. 議長選出 前回理事会で指名されていた白戸理事が選出された。
5. 出席理事数の確認

議長より総理事数 37 名、出席理事 31 名、理事会が成立した旨

の報告があった。
6. 議事録署名人 議長より会則の則り、佐々木会長、多和監事、田中監事が指名され
た。
7. 議事
〔Ⅰ〕承認事項
（１）2020 年 1 月 17 日開催 第 4 回北海道ブロック協議会・第 4 回理事会議事録の承認
2020 年 2 月 12 日メールにて議事録を送付、特に異議がなかったため承認。
（２）2020 年 5 月 8 日 第 1 回北海道代協理事会（書面決議）議事録の承認
2020 年 5 月 13 日メールにて議事録を送付、特に異議がなかったため承認。
（３）2020 年 5 月 29 日 通常総会（書面決議）議事録の承認
2020 年 6 月 1 日メールにて議事録を送付、特に異議がなかったため承認。
（４）2020 年 6 月 8 日 第 2 回北海道代協理事会（書面決議）議事録の承認
2020 年 6 月 11 日メールにて議事録を送付、特に異議がなかったため承認。
〔Ⅱ〕報告事項
（１）北海道代協会長報告

佐々木会長

議案書 P4 参照、北海道代協事業計画の補足説明があった。
特に、会員増強を続けていく。プロの志を有した代理店を迎え入れていきたい。
また、教育、研修事業としてコンサルティングコース受講者募集・日本代協アカ
デミーの更なる情宣を続けていきたい。ホームページをセキュリティの確保をす
るためにリニューアルを考えていると報告があった。
別紙資料（日本代協 2020 年事業計画）P3、店主だけではなく、全募集人・オフィ
ス部門担当者の質的能力向上させ日々の業務に活用してもらいたい。P8、本年度
目標として、会員増強、トータルプランナー受講勧奨、ぼうさい探検隊の参加で
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三冠王を目指していきたい。P11、大規模災害時における代理店の価値、役割を強
化していきたい。
（代理店の災害時のサポート範囲拡大を含む検討） P12、今年
度の日本代協コンベンションは中止が決定の報告が入った。
2/19 埼玉県代協 60 周年記念式典で関東財務局佐藤課長の話の情報提供
・金融庁、財務局は募集現場の代理店（店主）と対話をし、実態を知りたい。
・保険会社の検査の際に、金融庁、財務局の職員が同行する可能性がある。
・手数料ポイントについて保険会社に直接指導は出来ないが、ヒアリングの際は
代理店経営にどのような影響があるか聞いていきたい。
・ヒアリング対象が大都市から地方都市になる可能性がある。
3/10 日本代協臨時総会の Chubb 社の講演からの情報提供
・近年代理店賠責事故報告をみると賠償金額が高額傾向にある。対策としては、
事案発生時には保険会社と共に対応したほうが良いとの事。
・地域 1 番店の代理店に対してより厳しい判断を下している保険会社が増えてき
ている。（全募集人がベストな商品を案内しているかなど）
・特約を薦めなかったことによるトラブルが増えている。
（２）日本代協・北海道代協各委員会報告
① 組織委員会 松田理事（委員長）
議案書 P9 参照
日本代協組織委員会が 4/3 WEB 開催。全国 24 代協が 3 冠王を達成した。
引続き会員増強を頑張りたい。また組織の活性化が最大の課題である。特に新入会
員オリエンテーションにおいては、何を伝えるのかを工夫し為になるものにしてい
きたい。
議案書 P11～参照
北海道代協組織委員会が 4/10 開催。昨年度は自主目標 25 店、目標 20 店、最終結
果は 22 店であった。しかしながら今日時点で、マイナス 22 店となっている。
今年度目標については 7/22 開催される日本代協組織委員会で決まる予定。
そこで組織委員会としては、入会 1 店につき 10,000 円を各支部の協力金として予
算化して欲しい。
昨年度作成した会員募集チラシを活用していきたい。
合併等で会員の退会が続いているが、入会目標は達成したい。各委員長、各支部長
と協力し今年度も三冠王を達成したい。
② 教育委員会 伊藤副会長（委員長）
・コンサルティングセミナーの開催について
7/3 開催予定だったが、延期となっている。損保協会と日本代協で慎重に開催につ
いて検討をしている。決まり次第お知らせします。
・日本代協アカデミーについて 議案書 P18～参照
日本代協アカデミーの登録状況を確認。
2020 年度北海道の純増目標数 99 目標（全募集人数－登録者数）×3％
各支部の目標数は次回北海道代協教育委員会にて決める。
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別紙資料に最新の日本代協アカデミー・コンテンツをご紹介している。
日本代協と日企社がスクラム組んで更なるコンテンツの充実を図っている。
③ ＣＳＲ・広報委員会 池田理事（委員長）議案書 P20～参照
5/14 北海道 CSR 広報委員会を開催（初の WEB 会議）した。
・ぼうさい探検隊とみなさまの保険情報購読について注力する。
・北海道代協 HP のリニューアル。特にセキュリティ確保とスマホ対応の為。
7/10 北海道 CSR 広報委員会を開催 議案書 P28～参照
ぼうさい探検隊を強力に推進したい。昨年度 5 件。各支部 1 件を大きな目標として
取り組んでいただきたい。
6/25 日本代協 CSR 委員会に参加（WEB）
※日本代協広報委員会 姫野理事 議案書 P25～参照
今年度から姫野理事が広報委員に就任した。
6/18 日本代協広報委員会に参加（WEB）
「みなさまの保険情報」はあおり運転罰則化をテーマに掲載することになった。
日本代協広報について 4 社のコンペが行われ、ユーティワイ企画社に決定。
④ 企画環境委員会

広川理事（委員長）議案書 P30～参照

7/7 日本代協企画環境委員会に参加（WEB）
・共通化・標準化の検討（コロナ禍対策、TV 等会議、非対面募集などを含む）
・募集実態のモニタリングと具体的対応策の実施を引き続き行う。
（ディーラー、金融機関、日本郵政など）
・独占禁止法の知識習得に向けてのセミナーを開催していきたい。
・チャネル間競争力強化策・消費者並びに契約者に代理店の価値を伝える施策の検
討・提示、新たな取組として代理店の価値を高める。
・代理店賠責は、組織委員会に担当変更になった。
⑤ 事業委員会 細川理事（委員長） 議案書 P35～参照
7/3 事業委員会を開催、議案書 P5 の事業計画を遂行する。
P38～各支部の手数料一覧があるので、入庫誘導等意識して進めていただきたい。
DRP 未登録の会員も多いので是非一度資料をもとに案内してもらいたい。9 月末ま
で DRP 入庫誘導キャンペーンを行っているので利用してもらいたい。
（３）各支部活動報告と予定

議案書 P43～参照

A 札幌支部 上島副支部長、B 室蘭支部

高橋支部長、C 旭川支部 坂本支部長、

D 小樽支部 根布支部長、E 苫小牧支部

川田支部長、F 千歳支部 高橋支部長、

G 函館支部 木村支部長、H 釧路支部 加茂支部長、I 帯広支部

野村支部長

各支部現状と会員増強等の意気込み、各行事の遂行方法の迷いなどの報告があった。
〔Ⅲ〕審議事項
（１） 専務理事・常務理事（案）

佐々木会長

空席になっていた専務理事に札幌支部 濱谷理事、常務理事に札幌支部 上島理
事が提案された。
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挙手により全員一致で承認された。
（２） 反社会的勢力でないこと等に関する表明・確約書 佐々木会長
議案書 P48 参照、北海道代協と DRP は契約書を交わしていたが、タイムズ社とは
契約書を交わしていなかった。この度その契約に際し北海道代協としても全会員
と反社会的勢力ではないこと等を表明・確約する必要があると思うが、まずは北
海道代協理事及び候補に提出をすることを提案したい。
挙手により全員一致で承認された。
（その後参加理事、監事に書面が配られ署名を行った）
（３） 人材育成研修会について 佐々木会長・伊藤副会長
議案書 P45 参照、通例 4 年に一度の開催だったが好評に付 2 年に一度の開催とな
った。コロナ禍であり先行きが不透明ですが、佐々木会長と伊藤副会長（教育委
員長）に一任してもらいたい旨の提案があった。
挙手により全員一致で承認された。
〔Ⅳ〕協議事項
（１） 定款の見直し 佐々木会長
・コロナ禍のなか WEB 会議、書面決議等を行ったが北海道代協定款には記載され
ていない。今後も緊急事態が想定される。来年の総会に向けて検討していきたい
が、特に今年度の各支部の総会、会議等を WEB 開催書面決議した経験をもとに各
支部長に意見を賜りたい。
札幌・室蘭・旭川・小樽・苫小牧・千歳・函館・釧路・帯広支部特に問題は無か
った。
※役員の改選があったが、顔を合わせられなかった。
※広域に会員がいるので便利である。
※不慣れで設備が整っていなかったり、発言が無かったりは要改善。
・山口理事より、北海道代協の定款・諸規則は 12 年前に策定されたもの。現在に
は不都合な内容が含まれる。例えば 1.公告について。2.一般会員の資格について。
3.正会員以外の理事定数など、抜本的な見直しが必要ではないか。また旅費規程に
ついても改定が必要ではないか。WEB 会議併用で改善出来る可能性。慶弔規定。
表彰規定など。役員を中心に委員会などを設置し検討する必要があるのではない
か。→佐々木会長から、執行部だけではなく前・元会長などを交えて進めていき
たい。
〔Ⅴ〕その他
・山口理事から、規定でブロック協議会は年 4 回の開催が求められているが、4 月
が開催出来なかったので WEB で一度開催を試みてはと提案があった。→佐々木会
長より、上島理事、広川理事が WEB に詳しいのでお願いします。
・加茂理事から、協議事項について別紙があれば分かり易かったとの意見があった。
・山内理事から、執行部でオンラインセミナーなどを検討しているかの問いがあっ
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た。→佐々木会長より検討しているとの回答があった。（大阪代協の実例など）
事務連絡
・伊藤副会長より、セディナ社が 7 月 1 日に合併により SMBC ファイナンスサー
ビスと社名変更になった。来年の会費口振時は表記が変わる。新しい口座振替依頼
書を使用して下さい。（古いのは破棄）
議長退任、次回議長は根布理事（支部長）が白戸議長により指名された。
8. 監事講評 多和監事
長時間にわたりお疲れ様でした。皮肉なことにコロナ禍で時代が変わっていると感
じた。各支部、各委員会いろいろ工夫されていることが分かった。
今日はみなさんお気をつけてお帰りください。との講評をいただいた。
9. 閉会の辞 上畑副会長

政治連盟報告（別紙） 壽時

康二

政治連盟北海道地区担当選挙対策委員に就任の旨の挨拶があった。

・次回のブロック協議会・理事会は 10 月 30 日（金）

上記議事録を作成し、会長並びに議事録署名人が記名押印する。
2020 年 7 月 17 日
会 長

佐々木 雅之

監 事

多和

監 事

田 中
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