平成 29 年度 第 1 回北海道ブロック協議会
第 1 回北海道代協理事会
議事録
日時：平成 29 年 4 月 21 日（金）13：00～17：00
場所：センチュリーロイヤルホテル 3 階「エレガンス」
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佐々木会長（専務理事欠席の為）

1.

開会の辞

2.

北海道代協会長挨拶
佐々木会長
平成２８年度の活動並びに会員増強・コンサルティングコース受講勧奨につ
いてお礼が述べられた。また新年度の活動に改めて協力依頼があった。総会に
向けて、理事、監事に対し活発な意見と議論を求められた。

3.

日本代協理事挨拶 日本代協丸山理事
昨年度の日本代協・北海道代協の活動に熱く取組み、特に会員増強・コンサル
ティングコース受講勧奨については結果が出ていることに感謝とお礼が述べ
られた。また新年度においても期待している旨話された。

4.

募集規範朗読

5.

議長選出
大橋副会長が選出された

6.

出席理事数の確認

佐々木会長

土井室蘭支部長
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理事２４名の出席があり理事会の成立が報告された
7.

議事録署名人
佐々木会長、本村監事、富田監事が指名された

8.

議事
〔Ⅰ〕承認事項
（１）平成 29 年 1 月 20 日開催 北海道ブロック協議会・理事会議事録の承認
拍手をもって承認された。
〔Ⅱ〕報告事項
（１）日本代協理事会報告 丸山日本代協理事
第７回・第８回日本代協理事会の主な議事内容が報告された。
国民年金基金は平成３１年４月を目途に全国基金に合流する。それが見
直しされないよう引き続きオール北海道で取組をお願いしたい。
日本代協アドバイザー栗山氏の本を理事会だけではなく会員に紹介し
たい。（栗山泰史著 保険募集制度の歴史的転換―募集改革の経緯・狙
い・展望―）
（２）日本代協臨時総会報告 佐々木会長
議事録及び日本代協書庫参照
（３）全国会長懇談会報告 佐々木会長
岡部会長より代協組織率５０％を超えなければならないと話しがあっ
た。金融庁の代理店ヒアリングの実際の内容が紹介された。
経営品質向上について、代理店賠責を通じチャブ社事故事例傾向が紹介
された。
（４）日本代協委員会報告
・組織委員会 細川組織委員
４月１４日委員会開催、組織力で会員増強したい。（木下委員長）２８
年度目標達成していないが会員は増え続けていることは評価したい。
（小出副会長）国民年金基金は税制を鑑みてもまだまだ優位性がある。
自賠責代理店などもターゲットにしたい。新入会員オリエンテーション
は各地で開催されている。各ブロックの好取組事例が紹介された。
・教育委員会 酒井委員
４月１５日委員会開催 別紙にて報告があった。
損害保険大学課程の北海道でのセミナーは９月８日センチュリーロイ
ヤルホテルで開催される。
また損害保険トータルプランナーの更新手続きは 1，４，7，10，13 期
が対象
・ＣＳＲ委員会 嶋田委員
４月１７日委員会開催 グリーン基金について報告があった。北海道か
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ら応募の団体については規定の半額（期日を過ぎての書類到着のた
め）。
防災探検隊の報告があった。
「子ども１１０番の保険代理店」活動につい
て説明があった。
・企画環境委員会 濵中委員
別紙参照 募集環境に関する情報を会員に求める。
代理店賠責のＰＰを委員が講師を出来るようにする。
プ ぺ ポ
プレミアム（あらゆる特約の付保）
フルページ（重要事項全頁の説明）
ポリシー （証券到着後の再度の説明）が大事
・ビジョン委員会 （議案書 P26～P29 参照）
（５）各支部活動報告 （議案書参照）
札幌支部…白戸支部長、室蘭支部…土井支部長、
旭川支部…山本支部長、小樽支部…根布支部長、
苫小牧支部…本田支部長、千歳支部…小笠原支部長、
函館支部…田代支部長 ９月１５日支部７０周年式典開催、
釧路支部…上畑支部長、帯広支部…澤田支部長、
各支部長から報告があった。
（６）北海道代協各委員会報告
・組織委員会 細川組織委員長
昨年の活動に感謝の言葉があり、今年度の数字についても一歩づつ活動
したい旨の報告があった。
会員増強キャンペーンは、室蘭支部、旭川支部、苫小牧支部が目標達成
・教育委員会 酒井教育委員長
コンサルティングコース募集勧奨につき５８名達成のお礼があった。
また支部別、代申会社別の詳細が報告された。
・ＣＳＲ広報委員会 嶋田ＣＳＲ広報委員長
タオルボランティアの総括があった。
また無保険車追放キャンペーンの進捗の報告があった。
委員会の際、献血ボランティアを実施した。
・企画環境委員会 濵中企画環境委員長
・事業委員会 本谷事業委員長
各提携業者との提携協力についてお礼があった。
またＪＣＭ社との提携は北海道が日本一になったとの報告がされた。
ＤＲＰの登録率をあげる取組をすることが報告された。
〔Ⅲ〕審議事項
（１）平成 28 年度事業報告
議案書参照

佐々木会長
総括について意見を求めた。拍手をもって可決された。
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（２）平成 28 年度決算報告及び監査報告 大高副会長 富田監事
議案書参照 専務理事欠席のため決算報告については大高副会長が代
理報告する旨説明がありその後意見を求めた。
拍手をもって可決された。
（３）平成 29 年度事業計画（案） 佐々木会長
２９年度も活発な活動を求められた。
1 組織力の強化
2 教育事業（損害保険大学課程の推進）人材育成セミナーの開催
3 情報提供 ３つの柱とする。
・組織委員会 細川委員長
会員目標 ６６０店 新入会員オリエンテーションの完全実施
新入会員のフォロー 他
・教育委員会 酒井委員長
コンサルティングコース受講勧奨 他
・ＣＳＲ広報委員会 嶋田委員長
７項目の説明があった。
・事業委員会 本谷委員長
収入目標 170 万円 他
・企画環境委員会 濵中委員長
モニタリングとハンドブック
ＰＰは支部長、理事等が使えるようになるよう依頼があった。
それぞれ議案書を参照し説明があった。
・人材育成研修会の開催について 大高副会長
議案書 P73 参照 10 月 27、28 日ライフォート札幌で開催したい。
開催案につき、9 支部支部長より意見を求めた。
拍手をもって可決された。
（４）平成 29 年度予算（案） 大高副会長
委員会開催をさらに活発化する予算になっていることを補足説明され
た。
深井理事より、委員会活動内容と予算の擦り合わせがあったのかの質問
があった。佐々木会長から擦り合わせはないが委員会活動の活発化のた
めの予算である旨の説明があり、さらに各委員長に意見を求めた。予算
があれば活動の幅が広がるので賛成であるとの意見が多数を占めた。そ
れを受け議長より細部については理事会で決めていきたいとの提案が
あった。
議長より挙手による議決をもとめ、賛成多数で可決された。
佐々木会長より、総会出席理事の交通費負担について提案があった。理
事は総会に出席しなければならいない立場であることを確認し、北海道
代協で負担することが拍手をもって可決承認された。
（５）会費細部について
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入会金について 札幌、室蘭、小樽、千歳、函館、釧路、帯広支部
は会員種別（正会員、一般会員問わず）同一。旭川、苫小牧支部は正会員
のみとの意見が出された。また苫小牧支部より入会金の使用目的につい
ての質問があった。札幌支部においては、代協バッチと代協名刺台紙に
利用している。他支部については、支部に戻している。山﨑理事より、代
理店合併等により正会員から一般会員になるケースについては免除す
べきであるとの意見がだされた。
入会金は正会員のみ 3,000 円で拍手をもって承認可決された。
一般会員会費について
札幌、千歳支部 18,000 円。旭川、小樽、苫小牧、帯広支部 5,000 円
室蘭、函館、釧路支部 10,000 円の意見が出され議論された。
議長より、5,000 円か 10,000 円で議決したい旨あり承認された。
その後議長が挙手をもって採決し、10,000 円 19 名、5,000 円 6 名と
なり 10,000 円とすることで可決承認された。
賛助会員の会費について
60,000 円で拍手をもって可決承認された。
中途入会会費について
公平性を保つ方法、負担感、納入期日との兼ね合い、月割り、期間、期日に
よる分割、9 ヶ月での分割払い、また集金の方法などが議論された。まだ
議論を重ねる必要があるため持ち越しとなった。
〔Ⅳ〕その他
旭川支部選出理事が代理店合併のため退会空席になっている件で、旭川
支部より候補者案が出された。
㈱ライフサポート旭川 石澤智彦氏退任
㈲エムエー保険サービス 尾野洋介氏就任
拍手をもって承認された。
9.

10.

11.

監事講評 富田監事
自由な論議が活発になされた。理事だけではなく会員も出席義務者であり出席
する権利があることを認識して欲しいと講評をいただいた。
政治連盟報告 赤山委員
この 1 年間様々な国会議員の応援をさせていただいている。募集環境の整備や、
三方良しの業界にしたい。政治連盟の会費の積み残しが無いよう依頼があった。
閉会の辞

大高副会長

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。
平成 29 年 4 月 21 日
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会長

佐々木 雅之

議事録署名人

本村

宏文

議事録署名人

富田

明久
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