第 4 回 北海道ブロック協議会
第 4 回 北海道代協理事会
議事録
日時：平成 30 年 1 月 12 日（金）12：00～15：00
場所：ホテルライフォート札幌
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１．開会の辞 伊藤 隆人
２．北海道代協会長挨拶 佐々木会長

３．日本代協理事挨拶 丸山理事

４．募集規範朗読

通岩理事

５．議長選出 大橋副会長が議長に選出された。
６．出席理事数の確認

理事数 33 名

出席理事数 23 名

定款により理事会の成立が宣言された。
７．議事録署名人
定款により、佐々木会長・本村監事・富田監事が指名された。
８．議事
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〔Ⅰ〕承認事項
（１） 平成 29 年 10 月 6 日開催 第 3 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
日本代協理事会ダイジェスト、担当ブロックの協議会進捗状況（別紙参照）
1. 金融庁岡田保険課長のご挨拶から、小規模代理店の最低規模はスタッフ３名
収保１億との見解が示され「競い合う」顧客本位の理念のもと創意工夫を発揮
2. １月１日にリリースされた日本代協ＰＲ動画をご覧いただきたい。
（２） 日本代協ブロック長懇談会報告 佐々木会長
議案書参照
① 会員増強について目標にあと２９店（現在６３１店）引続き取組をお願いします。
② 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
代理店手数料ポイント制度、乗合承認にかかる損保会社、損保代理店の実態把握
③ 日本経営品質賞に福岡県北九州市「トップ保険サービス株式会社」が受賞
④ チャブ保険の社長が交代しベネット氏
⑤ 保険会社社員の代理店出向者費用や特に生保会社の旅客機貸切海外旅行の費用
負担などが顧客本位になっているか金融庁は注視しているとのこと。
（３） 北海道代協報告 佐々木会長
① １０月２０日 小樽支部７０周年記念祝賀会
② １０月２７日 ２８日北海道ブロック人材育成研修会を開催した。
（議事録別途）
③ １１月２日３日 日本代協コンベンション約２０名参加
④ １２月１４日 地震保険セミナー（損保協会主催）
（４） 日本代協・北海道代協各委員会報告
① 組織委員会 細川委員長 議案書１９P 参照
今年度の全国増店目標３００店達成を目指し、最後の最後まで協力をお願いしたい。
好取組事例：セミナー開催後代協会員以外に挙手願い別室にて入会推進し全員入会。
チャブ社のミニセミナー：３～５件/日７３５～１２２５件/年 相談件数
１０％が訴えられてからの相談。内容は商品説明誤り（うろ覚え）
国民年金基金：山梨県代協が達成
北海道の会員増強について、目標６６０店に対し現在６３１店
札幌支部では「チーム札幌代協」の LINE グループを組み見込み AG をリストアッ
プして情報共有している。他支部においてはあと１店２店で目標達成なのでモチベ
ーションアップしてお願いしたい。
② 教育委員会 酒井委員長 議案書２０P 参照
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１０月１３日第２回道代協教育委員会開催
人材育成研修会も無事開催された。議事録を是非ご参照ください。
コンサルティングコース受講者目標は４２名

今年度は各保険会社支店、支社等

（８１ヶ所）を分担して全て訪問しポスター等を持参し、受講勧奨を行った。
トータルプランナーの更新について周知徹底を行い９０％以上の更新を行った。
「損害保険トータルプランナー」認定カードの発行を認定者はして欲しい。
③ ＣＳＲ・広報委員会 嶋田委員長 議案書２４P
ぼうさい探検隊は２団体から応募があった。
タオルボランティアについては、合計２８０３枚。報告もれがある支部は報告の事
グリーン基金、北海道から３団体から申込があった。日本代協にて審査がある。
全道向け広報企画「HO」に掲載
④ 企画環境委員会 濵中委員長 議案書３２P
「代協活動の現状と課題」サマリー版を作成した。活用してもらいたい。
「ディーラー・販売店で自動車保険を勧誘された皆様へ」チラシを活用して欲しい。
このチラシについて、ある保険の社長から直接日本代協にお礼・激励の電話があっ
た。
代理店賠責の１０分パワーポイントを保険会社の業務連絡会などで活用して欲し
い。
⑤ ビジョン委員会 伊藤委員 議案書４０P
代理店の HP 作成支援について準備をすすめている。
損害保険基礎講座 冊子や CD で配布予定
⑥ 事業委員会 本谷委員長 議案書４４P
事業委員会は DRP が主です。１０月６日に DRP 感謝の夕べが開催されました。
「入庫誘導キャンペーン」は前年より７台増の結果。
引続き DRP 促進策を議論している。登録代理店促進も行っている。各支部５店
DRP チラシ作成をすすめている。

（５） 各支部活動報告と予定
議案書４８P
札幌支部：議案書通り
室蘭支部：議案書通り
旭川支部：議案書通り
小樽支部：１０月２０日に支部７０周年祝賀会を行った。
苫小牧支部：２月２日新年会の予定

タオルボランティアまだ継続中です。

千歳支部：議案書通り
函館支部：議案書通り ２月２日に新年会と会員懇談会を開催予定
釧路支部：議案書通り
帯広支部：補足、市民向けセミナーの際に地震保険キャンペーンを行った。
〔Ⅲ〕確認事項
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２月末までに各支部から理事候補者を選任し報告することが確認された。
〔Ⅳ〕審議事項
（１） 損害保険大学課程コンサルティングコース受講者募集の件
昨年度は９支部中８支部が達成した。今年度は全支部が達成するよう審議願いた
い（酒井教育委員長）MS 社 AD 社が手数料の加点ポイントなったことも受け情
宣し達成したい。
議長より、２２P の目標について再確認し全支部が達成する旨提案があり、拍手
をもって承認された。
（２） 会員増強 細川組織委員長
６６０店目標まで手が届くところまできている。１７P 参照
議長より、２・３月のキャンペーンも利用し当初の目標を達成出来るよう努力し
てもらいたい。国民年金基金も含めて皆さんで達成する意思の確認がなされ、拍
手をもって承認された。
（３） 会費の口座振替登録の件
５３P 口座登録状況が記載されている。
２月末をめどに会費引去り口座の登録することは決定事項なので各支部取組ん
でいただきたい。そのあと各支部の取組状況が報告された。１００％登録を目指
すこと確認し、拍手をもって承認された。
また、北海道代協からの口座振替は一度だけで再請求は行わないので、振替不能
の際は各支部にて集金を行う。振替不能会費、中途入会会費の振込手数料は各支
部で負担する旨の審議をした。拍手をもって承認された。
６月６日に北海道代協で初めて統一会費で振替をすることになる。各支部宛にそ
の案内状を作成し配布する旨の報告があった。
（４） 旭川支部の件
来週１月２０日午後１時に旭川支部に佐々木会長、大高副会長、伊藤専務理事で
訪問し前向きに話をしてくる。結果については、理事会（ブロック協議会）メン
バーに報告する予定である。との報告と予定についての説明があった。
〔Ⅳ〕その他
北海道代協運営規則、第５章 第８条２ の３か月前理事会で役員数の審議時期に
つき実態（４月理事会、６月総会）に合わせ１か月前に変更したい旨が会長より提
案された。拍手をもって承認された。
丸山日本代協理事より、金融庁 HP にある体制整備に項目につき是非参考にして
欲しい旨の紹介があった。
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９．監事講評 富田監事
スピーディーな審議、報告だった。議長が言うように書いてあることは読んでいた
だき、大事なことは掘下げて議論するのは大切であると講評された。
１０．政治連盟報告 赤山委員
別紙

政連

選挙対策委員会

報告 参照

議題４の「金融庁が適した～」を「金融庁が提起した～」に訂正
会議において会費納入状況について指摘があった。
国会において、保険代理店の問題について質問があった報告があり、やはり政治力
の必要性の説明があった。
北海道として会費の割当分につき、積み残しがないよう要請があった。
大橋副会長から京都方式の説明と函館支部での取組みが紹介された。
政治連盟の役割、会費の徴収方法などの役割があまり理解されていないことがわか
り意見交換を行った。
赤山委員より、制度の理解をしてもらう必要があるので勉強会やオリエンテーショ
ンを検討する旨の話があった。
１１．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 30 年 1 月 12 日
会長

佐々木 雅之

監事

本村

宏文

監事

富田

明久
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