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
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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
全道各地からお集まりいただきありがとうございます。平成２９年度の会員増強は理事、
会員の皆様のご協力で会員が６３６会員から６４７会員の１１会員の純増になった。損
害保険大学課程コンサルティングコースの受講生は前年度５８名から８３名になった。
ご協力の賜物です。ありがとうございます。本日は６月１日の総会に向けた準備の理事
会です。多くのご意見をいただきたい。よろしくお願いします。
３．日本代協理事挨拶 丸山理事
昨年度の代協活動の取組に深く感謝いたします。各委員会活動、支部活動により大きな
成果を出していただきました。誠にありがとうございます。２年間温かく接していただ
き、また自主的に活動し支えていただいたこと感謝します。新年度も始まっていますの
で引続き宜しくお願いします。
４．募集規範朗読
５．議長選出

酒井理事

大橋副会長が議長に選出された。

６．出席理事数の確認
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理事数 33 名 出席理事数 22 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
〔Ⅰ〕承認事項
（１） 平成 30 年 1 月 12 日開催 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
1.

日本代協理事会第７回理事会報告はすでにメールにて報告済み。第８回理
事会ダイジェスト版は机上配布（別紙）裏面に日本代協書庫にある関連資
料閲覧方法を記載しているので、支部活動に活かしてほしい。

2.

日本代協ブロック協議会運営ガイドラインが配布されている。理事メンバ
ーは目を通してほしい。また活力研で議論された代理店手数料や高齢募集
人などの議事録が書庫にあるので代理店経営の参考にしてほしい。

3.

郵貯銀行の関係者が日本代協事務局を訪れ、認可申請をいったん取下げる
と伝えに来たとの報告があった。

4.

今年も夏から秋にかけて、日本代協への提言受付期間なので活用願いたい。
現場の声を吸い上げ日本代協の事業に繋げていく。

（２） 日本代協臨時総会報告 佐々木会長
① 議案は、次年度事業計画の承認、正会員会費額の承認、収支予算案の承認ですべ
て承認された。特に来年度の事業推進事項にディーラー保険販売の対策提供、そ
して最重点取組として地震保険普及促進である。ポスター等を配布するので工夫
を凝らして活用願いたい。
② 改正保険業法対応として、小規模の乗合代理店向けモデル支援ツールの提供、内
部監査サポートツールの提供をしていきたい。
③ 日本代協 HP のリニューアルが予定されている。活用してほしい。
（３） 全国会長懇談会報告 佐々木会長
① チャブ社の黒田氏から直近の相談内容が披露された。相談件数の８６％がメガ損
保代理店から。また年間１０件以上相談が１代協、５件以上が８代協あった。
内容的には事務ミスが多くなっている。例えば夜に携帯電話で受けた処理の失念。
対策としては、朝のミーティングで携帯の着信履歴の確認をしているところがあ
る。街角でバッタリ偶然に顧客に出会い頼まれた異動処理の失念。言いがかり訴
訟も増えてきている。保険会社の合併により商品約款が変わり自動付帯されてい
た特約がなくなり無責になった事故も発生している。他社からの切り替え時にも
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発生することがある。
② 鑑定会社の講演があった。
「特定修理業者の実態と対策」議案書 P16～参照
特に P18 のインターネット広告に注意。このような資格は存在しない。
（４） 北海道代協会長報告 佐々木会長
① 1 月末に日本代協野元専務理事から電話があった。
金融庁から野元専務理事に問い合せがあった。北海道代協は支部によって会費額
が違うことについての質問だった。会費が違うことで、議決権に格差が生じる懸
念があるとの疑念から説明を求められた。来年度から会費統一が決まっているこ
となど丁寧に説明し回答して理解してもらったと報告いただいた。
② 旭川支部の件 1 月 13 日に佐々木会長、大高副会長、伊藤専務理事で旭川へ行
き、旭川支部の山本支部長、寺田理事、佐々木理事、坂本理事と面談した。
正直ギクシャクした話合いではあったが行って良かったと思っている。その後執
行部で話合い、3 月 16 日に佐々木会長一人で再度旭川へ行き（旭川支部は上記 4
名＋1 名）面談した。2 年前の会長改選期に何故立候補したか経緯を話して欲し
いとのことで説明をした。食い違っていた話もあるが 2 時間ほど話合いを行った。
今後の旭川支部としての方向性や人事について訊いたところ、次を担う若い候補
を見つけたいが苦労している。その方向でやりたいが、役員の改選も近いので現
在のメンバーでと思っているとのことだった。北海道代協の次期役員については
それを基に推薦したいと伝えた。明確な返事は無かったが拒否はされなかった。
理事会等の出席については、大事な情報等もあるので出席してもらえるよう再度
依頼した。
（５） 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
1 年間会員増強にご尽力いただきありがとうございます。心からお礼を申し上げま
す。会員の合併・廃業が後を絶たない中、室蘭、苫小牧、函館、釧路支部が目標達
成したことは素晴らしいことです。所属の札幌支部をまとめられずに責任を感じて
いる。国民年金基金は成果なし。新入会員オリエンテーションは積極的に開催して
いる。日本代協全体では微増ではあるが会員増強ができた。
② 教育委員会 酒井委員長
1 年間教育事業にご協力いただきありがとうございました。
別途配布資料 P４～参照。3 月 2 日開催予定だったコンサルティングコースセミナ
ーが異常気象の影響で延期になり 3 月 13 日に開催された。受講生の皆様には大変
ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。来期は 7 月・11 月に変更しセミナーを開
催することになっている。
③ ＣＳＲ・広報委員会 池田副委員長
議案書 P28 参照
日本代協 HP の改定に合わせ、北海道代協の HP のリニューアルをしたい。
④ 企画環境委員会 濱中委員長
不公正募集について、事案発見時のフローチャートを準備している。
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出来上がり次第、配信したい。
⑤ ビジョン委員会 伊藤委員
別途資料参照 P6～ 損害保険基礎講座が完成した。
議案書 P10～参照 「保険代理店」専用 HP 制作支援を活用して欲しい。
⑥ 事業委員会 本谷委員長
前年度は事業委員会の事業にご尽力いただきありがとうございました。
議案書 P30～参照 P32 の一覧表を特に参照願いたい。
各支部で取組に差があるので確認して欲しい。

（６） 各支部活動報告と予定
・帯広 澤田支部長 総会 5 月 9 日予定
・釧路 上畑支部長 総会 5 月 24 日予定
・函館 木村事務局長 3 月 27 日に 2 店会員増店決めた
総会 5 月 16 日予定
・千歳 小笠原支部長 総会 5 月 15 日予定
・苫小牧 本田支部長 総会 5 月 18 日予定
・小樽 根布支部長 総会

未定

・室蘭 土井支部長 総会 5 月 15 日予定
・札幌 白戸支部長 総会 5 月 18 日予定

7 月 8 日札幌ドームのリレーマラソン

〔Ⅲ〕審議事項
（１） 平成 29 年度事業報告
議案書 P33～参照 会長、各委員長から報告があった。
拍手をもって承認された。
（２） 平成 29 年度決算報告及び監査報告
議案書 P66～参照 伊藤専務理事から決算報告がされた。
引続き、富田監事から監査報告がされた。
拍手をもって承認された。
（３） 平成 30 年度事業計画（案）
議案書 P69～参照 佐々木会長より事業計画案の提案があった。
その後、各委員長（代理を含む）より事業計画案の提案があった。
（４） 平成 30 年度予算（案）
議案書 P72 参照

伊藤専務理事から提案があった。

会費統一による記載方法の変更の説明もあった。
平成 30 年度事業計画（案）と予算（案）とも関連があるため、一括で拍手をも
って承認された。
（５） 役員改選（案）
平成 30 年度の北海道代協理事候補者（案）監事（案）が配布された。
拍手をもって承認された。
〔Ⅳ〕その他
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事務局のパソコンの寿命が近いので北海道代協で購入したい旨が佐々木会長よ
り提案された。拍手をもって承認された。
佐々木会長に一任していた、日本代協委員が発表された。
組織－細川直美（留任）
、企画環境－濵中公也（留任）
、CSR－池田 壮（新任）
教育－伊藤隆人（新任）
北海道代協各委員会委員長は上記と兼任、事業委員長－本谷吉伸（留任）
９．監事講評 本村監事
この度、監事を退任することになった。山口、山﨑、羽山、佐々木会長と歴代の
会長を見てきました。倫理綱領が大事である。
10 年前に比べると努力し進化している。しかし、代理店の地位の向上は成され
ているのだろうか。今後も日本代協、北海道代協もその実現に向かってほしい。
今後も佐々木会長を支えてほしい。永い間ありがとうございました。
１０．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。
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