平成 26 年度 第 2 回 支部長・委員長会議事録

開催日時

： 平成 26 年 6 月 4 日（水）13：30～16：00

開催場所

：

参加者

： 別紙レジュメの通り

(株)損害保険ジャパン

水道町ビル 2Ｆ第 5 会議室

議事録作成 ： 宮本こずえ
進行：沢村専務理事
1、開会の辞・・・伊藤副会長
2、倫理綱領朗読・・・井本天草支部長
3、会長挨拶・・・井上会長
（要旨）
・5 月 21 日の通常総会、皆様のご協力により無事に終了しました。ありがとうございまし
た。新体制となり平成 26 年度もさまざまな事業を行っていきたいと思います。ご協力お
願いします。また、総会から 2 週間経ち、会長としての仕事と普段の仕事との時間配分、
スケジュール管理等、大変さを身に染みて感じてきております。これから２年間皆様の
それぞれの役目、立場で若手の人材を支援しながら、熊本県代協を日本一の代協として
誇れるような組織となりますよう共に頑張っていきましょう。
・平成 26 年度の目標として支部と委員会の活性化を掲げ、初の試みとなりますが 6 月 20
日には第 1 回目の委員会としてのブロック会議を予定しています。各支部の各委員会の
方に参加していただき支部会員の末端まで代協の情報を伝達し活性化を図っていこうと
思います。また、当日 20 日は代協新入会員オリエンテーションもあり、行事が詰まって
いますが引き続きご協力いただきたいと思います。
4、出席者、資料の確認・・・沢村専務理事
（配布資料）①会議レジュメ ②支部挨拶回りスケジュール表 ③6 月の県代協活動について
④第 1 回熊本県代協支部担当委員ブロック会議資料 ⑤熊本県代協事業活動の
骨格 ⑥日本代協認定保険代理士の皆様へ ⑦熊本県代協車両入庫集計表
⑧代協カレンダー、タオル販売の案内チラシ
5、報告事項・・・沢村専務理事 (レジュメ内 平成 26 年 5 月執行部会議事録

参照)

（井上会長報告）
・平成 26 年度の県の役員、支部の役員、青年部・女性部の活動の骨格を書いた資料を配布
しています。県役員は、執行部会、委員長会、支部長委員長会、理事会、九州南ブロッ
ク協議会、新たに支部担当委員ブロック会議をいれています。支部役員は、毎月の支部
例会、支部長委員長会、支部セミナー、社会貢献活動等、支部間交流、と同じく新たに
委員ブロック会議です。青年部・女性部は、定例会、各種セミナー、各代協行事支援と
なっています。
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◆第 1 回熊本県代協支部担当委員ブロック会議について◆
・会議は年４回ほど予定しています。第 1 回会議は 6 月 20 日に行われます。各自会議の目
的をおさえたうえで参加していただきたいと思います。
・今までの委員会は、年数回事務局で委員会ごとに各委員会活動を行ってきましたが、
回を重ねるごとに参加者も少なくなり、委員会の中でも連携が取れなくなってきていま
したので、このブロック会議で各委員会一緒に開催して同時に施策に当たり、情報提供
や問題意識の共有化をしようと考えています。参加予定者として、執行部、各支部長、
担当委員、事務局です。また村上前理事の後をついで日本代協陣内理事（佐賀）に何回
か日程が合えば日本代協の情報提供をお願いしたいと考えています。ブロック会議の内
容として、日本代協の近況報告、各委員会の報告、メインとして委員会別の討議及び討
議内容報告となっています。各支部長は各委員の集約をお願いします。
・本日配布資料で「支部挨拶回りスケジュール表」をお配りしています。6 月～8 月で支部
長と共に支部会員事務所へご挨拶に行く予定です。支部長はスケジュール表内の空欄で
ご都合の良い日を教えてください。日程を調整し、支部長には 1 日お時間をいただいて
同行し会員の事務所へ伺い、代協の活動や実態をお伝えしたいと思います。ご協力をお
願いいたします。
⇒（質問）代理店を回るか、どこか 1 ヵ所に集まって方がいいですか？
⇒（回答）代理店には一応一通り回りますが、他に集まる日（休日等）があるのであれば、
改めて訪問します。
⇒（質問）会員代理店の予定もありますし、全員回るのは無理なのでは？
⇒（回答）会員は留守でも構いません。ご挨拶に伺うだけです。名刺やメモをポスト等に
入れるだけでも構いません。中央・健軍支部は人数が多いので日を分けてもい
いです。
・配布資料の「6 月の県代協活動について」は毎月配布します。目を通しておいて下さい。
・来年の熊本代協 50 周年の式典は平成 27 年 10 月 23 日(金)を予定しています。日本代協
会長もお招きしたいと考えています。
また、準備委員会を立ち上げ委員長を伊藤副会長、副委員長を郡 CSR 委員長で進めて
いきたいと思います。
6、委員会報告・・・
（司会）中村副会長
◆企画環境委員会・・・甲斐委員長
・毎年 2 回、不公平募集のアンケートを行っていますが、その時だけでなくとも日常業務
の中で圧力募集等案件がありましたら県代協のホームページにも帳票がありますので、
使用していただきご報告ください。日本代協より基本的に事案は県代協ベースで問題解
決をと通達がでています。まずは県代協へ報告いただき執行部で対応し、場合によって
日本代協へ申し入れを行うという形になります。
・4 月 18 日に日本代協で第 1 回企画環境委員会が行われており、その中で募集環境問題対
応ハンドブックが作成されています。不公平募集に関する問題や代理店賠責の必要性な
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どのレクチャー等書かれております。詳しくは 6 月 20 日のブロック会議でご説明します
ので各支部で参加を促してください。
・組織委員会と協力して代理店賠責を用いて会員拡大もしていきます。今年は余裕をもっ
て目標を達成したいのでご協力をお願いします。
（村上顧問より情報として）
「CRODO 事例ノート」という本が出ております。日本代協より代理店の日常業務、営
業の中でのいろいろな事例の対応等ケースを出して書かれています。大変ためになるの
で代協でも購入をしてはどうでしょうか。
⇒（質問）役所等の退職者は団体構成員になるのですか？団体割引が使えるのは不公平募
集にあたらないのですか？
⇒（回答）不公平募集にはあたりません。各保険会社は団体と OB 団体とで割引率を変え
ており、全国規模の団体（県、市、教職員など）であるならば OB 団体として
認められています。ただし何らかの活動をしている OB 団体に限ります。保険
加入目的の OB 会、OB 団体は認められていません。
◆教育委員会・・・坂井委員長 （配布資料 代理士のみなさまへ 参照）
・認定保険代理士のみなさんにハガキと 6 月 2 日付けでメールも届いており案内されてい
ますが、6 月 2 日から「損害保険トータルプランナー」への移行ができるようになってい
ます。移行期限は 11 月末までです。早めに行ってください。まず支部長自ら行って、支
部のみなさんへ伝えてください。
・「損害保険プランナー」取得の為の専門コースの受講者募集が始まります。「損害保険ト
ータルプランナー」受講へ必要な資格（法律、税務等）をもっていない方が受講の対象
となります。周りに対象者がいましたら受講を促してください。
・7 月 1 日から「認定保険代理士」は廃止となります。それに伴い、代理士のバッジは今の
まま使用できますが代理士認定カード、バッジと同じ（金色）のマークが入った代協の
名刺、そのマークを使用しているホームページ、のぼりやポスター等使えなくなります。
（青色のマークは使用可能です）使用、利用されている方は 6 月末までに対処をお願い
します。
・近く日本代協で教育委員会がありますので、討議内容は後日お伝えします。
◆組織委員会・・・中村委員長
・本日 6 月 4 日 18:30 より新支店長歓迎会があります。新支店長は共栄火災松村支社長、
しろうず

日新火災白水支店長です。参加人数は 15 名です。
・6 月 20 日はブロック会議の前に代協新入会員オリエンテーションもあります。対象者は
12 名です。
・ブロック長決定しました。中央ブロック長⇒久保中央支部長、南ブロック長⇒岩下八代
支部長、北ブロック長は未定です。
（北ブロック長については、6 月 20 日、原山鹿本支部長に決まりました。
）
・4 月の会員の入退会は入会 2 件、退会 2 件です。退会理由として代協に魅力を感じられな
いというのがありました。
・今期は、会員純増 5 店をどうしても達成したいと思います。支部長のみなさんはお声か
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けをお願いします。
◆ＣＳＲ委員会・・・郡委員長
・今年は初の試みで、八代支部で防災マップを作成中です。まずは八代支部で作成し来年
は各支部にもお願いしたいと思います。
・尾場瀬顧問紹介のグリーン基金（阿蘇の草原プロジェクト）ですが条件や規定も大丈夫
でしたので申請していきたいと思います。
・9 月上旬は消費者団体との懇談会、下旬は無保険車追放キャンペーンもあります。懇談会
については 8 月 4 日ごろ消費者センターで打ち合わせ予定です。
◆事業委員会・・・廣重委員長
・先月総会での予算の削減、来年の 50 周年の積立金 50 万円の承認ありがとうございまし
た。そのためにもアイエス、DRP の活用で事業収入を上げていきたいと思います。ご協
力お願いします。
・カレンダー、タオル購入の案内を配布しています。代協のカレンダーやタオルは名入れ
しても安く種類も多くあります。少なくてもいいので一度試しに購入していただけたら
と思います。
・今度新しく車の買取りの株式会社 TAU（タウ）様と提携をしました。事故車でも買取り、
廃車手続きも代行してくれます。ぜひご活用ください。また、本日担当者よりこの後説
明していただきます。
⇒（質問）代協で定期的にメモ帳を購入していますが、これは収益に入らないのですか？
⇒（回答）収益になるのはカレンダーのみです。タオルやメモ帳は入りません。今後入る
ように検討しましょう。
（アイエス関連で井上会長より）
・本日より会議の開始時間を 13 時から 13 時 30 分にしています。支部長委員長会の後にア
イエス会議もありますが、今後会場の使用時間の関係でアイエス会議が別会場になる可
能性もあります。その場合支部長は会場を移動しなくてはいけなくなり大変なので、ア
イエス会議には各支部の事業委員が参加してもらうことになるかもしれません。
◆広報委員会・・・中山委員長
・県代協のホームページは 6 月 1 日(日)に更新しています。トップページのトピックスに
「事務局からのお知らせ」を増やしました。井上会長の写真とあいさつも新しくなって
います。
・グーグルカレンダーもあります。予定を入力していきますので確認するようにしてくだ
さい。事業報告のページには、通常総会、会員懇談会、懇親会、セミナー、レディース
会、先月の支部長委員長会等アップしてあります。支部長委員長会は議事録も見られま
す。
・会員入退会の反映も行っていますが、会員紹介ページで認定代理士の項目があり、こち
らの表示も今後考えていきます。
・県代協ホームページから日本代協ホームページへ入ることができます。日本代協の活動
報告も見られます。ぜひ活用してください。
・熊本県代協ニュース第 9 号は 6 月末に発行予定です。くまもと経済 7 月号には通常総会
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の記事が掲載予定です。
（村上顧問より補足）
ホームページ充実しています。ぜひ各自で一度確認してください。議事録もまとめてあ
ります。支部例会などで活かしてください。
（井上会長より意見）
・先日お客様に新聞広告のデザインが変わらないねと言われた。手間がかからない程度に
キャッチコピーやレイアウト等変えられないか。会員と非会員、掲載代理店と、非掲載
代理店との差別化を図ってみたらどうかと思っています。
⇒（意見として）夏の掲載前に掲載代理店の写真の変更等はできるが、ページ全体のデ
ザイン等はこれから変えるのは難しいと思います。料金面でデザイン等変えていないか
らこの料金で掲載できる点もありますし、新聞への掲載目的（差別化なのか、アピール
なのか）をはっきりしないと考えるのも難しいと思います。
⇒（八代支部より）八代では支部長が FM ラジオで新聞掲載やいろいろな案内をしてい
ます。評判も上々です。社会貢献等していることもあり各部所との交流もあるので宣伝
等で利用できる機会もあります。
◆顧問・・・村上顧問
・日本代協の代協ニュースがしっかりとまとめてあります。組織の運営の仕方等素晴らし
いものがあります。こちらをうまく熊本代協へ活かせないかと思います。
・新体制でスタートしましたが、何の為に代協を行なうか、誰のために行うかを考えて会
員の役に立つという主旨の元、活動していくことが大事なのではと思います。
・・・・・・尾場瀬顧問
・6 月 20 日の「第 1 回熊本県代協支部担当委員ブロック会議」という名称が長いのでわか
りやすくできないかと思っています。
⇒（井上会長より）最初なので内容がわかるようにしました。今後「県ブロック会議」
にしようかと思います。
7、支部討議
◆八代支部・・・岩下支部長
・5 月 15 日八代警察署へ見学、警察署長牧野一矢警視を表敬訪問に行きました。また
6 月 11 日に八代厚生会館にてセミナーを予定しており、その講師の依頼もしてきました。
・5 月 31 日はチャリティーゴルフを開催し、64,000 円の資金が集まりましたので、八代広
域行政事務組合消防本部様へ AED トレーニングマシンとダミー人形の寄贈を予定してい
ます。
◆天草支部・・・井本支部長
・6 月 11 日(水)の支部例会は昼食をとりながら、JA との競合の対策会合、情報交換等行う
予定です。来月詳しく報告します。
◆鹿本支部・・・原山支部長
・5 月の例会は行っていません。
◆北支部・・・重岡支部長
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・5 月 14 日例会を行いました。支部長委員長会の報告と総会参加の呼びかけを行いました。
◆中央支部・・・久保支部長
・5 月 14 日例会を行いました。中央支部では会員数は増えているが参加人数が少ないので
増やしていきたいと思います。
◆人吉支部・・・小屋松支部長
・5 月 14 日例会を行いました。会員 8 名中 7 名参加しています。
◆東支部・・・松岡支部長
・5 月 8 日に例会を行いました。開催日程は第 2 水曜日となっていましたが、第 2 木曜の方
が参加できる方が多いので第 2 木曜に変更します。また、東支部は広いので会場を大津、
光の森、菊池で会場を変更しながら行おうと思います。
・秋ごろ社会貢献活動として、ショッピングモールにて飲酒撲滅等の呼びかけを行う予定
です。
◆宇城支部・・・坂本支部長
・代協のホームページの活用を促しています。参加人数を１人でも多くしたいと思います。
・5 月 13 日の例会では、裁判の傍聴をしてきたのでその報告を行いました。
◆健軍支部・・・村上顧問
・5 月 14 日の例会の参加者は 17 名でした。三浦支部長のワンポイントレッスン等行って
います。大変ためになります。
◆玉名支部・水前寺支部は本日欠席の為、報告なし。
8、その他
◆車買取業者「株式会社 TAU(タウ)」担当依光様より内容説明。(「事故車買取サービスの
ご提案」参照)
⇒事故車買取業者最大手で、ほとんど全ての車種の買取、廃車手続きの代行も可能です。
⇒買取ご紹介手数料は 1 台につき代協へ 1,000 円、紹介会員へ 10,000 円となります。
◆DRP ネットワーク松崎様より内容説明。(「DRP ネットワークについて」

参照)

⇒利用するにあたり提携登録が必要となりますが、登録後は県内外問わずどこでもご利
用可能です。
⇒修理工場の資格などレベルの高い工場しかありませんのでぜひ安心して活用ください。
◆事務連絡・・・田嶋さんより
・以前から代理店の募集人数の報告をお願いしており締切も過ぎていますが、まだ半分
から報告が来ていません。
一斉メールを送りますので 9 日までに返答をお願いします。
9、閉会の辞・・・中村副会長
以上
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