平成２６年度主催行事議事録
一般社団法人熊本県損害保険代理業協会
作成日：2014/10/1
作成者：宮本こずえ

会議等の名称

平成２６年度 第６回支部長・委員長会

開 催 日 時

平成２６年１０月１日（水） １３時～１５時

開 催 場 所

熊本市流通情報会館６Ｆ 第５研修室

配 布 資 料

① 会議レジュメ②チラシ「代理店賠責に入っていますか？」
③三本柱推進状況報告書④みなさまの保険情報⑤熊本県代協ニュー
ス第 10 号

議事内容

担当

開会の辞

伊藤副会長

倫理綱領朗読

堀本玉名支長

会長挨拶

井上会長

概要・意見等

・本日はいつもと違い支部ブロックごとにグループ討議を
行います。県の三本柱である、会員拡大・コンサルティン
グコース受講・国民年金基金の目標をいかに早期に達成す
るかを支部長中心に 30 分ほど討議していただきます。
・今年は大雨・土砂災害や噴火で自然災害の恐ろしさを実
感しておりますが、9 月 19 日の県代協ブロック会議で、
京都代協への大雨災害の義援金を集め 9 月 25 日に京都代
協へお送りしました。
・本日は会議のあとにアイエス例会もあります。キャンペ
ーンも始まっておりますので参加できる方は 30 分～1 時
間ほどご協力お願いします。
・9 月は玉名支部を訪問し支部会員 11 店舗訪問しました。
10 月は北支部、宇城支部を予定しております。
・反社会的勢力に対して、一部自動車保険の引受けを容認
する話がありましたが代協としては確固たる対応で反社
会的勢力との関わりは遮断するという見解です。
・先月 50 周年記念式典の準備委員会がスタートしました。

報告事項

澤村専務理事

・9 月の活動報告 10 月のスケジュール確認(レジュメ参照)
・11 月 7 日保険の月イベント(賠償セミナー)は講師にエー
ス損保、黒田部長をお招きして行います。
・レジュメ訂正 誤「12 月 19 日(金)九州南ブロック会議」
正「12 月 5 日(金)九州南ブロック会議」

各支部報告

井上会長

討議内容として県代協の３本柱、会員拡大・コンサルティ

（ 30 分 支 部

ングコース受講・国民年金基金加入について加入等候補者

討議後、各ブ

が上がってきていないので支部としての状況把握と今後

ロック長報

の取組みについて討議し、報告ください。

告）
(30 分ほど討議)
中央ブロック

支部例会での案内では例会参加者が決まってきているの

中央支部久保

で案内が偏ってしまう。各保険会社で代理店賠責の案内を

支部長

流してもらえないか。
年金基金について…社会保険になりつつあるので、加入見
込みの代理店リストがあればピンポイントで当たれるの
ではと思います。
コンサルティング.について…やはり未受講者のリストが
あればと思います。
質問）青年部としては見込みはありませんか？
回答）今のところ、はっきりとした見込みはありません。

北ブロック

年金基金について…法人の代理店が多いですが個人代理

玉名支部堀本

店にあたる。

支部長

コンサルティングについて…未受講者のリストが必要だ
と思います。各社で代理店ポイント等認めてもらえるよう
にできないか。取得者、未取得者との差別化も必要になる
のでは。
会員拡大について…代協から各保険会社からの呼びかけ
等のお願いは出来ないのか。

質問）具体的な人数はあがってないですか？
回答) 今のところ上がっておりません。
南ブロック

会員拡大について…代理店賠責を案内して会員募集をし

天草支部井本

てはどうか。各保険会社の商品の勉強会を各支部で行えば

支部長

例会参加者増にも会員拡大にもつながるのでは。

（岩下南ブロ

コンサルティングコースについて…社員さんに執行部の

ック長代理）

方から勧めることはできないでしょうか
・人吉支部目標
会員拡大１店、年金基金１名、コンサルティング１名です。
今日現在、会員とコンサルは各１名ずつ加入、受講確定し
ています。
・天草支部目標
会員拡大２店、年金基金１名、コンサルティングコース
１名です。
今日現在コンサル１名は確定しています。
・八代支部目標は本日岩下支部長が欠席ですので後日報告
します。

井上会長より

支部により大小ありますが具体的な人数目標を決めて活
動してください。各支部連携を作り支部長→ブロック長→
県代協へと報告の流れを作って報告、活動してください。
ご協力をお願いします。
11 月 7 日保険のイベントにて賠責セミナーを行います。
10 月 15 日の理事会で保険会社へ訪問し参加要請を行う
予定です。

その他支部報
告

東支部松岡支

前回の支部例会は「城山の日」清掃活動に参加しました。

部長

全体で 400 名ほど参加するイベントで中・高校生が多い
です。来年以降も参加したいと思います。他支部とも連携
していけたらと思います。

委員会報告

組織委員会

・会員拡大について人数目標をもってアプローチを行って

中村委員長欠

ください。

席 の た め 沢 村 ・10 月から 12 月で会員拡大、コンサルティング、年金基
専務理事報告

金の紹介キャンペーンを行います。詳しくは後日文書でお
送りします。

教育委員会

・10 月 1 日現在トータルプランナーへの移行が済んでい

坂井委員長

ない方２３名ほどいます。本日各支部長へリストを渡して
おりますので会員へ伝えてください。目標としては今月中
に全員行いたいと思います。
・損保協会のホームページ内の「トータルプランナーのい
る店」の検索機能情報搭載手続きがまだの方には後日事務
局から代理店へ案内が届きます。登録をお願いします。
・コンサルティングコース申込みについて、トータルプラ
ンナーの理解が難しく浸透していないのが現状です。資格
の価値の問題もあります。日本代協教育委員会では PR を
考えており、名刺への記載、トータルプランナーバッジ作
成、ネックストラップ作成、ラッピングバス等の利用など
認知度を上げていこうと検討しています。
・認定カードの注文もお願いします。

企 画 環 境 委 員 ・不公平募集の報告をお願いしています。代協ホームペー
会

ジにひな型がありますご活用ください。報告の徹底が不十

甲斐委員長

分だと思いました。随時募集しているので支部例会参加者
以外の方にも徹底したいと思います。
・11 月 7 日の代理店賠責セミナーは保険会社、担当者に
も参加していただき理解を深めていただきたい。加入者以
外の方にも参加していただき会員拡大につなげていきた
いです。
・代理店賠責の更新期限が過ぎていますが、未更新の方の
リストが上がってきていません。後日上がり次第支部長へ
連絡し中途更改になりますが案内をお願いします。

CRR 委員会

・9 月 25 日に無保険車追放キャンペーン行いました。参

郡委員長

加は北支部 4 名、中央支部 7 名でした。ご協力ありがと
うございました。
・10 月 7 日盗難防止キャンペーンを実施します。健軍支
部水前寺支部で参加します。
・11 月 7 日保険の月イベント行います。参加お願いしま
す。

・県代協ブロック会で京都代協への義援金を募集し
36,000 円ほど集まり先日送りました。ご協力ありがとう
ございました。
事業委員会

・県代協ブロック会議後カレンダーの注文が増えました。

廣重委員長

245 万ありました。去年から 13 万増です。代協の事業収
入には 10％入ります。ご協力ありがとうございました。
・不足分は DRP の収入であと 75 万ほど必要になります。
ぜひご活用ご協力お願いします。
・本日 10 月 1 日よりアイエスキャンペーンが始まります。

広報委員会

・県代協のホームページは 9 月 30 日に更新しています。

中山委員長

トップページも更新しています。開催予定と 9 月 4 日懇
談会、9 月 24 日レディース会議事録も見られます。
・県代協ブロック会議にて各支部広報委員会の方に支部活
動報告をお願いしています。支部独自で行った活動の写真
等県代協まで送ってください。
・県代協ニュース第 10 号発行しています。
・Facebook の活用も検討しています。以前は県代協も登
録していました。しかし利用規定や利用方法、登録等ある
ので検討中です。

（補足として

・9 月末広報委員会参加してきました。

伊藤副会長よ

・テレビ放送は 3 月 6 日に放映予定となっています。ト

り）

ータルプランナーのアピールを中心とした内容になる予
定です。
・各県の新聞広告、チラシ等の掲載については特にトータ
ルプランナーに関しては十分に配慮し今後の掲載発行に
ついては事前に損保協会に確認してほしいとのことでし
た。

レディース会

・9 月 24 日に林育夫講師をお招きしてがん保険について

原口会長

講演していただきました。
・次回から 3 カ月間は事務局田嶋さんにお願いして意向
把握など保険業法の改正について講習していただき勉強
会を行います。

50 周年記念準

・9 月 18 日準備委員会行いました。

備委員会

・50 周年記念式典開催日は来年 10 月 23 日(金)、会場は

伊藤副会長

ニュースカイホテルです。150 名の動員予定です。

その他討議

日本代協

・9 月 24 日に日本代協ニュース発行されています。支部

村上顧問

例会の前には必ず目を通すようにしてください。
・PIAS の報告もあります。確認してください
・9 月 12 日に第 4 回理事会開催されており、ホームペー
ジに議事録もあります。

ブロック長

・会員拡大、コンサルティング受講、国民年金基金の主要

尾場瀬ブロッ

取組について日本代協が総会で目標を掲げておりますの

ク長

でぜひ達成できるように目標に向けて活動をお願いいた
します。

井上会長より

・本日中村組織委員長が欠席ですが、委員長が欠席の場合
は副委員長が参加できるように各委員長と副委員長の関
係作りもお願いします。

閉会の辞

田河副会長

