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2022 年度 第 2回理事会 議事録  

 

一般社団法人日本損害保険代理業協会 

日  時：2022 年 6月 14 日（火）11：13～11：28 

会  場：損保会館 2 階 大会議室 ( 東京都千代田区神田淡路町 2-9 ) 

出席者：全理事数 18 名、出席理事数 18名、出席監事数 2名（白石雅一、津田文雄） 

白石雅一監事は Web 会議システムを利用し、Web 参加、他の全理事、監事はリアル集合参加 

                                             

新会長就任予定者 小田島綾子氏は、議長席につき、出席理事数の確認を行い、本理事会は有効に成

立した旨を報告して、開会を宣し、直ちに議事に入った。 

【審議事項】 

1．会長・副会長・専務理事・常務理事の選定、名誉会長・顧問・相談役の委嘱 

(1)会長の選定 

 議長は、今般、会長（代表理事）が理事任期満了により会長（代表理事）の資格を喪失 

し、退任することになるので、改めて本会の会長（代表理事）を選定したい旨を述べ、慎 

重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。 

  なお、被選定者は、その就任を承諾した。 

  会長（代表理事） 小田島 綾子 

(2)副会長の選定 

 議長は、副会長が理事任期満了により副会長の資格を喪失し退任することになるので、 

改めて本会の副会長を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次の 

とおり選定した。 

   なお、被選定者は、その就任を承諾した。 

  副会長 横山 健一郎 副会長 小俣 藤夫 副会長 中島 克 副会長 山中 尚  

(3)専務理事・常務理事の選定 

 議長は、専務理事・常務理事が理事任期満了によりそれぞれの資格を喪失し退任するこ 

とになるので、改めて本会の専務理事・常務理事を選定したい旨を述べ、慎重協議した 

結果、全員一致をもって次のとおり選定した。 

   なお、被選定者は、その就任を承諾した。 

  専務理事 金澤 亨  常務理事 小見 隆彦 

(4)名誉会長の委嘱 

議長より、名誉会長の委嘱について、次の通りの態勢とするとの提案があり、全員一 

致をもって承認された 

  名誉会長 金子 智明  

(5)顧問の委嘱 
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議長より、顧問の委嘱について、次の通り 2名の態勢とするとの提案があり、全員一 

致をもって承認された。 

顧問 佐藤 貞一朗、 顧問 岡部 繁樹 

(6)相談役の委嘱 

議長より、相談役の委嘱について、次の通り 2名の態勢とするとの提案があり、全員一 

致をもって承認された。 

相談役 小平 髙義  相談役 山口 史朗 

２．各委員会委員委員長の選出ならびに地区担当理事の担当割 

議長より、各委員会の委員長候補者ならびに地区担当理事の担当割につき提案があり、

全委員長ならびに地区担当候補者とも、全員一致をもって承認され、会長から指名された。 

〔各委員会委員長〕 

企画環境委員会         松本 一成 氏 （東 京） 再任 

教 育 委 員 会       石川 英幸 氏 （三 重） 再任 

組 織 委 員 会       藤山 裕介 氏 （東 京） 新任 

Ｃ Ｓ Ｒ 委 員 会       大城  拓 氏  （沖 縄） 新任 

広 報 委 員 会       大和 親 英 氏（東 京） 新任 

財 務 委 員 会       横山 健一郎 氏（埼 玉） 再任 

機 関 紙 編 集 室        休会 

〔地区担当理事の担当地区割〕 

北海道、南・北東北        佐々木 雅之 氏（北海道） 新任 

上信越、東・南関東・東京   雨宮  豊 氏   （神奈川） 再任 

東海、北陸               下村 文則  氏 （福  井） 再任 

近畿、阪神               小橋 信彦  氏 （京  都） 新任 

東・西中国、四国          谷川 明義  氏 （岡  山） 再任 

九州北・南             北島 香代子 氏 （福  岡） 再任 

３．副会長の担当業務（2022 年度～2023 年度） 

議長より、2022 年度から 2023 年度の副会長の担当業務について次の通り発表され、確認さ 

れた。  

 

 

2022～2023年度　副会長担当業務

横山副会長 小俣副会長 中島副会長 山中副会長

・政治対応支援

CSR委員会 企画環境委員会 組織委員会 広報委員会

財務委員会 教育委員会

東海・北陸 近畿・阪神 北海道・東北 東京・関東・上信越

中国・四国 九州
地域サポート

共　　　　通

委員会サポート

・会長補佐（事業推進に関するアドバイス・会長代理機能）

・損保協会、保険会社、諸団体、有識者等との関係構築

・研究会サポート



- 3 - 

 

【報告事項】 

1.2022 年度「仲間づくり推進（会員増強運動）」の実施 5月分のご報告 

事務局より、資料に基づき、「仲間づくり推進（会員増強運動）」の実施 5月分の報告があり、 

確認、共有がされた。 

【主な内容】 

・5 月は、入会者 9 店･退会者 52 店で 差引 43 名のマイナス、累計では、入会 39 店・ 
退会 96 店で差引 57 店のマイナス、5 月末正会員数は、11,037 店となった。 

・暫定組織率は、香川県代協が 81.1％で第一位、京都代協が 79.7％で第二位である。 
・組織委員会の推奨スキーム（長崎・福井モデル、東京モデル）の推進が有効であることが 
確認できている。体制を整えたうえで一斉に展開していきたい。 

〔資料 1〕 1.「仲間づくり推進（会員増強運動）」代協別目標達成状況（5月末）(追加資料 P.1) 

2.「仲間づくり推進（会員増強運動）」代申社別会員増減状況（5月末）(追加資料 P.2) 

2.損害保険大学課程 

事務局より、資料に基づき、①損害保険大学課程コンサルティングコースの運営（第 1回 

セミナーの日程等）状況ならびに②損害保険トータルプランナーの認定状況等について報告 

があり、確認、共有がされた。 

【主な内容】 

・コンサルティングコース 2022 年度開講コースの受講者 1,221 名と前年度の未修了者約 

100 名合計 1,321 名を対象とする Web セミナーの日程を決定した。7月～10 月の間に合計 

22 回（除く：予備開催日 4回）の Web セミナーを開催する予定である。昨年度同様、フ 

ァシリテーターの選任を各ブロックにお願いしたい。 

・4月末時点の損保トータルプランナー認定者数は 10,245 名、うちゴールドカード保有者 

は、3,235 名、「損保トータルプランナーがいる代理店検索」機能への登載は 2,982 店と 

いう状況である。 

・損保トータルプランナーの認定から 5年 6か月が経ち、更新時期が到来する認定者が多 

いが、更新案内は損保協会から認定者あてにメールが入るので見逃さないよう確認してい 

ただきたい。更新切れという状況を目にすることがある。 

〔資料 2〕 1.コンサルティングコース 2022 年度第 1回セミナー日程（P.3） 

   2.損保トータルプランナー認定状況等（P.4-6） 

3.日本代協アカデミーの展開 

事務局より、資料に基づき、日本代協アカデミーの展開について報告があり、確認、共有が 

された。 

【主な内容】 

 ・3回目の更新時期となる 10月から、さらに魅力ある仕組みとするために、利用システム 

のプラットホームの入替やコンテンツの充実（公的保険ｅラーニング、情報提供コンテン 

ツの動画制作）に取り組んでいる。利用料金も改定となる予定である。 
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〔資料 3〕 1.日本代協アカデミーちらし（P.7-8） 

                 2 日本代協アカデミー・コンテンツ一覧（追加資料 P.9-10） 

【監事講評】 

津田監事から、以下の通り、監事報告がされた。 

「審議事項 3項目、報告事項 3項目、ともに、スムーズに議事進行され、適切に審議決定さ 

れており、妥当なものと判断する。選任された役員は、日本代協の組織運営に尽力願いたい。」 
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＜今後のスケジュール＞ 

 

損保会館の予約状況ならびに会議体
のあり方の改定状況によっては、日程
の変更がありますので、予めご了承く
ださい。

6月13日（月） 13:00～17:00 正副会長打合せ
リアル
 日本代協　会議室

6月14日（火） 10:00～　　　　 通常総会　理事会　政連臨時代議員会　会長懇談会
リアル
損保会館2F大会議室

    9:30～16:00 新任会長オリエンテーション

　　9:30～12:30 新体制理事打合せ

15:30～17:30 業界紙懇談会（会長、広報担当副会長、広報委員長） 日本代協　会議室　

17:45～20:00 懇親会 会場　未定

16:00～17:30 損保7社懇談会（正副会長、教育・組織委員長） 日本代協　会議室　

17:45～20:00 懇親会 会場　未定

10:30～12:00 正副会長打ち合わせ

13:00～17:00 第3回理事会　テーマ：通常議題

15:00～17:30 活力研（正副会長、企画環境委員長） 日本代協　会議室　懇親会あり

17:45～20:00 懇親会 会場　未定

10:30～12:00 正副会長打合せ

13:00～17:00 第4回理事会

テーマ：通常議題

11:00～17:00 第1回ブロック長懇談会（リアル）

17:00～18:00 特別セミナー

18:20～19:30 同上懇親会(有志・会費制)

18:30～21:00 損保協会役員との夕食懇談会

9:30～10:45 正副会長打ち合わせ

11:00～17:00 第5回理事会　テーマ：通常議題

11月18日（金） 13:00～20:00 第11回日本代協コンベンション グランドニッコー東京 台場

11月19日（土） 10:00～12:00 第11回日本代協コンベンション分科会 損保会館、近隣施設

12月2日（金） 午後 損保TP認定式（WEB開催） WEB開催予定

10:30～12:00 正副会長打合せ

13:00～17:00 第6回理事会　テーマ：通常議題

13:00～17:00 第2回会長懇談会（WEB会議：Zoom開催）

17:00～18:00 特別セミナー

10:30～12:00 財務委員会

13:00～17:00 第7回理事会

テーマ：臨時総会議案、通常議題

18：00～ 損保協会役員との夕食懇談会 会場未定

2022年6月～2023年2月のスケジュール　（案）

 9月8日（木)
リアル：日本代協　会議室
又はＷＥＢ会議Ｚｏｏｍ開催

リアル
損保会館もしくは有楽町リファレン
スまたは日本代協会議室

7月7日（木）

7月8日（金）
日本代協　会議室
（懇親会　無）

7月21日(木)

6月15日（水）

日本代協会議室

2022年度

2月10日（金）

7月1日（金）

リアル：日本代協　会議室
又はＷＥＢ会議Ｚｏｏｍ開催

12月8日（木）

12月9日（金） 日本代協会議室

 9月9日（金）

リアル：損保会館 大会議室
またはＷＥＢ会議Ｚｏｏｍ開催の
場合は会長懇談会として開催
会場　未定

10月14日（金） 日本代協　会議室
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以上をもって、議案審議を終了し、議長は理事会の終了を宣し、午前 11 時 28 分閉会した。 

なお、WEB 会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと

同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態が保たれ、終始異状なく議案の審議を終了した。 

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席会長（代表理事）及び出席監事がこれに記名押

印する。 

2022 年 6 月 14 日 

 

        会長（代表理事）      小田島  綾 子  ㊞ 

 

 

 

                監事    白 石  雅 一  ㊞ 

 

 

 

                監事    津 田  文 雄  ㊞ 

 

 

                           

議事録作成者： 小見 隆彦 


