【第一号議案】
【平成２９年度事業報告】
【Ⅰ】

〈平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〉

教育事業

１．損害保険大学課程コンサルティングコースセミナー
内 容
9月01日 第１回損害保険大学課程コンサルティングコースセミナー
9月04日 科目２ 代理店・募集人の使命と役割

開 催 地

講 師 木下 源一郎 氏

東京海上日動火災㈱
横浜中央支店
みなとみらい ビジネス
スクエア８F

開催日

（2日間）

科目２ 代理店・募集人の使命と役割～職業倫理
講 師 石田 勉 氏

参加者数
５０名
２２名

科目３ 個人を取り巻くリスクとコンサルティング
講 師 清水 英孝 氏
3月01日 第２回損害保険大学課程コンサルティングコースセミナー
3月02日 科目４ 企業を取り巻くリスクとコンサルティング
（2日間）

講 師 角田 政史 氏
科目５ 事故時のトラブルから見た保険募集時の注意点（自動車）
講 師 森澤 三郎 氏

３９名
４２名
東京海上日動火災㈱
横浜中央支店
みなとみらい ビジネス
スクエア８F

科目５ 事故時のトラブルから見た保険募集時の注意点（火 災）
講 師 渡辺 一博 氏

２．神奈川代協セミナー
内

開催日

容

開 催 地

5月24日 テーマ 「現役プロデューサーが語るテレビ２次利用マーケティング」
講 師 千葉テレビ放送㈱ プロデューサー

小林 瞬 氏

あいおいニッセイ同和
損保㈱横浜ビル

１６３名

6月27日 テーマ 「神奈川県地震保険セミナー」
神奈川県における地震リスク（神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課）
神奈川県損害保険代理業協会からのご案内
地震保険に関する説明（日本損害保険協会）他

参加者数
７５名

東京海上日動火災㈱
横浜中央支店
みなとみらい ビジネス
スクエア８F

講 師 神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課 天野 亜寅 氏
講 師 一般社団法人 日本損害保険協会 南関東支部 吉田 徹 氏
1月17日 テーマ 「勝ち残る中小企業がしている３つのこと」
講 師 ㈱エフアンドエム中小企業コンサルティング事業部部長 市川 賢 氏
2月07日 テーマ 会員オリエンテーション「日本代協現状と課題・神奈川代協の概要」
講 師 神奈川代協役員他

東京海上日動火災㈱
横浜中央支店 みなとみらい
ビジネススクエア８F
損保ジャパン日本興亜㈱
神奈川支店 平塚支社

３３名

４２名

３．支部セミナー
開催日

支部

4月25日

県 央

内

容

テーマ 「改正保険業法施行から１年間の動向と環境変化を考える」

参加者数
４５名

講 師 一般社団法人日本損害保険代理業協会 専務理事事務局長 野元 敏昭 氏
5月11日

横浜中

テーマ 「ネクタイ派手夫が、業法改正のいまを参加者と共に考える」

４５名

講 師 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会 会長 上野 直昭 氏
5月17日

湘 南

テーマ 「保険業の営業成績をか～るく倍増できる」

３８名

講 師 藤田 サトシ 氏
5月19日

みなと

２７名

テーマ 「けんしんとけんしん」
講 師 医療法人社団ゆうあい会 ゆうあいクリニック 岩崎 好美 氏

２２名

5月19日 神奈川みらい テーマ 「関本 四十四のピンキリ野球人生」
講 師 関本 四十四
5月22日

県 西

氏
３５名

テーマ 「多種目販売で成長する代理店経営」
講 師 ㈱アスト・コンサルティング 代表取締役 松澤 毅 氏

10月04日 ６支部合同

テーマ 「今後の代理店経営について考える～金融庁ヒアリングをうけて～」
講 師 ㈱神奈川保険グループ 高下 直也

８１名

氏

テーマ「解説 代理店賠償責任保険」
講 師 ㈱ベストパートナー

橋本 大輔

氏

内

容

４．南関東ブロック協議会セミナー
開催日
9月15日

テーマ 「事業承継・M&Aコーディネータートライアルセミナー」
講 師 第一部 損保ジャパン日本興亜㈱営業推進部代理店業務開発部長 粕谷 智 氏
講 師 第二部 日本M&Aセンター&Biｚ事業部 中山あかね 氏

【Ⅰ】

広報活動

１．ネットニュース送信
第５７号（９月６日配信）
神奈川代協親睦船釣り大会のご案内

第５８号（１２月５日配信）
新春の集いご案内

２．神奈川代協ホームページ（http://www.kanadai.net/)
日々リニューアル・メンテナンスの実行。
Facebookの活用。

３. 神奈川代協新聞発行（年３回）
全会員にメール配信（6月号 6月29日 ・ 9月号 9月2１日 ・ 新年号 1月26日）

４. 損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ広告掲載
月刊誌・横浜ウォーカー（30年1月19日発売号）に２ページにわたり掲載

参加者数
６０名

【Ⅰ】

社会貢献活動
内

開催日

容

開催地

実施支部等

6月04日 「第5回多摩川クリーン活動」

於：多摩川河川敷

神奈川みらい

6月17日 「春光学園・しらかば子どもの家合同釣り大会」

於：東京湾第2海堡沖

みなと

6月20日 「第24回献血活動」

於：損保ジャパン日本興亜藤沢支社

湘 南

6月22日 「第14回献血活動」

於：神奈川県立保健福祉大学

みなと

7月15日 「第13回ビーチクリーン活動」

於：鵠沼海岸

湘 南

10月06日 「普通救命講習Ⅰ（AED講習含む）」

於：損保ジャパン日本興亜ﾊﾟｽﾄﾗﾙﾋﾞﾙ

県 央

10月07日 「海の公園清掃活動」

於：金沢区海の公園

みなと

11月08日 「第15回献血活動」

於：神奈川県立保健福祉大学

みなと

11月17日 「盲導犬育成支援チャリティボウリング大会」

於：センター北駅 港北東急ボウル 神奈川みらい

11月21日 「第25回献血活動」

於：損保ジャパン日本興亜藤沢支社

12月05日 「公益財団法人 日本盲導犬協会へ寄付金を贈呈」

於：公益財団法人 日本盲導
神奈川みらい
犬協会神奈川訓練センター

湘 南

2月15日 「第5回献血活動」

於：横浜駅西口献血ルーム

横浜中

2月18日 「盲導犬育成支援チャリティジャズライブ」

於：菅原一則税理士事務所

CSR

3月20日 「ベビーシート寄贈」 累計台数38台

於：小田原市役所

横浜中/神奈川保
険ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3月22日 「エコキャップ活動」 「NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」へ寄付

【Ⅰ】

県 西

社会情宣活動
開催地

実施支部等

9月27日 「無保険車追放キャンペーン」 チラシ・ノベルティを配布

於：JR平塚駅周辺

国土交通省/
県西

10月06日 「盗難防止対策キャンペーン」 チラシ・ノベルティを配布

於：JR関内駅南口

神奈川県警/損害
保険協会/横浜中

10月06日 「地震保険普及啓発キャンペーン」 チラシ・ノベルティを配布

於：小田急本厚木駅

保険会社５社
県央

10月13日 「地震保険普及啓発キャンペーン」 チラシ・ノベルティを配布

於：京急上大岡駅

10月20日 「地震保険普及啓発キャンペーン」 チラシ・ノベルティを配布

於：JR武蔵溝ノ口駅

神奈川みらい

10月26日 「地震保険普及情宣活動」かわさきFMラジオ出演

於：かわさきFM

神奈川みらい

開催日

内

容

みなと

【Ⅰ】

会議開催、他

（平成29年）
内
容
開催日
4月12日 会計監査・予算会議
第24回（平成29年・春季）理事会
平成28年度事業報告並びに収支決算報告.監査報告承認の件
4月19日
平成29年度事業計画案並びに収支予算案承認の件
第9回通常総会開催に関する件
第9回通常総会
平成28年度事業報告並びに収支決算報告.監査報告承認の件
5月24日
平成29年度事業計画案並びに収支予算案承認の件
本総会の決議の主旨に反しない限り
その修正を会長に一任する件
第1回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
本年度上期、本部・委員会・支部事業計画・年間スケジュールについて
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
6月27日開催地震保険セミナーについて
6月21日
平成29年度会員増強、入会金の取り扱いについて
損害保険トータルプランナー更新勧奨について
南関東ブロック全員参加型イベントについて
子ども１１０番登録状況について
DRP等収益事業提携強化について
委員長会議
平成29年度正会員増強運動6月末、達成状況について
7月03日 各委員会活動方針について
委員会の連携について
新収益事業について
支部長会議
平成29年度正会員増強運動6月末、達成状況について
7月12日 各支部活動方針について
各支部・委員会間の連携について
新収益事業について
第２回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
7月開催委員長会議、支部長会議の報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
7月19日
子ども１１０番登録状況・ぼうさい探検隊申込状況について
日本代協キャンペーン（無保険車・地震・盗難防止）について
南関東ブロック全員参加型イベントについて
企画環境委員会主催 親睦船釣り大会について
DRP等収益事業提携強化について
第３回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
「国民年金基金加入者ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」対応について
中支部主催６支部合同セミナーについて
9月20日
平成29年度神奈川代協会員オリエンテーション・公開セミナーについて
日本代協コンベンション参加者について
議事録作成、提出期限について
日本代協HP書庫の活用について
DRP等収益事業提携強化について
前期会費未納者対応の件

開催地
神奈川代協事務局
神奈川代協事務局

あいおいニッセイ同和損保㈱
横浜ビル８F会議室

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

内

開催日

容

第25回（平成29年・秋季）理事会
10月18日
平成29年度上半期事業報告承認の件
第4回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
10月18日 「国民年金基金加入者ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」対応について
日本代協コンベンション参加者について
公開セミナーについて
新春の集いについて
DRP等収益事業提携強化について
10月25日 神奈川代協親睦・船釣り大会
11月2日～
11月3日

開催地
神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

金沢八景 荒川屋
式典：ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京台場 ﾊﾟﾚﾛﾜｲﾔﾙC・D

第7回日本代協コンベンション

分科会：損保会館 お茶の水ﾎﾃﾙｼﾞｭﾗｸ
三井住友海上駿河台新館

第５回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
11月15日
1月17日開催 新春の集い・公開セミナーについて
横浜ウォーカー広告掲載について
盲導犬育成支援チャリティジャズライブについて
DRP等収益事業提携強化について
第６回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
12月20日 1月17日開催 新春の集い・公開セミナーについて
ロジウェア回収業者変更の件
グリーン基金寄付先団体の件
会員オリエンテーションの件
DRP等収益事業提携強化について
新春の集い・トータルプランナー記念品授与式
1月17日

公開セミナー テーマ 「勝ち残る中小企業がしている３つのこと」

2月07日 会員オリエンテーション

第７回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大・損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ更新状況について
盲導犬育成支援チャリティジャズライブについて
2月14日
DRP等収益事業提携強化について
次年度支部長・委員長人事の件
一般会員資格・賛助会員拡大の件
３月決算・４月会計監査・予算会議の件
会費未納者対応の件
第８回運営会議・三役会議
日本代協・南関東ブロック協議会・各委員会・支部報告
3月22日
事業計画・予算案・事業報告・決算の審議
会員・年金基金・代理店賠責拡大について
DRP等収益事業提携強化について

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

横浜マリンタワー
東京海上日動火災㈱ 横浜中央支店
みなとみらい ビジネススクエア８F
損保ジャパン日本興亜㈱
神奈川支店 平塚支社

神奈川代協事務局

神奈川代協事務局

＊各委員会開催日
組
企

委員会
織・年 金
教
育
画 環 境
広
報
C S R
財
務

開 催 日
7/11・ 9/11・11/28・2/6
4/21・8/29・9/29・12/22・2/23
7/14・10/3・11/28・2/6
4/26・ 8/2・12/6・3/7
5/18・6/16・9/7・10/2・12/7・1/26・2/18
4/12・6/28・9/13・1/24・3/20

開催地
神奈川代協事務局
神奈川代協事務局・他
神奈川代協事務局
神奈川代協事務局
神奈川代協事務局
神奈川代協事務局

＊支部総会・セミナー
開催日
4月25日
5月11日
5月17日
5月19日
5月19日
5月22日

支 部
県央支部
横浜中支部
湘南支部
みなと支部
神奈川みらい支部
県西支部

開催地
損害保険ジャパン日本興亜㈱厚木支店５階大会議室
あいおいニッセイ同和㈱横浜ビル８階会議室
損害保険ジャパン日本興亜㈱藤沢ビル４階会議室
損害保険ジャパン日本興亜㈱港南支社会議室
川崎市総合自治会館３階第２会議室
神奈中グランドホテル

＊南関東ブロック協議会・他
日本代協理事会・日本代協各委員会の指針を先ずブロックに報告、業務推進の要となる会議。
各ブロックに於いて、年4回の会議が義務づけられている。
開催日
内
容
開催地
第１回 南関東ブロック協議会
6月23日 出席者 日本代協：小田島理事
神奈川代協事務局
山梨代協：小野会長他5名
神奈川代協：雨宮、村上、千葉、山口、橋本
第２回 南関東ブロック協議会
9月15日 出席者 日本代協：横山理事
湘南クリスタルホテル
山梨代協：小野会長他7名
神奈川代協：雨宮、三ヶ尻、村上、千葉、山口、丹野、橋本
9月15日 南関東ブロック協議会イベント２０１７
湘南クリスタルホテル
～
15日 「事業承継・M&Aコーディネータートライアルセミナー」 懇親会
藤沢南消防署 江ノ島
9月16日 16日 藤沢南消防署 見学 スモーク体験・消火器体験
16日 江ノ島散策
第３回 南関東ブロック協議会
出席者 日本代協：金子会長・横山理事
12月15日
山梨代協事務局
山梨代協：小野会長他5名
神奈川代協：雨宮、村上、千葉、山口、丹野、橋本
第４回 南関東ブロック協議会
3月16日 出席者 日本代協：横山理事
神奈川代協事務局
山梨代協：小野会長他４名
神奈川代協：雨宮、三ヶ尻、村上、千葉、山口、丹野、橋本
＊日本代協会議〈日本代協会議出席〉
会 議 内 容
出席者
会長会議 他
雨宮 豊
年金基金代議員会議
安藤 広
企画環境委員会
橋本 大輔
ビジョン委員会
三ヶ尻 明広
教育委員会
丹野 瑞穂
機関紙編集室
吉原 剛
コンベンションPT
高下直也・清田顕彦

出 席 日
6/16・3/9
9/22・2/23
4/7・6/28・9/29・1/30
4/11・6/23・10/6・2/2
4/14・4/15・5/26・5/27・6/5・6/23・6/24・9/8・9/9・10/5・11/9・12/1・1/12・1/13

5/26・7/11・7/12・9/13・10/19・11/3・12/20・2/20・3/20
5/10・6/22・7/25・8/23・9/20・10/23・11/2・11/3・2/16

