
第 59回通常総会 13：00～14：00   　司    会 横田  好雄

１． 物故会員の黙祷 副会長 横田  好雄

１． 開会の挨拶 会    長 歳森　宏

１． 日本代協地域担当理事の挨拶 日本代協理事 谷川　明義

１． 新入会員の紹介 組織委員長 横田　好雄

１． 倫理綱領朗読 理　　事 山田　達彦

１． 議長挨拶 （議長指名選定・議事録署名人指名選定） 会    長 歳森　宏

１． 出席会員数の報告（総会の成立） 総務委員 藤井　義明

１． 付議事項

第１号議案 2020年度事業報告案承認の件 会　　長 歳森　宏

第２号議案
専務理事
監　　事

野呂　敏昭
正信　行雄

第３号議案 2021年度会費額案承認の件 専務理事 安本　誠治

第４号議案 2021年度事業計画案承認の件 会　　長 歳森　宏

第５号議案 2021年度収支予算案承認の件 専務理事 安本　誠治

１． 監　事　講　評 監　　事 倉元　武司

１． 閉会の挨拶 　 副 会 長 小林　由定

14：20～15：20 司会
講師紹介

藤原　惣一

演題　

講師　　 中島　克海 様

１． 閉会の挨拶 副会長 佐藤　郁義

通　　　　常　　　　総　　　　会

一般社団法人岡山県損害保険代理業協会

日時　2021年5月27日（木)　会場　アークホテル岡山

2020年度収支決算報告案承認
並びに監査報告

日本代協理事・（株）グッド・サポート代表取締役

講　　演　（WEB）　　　

「代理店の現状と課題」～金融庁ヒアリング体験からわかること～



 

 
 

岡山県損害保険代理業協会暴力追放協議会 

顧 問 名 簿 

 

岡山県警察本部 刑事部長 西村 隆男 様 

岡山県警察本部 生活安全部長 小川 実 様 

岡山県警察本部 交通部長 松田 秀生 様 

（公財）岡山県暴力追放運動推進センター 

専務理事 
小西 誠詞 様 

岡山弁護士会 会長 則武 透 様 

（一社）日本損害保険協会  

中国支部 岡山損保会 会長 
田辺 健二 様 

 



支　部　名
暴力追放推進協
議会担当警察署

各警察署との連携先
岡山県代協

暴力追放協議会委員

公益社団法人岡
山暴力追放運動
推進センターとの

連携先

岡山東支部 岡山中央警察署
岡山中央、岡山
東、赤磐、備前、

瀬戸内

常務理事

山田　眞理

岡山西支部 岡山西警察署 岡山西、岡山北
岡山西支部･組織委員

熊沢　靖之

岡山南支部 岡山南警察署 岡山南、玉野
岡山南支部・組織委員

岡田　アキ恵

倉敷北支部 倉敷警察署
倉敷、井原、総
社、笠岡、高梁

倉敷北支部・監事

須増　恭廣

倉敷南支部 児島警察署
児島、水島、

玉島
倉敷南支部・副支部長

中林　晃

津山支部 津山警察署
津山、新見、真
庭、美作、美咲

副会長

佐藤　郁義
津山連絡所

岡山事務局

倉敷連絡所

岡山県代協と警察組織との連携について



岡山県損害保険代理業協会暴力追放協議会 

規      約 
 

（名称及び事務局） 

第１条  この会は、岡山県損害保険代理業協会暴力追放協議会と称する。 

2．この会の事務局を岡山市中区原尾島 859-10 一般社団法人岡山県損害保険代理

業協会に置く。 

（目  的） 

第２条  この会は、損害保険代理業の社会的公共性を自覚し、会員と損害保険会社及

び警察等関係機関との相互理解と緊密な連携によって、暴力団をはじめ損害保

険に関する各種不当介入の排除と犯罪の予防に徹し、もって暴力追放活動の推

進と損害保険本来の健全な発展を図ることを目的とする。 

 

（事  業） 

第３条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1）暴力団の介入排除、犯罪の予防に必要な情報交換・研究・研修・広報等 

（2）暴力追放活動の推進 

（3）関係機関及び諸団体との連絡調整 

（4）その他会の目的を達成するため必要な事項及び防犯上必要な事項 

 

（組  織） 

第４条  この会は、一般社団法人岡山県損害保険代理業協会（以下「協会」と称する。）

の会員をもって組織する。 

 

（役  員） 

第５条  この会は、次の役員を置く。 

         会 長    １名 

         副会長   ２名以上１０名以内 

理 事  １５名以上４０名以内 

2．会長、副会長、理事は、協会の定める役員の職にある者をもってあてる。 

 



 

 

 

（役員の職務） 

第６条  会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

2．副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。 

3．理事は、理事会を組織し会務の執行を定める。 

 

（顧  問） 

第７条  会長は、会務執行のため、必要な場合は顧問を委嘱することができる。 

2．顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（役員の任期） 

第８条  役員の任期については、協会定款の規定を準用する。 

 

（会  議） 

第９条  この会の会議は、総会及び理事会とし、協会の会議をもってこれにあてる。

2．前項の会議運営は、協会定款の規定を準用する。 

 

（その他） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は、理事会

において別に定める。 

 

 

附  則 

（施行日） 

この会則は、昭和 57年 9 月 7 日から施行する。 

平成 27年 5 月 21 日一部改正。 

平成 30年 5 月 25 日一部改正。 

 



50音順

所属会社 昨年度末 入会 退会 変更 現在の会員数 所属会社 昨年度末 入会 退会 変更 現在の会員数

あいおいニッセイ
同和損害保険 33 -2 31

 東京海上日動火災保険
57 -6 51

AＩＧ損害保険
35 -3 32

日新火災海上保険
19 -1 1 19

SBI損保
1 -1 0

ニューインディア保険
7 -2 5

共栄火災海上保険
4 -1 3

 三井住友海上火災保険
65 1 -2 64

 損害保険ジャパン 　　
92 -4 -1 87

楽天損害保険
2 2

Chubb損害保険
2 2

合　　計
317 1 -22 0 296

       代申別  一般会員増強状況
50音順

所属会社 昨年度末 入会 退会 変更 現在の会員数 所属会社 昨年度末 入会 退会 変更 現在の会員数

あいおいニッセイ
同和損害保険 7 7

 東京海上日動火災保険
10 3 13

AIG損害保険
2 2

日新火災海上保険
1 -1

SBI損保 ニューインディア保険

共栄火災海上保険
1 1

 三井住友海上火災保険
3 3

損害保険ジャパン
9 -1 8

楽天損害保険

Chubb損害保険 合　　計
32 4 -2 34

　　　業種別  賛助会員増強状況

業　　種 昨年度末 入会 退会 変更 現在の会員数

修理工場
6 1 -1 6

代理店
5 1 -1 5

その他
3 3

合　　計
14 2 -2 14

代申別  正会員増強状況
               （2020年4月1日～20201年3月31日)

         （2020年4月1日～2021年3月31日)

（2020年4月1日～2021年3月31日)



入会日順・敬称省略

代理店名 正会員名 代申会社 入会日 支部

1 サンワ保険事務所 伊東　伸治  三井住友海上火災保険 2020.08.19 岡山東

入会日順・敬称省略

代理店名 一般会員名 代申会社 入会日 支部

1 さかもと保険(株) 坂本　貴之  東京海上日動火災保険 2020.04.01 倉敷北

2 守安保険サービス 矢吹　彰良 日新火災海上保険 2020.10.01 倉敷北

3 (株)東京海上日動パートナーズ中国四国　岡山支店 綱島　勝  東京海上日動火災保険 2021.02.04 岡山西

4 (株)東京海上日動パートナーズ中国四国　岡山支店 森島　啓雄  東京海上日動火災保険 2021.03.31 岡山南

入会日順・敬称省略

団体名 賛助会員名 代申会社 入会日 支部

1 石井　誠 石井　誠 損害保険ジャパン 2021.01.01 倉敷南

2 (有)谷野自動車工業 谷野　航一郎 修理工場 2021.01.26 倉敷南

　　　　(2020年4月1日～2021年3月31日）

岡山県代協　新入会員（正会員） 
　　　　（2020年4月1日～2021年3月31日）

岡山県代協　新入会員（一般会員）
　　　　（2020年4月1日～2021年3月31日）

岡山県代協　新入会員（賛助会員）



２０２０．　４．２１ （火） 理事会・書面決議

２０２０．　５．２２ （金）
一般社団法人岡山県代協通常総会(18名･委任状202名)
（於）岡山県生涯学習センター

２０２０．　６．　８ （月） 日本代協総会　（於）Web

２０２０．　６．　９ （火） 役員会(8名)（於）(株)岡山保険センター

２０２０．　７．１５ （水） 役員会(9名)・理事会(25名)  （於）岡山県生涯学習センター

２０２０．　７．２９ （水） 新年度支部長会議(15名)（於）ゆうあいセンター

２０２０．　８．　１
　　　　～８．３０

献血月間(86名 献血者79名)　(於)岡山献血ルームうらら・ももたろう

２０２０．　８．１９ （水） 役員会(10名）(於)(株)岡山保険センター

２０２０．　９．　９ （水） 東中国ブロック協議会(22名 内岡山9名) （於）Web

２０２０．１０．　６ （火） 役員会(9名)・理事会(25名)  （於）岡山県生涯学習センター，Web併用

２０２０．１０．１０ （土） 西川・枝川クリーン作戦（緑道公園の清掃活動）　参加66名

２０２０．１１．１７ （火） 役員会(7名)（於）Web

２０２０．１１．１９ （木） 東中国ブロック協議会(25名 内岡山10名) （於）Web

２０２０．１２．１５ （火） 役員会(11名)・理事会(26名)  （於）岡山シティミュージアム，Web併用

２０２１．　１．１９ （火） 役員会(8名)（於）Web

２０２１．　１．２０ （水） 理事会(26名) 、地震保険セミナー(83名)  （於）ピュアリティまきび

２０２１．　１．２１ （木） ZOOM勉強会(23名)　（於）東京海上日動・Web

２０２１．　２．　５ （金） 代理店セミナー(56名)（於）岡山商工会議所・Web

２０２１．　２．１９ （金） 役員会(8名)（於）Web

２０２１．　２．２５ （木） 東中国ブロック協議会・セミナー(23名 内岡山9名) （於）Web

２０２１．　３．１６ （火） 役員会(8名)・理事会(21名)  （於）岡山県生涯学習センター，Web併用

2020年度　諸会議及び主要行事



 

第１号議案 ２０２０年度事業報告案承認の件 

 

 

２０２０年度事業報告(案) 

 

 

 

企画環境委員会 委員長 福田 憲児  ／  担当役員 安本 誠治 専務理事 

・代理店賠責の推進。 

満期前に、未加入代理店及び未継続代理店へ電話による声掛けを行いました。 

加入数 ２７３店（前年対比 11 店減／新規 7 店・継続 266 店） 

加入率 ８８．１％（前年対比２．８ポイント増） 

継続率 ９３．３％（前年対比３．２ポイント減） 

  ・代理店セミナー開催 

代理店セミナーを岡山商工会議所にて開催しました。（2021 年 2月 5 日） 

コロナ禍の影響で会場参加とＷＥＢ参加の両方で行いました。 

第一部「代理店経営と高齢者対応のこれから」講師 財津 唯行 氏（岡山県代協顧問弁護士） 

第二部「コンプライアンスと代理店の賠償責任」講師 杉山 幹久 氏（元チャブ損保） 

参加者５７名（会場参加者２２名／ＷＥＢ参加者３４名） 

  ・業界の共通化・標準化についての意見を集約し、東中国ブロック協議会へ報告を上げました。 

・「募集環境問題対応ハンドブック」及び「代協活動の現状と課題」について 

理事会や支部会を通して会員への周知をはかりました。 

・募集環境整備活動として情報収集・会員への声掛けに努めました。 

 

教育委員会 委員長 成広 巧  ／  担当役員 藤原 惣一 副会長 

・「損害保険コンサルティングコース」の受講生の募集を行いました。 

  目標：２０名 → 実績：１７名 

・第８期コンサルティングセミナ－を１回目のみ実施することができました。（２月４日） 

  ※２回目は２０２１年６月４日に実施予定 

 

組織委員会 委員長 横田 好雄  ／  担当役員 横田 好雄 副会長 

・日本代協の年間増店目標４店に対し 正会員１店となりました。 

・組織率 70％の早期達成を目標に活動を推進しましたが、下記の通りの結果となりました。 

※3月 31 日時点 新規加入１店  退会２２店 (純減２１店 組織率６８．２％)  

・組織委員会と合で会費検討のシミュレーション等、合同会議を実施しました（３回） 

・次年度「東中国ブロック組織委員」を中心に WEB セミナーの企画を立ちあげました。 

 



 
 
 
 
 

広報委員会 委員長 山下 智史  ／ 担当役員 佐藤 郁義 副会長  

・山陽新聞への広告掲載を実施。年２回掲載。（2020 年 9月・2021 年 3月） 

・ホームページのメンテナンス実施。（月 2回） 

・岡山県代協ニュースを発行。（年 1回） 

・岡山県代協の存在を広く社会に認識してもらう活動。 

・広報活動全般について、調査・研究実施。 

 

ＣＳＲ委員会  委員長 山田 達彦  ／ 担当役員 山田 眞理 常務理事  

・「献血大会」を２０２０年８月１日から８月３１日まで１か月間実施。 岡山市内２か所の献血ルームに来

所、イオン等の献血バスにて実施。８６人参加、献血者数７９人。 

・「西川、枝川クリーン作戦」を２０２０年１０月１０日実施。（参加６６名） 

・「無保険車追放キャンペーン」コロナによって街頭では行わず、委員の皆さんによって配ってもらう。 

・「地震保険啓発、普及キャンペーン」コロナによって街頭では行わず、委員の皆さんによって配ってもら

う。 

・「ＡＥＤ救急法講習会」を２０２０年１２月５日実施。 

岡山市中消防署にて。コロナにて定員２０名のところ１６名の参加。 

・車イスの贈呈１台 ２０２０年１２月１５日 岡山シティーミュージアムにて（贈呈先:旭川荘） 

・ぼうさい探検隊マップコンクール  

３チーム参加 

「岡山市立宇野小学校 原尾島チーム」がキッズリスクアドバイザー賞受賞 

 

総務委員会  委員長 小林 由定  ／  担当役員 小林 由定 副会長 

・通常総会を開催 

  令和 2年 5月 22 日（金） 於：岡山県生涯学習センター大研修室 

  第 58 回 通常総会  

・顧問弁護士制度の活用を図りました。 

・収益事業や提携サービス事業の利用促進のため、新規提携事業の研究及び、チラシ作成しました。 

・理事会・役員会開催の準備設営を行いました。 

・支部活動の活性化・情報の共有化について研究・実践しました。 

・組織委員会と合同で年会費改定の研究をしました。 

・リモートでの会議を研究・実践しました。 

 



委員会名 開催日 参加 開催場所 内容等

企画環境
７月１０日(金)
17:00～18:30

7 サムライスクエア
①副委員長選出②募集環境問題ハンドブック、不公正募集報告書等資料の案内③
代理店賠責の推進及びセミナー開催について④委員会開催スケジュールについて
⑤その他

９月１１日(金)
17:40～18:40

6 ＷＥＢ ①代理店セミナー開催の件②代理店賠責フォローＴＥＬの件③その他

１１月１３日(金)
16:00～16:50

7 ＷＥＢ ①日本代協委員会報告②代理店セミナー開催について

１月１４日(木)
16:00～16:50

8 ＷＥＢ ①日本代協委員会報告②代理店セミナー開催について

教育
６月２４日(水)
15:00～17:00

5 岡山県生涯学習センター ①コンサルティングコースについて②日本代協アカデミーについて

９月１５日(火)
12:00～13:00

5 岡山保険センター会議室 ①コンサルティングコースについて②日本代協アカデミーについて

１１月２４日(火)
12:00～14:00

5 岡山保険センター会議室 ①12/4コンサルセミナー詳細な打ち合わせ②次回コンサルセミナーについて

１２月４日(金)
10:00～10:15

5 国際交流センターロビー
①コンサルティングコース受講者募集について②日本代協アカデミーの推進につい
て

3月４日(木)
12:00～14:30

6
岡山保険センター会議室

Web併用
①コンサルティングコース募集未達の反省②日本アカデミーネットチャンネル登録推
進について

組織
６月２４日(水)
15:00～17:00

4 岡山県生涯学習センター
①会員増強について②代協の年会費について③支部長会議の開催時期について④
新入会員オリエンテーションの開催について

８月２５日(火)
15:00～17:00

3 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演題目について②提携修理工場の現状と課題について③代協会員
だから顧客に提供できる業務チラシについて④積水ハウスとの提携事業について⑤
総務委員会との年会費の研究

９月２９日(火)
15:00～17:00

4 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演題目について②代協HPにFace bookを作る件③提携修理工場の
現状と課題について④代協会員だから顧客に提供できる業務チラシについて⑤トヨタ
レンタリース新岡山の提携内容の確認⑥総務委員会との年会費の研究

１２月２日(水)
15:00～17:00

2 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演会の振り返り②提携修理工場の現状と課題③2021年度通常総会
について④年会費について

１月２６日(火)
15:00～16:30

3 岡山保険センター会議室
①第59回通常総会について②提携修理工場の現状と課題について③代協会員だか
ら顧客に提供できる業務チラシについて④VOSシステムの提携契約書について⑤総
務委員会との年会費の研究

広報
６月３日(水)
16:00～17:00

6 岡山保険センター会議室 ①9/1山陽新聞広告について②新日本保険新聞からの執筆依頼について

８月５日(水)
16:00～18:00

8 アーヴァンマエハラ会議室 ①9/1山陽新聞広告について②ウエブ会議導入に向けて

１１月２５日(水)
16:00～

7 三井住友倉敷支社
①山陽新聞広告について②日本代協ユーチューブチャンネル確認③岡山県代協
Facebookについて

２月４日(木)
16:00～18:00

7 岡山保険センター会議室
①山陽新聞広告について②岡山県代協Facebookについて③事業報告、事業計画に
ついて

CSR
６月１６日(火)
12:00～13:00

9 岡山保険センター会議室
①今年度のCSR行事の予定について②東中国ブロッククリーン作戦について③ぼうさ
い探検隊マップコンクールについて④子ども110番の代理店登録について

８月１９日(水)
12:00～13:00

7 岡山保険センター会議室 ①献血大会について②防災・減災について③CSR行事についての報告

１０月１０日(土)
11:30～12:30

5 北前そば高田屋
①献血キャンペーン報告②防災減災について個々の代理店としての取り組み発表③
車椅子募金について④無保険車・地震保険ティッシュ配り中止により各支部での配布
について

１２月５日(土)
12:30～13:30

7 味の民芸 今年度の行事報告

総務
６月２４日(水)
15:00～17:00

6 岡山県生涯学習センター
①提携修理事業の活用方法について②顧問弁護士講演題目について③各種提携
事業について

８月２５日(火)
15:00～17:00

6 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演題目について②提携修理工場の現状と課題について③代協会員
だから顧客に提供できる業務チラシについて④積水ハウスとの提携事業について⑤
組織委員会との年会費の研究

９月２９日(火)
15:00～17:00

6 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演題目について②代協HPにFace bookを作る件③提携修理工場の
現状と課題について④代協会員だから顧客に提供できる業務チラシについて⑤トヨタ
レンタリース新岡山の提携内容の確認⑥組織委員会との年会費の研究

１２月２日(水)
15:00～17:00

6 岡山保険センター会議室
①顧問弁護士講演会の振り返り②提携修理工場の現状と課題③2021年度通常総会
について④年会費について

１月２６日(火)
15:00～16:30

7 岡山保険センター会議室
①第59回通常総会について②提携修理工場の現状と課題について③代協会員だか
ら顧客に提供できる業務チラシについて④VOSシステムの提携契約書について⑤組
織委員会との年会費の研究

２０２０年度　委員会活動報告



支部名 区分 開催日 参加 開催場所 内容等

岡山東 役員会
7月20日

11:30～12:00
9 岡山保険センター会議室 ①各委員会からの報告②今年度の支部会について

役員会
8月7日

12:00～13:00
11 岡山保険センター会議室 ①各委員会からの報告②第１回支部会について

支部会
9月10日

12:00～13:00
17 岡山保険センター会議室

①渡辺顧問による講演「これからの生保業界と損保業界の展望」②コロナ禍における各代理店
の対策について

支部会
11月27日

15:00～19:30
※36

+15(web)
ピュアリティまきび

①各委員会からの報告②財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」
「保険金と詐欺」「コロナ給付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」③懇親会

役員会
3月28日

11:30～13:30
10 健幸プラザ西大寺 ①今年度反省会②次年度の大まかな計画について

岡山西 支部会
11月27日

15:00～19:30
※36

+15(web)
ピュアリティまきび

①各委員会からの報告②財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」
「保険金と詐欺」「コロナ給付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」③懇親会

岡山南 役員会
8月18日

17:00～17:40
4 ＷＥＢ ①各委員会からの報告②第1回支部会開催について③今年度の支部会予定について

支部会
9月16日

15:00～16:30
6

+4(web)
三井住友
＆ＷＥＢ

①各委員会からの報告②濱尾支部長による講演「貯蓄性(外貨建)生命保険の活用方法と投資
信託を使った資産形成」

支部会
11月27日

15:00～19:30
※36

+15(web)
ピュアリティまきび

①各委員会からの報告②財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」
「保険金と詐欺」「コロナ給付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」③懇親会

支部会
2月22日

12:00～13:00
9 ピュアリティまきび ①各委員会からの報告②今年度の報告③次年度の計画について

倉敷北 支部会
2月19日

13:30～15:30
13

(含Web)
三井住友　倉敷

財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」「保険金と詐欺」「コロナ給
付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」

倉敷南 支部会
2月19日

13:30～15:30
7

(含Web)
三井住友　倉敷

財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」「保険金と詐欺」「コロナ給
付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」

津　山 役員会
6月11日

12:30～14:00
9 アーヴァンマエハラ

①今年度の支部年間目標、活動計画表作成②7月開催支部会の内容について③役員引継ぎ
説明

支部会
7月17日

16:30～18:00
28 津山圏域雇用労働センター

①岡山県代協の活動について②各委員会報告③昨年度の決算報告④今後のスケジュール⑤
代理店賠責研修会⑥懇親会

役員会
11月13日

12:00～14:00
8 アーヴァンマエハラ 第2回支部会開催について

役員会
2月3日

12:00～14:00
7 アーヴァンマエハラ ①第3回支部会開催について②次年度計画について

支部会
3月3日

16:00～18:15
20

(含Web)
津山圏域雇用労働センター

①岡山県代協の活動について②各委員会報告③財津弁護士の講演会「保険金と詐欺」「あお
り運転　その後」「自転車事故裁判例」

レディース 支部会
10月21日

11:30～13:30
10 岡山保険センター ①日本代協アカデミーYoutube視聴②渡辺顧問のお話③次回クラブ会合について

支部会
11月27日

15:00～19:30
※36

+15(web)
ピュアリティまきび

①各委員会からの報告②財津弁護士による講演財津弁護士の講演会「自転車事故と裁判例」
「保険金と詐欺」「コロナ給付金・補助金　再整理」「あおり運転　その後」③懇親会

支部会
1月13日

10:00～14:00
9 岡山県警本部 ①岡山県警察本部新庁舎の施設見学②意見交換会・甲羅本店

防災クラブ

※合同人数

２０２０年度　支部活動報告



第2号議案　2020年度収支決算報告案承認並びに監査報告

一般社団法人岡山県損害保険代理業協会

収入の科目 予　算 決　算 予　算 決　算

前期繰越金 3,811,222 3,811,222 150,000 5,200

正会員会費 7,640,000 7,655,000 総会費 100,000 5,200

一般会員会費 320,000 330,000 基調講演講師費用 0 0

賛助会員会費 335,000 336,250 記念品費 50,000 0

正会員入会金 30,000 3,000 400,000 89,258

一般会員入会金 15,000 3,000 100,000 0

賛助会員入会金 3,000 委員会会議費 200,000 58,016

紹介手数料 2,000,000 2,186,057 企画環境委員会 30,000 2,200

受取利息 100 349 教育委員会 30,000 24,986

雑収入 400,000 組織委員会 30,000 4,287

  新聞広告協賛金 306,000 広報委員会 30,000 1,500

　東中国ブロック事務費 100,000 ＣＳＲ委員会 30,000 20,756

　東中国ブロックからの返戻金 63,334 総務委員会 30,000 4,287

　日本代協表彰金 70,000 予備費 20,000 0
　日本代協WEB環境構築支援金 100,000 事業費 1,300,000 622,975

 名刺台紙ほか 10,720 研修費 500,000 32,450

広告宣伝費 500,000 484,368

 社会貢献活動費 200,000 42,127

雑費 100,000 64,030

900,000 205,766

岡山東支部研修費 100,000 50,436

岡山西支部研修費 100,000 21,111

岡山南支部研修費 100,000 20,921

倉敷南支部研修費 100,000 0

倉敷北支部研修費 100,000 11,183

津山支部研修費 100,000 72,836

レディースクラブ研修費 30,000 25,049

防災クラブ研修費 30,000 0

予備費 240,000 4,230

3,300,000 3,090,000

250,000 0

300,000 236,599

100,000 45,106

500,000 157,000

50,000 0

570,000 575,000

50,000 28,200

80,000 64,520

0 500,000

0 110,000

8,250,000 5,787,640

2,450,000 2,187,700

720,000 720,000

50,000 0

300,000 598,800

100,000 40,178

減価償却費(リース料) 186,624 171,072

300,000 212,509

4,106,624 3,930,259

2,075,301

5,260,033

合　　　　　計 14,551,322 14,977,932 14,551,322 14,977,932

(現金預金9,396,234＋未収金1,081,000＋前払金52,058+出資金10,000)
-(未払金270,320+預り金7,349+積立金特別会計5,001,590)=次期繰り越金5,260,033
※紹介手数料内訳：別紙　

一般社団法人岡山県損害保険代理業協会

収入の科目 予　算 決　算 予　算 決　算

前期繰越金 4,501,552 4,501,552

一般会計より繰入 500,000 500,000 6

受取利息 100 44 5,001,652 5,001,590

合　　　　　計 5,001,652 5,001,596 5,001,652 5,001,596

支出の科目

通常総会費

理事・役員会議費

支部対策費

事

業

費

通信費

役員活動費

ブロック負担会費

日本代協会費

租税公課

積立金特別会計

事業費の小計

顧問料

新聞図書費

振替手数料

雑費

租税公課

合　　　　　計

支出の科目

次期繰越金

　自　2020年4月1日　至　2021年3月31日  単位：円

　　　　　　　　2020年度　収支決算(案)

　自　2020年4月1日　至　2021年3月31日  単位：円

　　　　　　　　積立金特別会計　収支決算(案)　

雑損失

給与手当

旅費交通費

渉外費

印刷費

合　　　　　計

借室費

予備費

消耗品費

次期繰越金

事務器具費

管理費の小計



車いす募金
日にち 名前 金額

10月10日 西川・枝川清掃活動 12,159

7月17日 津山支部会 2,399

11月27日 岡山3支部レディース合同支部会 8,993

合　　計 23,551

2019年度預り金残金26円　

12月15日　車イス1台　2万円で購入　　

12月15日　理事会時旭川荘へ贈呈　

残金3,577円　預り金

紹介手数料内訳
2,092,920 （1,053,230)

39,480

11,197

7,000

17,402

7,087

和気レッカー 5,171

5,800

合　　計 2,186,057

岡山レッカー

岡山県住宅リフォーム

和気商店レンタカー

提携修理工場

カレンダー

オフィスデポ

JCM





第３号議案　２０２１年度会費額案承認の件

２０２１年度の入会金及び年会費を下記の通りといたします。

入会金　３，０００円

年会費　　 正会員の年会費金額は、

  所属する代理店が 法人の場合　 25,000円、

個人の場合　 20,000円とする。

一般会員の年会費金額は、一人10,000円とする。

賛助会員の年会費金額は、

　所属する組織が 法人の場合　 25,000円、

個人の場合　 20,000円とする。

※年会費の口座振替日　　７月６日（火）

※政治連盟に入会いただいた場合、上記会費に １，０００円加算して

   口座振替させていただきます。

正会員及び一般会員並びに賛助会員の入会金金額は共通とする。



 

第４号議案 ２０２１年度事業計画案承認の件 

 

 

２０２１年度事業計画（案） 

 

 

    私たちは、損害保険の普及に努め、保険契約者及び一般消費者の利益を守るため、 
資質を高め、地位の向上を図り、幅広く社会に貢献するための活動を行っていきます。 

 

企画環境委員会 委員長 福田 憲児  ／  担当役員 安本 誠治 専務理事 

・「募集環境問題対応ハンドブック」の会員への周知をはかる。 

・「代協活動の現状と課題」の会員への周知をはかる。 

・業界の共通化・標準化についての意見を集約する。 

・募集環境整備活動に取り組む。 

 

教育委員会 委員長 成広 巧  ／  担当役員 藤原 惣一 副会長 

・「損害保険コンサルティングコース」の受講者２０名の募集推進を行う。 

・「損害保険コンサルティングコース」のセミナー運営の補助を行う。 

・「損害保険トータルプランナー」の知名度向上を行う。 

・「損害保険トータルプランナー」がいる代理店の検索サイトへの登録推進を行う。 

・日本代協アカデミ－の普及推進を行う。 

 

組織委員会 委員長 横田 好雄  ／  担当役員 横田 好雄 副会長 

・組織率 70％の早期達成を目標に会員拡大活動を推進する。（目標純増１０） 

・ 一般会員・賛助会員を募集し、会の活性化と財務力の強化を図る。 

・代理店賠責の全員加入を目指して活動する。 

・「参加したくなる組織作り」対策として、WEB セミナー（鳥取・島根含む東中国ブロック全体開催含め） 

の実施を検討する。 

・新入会員オリエンテーション（WEB 等）を開催する。 

・総務委員会と連携し会費改定の検討を始める。 

・2021 年度代理店実態調査実施アンケート回収フォローを実施する。 

 



 
 
 

広報委員会 委員長 山下 智史  ／ 担当役員 佐藤 郁義 副会長  

・山陽新聞への広告掲載を実施。レイアウトの改善。年２回掲載予定（９月・３月） 

・ホームページのメンテナンス実施（月２回） 

・岡山県代協ニュースを発行 

・岡山県代協の存在を広く社会に認識してもらう活動 

・広報活動全般について、調査・研究実施 

 

ＣＳＲ委員会  委員長 山田 達彦  ／ 担当役員 山田 眞理 常務理事  

・「西川、枝川クリーン作戦」を実施 

・「献血大会」（年２回）を開催 

・「無保険車追放」一斉行動 

・「地震保険啓発、普及キャンペーン」を実施 

・「ＡＥＤ救急法講習会」を実施 

・車イスの贈呈 

・ぼうさい探検隊マップコンクール 

・子ども 110 番の保険代理店の登録を実施 

・ＢＣＰセミナー（ＷＥＢ）実施 

総務委員会  委員長 小林 由定  ／  担当役員 小林 由定 副会長 

・通常総会を開催 

  令和 3年 5月 27 日（木） 於 ：アークホテル岡山 

  第 59 回 通常総会  

・顧問弁護士制度の活用を図る。 

・収益事業や提携サービス事業を充実させる。 

・代協運営について研究を進める。 

・理事会・役員会開催の準備設営を行う。 

・既存の提携内容・契約書について確認作業を行い、事業の推進の見直しを行う。 

・新規提携事業について研究する。 

・支部活動の活性化・情報の共有化について研究・実践する。 

・組織委員会と連携し年会費の研究をする 

 

６０周年特別委員会  委員長 歳森 宏  

・創立 60周年を見通して、周年事業等を検討する。 

 



第5号議案　2021年度収支予算案承認の件

収入の科目 予　算 予　算

前期繰越金 5,260,033 375,000

正会員会費 7,150,000 総会費 300,000

一般会員会費 340,000 基調講演講師費用 50,000

賛助会員会費 330,000 記念品費 25,000

正会員入会金 30,000 400,000

一般会員入会金 15,000 100,000

紹介手数料 2,000,000 委員会会議費 300,000

受取利息 100 企画環境委員会 30,000

雑収入 400,000 教育委員会 30,000

（新聞広告協賛金等） 組織委員会 30,000

広報委員会 30,000

ＣＳＲ委員会 30,000

総務委員会 30,000

60周年特別委員会 30,000

予備費 90,000

事業費 1,300,000

研修費 500,000

広告宣伝費 500,000

社会貢献活動費 200,000

雑費 100,000

900,000

岡山東支部研修費 100,000

岡山西支部研修費 100,000

岡山南支部研修費 100,000

倉敷南支部研修費 100,000

倉敷北支部研修費 100,000

津山支部研修費 100,000

レディースクラブ研修費 30,000

防災クラブ研修費 30,000

予備費 240,000

3,100,000

80,000

300,000

100,000

500,000

50,000

570,000

50,000

120,000

500,000

8,745,000

2,450,000

720,000

50,000

300,000

100,000

リース料 19,008

600,000

4,239,008

2,541,125

合　　　　　計 15,525,133 15,525,133

収入の科目 予　算 予　算

前期繰越金 5,001,590

一般会計より繰入 500,000

受取利息 100 5,501,690

合　　　　　計 5,501,690 5,501,690合　　　　　計

　　　　　積立金特別会計　収支予算(案)　一般社団法人岡山県損害保険代理業協会

       　自　2021年4月1日　至　2022年3月31日  単位：円

支出の科目

次期繰越金

印刷費

ブロック負担会費

合　　　　　計
収入会費　　（法人：246社×２５，０００円＝６，１５０，０００円）＋（個人：50人×２０，０００円＝１，０００，０００円）＝（合計：296人　７，１５０，０００円）

借室費

予備費

消耗品費

次期繰越金

顧問料

旅費交通費

渉外費

新聞図書費

管
理
費 雑費

給与手当

　　　         　2021年度　収支予算(案)　　一般社団法人岡山県損害保険代理業協会
     自　2021年4月1日　至　2022年3月31日  単位：円

事

業

費

日本代協会費

管理費の小計

役員活動費

租税公課

振替手数料

事務器具費

事業費の小計

積立金特別会計

支出の科目

通常総会費

理事・役員会議費

支部対策費

通信費



ＷＥＢ講演会テーマ 
 

「代理店の現状と課題」 

～金融庁ヒアリング体験からわかること～ 

 

 

中島氏は、平成28 年11 月に金融庁のモニタリング調査を受けた全国の代理店

100 社のうちの１社であり、さらに金融庁から直接訪問要請を受けた５社のう

ちの１社である（株）グッド・サポートの経営者です。 

代理店の『体制整備』や『募集人採用』について、金融庁が代理店に求めてい

る顧客本位の観点から、ヒアリング体験を通してお話いただきます。 

「ベストプラクティス」と金融庁からも評されている同社の取組みも交えて、

今後の代理店経営へのヒントが満載です。 

（株）グッド・サポート 

代表取締役 中島 克海 氏 
［日本代協 理事］ 
 

● 金融庁モニタリング対象代理店 
● 金融庁ヒアリング対象代理店 


