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倫 理 綱 領 

 

損害保険代理業は、損害保険業の発展を通じ、社会の安全を守り、福祉の向上に

貢献する公益性の高い職業である。 

社団法人日本損害保険代理業協会の正会員に加盟する全ての損害保険代理店並び

にその募集人は、社会が損害保険代理業に課する使命、責任、義務に深い自覚を持

ち、社会の信頼にこたえ、その繁栄に資するため、常に研鑽につとめる。 

  よって、ここに倫理綱領を定め、その遵守と実践を宣言する。 

 

１．われわれ損害保険代理業者は、損害保険ならびに代理店制度が社会の安定と福祉の

向上を図るため、最善の制度であることを確認し、損害保険の普及につとめるとと

もに、尊い職責を完全に果たし、消費者の信頼を高めるよう努力する。 

 

２．われわれ損害保険代理業者は、直接消費者に接する者として、常に知性、知識の研

磨につとめ、資質を向上させ、消費者の需要に的確に対応し、損害保険代理業者とし

ての機能を高度に発揮することを誓う。 

 

３．われわれ損害保険代理業者は、名誉を重んじ、秩序を守り、公正な募集活動を推進

し、同業者相互間においては、常に友好的関係を保持し、損害保険代理業の地位の向

上につとめる。 

 

４．われわれ損害保険代理業者は、損害保険会社及びその団体と友誼的関係を維持する

とともに、英知を結集し、損害保険業の発展に寄与する。 

 

５．われわれ損害保険代理業者は、損害保険業に対する公共の信頼を維持し、業務の適

切性および健全性を確保するため、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力

との関係遮断に向けて断固たる対応を行う。 

 

 

一般社団法人 日本損害保険代理業協会 
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総会次第 
                                        日時：２０１９年５月２８日（火） 

                                                午後 2 時より  

                                        場所： ホテルテラスザガーデン水戸 

 

1. 開会のことば  

 

2. 会長挨拶 

 

3. 来賓紹介           

      

4． 来賓祝辞 

            

5． 議   事 

    （１） 議長の選出・就任 

    （２） 定足数並びに資料の確認 

    （３） 議事録作成人及び署名人の選任 

    （４） 審議事項 

第１号議案    平成３０年度事業報告及び収支決算書承認の件 

第２号議案    令和元年度事業計画（案）及び収支予算書（案）承認の件 

第３号議案    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  

     

 

6． 報告・依頼事項 

 

７． 閉会のことば        

 

       〈 記念講演 〉 

        演題：『保険代理店のための家族信託』 

                講 師   一般社団法人 エンディングメッセージ普及協会 

                                理事長  安 田 まゆみ 氏 



第 1 号議案 

            平成３０年度  事業報告 

 

   平成 30 年度の事業活動の概況を下記の通り報告致します。 

 

1． 会議及びセミナー  

 

   （1） 理事会 (4 回開催) 

      〇平成 30 年 4 月 28 日  水戸市 茨城県開発公社    

議題   ①平成 29 年度事業報告および収支報告承認の件 

②平成 30 年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 

③平成 30 年度定時総会の件 

④臨時理事会開催の件 

⑤支部会運営・委員会運営の件 

      

 ○平成 30 年 6 月 21 日   つくば市 つくば研究支援センター 

議題   ①平成 30 年度茨城県代協事業計画の件 

②平成 30 年度各支部活動・委員会活動計画の件 

③常設委員会委員長選出の件 

④広報活動ホームページリニュアルの件 

⑤平成 30 年度茨城県代協数値目標の件 

⑥不公正募集報告の件 

 

〇平成 30 年 9 月 14 日  水戸市 茨城県開発公社   

議題   ①ホームページの作成・更新・維持管理の件 

②東関東ブロックセミナー開催県対応の件 

③国民年金基金募集の件 

④日本代協コンベンションの件 

                                              

〇平成 31 年 1 月 23 日   水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸 

議題   ①総会の件 

②ホームページの件 

                         

 

                         

（2）  総会    

平成 30 年 5 月 18 日（金）水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸  

出席者 249（委任状含） 

                                            

 



  

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告及び収支決算書承認の件 

         第 2 号議案 平成 30 年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 

         第 3 号議案 役員改選の件 

第 4 号議案 本総会の議決の主旨に反しない限りその修正を会長に一任する件 

                 

 

（3）  日本代協関係 

 

        ・ 総会             平成 30 年 6 月 14 日  損保会館 

        ・ 臨時総会          平成 31 年 3 月 8 日  損保会館 

        ・ 全国会長懇談会       平成 30 年 6 月 14 日  損保会館 

平成 31 年 3 月 8 日  損保会館 

・ 第 7 回日本代協コンベンション 

           平成 30 年 11 月 30 日～12 月 1 日 グランドニッコー東京台場 

・ 東関東ブロック協議会 

               平成 30 年 6 月 27 日   損保会館              8 名参加 

               平成 30 年 9 月 19 日   損保会館              9 名参加 

               平成 30 年 11 月 16 日   ホテルテラスザガーデン水戸  9 名参加     

               平成 31 年 2 月 16 日   損保会館               8 名参加 

・ 東関東ブロック協議会セミナー 

               平成 30 年 11 月 16 日   茨城県 ホテルテラスザガーデン水戸 

『 これからの代理店経営と保険業務 』  

               講師 日本損害保険代理業協会  理事  野元 敏昭 氏 

                 『 笑顔相続～生命保険提案へ』 

               講師 全国相続診断士会       会長  一橋 香織 氏 

                       

 

 

（4）  セミナー（４回開催） 

 

     ・ 平成 30年 5月 18日     水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸  96名参加 

           『 確実にお客様満足度が高まる公的年金アプローチとは 』   

講師  一般社団法人公的保険アドバイザー協会 山中 伸枝 氏 

・ 平成 30 年 8 月 29 日   つくば市 三井住友海上火災保険㈱つくば支社 14 名参加 

           『 保険代理店が知っておきたい法律知識 』 

                 講師  つくば中央法律事務所 堀越 智也 氏 

 

・ 平成 30 年 11 月 7 日   筑西市 茨城県立下館工業高校 216 名参加 

           『 安全運転啓蒙セミナー 』 

                 講師  茨城県代協 理事 青木 克広 氏 



  

 

・ 平成 31 年 1 月 23 日   水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸 51 名参加 

           『 代理店の賠責責任とコンプライアンス 』 

                講師  チャブ損害保険㈱  杉山 幹久 氏 

 

 

       

   （5） 損害保険トータルプランナー認定授与式 

 

        平成 31 年 1 月 23 日  水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸 

                                                          

 

（6） 支部会 

       水戸支部  平成 30 年 8 月 24 日 

       土浦支部  平成 30 年 8 月 29 日 

       県西支部  平成 30 年 7 月 27 日 

       鹿行支部  平成 30 年 6 月 24 日、平成 30 年 10 月 5 日、平成 31 年 2 月 22 日 

 

 

（7） その他 

       

平成 30 年 

茨城県地震保険・共済加入促進協議会設立総会   5 月 25 日 茨城県庁 

県西支部チャリティゴルフ                 6 月 8 日 ＪＧＭ笠間ゴルフ 

筑波山清掃ボランティア                  6 月 23 日 筑波山 

茨城県自動車盗難防止対策協議会           7 月 18 日 茨自販福祉センター 

自賠責保険無保険車追放キャンペーン     9 月 27 日 水戸市 水戸駅南口 

     車両盗難防止キャンペーン           10 月 5 日 水戸市 水戸駅北口、南口 

     地震保険キャンペーン              10 月 13 日 神栖市 神栖文化センター 

10 月 21、22 日 つくば市 カピオ 

地震保険・共済加入促進統一キャンペーン 10 月 31 日 水戸市 水戸駅北口・南口 

      

鹿行支部チャリティゴルフ            11 月 13 日 鹿島の杜カントリー倶楽部 

鹿島神宮清掃ボランティア               12 月 8 日 鹿島神宮境内の参道 

 

平成 31 年 

茨城県こどもを守る 110 番の家ネットワーク会議   2 月  7 日 水戸市県警本部 

ＤＲＰネットワーク全国大会            2 月 20 日 帝国ホテル                                                               

                         

 

 



  

2． 会員の増強について 

     

目標は 9名（日本代協キャンペーン目標）以上の増員でしたが、8名の減員に終わりまし

た。内訳は次の通りです。 

 

         平成 30 年 3 月末現在の会員数       249 名 

         新入会員数                      7 名 

         退会会員数                     15 名 

      正味増員数                    －8 名 

平成 31 年 3 月末現在の会員数      241 名 

 

支部別増減内訳  

 入会者 退会者 差引 現会員数 

水戸  3 5 -2 98 

土浦  2    4    -2 67 

県西  2    4 -2 52 

鹿行  0    2   -2 24 

合計 7   15   -8 241 

     

 

 

 

3． 新資格制度の受講及び損害保険トータルプランナーの資格取得 

        

（イ）第 7 期コンサルティングコース受講者は 30 名です。（平成 31 年 4 月開講） 

 

        （ロ）第 5 期コンサルティングコース合格者は 14 名です。 

合格者は『損害保険トータルプランナー』の称号を与えられました。    

    

4． 支部活動の支援 

 

支部活動費としては次の通り 

              水戸    12   万円 

              土浦    12  万円 

              県西    12  万円 

              鹿行    12   万円       計 48 万円 

 

 

 

 

 



  

5． 新日本代協プランの代理店賠責保険の導入 

 

    コンプライアンスについての認識が広まり、説明不足や誤った担保範囲の説明等で契約者

から訴えられるなど、代理店自らが、賠責問題に当事者として関与する事態が発生しておりま

す。新日本代協プランの賠償保険は、代協会員のみが加入できる制度です。 

茨城県代協正会員数 241 店〈31 年 3 月末現在〉のうち、加入者 214 店〈中途加入者： 4

店を含む〉代理店賠責保険加入率は、茨城県代協においては 88.8％になります。 

                             
 

 

 

 

 

 



平成30年度水戸支部事業報告

水戸支部長　小沼　弘幸

平成30年 6月26日 支部役員会 水戸市　あいおいニッセイ同和

平成３０年度事業運営について
参加者　　6名

平成30年 8月24日 第１回支部会開催 水戸市 損保ジャパン日本興亜

代理店の態勢整備について
参加者　 12名

平成30年 8月24日 支部役員会 水戸市 損保ジャパン日本興亜

１０月の支部会について
参加者　　5名

平成30年 9月 27日 自賠責保険無保険車追放キャンペーンの実施 水戸市 ＪＲ水戸駅南口
参加者　代協会員　6名、国交省　3名　

平成30年10月28日 水戸黄門漫遊マラソン 水戸市内
ボランティア参加　5名



平成３０年度土浦支部事業報告

土浦支部長　増田　剛也

平成30年6月15日 支部役員会 つくば市　(株)ハース
３０年度事業計画・役割分担 事務所
情報交換会
参加者　 8名

平成30年6月23日 筑波山清掃ボランティア　 つくば市　筑波山
筑波山神社境内脇より山頂までの清掃登山
土浦支部主催
参加者　50名

平成30年8月9日 支部役員会　 つくば市　三井住友海上
支部会開催に向け打合せ つくば支社
情報交換会
参加者 　6名

平成30年8月29日 土浦支部会 つくば市三井住友海上
茨城県代協指定弁護士　堀越氏による つくば支社
「保険代理店が知っておきたい法律知識」
参加者　14名

平成30年10月3日 支部役員会 つくば市三井住友海上
地震保険キャンペーン打合せ つくば支社
情報交換会
参加者　 8名

平成30年10月20日 地震保険普及キャンペーン つくば市つくばカピオ
つくば産業祭会場にてチラシ（400名分）配布 　
会場建物内にて保険相談ブース開設
参加者　 8名



平成30年度県西支部事業報告
   

                     県西支部長　仁平　光男

平成30年 6月 8日 チャリティゴルフコンペ及び懇親会 笠間市
会員8名　保険会社2名 JGM笠間ゴルフ

平成30年 6月1１日 桜川市社会福祉協議会へ　チャリティ金30,000円　寄付

平成30年 6月29日 下館工業高校セミナー打ち合わせ 筑西市
理事3名　担当教員と打合せ 県立下館工業高校
開催予定日　11月７日　午後

平成30年 7月27日 支部会及び懇親会 筑西市
各社ロードサービスについての説明及び質疑応答 東京海上日動火災
会員14名　保険会社6名 保険(株)下館支社
懇親会　会員10名非会員1名保険会社6名参加 筑西市

平成30年10月18日 支部役員会開催 筑西市
下館工業高校セミナー打ち合わせ RISE&rise
出席理事　5名

平成30年11月 7日 茨城県立下館工業高校安全運転啓蒙セミナー 筑西市
高校3年生216名　教員8名　代協会員　6名参加 茨城県立下館工業高校

セミナー終了後の反省会 筑西市
出席理事　 4名 ココス



平成30年度鹿行支部事業報告

鹿行支部長　中川　英樹

平成30年 4月23日 支部役員会 神栖市
役員改選の件・各委員会と事務局の役割 アトンパレスホテル
新年度鹿行支部の運営について
 参加者　7名（新旧役員、候補者含む）

平成30年 6月14日 第１回支部会開催 神栖市　
鹿行支部役員・新体制について 三井住友海上
事業活動報告・新年度事業計画について 鹿島支社
各損害保険会社とのフリートーク：
『自動車保険各社の割引、事故防止取組と提供状況』
　 参加者　19名  　懇親会　13名

平成30年10月 5日 第２回支部会開催 神栖市　
東関東ブロックセミナー開催について 損保ジャパン日本興亜
タイムズカーレンタルとの業務提携について 鹿島支社
各損害保険会社とのフリートーク：
『火災保険について～災害事故対応・各社商品比較』
　 参加者　21名  　懇親会　17名

平成30年10月13日 地震保険普及キャンペーン 神栖市　
かみすフェスタ2018会場でリーフレット配布 神栖文化センタ－前
代協活動と地震保険の啓蒙活動（450部配布） 平和の塔
　 参加者　13名  　昼食会　12名

平成30年11月10日 鹿行支部親睦チャリティーゴルフコンペ 鹿嶋市
プレー終了後懇親会を行う 鹿島の杜
参加者11名（会員　6名　保険会社5名含） カントリ－クラブ

平成30年11月13日 鹿行支部社会貢献活動 茨城新聞社
11月10日　鹿行支部コンペチャリティ－ 茨城新聞文化福祉事業団
参加者協賛金　22,000円　寄付 鹿嶋支局
支部役員２名にて訪問

平成30年12月 6日 支部役員会
鹿島神宮清掃ボランティア打ち合わせ 鹿嶋市

参加者　6名 きのうちエージェンシー
事務所

平成30年12月 8日 第8回　鹿島神宮清掃ボランティア 鹿嶋市
4班に分かれ、境内～参道の掃き清掃を行う 鹿島神宮　境内、参道
参加者105名（大人94名、子供11名 内会員44名）

平成31年 1月29日 支部役員会 神栖市
支部会開催の打ち合わせ 平和保険センター

参加者  5名 事務所

平成31年 2月22日 第３回支部会開催 鹿嶋市
日本代協アカデミー構築について あいおいニッセイ同和
代協提携事業者について 鹿島支社
各損害保険会社とのフリートーク：
『各社自動車保険の改訂内容』『法人向け生保販売』
　 参加者　21名  　懇親会　14名



平成30年度教育委員会事業報告

教育委員長　霜村　裕通

平成30年 4月28日 第1回委員会 水戸市
コンサルティングコース募集総括 茨城県開発公社ビル

平成30年 6月21日 第２回委員会 つくば市
コンサルティングコースセミナーについて つくば市研究支援センター
　

平成30年 6月 27日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
コンサルティングコース募集について
コンサルティングコースセミナーについて
旧認定保険代理士の資格更新フォローについて（第2・5・8・11・14期）

平成30年 8月 21日 第６期第１回コンサルティングコースセミナー １－１開催
霜村委員長出席 東京　損保会館

平成30年 8月 31日 旧認定代理士資格更新状況確認（第2・5・7・11・14期）
13名更新済、11名受験申込済
14名受験申込予定、3名更新せず　 東関東ブロック報告

平成30年 9月 4日 第６期第１回コンサルティングコースセミナー １－２開催
霜村委員長出席 東京　損保会館

平成30年 9月 18日 第６期第１回コンサルティングコースセミナー １－３開催
霜村委員長、北野委員出席 東京　損保会館

平成30年 9月 19日 第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
コンサルティングコース募集について
東関東ブロック目標73名　茨城県目標16名　決定
　　募集期間　平成30年12月１日より平成31年２月15日迄

平成30年10月 3日 第６期第１回コンサルティングコースセミナー １－４開催
霜村委員長出席 東京　損保会館

平成30年11月14日 第６期第２回コンサルティングコースセミナー ２－１開催
霜村委員長出席 東京　損保会館

平成30年11月16日 第３回東関東ブロック協議会 水戸市
コンサルティングコース募集について テラスザ・ガーデン水戸

平成30年11月30日 旧認定代理士資格更新状況確認（第2・5・8・11・14期）
25名中21名更新済、4名受験申込済　　東関東ブロック報告

平成30年12月 1日 第７期コンサルティングコース募集開始
各支部理事により各保険会社支店及び支社へ募集案内文、募集要項配布

平成30年12月 5日 第６期第２回コンサルティングコースセミナー ２－２開催
霜村委員長、井上副委員長出席 東京　損保会館

平成31年 1月16日 第６期第２回コンサルティングコースセミナー ２－３開催
霜村委員長出席 東京　損保会館



平成31年 2月 5日 第６期第２回コンサルティングコースセミナー ２－４開催
霜村委員長、井上副委員長出席 東京　損保会館

平成31年 2月15日 第7期コンサルティングコース募集終了
茨城県目標16名　受講者30名

平成31年 2月22日 第４回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
第7期コンサルティングコース募集の総括
第7期コンサルティングセミナー日程協議



平成30年度組織委員会事業報告
                  組織委員長　仁平　光男

平成30年 4月28日 委員会 茨城県開発公社ビル
平成30年2月16日東関東ブロック協議会の報告
平成30年度組織委員会体制について

平成30年 5月26日 新入会員オリエンテーション 筑西市
新入会員事務所にて実施

平成30年 6月6日 新入会員オリエンテーション 坂東市
新入会員事務所にて実施

平成30年 6月29日 第1回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
各県代協と情報交換

平成30年 9月19日 第2回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
国民年金基金募集について
会員拡大について

平成30年 10月12日 あいおいニッセイ同和業務連絡会 あいおいニッセイ同和
代理店賠責について 　　下館支社

平成30年 10月14日 東京海上日動火災業務連絡会 東京海上日動火災
代理店賠責について 　　下館支社

平成30年 10月15日 東京海上日動火災業務連絡会 古河市　ネーブルパーク内
代理店賠責について

平成30年 10月18日 日新火災研修会 日新火災　つくば支店
代理店賠責ＰＰ配布

平成30年10、11月 国民年金基金キャンペーン

平成30年 11月17日 第3回東関東ブロック協議会
国民年金基金募集について テラスザガーデン水戸
会員拡大について

平成30年 12月21日 損保ジャパン日本興亜業務連絡会 損保ジャパン日本興亜
代理店賠責説明会及びセミナー案内 　　下館支社

平成3１年 2月22日 第4回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
各県代協と情報交換

平成3１年 2,3月 全国会員増強キャンペーン

水戸市



平成30年度企画環境委員会事業報告

企画環境委員長　田中　仁視

平成30年 4月 25日 第1回日本代協企画環境委員会 あいおいニッセイ同和損保
不公正募集事案について 横浜支店
ディーラー対抗策の提示を議論

平成30年 4月 28日 第1回委員会 茨城県開発公社ビル
保険代理店賠責セミナー実施について
代協提携事業の開拓

平成30年 6月 21日 第2回委員会 つくば研究支援センター
不公正募集報告の更なる情報提供のお願い
代理店賠責保険の加入推進

平成30年 6月 27日 第1回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
リタイアメントプランについて
銀行窓販チラシのリニューアル版を作成中

平成30年 6月 28日 第2回日本代協企画環境委員会 東京　日本代協会議室
各保険会社からのセミナー開催要請に代協がしっかり応じる
代協ならではのリタイアメントプラン策定を検討

平成30年 9月 14日 第3回委員会 茨城県開発公社ビル
保険代理店賠責セミナー日程の件

平成30年 9月 19日 第2回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
自動車共済保険の件
高齢者安全運転診断について

平成30年10月  3日 第3回日本代協企画環境委員会 東京　日本代協会議室
不公平募集対応の標準形の策定
銀行窓販チラシの手直し

平成30年11月 16日 第3回東関東ブロック協議会 ホテルテラスザガーデン水戸
保険代理店のための経営セミナー
[これからの代理店経営と保険業界]　日本代協　野元氏
[笑顔相続～生命保険提案へ]　全国相続診断士会　一橋氏

平成31年 1月 22日 第4回日本代協企画環境委員会 東京　日本代協会議室
銀行窓販チラシのリニューアル版を提供
ディーラー対抗策となり得る事例の収集を継続

平成31年 1月 23日 第4回委員会 ホテルテラスザガーデン水戸
保険代理店賠責セミナー実施
チャブ損保　杉山氏

平成31年 2月 22日 第4回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
（南関東ブロック合同）
不公正募集報告の更なる情報提供のお願い
不公正募集について意見交換



平成30年度茨城代協ＣＳＲ事業報告書

ＣＳＲ委員長　根本　保

平成30年 4月28日 第1回委員会 水戸市
今年度活動予定の確認 茨城県開発公社

平成30年 5月25日 茨城県地震保険・共済加入促進協議会設立総会 水戸市　茨城県庁

茨城県地震保険・共済加入促進協議会会長選出
平成29年度事業報告

平成30年度事業計画（案）について

平成30年 6月21日 第2回委員会 つくば市  

茨城県地震保険・共済加入促進協議会設立総会 つくば研究支援センター
参加報告
平成30年度事業計画（案）について

平成30年 6月27日 第1回東関東ブロック協議会 東京　  損保会館
今年度事業計画と予算について

平成30年 7月18日 平成３０年度茨城県自動車盗難防止対策協議会総会 水戸市　
県内の犯罪発生状況について 茨自販福祉センター
県内における自動車盗難の現状について
平成29年度事業報告・平成30年度事業計画（案）

平成30年 9月14日 第3回委員会 水戸市　
活動予定について 茨城県開発公社ビル

平成30年 9月19日 第2回東関東ブロック協議会 東京　　損保会館
今年度セミナー開催について

平成30年 9月27日 自賠責保険無保険車追放キャンペーン 水戸市　水戸駅南口
　 　　 代協ベスト・のぼりを活用しリーフレット配布

参加者　代協会員 6名・国交省　3名

平成30年10月 5日 車両盗難防止キャンペーン 水戸市　水戸駅北口、南口
代協ベスト・代協のぼり活用しリーフレット配布
参加者 代協5名 保険会社8社・損保協会・その他32名

平成30年10月13日 地震保険普及キャンペーン（鹿行支部） 神栖市
チラシ・リーフレット・ティッシュ配り かみすフェスタ2018会場
参加者13名

平成30年10月20日～地震保険普及キャンペーン（土浦支部） つくば市
　　　21日 チラシ・リーフレット・ティッシュ配り つくば産業祭（出店）

参加者　 8名

平成30年 10月31日地震保険加入促進キャンペーン
代協ベスト・代協のぼり活用しリーフレット配布 水戸市　水戸駅北口、南口
参加者　代協6名　他、損保各社・共済各団体・
損害保険協会　約50名



平成30年11月16日 第3回東関東ブロック協議会 水戸市
各代協の進捗状況について ホテル・テラスザガーデン

平成31年 1月23日 第4回委員会 水戸市
次年度年間行事計画案ついて ホテル・テラスザガーデン

平成31年 2月7日 茨城県こどもを守る１１０番の家ネットワーク会議 水戸市　県警本部
子どもを守るための施策等
不審者情報の推移と傾向
参加者　77団体（ＣＳＲ　1名　参加）



茨城県開発公社ビル

〇 島根　昌明 〇 今郡　英治 〇 小沼　弘幸 〇 仁平　光男 × 増田　剛也

〇 和田　博巳 〇 葉山　力哉 × 相澤　一久 × 青木　克広 〇 秋葉　吉正

〇 石田　　洋 〇 大久保　恵子 × 岡田　　淳 × 岸　　清壽 × 北野　大輔

× 倉持　博之 ○ 酒井　　　務 × 霜村　裕通 × 田中　仁視 〇 飛田　俊弘

〇 中川　英樹 ○ 根本　　保 × 野口　武雄 〇 橋本　輝男 × 羽成　　純

〇 半澤　　眞 〇 平岡　叔道 ○ 平野　雅彦 〇 廣瀬　　 優

監事 〇 櫻井　保司 〇 広瀬　健司

議事録
作成人

議事録
署名人

1. 開会宣言 13：30 小沼副会長

2. 会長挨拶 島根会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任

（2）　定足数の確認及び資料の確認

　理事29名中18名出席、定数を満たし理事会が成立することを確認

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　議事録作成人：仁平光男  、議事録署名人：島根　昌明、櫻井　保司

（4）　前回議事録の承認

　全会一致で承認

4. 報告・依頼事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸 小沼支部長

平成30年3月23日　支部会　・　ボーリング大会開催 大学ボウル水戸店

　各保険会社と代理店の情報交換　　代協会員　6名　保険会社　5名　参加

土浦 増田支部長

平成30年2月23日　支部会　・　セミナー開催 あいおいニッセイ同和損保㈱

　次世代に向けた営業戦略・システムについて　8名参加 つくば支社

島根　昌明 櫻井　保司

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成30年度第1回理事会議事録

2018年4月28日(土）　　13：30開催日時

開催場所

理事

仁平　光男



県西 仁平支部長

平成30年3月16日　支部セミナー開催 東京海上日動火災保険㈱

　　助成金活用セミナー　講師：白石健吾氏（株）トレジャーエージェンシー　 下館支社

会員　10名　非会員　2名　保険会社　3名　参加

鹿行 今郡支部長

平成30年2月19日　支部会開催　　 あいおいニッセイ同和損保㈱

　　今後の予定確認、各委員会からの報告書、会員向けサービスのご案内 鹿島支社

　　各保険会社より平成30年1月改定の自動車保険についての説明

　　　　　　会員　22名参加　　　懇親会　19名参加

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　 仁平委員長

平成30年2月　6日　第5期コンサルティングコース開催④仁平委員長出席 損保会館

平成30年2月14日　第5期コンサルティングコース開催⑤ 損保会館

　　　　仁平委員長・霜村委員出席

平成30年2月16日　東関東ブロック協議会出席 損保会館

　　コンサルティングコース募集の総括

　　東関東ブロック協議会次期ブロック委員について

平成30年3月　8日　第5期コンサルティングコース開催⑥仁平委員長出席 損保会館

企画環境 橋本委員長

平成30年1月18日　代理店賠責セミナー開催 ホテルグランド東雲

　　会員　42名　非会員　1名　保険会社　7名　参加

平成30年2月16日　東関東ブロック協議会出席 損保会館

組織 秋葉委員長

平成30年1月18日　委員会開催 ホテルグランド東雲

　　オリエンテーション開催準備

平成30年2月16日　東関東ブロック協議会出席 損保会館

　会員増強の各県代協との情報交換

3月末現在の会員増強、国民年金基金加入状況

　会　　員　　　　　　入会　9　　退会　8　　増減　+1　

　国民年金基金　　加入　0

ＣＳＲ　 飛田委員長

平成30年1月27日　茨城県地震防災セミナー開催 水戸生涯学習センター

　　茨城県の地震リスク、地震災害時のEV自動車活用　　会員10名参加



平成30年 2月15日　　こどもを守る110番の家ネットワーク会議 茨城県警察本部

      茨城県こどもを守る110番の家ネットワークについて

      県におけるこどもを守るための施策等

      行方不明児童の発見保護活動について

参加者66団体（ＣＳＲ委員1名参加）

平成30年2月16日　東関東ブロック協議会出席 損保会館

　　今年度の活動報告と達成状況の確認

事務局 葉山事務局長

平成29年度会費未納会員入金完了（平成30年3月16日）

5. 審議事項

第1号議案　平成29年度事業報告及び収支報告承認の件

和田専務理事より事業報告の説明がある

引き続き、葉山事務局長より収支報告書の説明がある

事業報告とともに、全会一致で承認された

第2号議案　平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

和田専務理事より事業計画（案）について説明がある

引き続き、葉山事務局長より平成30年度収支予算書の説明がある

事業計画案、収支予算案とも全会一致で承認された

第3号議案　平成30年度定時総会の件

和田専務理事より、30年度定時総会の式次第等、内容の説明がある

引き続き、運営進行の役割分担の協議、各担当者を選出した

いずれも全会一致で承認された

6. 協議事項

第1号議案　臨時理事会開催の件

今年度は役員改選のため、総会で承認された理事で当日開催の必要

就任承諾書の署名他、議案は会長、副会長、専務理事、常務理事の選出

第2号議案　支部会運営・委員会運営の件

和田専務理事より、各支部、委員会の前年以上の活動要請あり

その他

橋本理事より、他県で代理店合併に伴い理事の重複が出てきている問題の指摘

葉山事務局長より、交通費の支払い変更の提案あり、引き続き協議していくこととする

ホームページ掲載される写真について、個人情報をどうするのか検討



7. 監事講評

消費者団体との懇談をどの支部も積極的に開催して欲しい

年間の理事出欠一覧表で欠席者が目立つ　　　　　　　　　　　　　  桜井監事

各理事は責任を全うして欲しい

2年間監事として勉強になった。理事には今後も頑張ってほしい  広瀬監事

8. 次回開催日時、場所の確認

㋅21日　つくば市　つくば研究支援センター　　議事録担当支部　土浦支部

9． 閉会宣言 15:00  今郡副会長



2018年6月21日(木）　　13:30

つくば研究支援センター

理事 ○ 島根　昌明 ○ 増田　剛也 ○ 橋本　輝男 ○ 小沼　弘幸 ○ 仁平　光男

○ 中川　英樹 ○ 和田　博巳 ○ 飛田　俊弘 ○ 青木　克広 ○ 秋葉　吉正

○ 石田　　洋 ○ 井上　達也 ○ 大久保　恵子 × 岡　田　　淳 ○ 河合　貴広　

○ 岸　　清壽 × 北野　大輔 ○ 木之内美智子 × 酒　井　　務 ○ 酒寄　隆弘

○ 霜村　裕通 ○ 下田　幸行 ○ 柴　　達朗 ○ 田中　仁視 × 根　 本　 保

× 羽成　　純 ○ 半澤　　眞 ○ 平野　雅彦 ○ 廣瀬　　 優

監事 ○ 今郡　英治 ○ 小室　能夫

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会　13：30～14：00

1. 開会宣言 14:00 橋本副会長

2. 会長挨拶 島根会長

3. 理事・監事自己紹介

4. 議　　　事

（1）　議長就任

（2）　定足数の確認及び資料の確認

　理事29名中24名出席、定数を満たし理事会が成立することを確認

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　議事録作成人：酒寄隆弘  、議事録署名人：島根昌明、小室能夫　

（4）　前回議事録の承認

　全会一致で承認

5. 報告・依頼事項

支部　（水戸、土浦、県西、鹿行）

水　戸 小沼支部長

平成30年 　6月 26日　　支部会開催予定

島根　昌明 小室　能夫

酒寄　隆弘

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成30年度第2回理事会議事録

開催日時

開催場所



土　浦 増田支部長

平成30年　6月15日　　支部役員会 8名参加 (株)ハース事務所

　筑波山清掃登山の件

　年間活動計画について

県　西 仁平支部長

平成30年　6月　8日　　チャリティゴルフコンペ及び懇親会開催 JGM笠間ゴルフクラブ

　会員　8名、保険会社　2名　参加　

平成30年　6月11日　　桜川市社会福祉協議会へチャリティ金30,000円を寄付

　仁平支部長、橋本会員で持参

鹿　行 中川支部長

平成30年　4月23日　支部役員会 7名参加 神栖市　アトンパレスホテル

　新旧役員顔合わせ、各員会担当者決め

平成30年　6月14日　支部会 三井住友海上火災㈱

　 鹿島支社

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教　育 仁平委員長

前回理事会以降報告、依頼事項なし

企画環境 田中委員長

平成30年1月30日　日本代協企画環境委員会開催　東関東ブロック企画環境橋本委員長出席

　ディーラー向け警告チラシに代理店名を記載し利用できるようになった

　自動車販売店へ各代協会長名にて警告文を送付することを推奨する

【報告事項】

　毎年1月～3月までは車両入替が増加するため、販売店警告チラシと不公正募集案件報告を

　事前に送付し、ディーラー対策を行ったところ、不公正募集（中途解約）の情報が5件あり、

　会員へのフォローを実施した結果、下記の意見があったのでご報告いたします

　　　①　今回解約となり報告をためらったが、相談してよかった

　　　②　解約となったが警告チラシは効果がありそう

　　　③　今後チラシを活用していきたい

　　　④　特約の解釈の違いにより解約を防止できた

　今後もみなさまの情報をお待ちしております



組　織 秋葉委員長

平成30年　4月28日　組織委員会開催 茨城県開発公社ビル

　平成30年2月16日　東関東ブロック協議会参加の報告

　平成30年度組織委員会体制について

平成30年　5月26日　新入会員オリエンテーション

　新入会員　T代理店事務所にて実施　　講師：秋葉委員長

平成30年　6月　6日　新入会員オリエンテーション

　新入会員　H代理店事務所にて実施　　講師：秋葉委員長

5月末現在の会員増強、国民年金基金加入状況

　会　　員　　　　　　入会　2　　退会　1　　増減　+1　

　国民年金基金　　加入　0

ＣＳＲ 根本委員長

平成30年　5月25日　茨城県地震保険・共済加入促進協議会総会 茨城県庁

　　　根本委員長、飛田常務理事参加

　協議会会長選出について、平成29年度事業報告について、

　平成30年度事業計画(案）について

　　　○平成30年8月11日　地震防災訓練への参画　　鹿嶋市総合防災訓練

　　　○平成30年9月～11月　　地震保険・共済加入促進キャンペーン（9月：防災月間）

　　　○平成30年11月5日　地震保険・共済加入促進統一キャンペーン（津波防災の日）

事務局 葉山事務局長

　　平成３０年度定時総会欠席会員に定時総会資料発送

　　「会員名簿登録内容確認・変更届出書兼会費確認書」を全会員に発送

6. 審議事項

第1号議案　平成３０年度茨城県代協事業計画の件

和田専務理事より、今年度事業計画の説明があり、審議の結果全会一致で承認された

第2号議案　平成３０年度各支部活動・委員会活動計画の件

各支部長及び各委員長より活動計画の説明がある。活動予定表の通り承認された。

第3号議案　常設委員会委員長選出の件

審議の結果、教育委員長に霜村裕道、組織委員長に仁平光男、企画・環境委員長に田中仁視、

CSR委員長に根本保の各氏が選出された。また広報委員については飛田俊弘、酒寄隆弘の

各氏が兼務することになる。続いて島根会長から各役職の役割分担についての説明がある。



第4号議案　広報活動、ホームページリニュアルの件（当日上程議案）

　 島根会長よりホームページリニューアルの件について議案提案・説明があったが、別途協議

する事項が必要の為、継続審議となった。

7. 協議事項

第1号議案　平成３０年度茨城県代協数値目標の件

（会員増強、国民年金基金加入者、コンサルティングコース受講者）

和田専務理事より、目標数値については担当委員会で協議中との説明。継続協議。

また、東関東ブロックセミナーについての内容等の説明がある。

第２号議案　不公正募集の報告の件

全会員に周知し、早期発見、早期報告して頂くことが必要との認識で一致。

不祥事案についても早期に発見することが重要、継続的な情報提供を求めることとする。

8. 監事講評

審議事案について、まだ不確定な議案についてはこの場で審議すべきではない。　　

9. 次回開催日時、場所の確認 ９月14日　水戸市　茨城県開発公社

議事録担当　水戸支部

10． 閉会宣言 15:30 増田副会長



茨城県開発公社ビル

〇 島根　昌明 〇 増田　剛也 〇 橋本　輝男 〇 小沼　弘幸 〇 仁平　光男

〇 中川　英樹 〇 和田　博巳 〇 飛田　俊弘 〇 青木　克広 〇 秋葉　吉正

〇 石田　　洋 〇 井上　達也 〇 大久保　恵子 × 岡　田　　淳 〇 河合　貴広　

× 岸　　清壽 × 北野　大輔 × 木之内美智子 × 酒　井　　務 〇 酒寄　隆弘

〇 霜村　裕通 × 下田　幸行 〇 柴　　達朗 〇 田中　仁視 〇 根　 本　 保

× 羽成　　純 〇 半澤　　眞 〇 平野　雅彦 廣瀬　　 優

監事 〇 小室　能夫 〇 今郡　英治

事務局長〇 葉山　力哉

議事録
作成人

議事録
署名人

1. 開会宣言 13:30 橋本副会長

2. 会長挨拶 島根会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任 島根会長

（2）　定足数の確認及び資料の確認 葉山事務局長

　理事28名中21名出席、定数を満たし理事会が成立することを確認

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　議事録作成人： 半澤　眞 、議事録署名人：島根　昌明、今郡　英治

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認

4. 報告・依頼事項

支部　（水戸、土浦、県西、鹿行）

水　戸 小沼支部長

平成30年 　6月 26日　　支部役員会　7名参加 あいおいニッセイ同和損保㈱

今年度事業計画について　　 茨城支社

平成30年 　8月 24日　　支部役員会　7名参加 損保ジャパン日本興亜㈱

今年度後半事業計画について　　 日立支社

平成30年 　8月 24日　　支部会会員　12名、　保険会社　2名　参加 損保ジャパン日本興亜㈱

テレマティクス自動車保険について（あいおいニッセイ同和社員による研修会） 日立支社

１．トヨタ自動車とあいおいニッセイ同和の戦略

２．体制（態勢）整備、意向把握についての勉強会

島根　昌明 今郡　英治

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成30年度第3回理事会議事録

2018年9月14日(金)　　13:30開催日時

開催場所

理事

半澤　眞



土　浦 増田支部長

平成30年　6月23日　　筑波山清掃登山　　50名参加

平成30年　8月29日　　支部セミナー 三井住友海上㈱　つくば支社

　保険代理店が知っておきたい法律知識　　14名参加

　　　　講師　：　つくば中央法律事務所　堀越智也弁護士

県　西 仁平支部長

平成30年　6月　29日　　 下館工業高校

　下館工業高校生対象の交通事故及び自動車保険セミナーについての打合せ　3名参加

　　　平成30年11月7日　午後開催予定

平成30年　7月27日　　支部会及び懇親会 東京海上日動火災保険㈱

　各社ロードサービスについての説明および質疑　会員　14名　保険会社　6名　参加 下館支社

　懇親会　会員　10名　非会員　1名　保険会社　6名　参加

鹿　行 中川支部長

    平成30年10月５日　損保ジャパン日本興亜鹿島支社にて第２回支部会開催予定

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教　育 霜村委員長

平成30年　6月29日　第1回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　コンサルティングコースセミナーの件

　トータルプランナー資格更新勧奨の件

平成30年　8月21日　第1回コンサルティングコースセミナー　94名出席 損保会館

平成30年　9月　4日　第2回コンサルティングコースセミナー予定

茨城県代協会員トータルプランナー資格更新勧奨　　8月現在

　　更新済　13名、　　受験申込済　11名、　　受験申込予定　14名、　　　　　

　　廃業　　2名、　　更新せず　　1名

企画環境 田中委員長

平成30年　6月29日　第1回東関東ブロック協議会出席 損保会館

 ①不公平募集の情報提供について

　　会員の皆様からの情報収集を強化する

 ②レッドカードチラシについて

　　ディーラー対策としてチラシ作成の見直し、チラシに代理店名は入れられるのか検討

 ③ハッピーリタイヤプランについて

　　高齢で代理店業務を継続できない店主の救済事業、すでに西日本方面では活発に

　　行われている事業

　　保険会社主導ではなく、代協メンバーでの合併、提携強化を図る

 ④代理店賠責について

　　代理店賠責の重要性を訴え会員増強につなげる

　　代理店賠責セミナーの説明会の継続

依頼事項

日本代協から不公平募集の情報提供を呼びかけられています。問題の大小を問わず

情報提供をよろしくお願いします



組　織 仁平委員長

平成30年　6月29日　第1回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　各県代協との情報交換

    前回理事会以降報告・依頼事項なし

ＣＳＲ 根本委員長

平成30年 6月29日　第1回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　各県代協との情報交換

平成30年 7月18日　平成30年度茨城県自動車盗難等防止対策協議会茨自販福祉センター

　県内の犯罪発生状況について

　管内における自動車盗難の現状と対策

　　1．警察との連携強化　2．官民合同PTの活動強化　3．イモビライザーの標準装備

　　4．盗難機器の不当所持の規制　5．ヤード対策　6．不正輸出対策の強化

　茨城県ヤードにおける自動車の適正な取り扱いの確保に関する条例の概要

各種キャンペーンについて,

　「防災マップコンクールの募集」についての説明、また9月27日に「自賠責保険無保険追放

キャンペーン」の案内、さらに、10月5日の「盗難防止の日」取組について説明があった

事務局 葉山事務局長

平成30年 7月 30日　　年会費徴収案内全会員に発送

平成30年 8月　6日　　平成30年度年会費徴収　　未納者6名　（9月14日現在）

平成30年 8月 29日　  各支部へ活動費支出

平成30年度　日本代協年会費納入　　　234名（未納者7名分除く）

平成30年度　政治連盟年会費納入 　　

平成30年度会費未納者6名には9月14日再請求

5. 審議事項

第1号議案　ホームページの作成・更新・維持管理の件 飛田常務、酒寄理事

　酒寄理事より、現在の問題点及び課題を提示され、それに対応したホームページ作成が必要。

それに伴い、ホームページのサンプル及び見積りを提示。全会一致で承認された。

第2号議案　東関東ブロックセミナー開催県対応の件 橋本実行委員長

　橋本実行委員長より、日本代協東関東ブロックセミナーの日時、場所、セミナー内容及び予算の説明がある。　

また、想定人数を超えた場合の予算についての補足説明があり、全会一致で承認された。

6. 協議事項

国民年金基金募集の件 仁平委員長

　仁平理事より、改めて国民年金基金の説明が行われ募集状況を確認。

第8回日本代協コンベンションの件 和田専務理事

　和田専務理事より、今年度の日程は、11月30日から12月1日にかけての開催となる。

また、茨城県代協の枠は6名であるが、現時点で5名の申込があるので調整することとする。



7. 監事講評

　今回は、時間的にもスムーズな進行で大変良かった。 小室監事

　理事会レジュメが、事前にメールで送信され大変良かった。 今郡監事

9. 次回開催日時、場所の確認 2019年1月

議事録担当　鹿行支部

10. 閉会宣言 15:15 増田副会長



ホテルテラスザガーデン水戸

○ 島根　昌明 ○ 増田　剛也 ○ 橋本　輝男 ○ 小沼　弘幸 ○ 仁平　光男

○ 中川　英樹 ○ 和田　博巳 ○ 飛田　俊弘 ○ 青木　克広 ○ 秋葉　吉正

○ 石田　　洋 ○ 井上　達也 ○ 大久保　恵子 × 岡　田　　淳 ○ 河合　貴広　

○ 岸　　清壽 ○ 北野　大輔 ○ 木之内美智子 × 酒　井　　務 ○ 酒寄　隆弘

○ 霜村　裕通 ○ 下田　幸行 × 柴　　達朗 ○ 田中　仁視 ○ 根　 本　 保

× 羽成　　純 ○ 半澤　　眞 ○ 平野　雅彦 ○ 廣瀬　　 優

監事 ○ 小室　能夫 ○ 今郡　英治

事務局長× 葉山　力哉

議事録
作成人

議事録
署名人

1. 開会宣言 13:00 増田副会長

2. 会長挨拶 島根会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任 島根会長

（2）　定足数の確認及び資料の確認

理事29名中２５名出席、定数を満たし理事会が成立することを確認

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

議事録作成人：石田洋　　議事録署名人：島根昌明、小室能夫

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認

4. 報告・依頼事項

支部　（水戸、土浦、県西、鹿行）

水　戸 小沼支部長

平成30年9月27日　自賠責保険無保険車追放キャンペーンの実施 水戸駅南口

　　代協会員　6名　国土交通省　3名　参加

平成30年10月5日　平成30年度「自動車盗難防止キャンペーン」 水戸駅

　　代協会員　5名　保険会社、損保協会、その他　46名参加

平成30年10月28日　水戸黄門漫遊マラソンボランティア 水戸市内　

島根　昌明 小室　能夫

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会：平成30年度第4回理事会議事録

2019年1月23日(水)　　13:00開催日時

開催場所

理事

石田洋



　　代協会員　5名参加

平成30年10月31日　地震保険・共済加入促進街頭活動 水戸駅

　　代協会員　6名参加　損保協会、保険会社各社、共済各団体　50名参加

土　浦 増田支部長

平成30年10月3日　　支部役委員会　　8名参加 三井住友海上　つくば支社

　　地震保険キャンペーン打合せ　

　　次回支部会開催についての打合せ　

平成30年10月20日～21日　地震保険啓発・普及キャンペーン実施 つくば市カピオ

　　つくば市産業祭　8名参加

県　西 仁平支部長

平成30年10月18日　支部役員会 筑西市　Rise＆ｒｉｓe事務所

　　11月7日開催の下館工業高校安全運転啓蒙セミナーについて打合せ　　5名参加

平成30年11月7日　下館工業高校安全運転啓蒙セミナー開催  茨城県立下館工業高校

　　高校3年生　216名　教員　8名　代協会員　6名　参加

平成30年11月7日　セミナー終了後反省会及び次回支部会開催について  筑西市内

　　代協会員　4名参加

鹿　行 中川支部長

平成30年10月5日　支部会開催 損保ジャパン日本興亜

　　今後の行事予定の確認と東関東ブロックセミナーへの参加依頼 鹿島支社

　　火災保険について

　　支部会　21名参加　懇親会　17名参加

平成30年10月13日　鹿行支部地震保険啓発・普及キャンペーン実施 神栖市　神栖文化センター

　　かすみフェスタ2018会場　13名参加

平成30年11月10日　支部親睦ゴルフコンペ開催 鹿嶋市

　　　会員　6名　保険会社　5名　参加 　　鹿島の杜カントリー倶楽部

平成30年11月13日　チャリティー金文化事業団へ持参 鹿嶋市　

　　鹿島支部理事　2名にて持参 　　茨城新聞社　鹿嶋支社

平成30年11月24日　茨城新聞に掲載

平成30年12月6日　支部役員会 きのうちエージェンシー事務所

　　鹿島神宮清掃ボランティア打合せ、役割の確認

　　　理事　5名　今郡監事　　参加

平成30年12月8日　鹿島神宮清掃ボランティア 鹿嶋市

　　会員　44名　保険会社　55名　提携業者　6名　参加 　　鹿島神宮境内



委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育 霜村委員長

平成30年9月19日　第2回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　①コンサルティングコース受講者募集の件

　②トータルプランナー資格更新勧奨の件

平成30年9月18日　　第1回コンサルティングコースセミナー　　

平成30年10月3日　　第1回コンサルティングコースセミナー

平成30年11月13日　第2回コンサルティングコースセミナー

平成30年11月16日　第3回東関東ブロック協議会出席 水戸市　テラスザガーデン水戸

　①コンサルティングコース受講者募集の件

　　　11月中　コンサルティングコース受講者募集の案内を各保険会社に配布

　②トータルプランナー資格更新勧奨の件

　　　トータルプランナー資格更新勧奨を再度実施　

　　　　　11月末未更新者　3名

平成30年12月5日　　第2回コンサルティングコースセミナー

平成31年1月16日　　第2回コンサルティングコースセミナー

企画環境 田中委員長

平成30年9月19日　第2回東関東ブロック協議会出席 損保会館

 ①自動車共済保険の件

 ②銀行窓販チラシリニューアル版作成中

 ③リタイアメントプランについて

 ④高齢者安全運転診断について

平成30年11月16日　第3回東関東ブロック協議会出席 水戸市　テラスザガーデン水戸

 ①代理店賠責を活用した企業代理店の入会

 ②ディラー対抗策

 ③不公平募集対応の標準刑の策定

組　織 仁平委員長

平成30年9月19日　第2回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　　国民年金基金募集について

　　会員拡大について

平成30年10月12日　あいおいニッセイ同和　業務連絡会参加 あいおいニッセイ同和

　　代理店賠責説明会 下館支社

平成30年10月14日　東京海上日動火災　業務連絡会参加 東京海上日動火災

　　代理店賠責説明会 下館支社

平成30年10月15日　東京海上日動火災　業務連絡会参加 古河市　ネイブルパーク内

　　代理店賠責説明会



平成30年10月18日　日新火災研修会　 日新火災　つくば支店

　　代理店賠責ＰＰ配布

平成30年11月16日　第3回東関東ブロック協議会出席 水戸市　テラスザガーデン水戸

　　国民年金基金募集について

　　会員拡大について

平成30年12月21日　損保ジャパン日本興亜　業務連絡会参加 損保ジャパン日本興亜

　　代理店賠責説明会及びセミナー案内 下館支社

ＣＳＲ 根本委員長

平成30年9月19日　第2回東関東ブロック協議会出席 損保会館

　　各県代協との情報交換

平成30年9月27日　自賠責無保険車追放キャンペーン 水戸駅

　　代協会員　6名　国土交通省　3名　参加

平成30年10月5日　自動車盗年防止キャンペーン 水戸駅

　　代協会員　5名　保険会社、損保協会他　46名　参加

平成30年10月31日　地震保険・共済加入促進街頭活動 水戸駅

　　代協会員　6名　保険会社、損保協会、共済各団体　50名　参加

平成30年11月16日　第3回東関東ブロック協議会出席 水戸市　テラスザガーデン水戸

　　各県代協との情報交換

事務局 和田専務理事

平成30年度日本代協年会費未納分支払

9月末時点で7名の未納がありましたが12月末にて241名全会員納入済み

橋本副会長より２０１８年東関東ブロックセミナーのアンケート回答結果報告。

5. 協議事項

第1号議案　総会について 和田専務理事

日程、場所、セミナー、費用について協議

場所については,イーアスつくばか水戸テラスザガーデンが有力、過去5年間の費用負担はイーアスつくばの

方が負担が少ないが利便性を考えると水戸が優位。候補日としては5月28、29、30日で日本代協と

打ち合わせし一任する。

セミナーについてはエンディングメッセージ普及協会が有力。その他アンケート結果ふまえ検討する。

第2号議案　ＨＰについて 酒寄理事

日本代協のユーチューブを紹介。ＨＰの活用方法など提案をいただきたいとのこと。

ＨＰは3か月で１７９名が見ている、今後データ解析等を報告。



6. 監事講評

事前資料がありたいへん良かった。　　　　 今郡監事

前回企画のディーラー対策の報告が欲しかった。 小室監事

7. 次回開催日時、場所の確認

4月27日（土）13時～　つくば市　つくば研究支援センター　　議事録担当支 　県西支部

8. 閉会宣言 14:25 橋本副会長



平成３０年５月１８日（金）午後１時よりホテルテラスザガーデン水戸において通常総会（定時社員総会）を開催した。

社員総数：２４９名　　議決権を行使できる社員の数：２４９名　　議決権の数：２４９個

出席社員数（委任状による者を含む）： ２３６名　　出席議決権数：　２３６個

出席理事 会長（代表理事）島根昌明、副会長（理事）小沼弘幸、副会長（理事）増田剛也、　

副会長（理事）仁平光男、副会長（理事）今郡英治、専務理事（理事）和田博巳、　

霜村裕通、田中仁視、飛田俊弘、中川英樹、根本保、葉山力哉、

半澤眞、平岡叔道、平野雅彦、廣瀬優、

出席監事 櫻井保司　広瀬健司

以上のとおりの社員の出席があったので、定款の規定により出席者の中から平野　雅彦氏を議長に

選任した。同氏が議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会を宣言する旨を宣し、直ちに

議事に入った。

　また議事録作成人として中川英樹氏を、署名人として霜村裕通氏、根本保氏を選任し各氏は

就任を承諾した。

第１号議案 平成２９年度事業報告及び収支決算書承認の件

専務理事（理事）和田博巳氏より事業報告、事務局長（理事）葉山力哉氏より収支決算書等

の報告、及び監事広瀬健司氏より監査報告の詳細な説明報告がなされた。

議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

第２号議案 平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

専務理事（理事）和田博巳氏より事業計画（案）について、事務局長（理事）葉山力哉氏より

収支予算書（案）について詳細な説明がなされた。

議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

第３号議案 理事及び監事の任期満了に伴う改選の件

議長は、理事及び監事の全員が本総会の終了と同時に任期満了し退任することになる

ので、その改選の必要がある旨を述べ、総会出席者に諮ったところ、全会一致で下記の

とおり選任された。

理事及び監事の任期満了に伴う改選の件

理事　島根昌明　（重任）　理事　増田剛也　（重任）　理事　橋本輝男（重任）

理事　小沼弘幸　（重任）　理事　仁平光男　（重任）　理事　中川英樹　（重任）

平成30年度　通常総会（定時社員総会）議事録

(理事)　青木克広、秋葉吉正、大久保恵子、岡田淳、岸清壽、北野大輔、



理事　和田博巳　（重任）　理事　飛田俊弘　（重任）　理事　青木克広　（重任）

理事　秋葉吉正　 （重任）　理事　石田洋　（重任）　理事　大久保恵子　（重任）

理事　岡田淳　（重任）　理事　岸清壽　（重任）　理事　北野大輔　（重任）

理事　酒井務　（重任）　理事　霜村裕通　（重任）　理事　田中仁視　（重任）

理事　根本保　（重任）　理事　平野雅彦　（重任）　理事　羽成純　（重任）

理事　半澤眞　（重任）　理事　廣瀬優　（重任）　

理事　井上達也　（新任）　理事　河合貴弘　（新任）　理事　木之内美智子　（新任）　

理事　酒寄隆弘　（新任）　理事　柴達朗　（新任）　理事　下田幸行　（新任）

監事　小室能夫　（新任）　監事　今郡英治 （新任）

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

第４号議案 本総会の議決の主旨に反しない反しない限りその修正を会長に一任する件

専務理事（理事）和田博巳氏より詳細な説明がなされた。

議長は、議場に諮ったところ、満場一致を以ってこれを可決承認した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後１時４０分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び議事録署名人がこれに

記名押印する。

平成　３０　年　５　月　１８　日

議　　長 平　野　　雅　彦

議事録署名人 根　本　　保

同 霜　村　　裕　通



１．収入の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 差額 備考

7,200,000 7,095,500 ▲ 104,500

125,000 35,000 ▲ 90,000

1,000 75 ▲ 925

399,000 375,938 ▲ 23,062 DRP、タウ、ＪＣＭ、マツダレンタ他

7,725,000 7,506,513 ▲ 218,487

3,774,826 3,293,039 ▲ 481,787

11,499,826 10,799,552 ▲ 700,274

２．支出の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 差額 備考

通常総会費 500,000 493,600 ▲ 6,400

会議費 400,000 913,215 513,215 ブロックセミナー費\653248含む

支部活動費 590,000 409,077 ▲ 180,923

日本代協会費 2,600,000 2,410,000 ▲ 190,000 1会員あたり1万円

委員会活動費 210,000 28,418 ▲ 181,582

教育研修費 100,000 31,170 ▲ 68,830

事業広報費 100,000 362,815 262,815

通信費 350,000 424,350 74,350

事務用消耗品費 250,000 337,543 87,543

旅費交通費 400,000 382,090 ▲ 17,910

渉外費 100,000 72,200 ▲ 27,800

支払手数料 200,000 113,189 ▲ 86,811 税理士・司法書士報酬等

[事業費小計] 5,800,000 5,977,667 177,667

給与手当 1,200,000 1,383,620 183,620

厚生費 10,000 17,380 7,380

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 123,540 3,540

租税公課 100,000 ▲ 100,000

雑費 20,000 11,093 ▲ 8,907

[管理費小計] 1,690,000 1,775,633 85,633

予備費 予備費 50,000 0 ▲ 50,000

7,540,000 7,753,300 213,300

185,000 ▲ 246,787 ▲ 431,787

3,959,826 3,046,252 ▲ 913,574

管
理
費

当期支出合計（Ｃ）

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

雑収入

当期収入合計（Ａ）

前期繰越金

収入合計（Ｂ）

勘定科目

事
業
費

受取利息

平成３０年度収支決算書
　　　（自平成２９年４月１日　至平成３０年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費

入会金



一般社団法人　茨城県損害保険代理業協会

（単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ　資産の部

1.　流動資産

現　金　預　金 3,319,819 3,624,436 ▲ 304,617

流動資産合計 3,319,819 3,624,436 ▲ 304,617

資産合計 3,319,819 3,624,436 ▲ 304,617

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未払法人税等 82,000 ▲ 82,000

預　り　金 26,780 2,610 24,170

流動負債合計 26,780 84,610 ▲ 57,830

負債合計 26,780 84,610 ▲ 57,830

Ⅲ　正味財産の部

1.　一般正味財産 3,293,039 3,539,826 ▲ 246,787

正味財産合計 3,293,039 3,539,826 ▲ 246,787

負債及び正味財産合計 3,319,819 3,624,436 ▲ 304,617

貸　　借　　対　　照　　表

平成30年３月３１日現在

科　　　　　　　目



一般社団法人　茨城県損害保険代理業協会

　　　　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで （単位：円）

当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1.　経常増減の部

（1）　経常収益

①　受取会費 7,095,500 7,261,000 ▲ 165,500

②　受取入会金 35,000 45,000 ▲ 10,000

③　事業収益

貯蔵品販売収益 0 0 0

紹介手数料収益 0 309,274 ▲ 309,274

 　　事業収益計 0 309,274 ▲ 309,274

④　雑収益

受取利息 75 182 ▲ 107

雑収益 375,938 173,631 202,307

 　　雑収益計 376,013 173,813 202,200

　　経常収益計 7,506,513 7,789,087 ▲ 282,574

（2）　経常費用

①　事業費

通常総会費 493,600 719,020 ▲ 225,420

会議費 913,215 352,634 560,581

支部活動費 409,077 404,291 4,786

日本代協会費 2,410,000 2,480,000 ▲ 70,000

委員会活動費 28,418 129,022 ▲ 100,604

教育研修費 31,170 78,176 ▲ 47,006

事業広報費 362,815 87,608 275,207

通信費 424,350 346,243 78,107

事務用消耗品費 337,543 228,650 108,893

旅費交通費 382,090 410,140 ▲ 28,050

渉外費 72,200 124,042 ▲ 51,842

支払手数料 113,189 143,370 ▲ 30,181

１０周年記念事業費 200,000 ▲ 200,000

 　　事業費計 5,977,667 5,703,196 274,471

②　管理費

給与手当 1,383,620 1,297,250 86,370

厚生費 17,380 8,710 8,670

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 123,540 122,634 906

租税公課 82,000 ▲ 82,000

雑費 11,093 118,569 ▲ 107,476

 　　管理費計 1,775,633 1,869,163 ▲ 93,530

　　経常費用計 7,753,300 7,572,359 180,941

当期経常増減額 ▲ 246,787 216,728 ▲ 463,515

2.　経常外増減の部

（1）　経常外収益

　　経常収益計 0 0 0

正　味　財　産　増　減　計　算　書

科　　　　　　　目



（1）　経常外費用

　　経常費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 ▲ 246,787 216,728 ▲ 463,515

一般正味財産期首残高 3,539,826 3,323,098 216,728

一般正味財産期末残高 3,293,039 3,539,826 ▲ 246,787

Ⅲ　正味財産期末残高 3,293,039 3,539,826 ▲ 246,787



監査報告書

私ども監事は、平成3o年4月 1日 から平成31年 3月 31日 までの事業年度の

収支決算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、その他帳簿書類等を厳正に

監査した結果、適法適正に処理されていることを認めます。

平成 31年4月 24日

一般社団法人 茨城県損害保険代理業協会

監 事 ハアア美率 ③



第 2 号議案 

２０１９年度事業計画（案） 

損害保険業界を取巻く環境は、過去の予想を超えて大きく変化しています。保

険代理店の経営も創業者の開拓を主体とした時代から後継者の組織的な活動が

主体の時代へと変わり、マーケットも成長市場から成熟期に移りつつあります。

社会構造全体の成熟化は避けられず、既存市場のパイは縮小傾向です。代理店は、

保険業法改正を踏まえて、内部態勢の整備や品質強化を図りながら、潜在需要を

掘り起こし、事業拡大を図っていくという難しい課題に取り組むことが求めら

れており、組織として機能するための自立が厳しく問われる環境になっていま

す。 

代理店としては、保険募集のプロを目指す必要がありますが、実現のためのキ

ーワードは「業務品質」「マネジメント能力」であり、改めて小規模企業におけ

る経営品質の重要性がクローズアップされています。 

本年における活動は、経営を真剣に考えている代理店に対して、成功事例・業

界情報・広範囲な専門知識を提示していきます。さらに学びと実践の機会を提供

することで、会員代理店の発展と成長を支援してまいります。 
重要な課題に、会員組織率の低迷があげられます。組織として取り組み解決し

なければならないことが数多くあり、そのための力の源泉は組織力であり、代協

の発言力を高めるためにも、会員拡大に全力を挙げ取り組んでいきます。 
 

上記活動を含む以下の項目について、茨城県代協を上げて取り組みます。 
１．代理店・募集人の資質の向上を目的とした教育・研修事業 
２．組織力強化と代理店賠責の推進 
３．公平で公正な募集環境の整備 
４．支部活動の活性化と消費者団体との対話活動 
５．地域社会貢献活動・地球環境保護運動の推進 
６．代協会員への情報提供及び支援活動 
 

１．代理店・募集人の資質の向上を目的とした教育・研修事業 

 代理店・募集人がお客様の信頼と業務の品質において、業界を代表する存在と

なるよう常に自己啓発、自己研鑚に努めなければなりません。 
各種研修やセミナーを開催し、会員のレベル向上を図る機会をより多く提供し

ます。業界最高の資格者「損害保険トータルプランナー」の周知に努め、認知度

の向上を図り、資格者を増やすため継続して取り組みます。 



 
代協として、 コンサルティングコースの受講者募集に主体的に取り組みます。 
また、 日本代協独自の新たな教育体系「日本代協アカデミーネットチャンネル」 
の普及活動にも取り組みます。さらに、保険業法改正対応の動向を注視し、 代
理店の体制整備を支援いたします。新たな試みとして、プロ代理店向けの BCP
の考え方の普及に取り組みます。 

２．組織力強化と代理店賠償責任保険の推進 

 合併・統合・廃業など代理店数の減少が続くなか、組織力に強化については、

チャネル区分に囚われず良質な会員を増やしていくことが急務です。専業・兼業

を問わず、保険を本業の一つに位置付けて取り組んでいる代理店の仲間に、強く

加入を働きかけていくため、支部活性化の取り組みを強化し、各保険会社との関

係強化を図り、会員増強への協力体制を構築します。 
また、プロの代理店として万が一の事態に備え、仕事の結果に責任を負えるだ

けの賠償資力を確保することは当然の責務であり、代理店の「体制整備義務」の

重要な要素になってきます。日本代協の代理店賠償責任保険は全会員の加入を

めざします。また非会員向けにもセミナーを開催するなど、普及に取り組みます。 
 

３．公平で公正な募集環境の整備 

保険代理業を営む職業団体の責務として、保険募集市場における公平性の維

持、公正な募集環境の整備に関する活動は極めて重要です。茨城県代協では不当

な割引や抱き合わせ販売等、公平でないと思われる募集行為について、個別案件

ごとに警告文を作成し通知してきました。不公正な募集行為を排除することは、

保険契約者の利益保護や健全な保険制度の発展にも寄与するものです。   
会員にとっては極めて高い関心がある分野であり、引き続き情報提供を求め

るとともに、問題解決のために日本代協とも連携し取り組んでいきます。 
 

４．支部活動の活性化と消費者団体との対話活動 

 代協活動の基本精神「集い、語らう」を実践していくことは、代協活動の原点

と言えます。各支部活動の活性化なくして代協組織の強化も会員拡大も望めま

せん。支部長・支部理事のリーダーシップのもと、多くの支部会員が参画できる

支部活動の強化を推進していきます。 
組織としての力を発揮するためには、各代協支部が活発に活動していること

が必要であり、支部活動は代協活動の原点であります。各支部では、支部長を中



心に各役員が協力、連携して支部メンバーの参画を促しながら、定期的な意見交

換の場の設営やセミナーの開催等の支部活動を推進していきます。 
また、消費者団体等との対話活動（目的：消費者の声に耳を傾け会員の資質向

上に役立てる、保険についての質疑を通じてプロ代理店が地域で果たしている

機能や役割を消費者に理解してもらう）については、全支部で開催できるよう取

り組んでいきます。 
 

５．地域社会貢献活動・地球環境保護運動の推進 

一般社団法人格をもつ団体として、ボランティア活動を通しての地域社会へ

の貢献は極めて重要な責務であり、代協の顔が見える活動にもなります。 
筑波山清掃登山や鹿島神宮境内清掃ボランティア活動も恒例行事になりました。

本年度も各支部が中心になり実施し、組織としての社会的責務を果たします。 
代協の社会貢献活動としては、シートベルト着用運動や交通安全協会が行う

イベント等への参加、チャリティ事業による募金を交通遺児団体等に寄付、献血

活動、などボランティア活動を行っています。 
また、交通安全対策運動として無保険車追放キャンペーン、自動車等の盗難対

策、飲酒運転撲滅運動、などの活動を実施しています。我々が従事する保険代理

業は、地球環境に対する負荷が比較的少ないビジネスとはいえ、我々も地球市民

の一人として、地球環境問題は「全員が加害者、被害者である」という認識のも

と、美しい地球を子孫に残すため日本代協地球環境運動を地道かつ継続的に推

進していきます。 
● 地域における防災・減災・事故防止の取り組みを進める 
● 学校教育・消費者教育への取り組みを進める 
● 地震保険の必要性の情宣に努め、普及を図る 
 

６．代協会員への情報提供及び支援活動 

 保険業法改正に伴う体制整備等、環境変化が予想され、代協会員に最新の業界

動向や日本代協の取り組みを情宣していく必要がある。効果的・効率的に伝達で

きるように留意しつつ、継続的な情報提供に取り組みます。 
日本代協ニュース・いばらき代協ニュース・日本保険学会等のタイムリーな情報

提供をメールによって、配信していきます。日本代協より提供される、お客様向

け情報紙として「みなさまの保険情報」（年 4 回発行）を活用することも推進し

ていきます。 
また、一般社団法人として独自の事業展開が可能なことから、直接会員の収益



につながる事業を推進していきます。ＤＲＰネットワーク(株)との提携、レンタ

カー事業者との提携、事故車や中古車買い取り業者との提携の他、お客様に感謝

される「相続税還付業務」を専門にする(株)フジ総合鑑定との業務提供や弁護士

を中心とした士業との連携も締結しております。今後も代協会員であるメリッ

トが実感できるスキームを構築していきます。 



１．収入の部 （単位：円）

前年度予算額 本年度予算額 差額 備考

7,200,000 7,100,000 ▲ 100,000

125,000 50,000 ▲ 75,000

1,000 1,000 0

399,000 400,000 1,000 受取手数料、行事協賛金等

7,725,000 7,551,000 ▲ 174,000

3,683,936 3,293,039 ▲ 390,897

11,408,936 10,844,039 ▲ 564,897

２．支出の部 （単位：円）

前年度予算額 本年度予算額 差額 備考

通常総会費 500,000 500,000 0

会議費 400,000 400,000 0

支部活動費 590,000 480,000 ▲ 110,000

日本代協会費 2,600,000 2,500,000 ▲ 100,000 1会員あたり1万円

委員会費 210,000 210,000 0

教育研修費 100,000 100,000 0

事業広報費 100,000 100,000 0

通信費 350,000 350,000 0

事務用消耗品費 250,000 250,000 0

旅費交通費 400,000 400,000 0

渉外費 100,000 100,000 0

支払手数料 200,000 200,000 0 税理士・司法書士報酬等

[事業費小計] 5,800,000 5,590,000 ▲ 210,000

給与手当 1,200,000 1,300,000 100,000

厚生費 10,000 10,000 0

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 125,000 5,000

租税公課 100,000 100,000 0

雑費 20,000 10,000 ▲ 10,000

[管理費小計] 1,690,000 1,785,000 95,000

予備費 予備費 35,000 35,000 0

7,525,000 7,410,000 ▲ 115,000

200,000 141,000 ▲ 59,000

3,883,936 3,434,039 ▲ 449,897

※各項目とも流用できるものとする。

受取利息

２０１９年度収支予算書（案）
　　　（自２０１９年４月１日　至２０２０年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費

入会金

管
理
費

当期支出合計（Ｃ）

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

雑収入

当期収入合計（Ａ）

前期繰越金

収入合計（Ｂ）

勘定科目

事
業
費
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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 



【 水戸市 】　 【日立市 】　

・（株）東海日動パートナーズ 櫻井　哲也 ・Ｏ・Ⅰ・Ｐ 大島　洋幸

　　　　　　　ＥＡＳＴ茨城支店 ・樫村総合保険 樫村　博正

★（有）保険クリエイト 平野　雅彦 ★（有）ヒタチ保険サービスセンター 酒井　務

・茨城サトウ保険事務所 佐藤　光明 ★（株）Ⅰ・Ｏ・Ｍ 半澤　眞

・（株）センチュリー総合サービス 田山　忠男 ・（有）アドバイス 和田　博巳

★（有）保険プラネット 水野　正視 ・ 鈴木　秀寛

★（有）クレスト 鈴木　謙壽 ・あんしん保険サービス 進藤　博人

★茨城保険販売（株） 小室　能夫 ・アイプロ 高橋　勝美

★（有）保険プロ茨城 河合　貴弘 ★（株）ちのね 茅根　雅子

・（株）久信田運送 久信田　秀一 ・蛭田保険事務所 蛭田　有希

・（有）田所保険企画 田所　祐次 ・（株）ほけん相談室 坂場　美泉

★㈱島根総合保険 島根　昌明 ・総合保険ジャスティス 宮本　哲也

・（有）ナカノ保険事務所 中野　信義 ・（株）保険プラザ日立 深谷　弘一

・あすなろ保険センター 鈴木　大志 ・（株）エースプランニング 金澤　彰

★日本スタンダード（株） 豊田　清 ・（株）ＦＰラボラトリー 大髙　壮一郎

★（有）ユニ保険センター 小沼　弘幸 【 北茨城市 】

・（株）豊田興産 山田　眞 ★（有）ホシ保険事務所 星　　一仁

★（株）トレジャー保険 山口　祐一 ・（有）安嶋保険事務所 安嶋　裕子

・（有）金沢保険事務所 金沢　泰義 ・（株）トワ・エ・モア由和保険事務所 安齋　芳男

・緑岡保険事務所 大部　富士男 ・ 椎名　祐司

★（株）おおぞら保険 柿崎　桂一 ★（株）保険のプロ 斉藤　誠

・（有）オフィスユアサ 湯浅　誠 ・（株）アシスト保険事務所 小宅　和彦

★（株）アイエスプラン 伊藤　一也 ・（株）常陽エージェンシー 川崎　康好

・（株）カクア保険サービス 川崎　泰三 ・（株）つばき保険コンサルタント 椿　　眞里

・新和自動車工業（株） 尾又　英敏 【 常陸太田市 】

★大恵保険サービス 大久保　恵子 ・（有）はぎ保険設計サービス 萩庭　壽男

★㈱トップビジョン１０２ 小野瀬　泰則 【 常陸大宮市 】

・（株）茨城総合サービス 越阪部　勝実 ★（有）日火関東保険企画 檜山　重一

・（株）ビジネスライク 君島　利男 ★茨城インシュアランスＡＧＥＮＴ 木村　則幸

★（株）スイユウ 石川　雅晴 ★㈱蕯郷フォレスト 河野　克典

★（有）プライマリー総合保険 吉澤　智樹 【 ひたちなか市 】

★（株）サンテ 飛田　俊弘 ・（有）勝田大谷商事 大谷　康夫

・（株）ⅠＦＰ 芝間　美喜夫 ★（有）保険工房常陸 島貫　俊和

・（株）高倉保険事務所 高倉　瑞郎 ・アライアンス保険サービス（株） 田寺　克年

★（株）サンユー保険事務所 岡山　一之 ・総合保険ひたちライフデザイン 永井　達則

★（株）ライフキーパージャパン 二瓶　亮一 ・（株）日高 岡部　裕子

・ 根岸　功 ・（株）根本保険事務所 根本　保

★（有）プログレスプランニング 岸　　清寿

★（株）フォーユー保険企画 鈴木　直美 ★オザワ保険事務所㈱ 小澤　敏彦

・（株）ファイナンシャル・スクエア 塚田　壽廣 ・（株）ベースプランニング 根本　一徳

★（株）サンイースト水戸 斉藤　勝廣

・エヴァ・インシュアランス合同会社 藤田　和一郎 ・ＤＲＰネットワーク（株） 津島　信一

★（株）メルシー保険事務所 井上　達也 ・（株）長津 長津　治男

・（株）ネクサス 大谷　克憲 ・（株）おがわ 小川　栄治

・（株）水戸インシュアランス 小倉　伸夫 ・ 貝塚　崇司

・篠原総合保険事務所 篠原　英明 ★（株）ワイズサポート 国友　誠司

・（株）吉田石油 関口　達哉 【 茨城町 】

・（株）久信田観光 久信田　翔 ・竹内保険事務所 竹内　純一

【 大洗町 】 ・（有）ナバル自動車 南波留　なみ

・（有）フジ保険事務所 藤沼　政彦 【 笠間市 】

【 大子町 】 ★ 小沼　茂文

・上小川ライフサービス 神長　孝幸 ★（株）ハートフルライフ 金田　英樹

【 高萩市 】 ・（有）みらい総合サービス 飯村　成信

・市野沢総合保険 市野沢　稔 【 福島県いわき市 】

・（有）鈴木モータース高萩 鈴木　美砂紀 ・湘南ライフプラン 菊地　康尚

(有)日立鈴木

 (有) アイ・エス・ジー

（株）茨城保険リスクマネジメント

【 那珂市 】　

【 小美玉市 】　

（株）KAIZUKAオートサービス

KMライフ

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会
　加盟代理店　水戸支部一覧



平成31年4月30日　現在

　★印は、損害保険
　 　　　　　トータルプランナーのいる店です。



【 土浦市 】 【 牛久市 】
・（株）協栄エイアンドアイ 土田　和彦 ・（有）関東総合保険 北野　大輔
・（株）本田 堀米　孝造 ・（株）オフィス 市川 市川　輝雄
★（有）ほけんプラザ県南 小張　孝太 ★大山県南保険 大山　健一
★（有）アイガード 櫻井　保司 ・アトム 泉　　孝一
・（有）ケアード保険工房 本田　健治 ・（有）茨城タッグ 根本　尚宣
・茨城エージェントオフィス㈱ 矢口　千恵 ★齋藤保険事務所 齋藤　和則
★関友商事（株） 岡見　剛弘 【 取手市 】
・（有）スリーエスネット 根本　好徳 ・山王代理店 赤羽　健太郎
・（株）ＳＴ保険事務所 伏見　宏明 ★（有）海老原事務所 海老原　和代

★
赤穂　賢司郎

・
中村　勉

【 石岡市 】 【 龍ヶ崎市 】　
★（有）リリーフ 林　　勇司 ★保険のみらい 信嶋　貞男
★（株）ガレージミナミ 田村　正夫 ・日本綜合保険事務所 佐久間　勇人
・（有）ティ・エフ・ホケンセンター 藤枝　剛 ★（有）トゥルーハート 高山　浩一
・（有）石岡総合保険 山口　政登 ・（有）助川保険サービス 助川　謙二
★（有）ひまわり保険事務所 鈴木　優子 ・（株）アクト 原田　真吾
★（有）石岡安田保険センター 小吹　英世 ・（有）諸岡 諸岡　秀太郎
★（株）ほけんｄｅリンク 小沼　俊雄 ★霜村保険事務所 霜村　裕通
・（有）ファトラ 甲 雅勝 【 稲敷市 】　
・ 久保田　修 ★（有）小林保険事務所 小林　澄男
【 つくば市 】 ★（有）根本保険事務所 根本　治樹
★細田保険事務所 細田　憲男 ・（株）野口自動車 野口　善徳
★（株）エフジー学園保険サービス 酒寄　隆弘 【 かすみがうら市 】　
★（有）県南総合保険センター 楢戸　憲一 ・（株）萩原自動車 萩原　裕之
★（株）ほけんサポートつくば 川崎　勝弘 【 守谷市】　

★
（有）サカタ企画 坂田　代志廣

・（有）アイピー安井
安井　京

・総合保険事務所インシュランス 土屋　和幸 ・（株）保険引受センター 鈴木　雄大
アソシエーツ ・合同会社ＴＳカンパニー 山口　朋裕

★（株）ロゥズ保険サービス 山口　貴久 【 阿見町 】　
★（株）ハース 増田　剛也 ★（有）ニューエービック 高橋　昇
★（有）ジャパンつくば 土田　和範 ★（有）昭和総合保険 千葉　正
・（株）パワフルエージェント 田中　仁視 ★みんなの保険㈱ 廣瀬　優
★㈱あいおいサポートエージェンシー 矢口　健一 ・（株）ＲＥＸオート 丹野　豊
・（株）つくば相続支援センター 久保田　信也 【 つくばみらい市 】　
・つくば保険サービス 秋場　忠雄 ★㈱中央タウンアスリード 上床　篤
★ＦＬＡＴＲＯＡＤ 平岡　叔道 【 常総市 】　
・美寿々保険 鈴木　一仁 ・（株）アシスト 斎藤　広巳

【 美浦村 】　
・大野保険企画 大野　啓史

県　西　支　部

（株）T・Nプランニング
(株）とまと保険コミュニティー

Yｏｕ保険事務所（株）

★印は、損害保険
トータルプランナーのいる店です。

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会
　加盟代理店　土浦支部一覧



平成31年4月30日　現在

　★印は、損害保険
　　 　　　　トータルプランナーのいる店です。



県西支部
【 古河市 】　 【 下妻市 】
★（有）並木保険企画 並木　淳一 ★秀華保険 塙　一仁
★パートナーズ 久野　茂 ★（有）ギブアンドギブ 大和田　英雄
★（有）ヤマザキ保険企画 山崎　まゆみ ★ 菊田　竜也
・（有）カインズ保険 斉藤　訓 【 桜川市 】
★（有）ウツギ保険事務所 宇都木　克昌 ★ 橋本　輝男
・ 並木　和彦 ★たなか相合保険 田中　宣寛
★（有）ティ・アイ・エス 佐藤　芳久 ・白田自動車 白田　静江
・（株）トライ 今泉　克夫 【 境町 】　
・なかがわ保険事務所 中川　秀夫 ★（有）平井自動車 平井　俊行
・㈱柳保険事務所 柳　高志 【 八千代町 】　
★小林　ゆかり 小林　ゆかり ★（有）柴保険事務所 柴　秀彦
★ 山下　貴広 【 常総市 】　
・（株）優和 鈴木　資治 ★アキバ保険サービス 秋葉　吉正
★（株）アライヴ 染谷　豪則 【 結城市 】　
・（株）サクセス保険サービス 山中　武 ・ 石塚　繁幸
・（株）佼津 新谷　友康 ・トータルサポート保険企画 吉田　幸司
・小倉保険事務所 小倉　利國
【 筑西市 】　
★あんしんページ 広瀬　健司
・深見保険企画 深見　裕司
・（有）アドバイザー 時野野　貞夫
★（有）アルファブリッジ 堀江　和彦
★（株）Ｉ・Ａプロジェクト 岡田　好博
★（株）スマイル 仁平　光男
★（株）愛保険工房 石川　静夫
★アルヴェ・テイクワン 武井　光輝
★ 青木　克広
・（株）三愛保険 佐藤　仁一
・セキショウ総業（株） 海野　文彦
・ 柳田　昌一
・ 桜井　操
・ 時野谷　元
・ 柴　　達朗
・筑西つばさ保険企画 渡辺　秋弘
・ 水柿　貴之

【 坂東市 】　
★（株）三井総合 吉田　輝雄
★（有）岩井安田保険企画 倉持　博之
★（有）ばんどう保険サービス 染谷　茂
・（株）アシスト 中山　智博
・保険のアオキ 青木　真
・マナカ保険サービス 間中　秀則

県　西　支　部

（有)キクタ

(有)プロテクト

(有)なみき保険サービス

(株）ライフサポート

(有)オフィスＡＢＣ

(有)Ｒise＆rise

(株）マイライフ

(株）明豊企画

(株）ドリームマネジメント

(株）ロングウエイ

(株）三友企画

平成31年4月30日　現在

　★印は、損害保険
　 　　　　　トータルプランナーのいる店です。

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会
　加盟代理店　県西支部一覧



鹿行支部
【 潮来市 】
★（有）中村　 中村　義照
★（有）ウィズアイ 石田　洋
★（有）せきぐち総合サービス 関口　明広
・Ｋクラフト（株） 栢葉　雅洋
・（株）Ｔ＆Ｆ企画 高寺　秀雄

【 鹿嶋市 】　
★（株）鳥次保険 鳥次　高史
・（有）カーライフ野口 野口　武雄
★（株）スマイルライフ 岡田　淳
・リスクマネジメント　セオ 瀬尾　茂
★（有）ウイング二十一総合 張磨　時彦

　　　　　　　　　　　保険センター

・安心ライフネットワーク 木滝　正榮
・ 田塚　実
・ 石川　幸一

　　　　　　　　　　　　サービス

・ 大田　勝彦
・（株）コウケン 高安　五郎
★ 木之内　美智子

【 神栖市 】　
★平和保険センター 中川　英樹
★（有）港南保険事務所 今郡　英治
★（有）田谷総合保険事務所 田谷　健一
･ （株）やまてつ 山本　正之

【 鉾田市 】　
★（有）伊原保険事務所 伊原　義則

【 行方市 】　
★栗原モータース 栗原　繁
★（有）根本保険事務所 根本　高明
・ロッコウ保険サポート 立原　宏一

県　西　支　部

(有)保険サービス

(有)ケイツーフィナンシャル

(有)オートガレージオオタ

(有)きのうちエージェンシー

               平成31年4月30日　現在

　★印は、損害保険
　 　　　　　トータルプランナーのいる店です。

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会
　加盟代理店　鹿行支部一覧
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