
 

平成２７年度事業計画（案） 

来年５月に新しい保険募集ルール等の規制が適用開始になり、各損保会社で

も販売体制、募集体制の見直しが進んでおります。今年は代理店にとって新た

に法律上義務付けられる「意向把握義務」「情報提供義務」「体制整備義務」を

整える最後の準備期間となります。代理店にとっては真の自立と自律が求めら

れることになり、その基盤である募集人の資質向上を図ることが極めて重要に

なってきます。 

 茨城県代協では、会員に損保業界唯一の資格制度「損害保険大学課程」の受

講を勧め、最高資格の「損害保険トータルプランナー」取得を推進していきま

す。資格取得者は損保協会ホームページからも紹介されるなど、代理店の価値

を高めるだけではなく、消費者から選ばれる指標ともなっています。顧客対応

力の高い代理店・募集人を増やすためにも、すべての会員が受講するよう働き

かけていきます。 

茨城県代協の最大の課題に、会員組織率が低いことがあります。専業代理店

の加入率は３０％（全国平均３８％）で、４７都道府県中３９番目と低迷して

おります。代理店を取り巻く問題や課題は、年々増加し複雑化しており、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ます。そのための力

の源泉は組織力であり、多くの仲間を増やしてこそ実現可能なことばかりです。

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、今年度も組織を上げて取り組みます。 

 

１．代理店・募集人の資質の向上 

２．代協正会員の増強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・支援 

 

 

 

 

 

 

   



 

１．代理店・募集人の資質の向上 

  一般消費者に「保険を選ぶ前に、代理店を選ぶという考え方」を浸透させ

る為には、すべての代理店・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。そのために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

提供します。 

また、一昨年６月から損保協会の「損害保険大学課程」における新資格取得

者には、「損害保険トータルプランナー」の称号が与えられています。自らの資

質向上を図ることが重要であり、プロ代理店を中心に多くの募集人のチャレン

ジを促し、業界最高の資格者を増やすために継続して取り組みます。 

 

２．代協正会員の増強と代理店賠責の推進 

  本年度も、損害保険各社の代理店施策に伴う代理店数の減少が続くなか、

良質な会員を増やしていかなければなりません。代協の組織率を向上させるこ

とは、代協正会員が保険のプロとして社会に広く認知され、代理店の社会的な

地位をも向上させることになります。専業・兼業を問わず、保険を本業の一つ

に位置付けて志高く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

きます。    

また、プロ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、情宣・

普及に積極的に取り組みます。 

 

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

できる支部活動を推進していきます。 

また、日本代協が推進する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とともに、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。 

また、日本代協の指針に基づきエコ化を推進し、ＣＯ２の削減につながる取

り組みを進め、温暖化防止を始めとする地球環境保護運動に寄与します。 

さらに、損保業界が進めるリサイクル部品の活用を働きかけ、一般ユーザー

にリサイクル部品の存在と使用効果の周知に努めます。 

 

６．代協会員への情報提供・支援 

  来年の改正保険業法の全面施行に向け様々な動きがある中、従来以上に代

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ります。

日本代協から提供される「日本代協ニュース」の他、メールを活用したタイム

リーな情報提供に取り組み、効果的・効率的に伝達していきます。  

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

6,800,000 7,000,000 200,000

100,000 100,000 0

5,000 1,000 ▲ 4,000

400,000 399,000 ▲ 1,000 ＤＲＰ他

20,000 0 ▲ 20,000 今年度から削除

7,325,000 7,500,000 175,000

2,711,757 2,274,896 ▲ 436,861

10,036,757 9,774,896 ▲ 261,861

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 550,000 500,000 ▲ 50,000

会議費 400,000 400,000 0

支部対策費 450,000 450,000 0

日本代協会費 2,500,000 2,550,000 50,000 1会員あたり1万円

委員会費 0 400,000 400,000 今年度から追加

教育研修費 250,000 100,000 ▲ 150,000 人材育成セミナー負担金等

事業広報費 300,000 100,000 ▲ 200,000 一部委員会費に移行

通信費 350,000 350,000 0

事務用消耗品費 200,000 200,000 0

旅費交通費 400,000 400,000 0

渉外費 100,000 100,000 0

支払手数料 100,000 100,000 0

１０周年記念事業費 200,000 200,000 0

[事業費小計] 5,800,000 5,850,000 50,000

給与手当 1,000,000 1,100,000 100,000

厚生費 20,000 20,000 0

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 120,000 0

租税公課 100,000 100,000 0

雑費 20,000 20,000 0

[管理費小計] 1,500,000 1,600,000 100,000

予備費 予備費 25,000 50,000 25,000

7,325,000 7,500,000 175,000

0 0 0

2,711,757 2,274,896 ▲ 436,861

※各項目とも流用できるものとする。

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

雑収入

貯蔵品販売収入

当期収入合計（Ａ）
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収入合計（Ｂ）

事
業
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管
理
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当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

勘定科目

平成２７年度収支予算書（案）
　　　（自平成２７年４月１日　至平成２８年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費

入会金

受取利息



 

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 







茨城県損害保険代理業協会 会員様 
 

問い合わ
せ先 

株式会社タウ 水戸支店   
担当：笹嶋 
 

〒310-0803 
茨城県水戸市城南1-4-7  
第5プリンスビル8F 
ＴＥＬ：029-300-2007   
ＦＡＸ：029-300-2008 
携帯直通：090-2498-2138 

お車売却の時にこんなご不安お悩みありませんか 

どんな車両でも買取いたします！ 

 □中古車だが、もう使い物にならなそう。こんな状態でも買取で きるの？ 

 □事故をしてしまったが、保険金と売却額で新しい車に買い替えた方が、お得かもしれない。 

 □車を買い替える予定だが、ディーラーとの下取り価格と比べたい。 

顧客ご紹介取引に際して、10,000円/台をお支払いします！！ 

  
年式・損傷程度を問わず、 
どのような車両も最低保証価
格以上で買取いたします！ 

★最低保証価格★ 
普通車：5,000円  
軽   ：3,000円       

 



会員様より タイムズ 代車納車 利用終了
Ｔｅｌ ⇒ レンタ店舗 ⇒ 利用開始 ⇒ 代車引上 ⇙

代車依頼

利用料金 会員様
確定請求 ⇒ 10%

お支払い

例えば・・・

　　　保険代車をご紹介いただき、保険会社への請求金額が５０，０００円と

　　　なった場合、５，０００円をキャッシュバックします。

〒３１０-０８５１ 〒３００-００３４
水戸市千波町２７７０-７４ 土浦市港町１-５-１０
ＴＥＬ　０２９-２４４-６００２　/　ＦＡＸ　０２９-２４３-７９１１ ＴＥＬ　０２９-８２１-５８９９　/　ＦＡＸ　０２９-８２１-５８９７

〒３１０-０８０１ 〒３０５-００３１
水戸市桜川１-１-２３ つくば市吾妻１-５-７
ＴＥＬ　０２９-２３１-６６９９　/　ＦＡＸ　０２９-２３１-６６９８ ＴＥＬ　０２９-８６３-６１４１　/　ＦＡＸ　０２９-８５２-２２８５

〒３１２-００２６ 〒３００-１２３７
ひたちなか市勝田本町１-１１ 牛久市田宮２-２７-１　北関東マツダうしく店内
ＴＥＬ　０２９-２７５-６６９９　/　ＦＡＸ　０２９-２７５-６６８８ ＴＥＬ　０２９８-７４-２９６９　/　ＦＡＸ　０２９８-７４-２９１４

〒３１４-０１１４ 〒３０６-００１５
神栖市日川１９６３-３４　北関東マツダ神栖店内 古河市南町１-６９　北関東マツダ古河店内
ＴＥＬ　０２９９-９６-６５５６　/　ＦＡＸ　０２９９-９６-３２８９ ＴＥＬ　０２８０-３１-２２３３　/　ＦＡＸ　０２８０-３２-５０１８

マツダモビリティ茨城本社

水戸駅南口店

勝田駅前店

鹿島店

土浦店

つくば店

牛久店

古河店



管理顧客様のお車の買い替え時に関わっていただき
自動車保険流出防止に！

■本社 東京都千代田区神田錦町３－１３ 竹橋安田ビル
■支店 札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡・四国エリアオフィス
当社は皆様の愛車をオークション・業販等を通じて業界に供給する会社です。

株式会社ＪＣＭ
ジェイシーエム

サービス提供会社

http://www.jcmnet.co.jp/daikyo/

ＷＥＢからのお申し込みはコチラ

まずは
担当：菅原
までご連絡
ください。

クルマの買取

ご紹介いただいた会員様にはご紹介いただいた会員様には

担当：菅原
0120-322-755

お車買取成約で紹介料：10,000円 /台お車買取成約で紹介料：10,000円 /台

090-4845-5364

概算買取価格を
算出しますので、
次のお車購入の
参考としてくだ
さい。

無料出張査定。
指定の日時・場所
にお客様宅に訪問。
事前に買取価格を
確定します。

成約しましたら
指定日時に引取。
月末締め翌月に
紹介料お支払！

どんなお車でも買取価格をお付けいたします！（紹介料対象）

県内全域対応

店舗維持費・広告費等を極力抑
えてお客様の買取価格に還元！
下取よりもおトクです。
未経過分自動車税はお戻しします！

官公庁・団体様との提携による
年間 1 万台以上、代協様のご紹
介では累計 1,000 台以上の豊
富な取り扱い実績により安心し
てお客様をお任せください！

下取よりおトク！ 安心と信頼
ディーラーと同様に事前に買取
価格を確定しますので、次の車
の納車まで安心してお乗りいた
だけます。
※約 1 か月前に無料出張査定に訪問致
します。

便利

JCMJCMの
クルマ買取とは？クルマ買取とは？
JCMの
クルマ買取とは？


