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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：平成 26 年 5 月 17 日（土） 

                                                午後 2時 30 分より  

                                          場所：イーアスつくば 

 

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 25年度事業報告及び収支決算書承認の件 

第 2 号議案    平成 26年度事業計画（案）及び収支予算書（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        

 

＜総会記念講演＞ 

演題：『 製販分離時代の傾向と対策 』 

            講 師   保険ジャーナリスト 

中 崎 章 夫  氏   
 



第 1号議案 

            平成２５年度  事業報告 

 

   平成 25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 (5回開催) 

      〇平成 25年 4月 13日  茨城県開発公社    

議題   ①平成 24年度事業報告および収支報告承認の件 

②平成 25年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 

③役員（副会長）変更の件 

④平成２５年度定時総会運営について 

⑤会員拡大のための施策について 

 

      ○平成 25年 7月 6日   つくば研究支援センター 

議題   ①平成 25年度事業実施計画の件 

②平成 25年度会員拡大の件 

③各支部事業計画の件 

④各委員会活動計画の件 

⑤レンタカー斡旋事業者との業務提携の件 

 

〇平成 25年 9月 7日  筑波研修センター   

議題   ①平成２５年度各種キャンペーン実施計画の件 

②会員拡大並びに国民年金基金加入キャンペーンの件 

③代理店賠償責任保険セミナー開催の件 

④弁護士特約徹底活用セミナーの件 

⑤第 3回日本代協コンベンションの件 

                        ⑥平成 25年度会費未納者の件 

                       

〇平成 25年 12月 4日  ホテルグリーンコア土浦 

議題   ①平成 25年度新入会員オリエンテーション開催の件 

②第 14期認定代理士認定書授与式の件 

③コンサルティングコース受講者募集の件 

④新日本法規出版社の交通事故処理データーベースの件 

⑤事故車買取サービス事業者（株式会社タウ）との提携の件 

                                               

      〇平成 26年 1月 18日  つくば研究支援センター 

                  議題   ①代協正会員 2月入会キャンペーンの件 

②東関東ブロックセミナー開催の件 



  

                        ③新日本法規出版社との業務提携の件 

                        ④コンサルティングコース及び国民年金基金募集の件 

                        ⑤県内弁護士とのネットワーク構築の件 

                        ⑥次年度役員改選の件 

                        

 

 

（2）  総会    

平成 25年 5月 18日(土) イーアスつくば    

出席者 220名（委任状含む）  

                                            

 

第 1号議案 平成 24年度事業報告及び収支決算書承認の件 

         第 2号議案 平成 25年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件  

         第 3号議案 定款一部変更の件 

         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 25年 6月 18日  損保会館   

        ・ 臨時総会          平成 26年 3月 7日  損保会館 

        ・ 全国会長懇談会 

平成 25年 6月 18日  損保会館 

平成 26年 3月 7日  損保会館 

・ 第 3回日本代協コンベンション   

           平成 25年 11月 15日～16日  ヤクルトホール 

・ 東関東ブロック協議会 

               平成 25年 6月 21日     損保会館       7名参加 

               平成 25年 9月 20日     損保会館       7名参加 

               平成 25年 12月 6日     損保会館       6名参加 

               平成 26年 2月 20日     水戸市         8名参加 

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

・ 東関東ブロック協議会セミナー 

               平成 26年 2月 20日     水戸市 ホテルテラスザガーデン水戸 

『 これからの保険募集の課題と展望 』  

 

 

 

 

 



  

（4）  セミナー（３回開催） 

 

     ・ 平成 25年 5月 18日     イーアスつくば    70名 参加 

           『 小が大を超えるマーケティングの法則 』   

                 講師  静岡県立大学教授   岩崎 邦彦 氏 

        ・ 平成 25年 9月 7日     筑波研修センター  85名 参加 

『 弁護士特約を活用する 』  

                 

講師  県西法律事務所 弁護士 根本 裕一 氏 

 

・ 平成 25年 12月 4日      ホテルグリーンコア土浦  72名 参加 

           『 代理店賠償責任保険セミナー 』 

               

講師  新日本代協プラン専属講師   黒田 朗 氏 

 

       

     

   （5） 認定保険代理士認定書授与式及び新入会員のオリエンテーション 

 

        平成 26年 1月 18日  つくば研究支援センター 認定保険代理士  11名参加  

                                      新入会員       4名参加         

                                        

（6） 支部会 

       水戸支部  平成 25年 8月 7日 平成 26年 3月 7日 

       土浦支部  平成 26年 1月 30日 

       県西支部  平成 25年 7月 25日、平成 26年 1月 26日 

       鹿行支部  平成 25年 6月 17日、平成 25年 10月 7日、平成 26年 2月 10日 

 

（7） その他 

      平成 25年 

茨城県自動車盗難等防止対策協議会        8月 9日 茨城県警察本部 

無保険バイク追放キャンペーン      9月 27日 水戸駅 

車両盗難防止キャンペーン        10月 7日 水戸駅 

地震保険普及キャンペーン        10月 19日 つくば市 カピオ  

10月 19日 神栖文化センター   

10月 27日 結城市アクロス 

     大洗海岸清掃・地引網大会         6月 22日 大洗海岸 

筑波山清掃ボランティア          10月 12日 筑波山 

鹿島神宮清掃ボランティア         12月 7日 鹿島神宮境内の参道 

      つくばセンター地区落ち葉清掃      12月 11日 つくば市 



  

    平成２６年 

ＤＲＰネットワーク全国大会             3月 5日 帝国ホテル                                                                

消費者団体との懇談会             2月 7日 つくば消費生活センター 

    茨城県こどもを守る 110番の家ネットワーク会議  2月 28日 水戸市県警本部                         

 

2． 会員の増強について 

     

目標は 20名（日本代協キャンペーン目標）以上の増員でしたが、6名の増員に終わりま

した。内訳は次の通りです。 

 

         平成 25年 3月末現在の会員数       224名 

         新入会員数                     14名 

         退会会員数                      8名 

      正味増員数                      6名 

平成 26年 3月末現在の会員数        230名 

 

支部別増減内訳  

 入会者 退会者 差引 現会員数 

水戸  7  4  3 86 

土浦  2  2    0 67 

県西  4  2  2 47 

鹿行  1  0  1 30 

合計 14    8  6    230 

     

 

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 2期コンサルティングコース受講者 14名です。（平成 26年 7月開講） 

 

        （ロ）第 14期までの認定保険代理士資格習得者は 127名になります。 

第 1期コンサルティング受講者（29名）の合格者とともに平成 26年 7月に 

           損保協会認定損害保険トータルプランナー資格者になります。 

    

4． 支部活動の支援 

 

支部交付金として次の通り交付した。 

              水戸    15.5万円 

              土浦    12.5万円 

              県西    10  万円 

              鹿行     7  万円       計 45万円 

 



  

 

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 230 店〈26 年 3 月末現在〉のうち、加入者 189 店〈中途加入者： 6

店を含む〉出代理店賠責保険加入率は、茨城県代協においては 82.2％になります。 

                             

 

 

 

 

 

 



平成25年度水戸支部事業報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水戸支部長　　小室　能夫　　　　 水戸支部長　　小室　能夫

平成25年　7月13日 支部役員会 水戸市　ミカワ屋

25年度事業実施予定案の作成

平成25年　8月７日 第1回支部会開催 水戸市　日本興亜ビル

会員増強活動、コンプライアンス
参加者　20名　　懇親会　16名

平成25年　9月　27日無保険バイク追放キャンペーン 水戸市　水戸駅

ゼッケン、のぼりを活用しリーフレッを配る
参加者　代協会員11名・国交省3名

車両盗難等防止キャンペーン 水戸市　水戸駅

ゼッケン、のぼりを活用しリーフレットを配る
参加者　10名

第２回支部会 水戸市　
損保ジャパン水戸ビル

募集環境の変化
参加者　14名　　懇親会13名

平成25年10月7日

平成26年3月7日



平成２５年度土浦支部事業報告

土浦支部長　櫻井 保司

平成25年 7月4日 支部役員会 土浦市　かねき

支部概況報告・２５年度事業計画について
情報交換
参加者　８名

平成25年 8月17日 懇親会 つくば市　ユーワールド

自由討論・情報交換会
参加者　　８名

平成25年10月19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受付ブース設営
参加者　　６名

平成25年12月11日 ボランティア活動 つくば市　センター地区

つくばセンター地区活性化協議会主催
センター地区内遊歩道沿の落ち葉清掃
参加者　　4名

平成26年 1月29日 会員増強キャンペーン 土浦市・つくば市

２月実施の会員増強キャンペーンの協力要請
各保険会社の支社訪問

平成26年 1月30日 支部会・懇親会 土浦市　ゑびすやホテル

目指すべき代理店像について意見交換
参加者　　11名

平成26年 2月 7日 消費者団体との懇談会 つくば市消費生活センター

つくば市消費生活センター職員・相談員５名と懇談
賠償事故・賠償保険質疑応答
参加者　３名

平成26年 3月13日 支部役員会開催 土浦市　かねき

次年度の人事について
参加者　　８名



平成25年度県西支部事業報告

県西支部長　広瀬　健司

平成25年  6月 5日 親睦ゴルフコンペ開催 つくば市　東急ゴルフクラブ

プレー後東急ゴルフクラブ内にて
親睦交流会　参加者7名

平成25年  7月25日 県西支部会開催 筑西市　ホテルニューつたや

今年度の支部役員、理事紹介
代協活動の紹介
各保険会社の代理店施策
参加者　18名、保険会社7社8名

平成25年10月27日 地震保険普及キャンペーン 結城市　結城アクロス

祭りゆうき会場にてチラシ（４５０名分）配布
参加者　3名　他理事植木氏の
寅さん会員2名応援協力
　※台風の影響により急きょ26日から27日に
　27日に変更の為参加者減る

平成25年 12月 3日 支部理事役員会 下妻市　ココス下妻店

平成26年1月支部会の打合せ
参加者　5名

平成26年  1月26日 支部会開催 下妻市　八幡屋

ギブアンドギブ　大和田英雄氏による
セミナー
　※代理店乗り合いの経緯とこれから
　　　参加者21名



平成２5年度鹿行支部事業報告

鹿行支部長　今郡　英治

平成25年 6月17日第１回支部会開催 神栖市　損害保険ジャパン
        　 鹿島支社会議室

鹿行支部役員体制の変更について
年間スケジュ－ルの確認
各委員会からの報告
参加者　１３名
懇親会　　参加者　９名

平成25年10月7日 第２回支部会開催 神栖市　損害保険ジャパン
        　 鹿島支社会議室

代協活動についてのご案内
各委員会から報告事項の説明
地震保険普及キャンペーン参加者募集について
鹿行支部親睦ゴルフコンペ参加募集について
各委員会からの報告
参加者　12名
懇親会　　参加者　5名

平成25年10月19日地震保険普及キャンペーン 神栖市　神栖文化センタ－前

かみすフェスタ２０１３会場にてチラシ（４５０名分）配布
代協活動と地震保険の啓蒙活動
参加者　　8名

平成25年11月30日鹿行支部主催親睦ゴルフコンペ鉾田市　
ザ・ロイヤルオ－シャン

参加者　会員7名　非会員1名　各保険会社支社長5名
懇親会　会員6名 非会員1名　各保険会社支社長含6名

平成25年12月5日 鹿行支部社会貢献活動 茨城新聞社
文化福祉事業団鹿嶋支局

11月30日　鹿行支部ゴルフコンペチャリテ－
参加者協賛金　13,250円　寄付
支部長他理事2名

平成26年2月 10日第３回支部会開催 神栖市　
三井住友海上保険鹿島支社会議室

日本代協東関東ブロックセミナ－開催について
保険代理店の規制強化と保険業法改正について
会員増強キャンペーンと弁護士さんと提携に関するお願い
コンサルティングコース受験募集について
各委員会から報告
参加者　9名
懇親会　　参加者　6名



平成25年度教育委員会事業報告

教育委員長　仁平　光男

平成25年 4月13日 第１回委員会 水戸市　開発公社

セミナー開催について

平成25年 4月22日 セミナー開催の為　委員会会合水戸市内

弁護士セミナー開催の為の打合せ

平成25年 6月21日 第1回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

平成25年 7月 6日 第２回委員会 つくば市　研究支援センター

弁護士セミナーについて

平成25年 7月 8日 保険大学資格試験開催 東京　損保会館
（2,5,8.11期生）

平成25年 8月 2日 保険大学第１４期生試験開催 東京　損保会館

平成25年 8月 8日 第1期生コンサルティング受講者東京　損保会館
セミナー

平成25年 9月 7日 第３回委員会 つくば市　筑波研修センター

弁護士セミナー開催
　　　　　　　87名参加

平成25年　9月 20日第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

平成25年10月 1日 第2期生コンサルティング受講者
募集開始(平成26年2月28日まで）

平成25年11月30日 保険大学移行確認報告

平成25年12月 6日 第３回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

平成26年 1月18日 第４回委員会
トータルプランナーについて

平成26年 2月 5日 第2期生コンサルティング受講者東京　損保会館
セミナー

平成26年 2月20日 第４回東関東ブロック協議会 水戸市
ブロックセミナー協力



平成２５年度組織委員会事業報告

組織委員長　小沼　弘幸

平成25年 4月13日 第１回委員会 水戸市　開発公社

会員拡大について
新入会員オリエンテーションの実施

平成25年 5月2日 第２回委員会 つくば市　ばんどう太郎

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年 6月21日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年 6月17日 鹿行支部会参加 鹿島市　損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ鹿島支社

会員拡大の推進依頼

平成25年 7月6日 第３回委員会 つくば市　研究支援センター

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年 7月26日 県西支部会参加 筑西市　つたやホテル

会員拡大の推進依頼

平成25年 8月7日 水戸支部会参加 水戸市　日本興亜損保

会員拡大の推進依頼

平成25年 9月7日 第４回委員会 つくば市　筑波研修センター

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年 9月20日 第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年 10月7日 鹿行支部会参加 鹿島市　損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ鹿島支社

会員拡大の推進依頼

平成25年 10月8日 保険会社訪問　飯島会長に同行水戸市

あいおい損保、三井住友、富士火災、共栄火災
会員拡大の推進依頼

平成25年 10月22日 保険会社訪問　飯島会長に同行水戸市

東京海上、セコム損保
会員拡大の推進依頼



平成25年12月4日 第５回委員会 土浦市　ホテルグリーンコア土浦

会員増強と国民年金基金推進について

平成25年12月6日 第３回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

会員増強と国民年金基金推進について

平成26年 1月18日 第６回委員会 つくば市　研究支援センター

新入会員オリエンテーションの実施

平成26年 2月20日 第４回東関東ブロック協議会 水戸　ホテルテラスガーディン

正会員増強キャンペーン実施について



平成25年度企画環境委員会事業報告

企画環境委員長　瀬尾　茂

平成25年 4月13日 第1回委員会 水戸市　開発公社
不公正募集について情報収集活動を継続

平成25年 6月21日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
日本代協活力研について

平成25年 7月6日 第２回委員会 つくば市研究支援センター
不公正募集についての報告文書の検討

平成25年 ８月１日 公平でないと思われる募集に関する件
中古車販売業者に対しての申し入れ

平成25年 9月7日 第３回委員会 つくば市研究支援センター
不公正募集について情報収集活動、申し入れ文書の検討

平成25年 9月20日 第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
不公正募集について情報交換
募集環境ハンドブックについて

平成25年12月4日 第４回委員会 土浦ホテルグリーンコア
代理店賠償セミナー協力

平成25年12月6日 第３回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
代理店賠責の加入推進について

平成26年 1月18日 第５回委員会 つくば市　研究支援センター

代理店賠責の加入推進について
オリエンテーション協力

平成26年 2月20日 第４回東関東ブロック協議会 水戸市　テラスザガーデン
次年度役員について
ブロックセミナー受付



平成25年度CSR委員会事業報告

ＣＳＲ委員長　中村　幸夫

平成25年　4月13日 第1回委員会 水戸市　　開発公社
今年度活動予定の確認

平成25年　6月21日 第1回東関東ブロック協議会 東京　損保会館
今年度活動予定の確認

平成25年　6月22日 大洗海岸清掃・地引網大会 大洗町　大洗海岸
参加者　大人150名　子供30名

平成25年　7月　6日第2回委員会 つくば研究支援センター
筑波山清掃登山打合せ

平成25年　8月　9日自動車盗難防止対策協議会 水戸市　　県警本部
自動車盗難事件の現状、
県内の犯罪発生状況について

平成25年　9月　7日第3回委員会 筑波研修センター
今年度各種キャンペーン打合せ

平成25年　9月20日 第2回東関東ブロック協議会 東京　　損保会館
各種キャンペーン実施予定ついて

平成25年　9月27日 無保険バイク追放キャンペーン 水戸市　　水戸駅
ゼッケン・のぼりを活用しリーフレットを配る
参加者　　代協会員　11名・国交省　3名

平成25年10月　7日 車両盗難防止キャンペーン 水戸市　　水戸駅
代協ウィンドブレーカー・代協のぼり活用
参加者　　代協会員10名

筑波山清掃登山
代協ウィンドブレーカー・のぼり等活用 つくば市　　筑波山
参加者　　大人26名　　子供3名

地震保険普及キャンペーン
土浦支部 つくば市
鹿行支部 鹿嶋市
県西支部 結城市

鹿行支部チャリティゴルフ 鉾田市　
13,250円を茨城新聞福祉事業へ寄付 ロイヤルオーシャン

平成25年12月　4日 第4回委員会 土浦市　
鹿嶋神宮清掃打合せ ホテルグリーンコア土浦
各種キャンペーン報告

平成25年12月　6日 第3回東関東ブロック協議会 東京　　損保会館
社会貢献活動について

平成25年10月12日

平成25年10月27日
平成25年10月19日
平成25年10月19日

平成25年11月30日



平成25年12月　7日 鹿島神宮清掃 鹿嶋市　　鹿島神宮
鹿嶋神宮境内の清掃
参加者　　35名　　懇親会　22名

つくばセンター地区落ち葉清掃 つくば市
参加者　4名

平成26年　1月18日 第5回委員会 つくば研究支援センター
来年度事業計画について

平成26年　2月20日 第4回東関東ブロック協議会 水戸市　
来年度事業計画について ホテルテラスザガーデン

平成26年　2月28日 茨城こどもを守る110番の家ネット 水戸市　　県警本部
ワーク会議
治安情勢について
不審者情報分析結果

平成25年12月11日



茨城県開発公社ビル

○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 広瀬　健司 × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 秋葉　吉正 ○ 今郡　英治 × 植木　定男 ○ 小沼　弘幸

○ 小張　孝太 × 木滝　正榮 × 清水　秀樹 ○ 島根　昌明 × 鈴木　由貴

○ 瀬尾　　茂 ○ 田中　仁視 ○ 田村　正夫 ○ 飛田　俊弘 × 中川　英樹

× 中村　幸夫 ○ 仁平　光男 ○ 廣瀬　　優 ○ 平岡　叔道 ○ 堀江　和彦

○ 増田　剛也 ○ 松永　雅雄 ○ 山下　貴広 ○ 和田　博巳

監事 ○ 山口　喜清 ○ 山崎　まゆみ

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会 13:00 ～ 13:30

1. 開会宣言 小室副会長

2. 会長挨拶 飯島会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任 飯島会長

（2）　定足数の確認及び資料の確認 林事務局長

理事２９名中２２名出席、定足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） 山口事務局次長　　（議事録署名人） 飯島会長、山口監事

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認され、飯島会長、　　山口監事が署名

飯島　俊治 山口　喜清

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成25年度第1回理事会

　2013年　4月 13日 13:00開催日時

開催場所

理事

　 山口　貴久     



4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　認定保険代理士のコンサルティング資格移行の作業が完了

　　　　平成25年2月22日　東関東ブロック協議会参加 仁平委員長

企画環境　平成25年2月22日東関東ブロック協議会参加 瀬尾委員長

組織　平成25年1月12日　新入会員オリエンテーション実施　新入会員5名参加

　　　　平成25年2月22日東関東ブロック協議会参加 小沼委員長

CSR　平成25年2月22日ブロック協議会参加

平成25年2月28日　茨城子供を守る110番の家ネットワーク会議に出席　

中川理事

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸　平成25年1月18日　水戸支部新年会開催　場所ミカワ屋

　　2月実施会員増強キャンペーン協力要請、理事には会員増強の目標達成要請。

　　消費者センターと打合せ

小室支部長

土浦　平成25年1月28日会員増強キャンペーン、各保険会社支社訪問

　　平成25年2月8日　消費者団体との懇談会　つくば消費者生活センター6名と懇談

桜井支部長

県西　平成25年2月20日　消費者団体との懇談会　古河消費者団体協議会12名　代協会員4名

広瀬支部長



鹿行　平成25年3月5日支部会開催　会員拡大の進捗状況について

　 　　平成25年3月26日　支部会開催　次期支部役員人事について

　　会員増強運動（東海社代理店の拡大） 今郡理事

事務局

会費未納者に対する内容証明書発送の報告

5月１８日開催のがん患者支援チャリティーウオーキングイベントに協賛

支部活動費交付（暫定各支部５万円）

支部等で受け取る領収証の宛名は略称不可。

議事録作成人　次回以降担当支部の確認　2回土浦　3回県西　4回水戸　5回鹿行

林事務局長

代協略式名称について

略称は　○茨城県代協　　×茨城代協　 島根理事

小林　廣理事退会（合併による）に伴い、理事１名減の報告。 櫻井専務理事

5. 審議事項

第１号議案　平成２４年度事業報告及び収支報告承認の件

第２号議案　平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

櫻井専務理事より以下の平成25年度事業計画（案）内容について説明がある。

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



続いて林務局長平成２５年度収支予算（案）内容について説明がある。

前年度希望があった委員会の活動費は事業広報費から支出する。

また、今年度より10周年記念式典費用として積立を始める。

審議の結果、原案通り承認される。

6. 協議事項

第1号議案　平成25年度定時総会運営について

山口事務局次長より総会運営の役割分担の提案がある。

議長候補に小林澄男会員　議事録作成人に島根理事　署名人に田村理事　秋葉理事で了承。

その他総会進行、講演会進行、懇親会進行の役割人事選任。

今年度より総会で委員会報告を追加することを了承。

受付業務は各支部単位とし、総会への動員要請と懇親会参加依頼がある。

第２号議案　会員拡大のための施策について

飯島会長から代協会長と各社支店長との連盟での勧誘文書を活用したい。

三井住友社とですでに作成済み。各理事で他の保険会社と交渉することを了承。

引き続き、組織委員会の施策と連携した活動をする。

第３号議案　代協活動タウン紙掲載について

常陽リビング紙の広告掲載料の報告があった。かなり高額になる為現状では厳しい。

さらに、各地域でタウン紙及び掲載料金を調べることにする。

７. 監事講評

昨年度、各支部の事業内容を見ると活発な活動が行われていると感じた

今年度も同様に願いたい。　会員拡大についても引続き努力願いたい。

山口監事

事業内容、会員拡大については山口幹事と同じ気持ちです。

今回は活発な意見が出たと思う、是非通例にしていただきたい。

山崎監事



8． 次回開催日時、場所の確認

　７月に予定。詳細は後日に案内。 林事務局長

9． 閉会宣言 １６：００ 広瀬副会長



つくば研究支援センター

○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 広瀬　健司 × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 秋葉　吉正 ○ 今郡　英治 ○ 植木　定男 ○ 小沼　弘幸

× 小張　孝太 × 木滝　正榮 × 清水　秀樹 ○ 島根　昌明 × 鈴木　由貴

○ 瀬尾　　茂 ○ 田中　仁視 ○ 田村　正夫 ○ 飛田　俊弘 ○ 中川　英樹

× 中村　幸夫 ○ 仁平　光男 ○ 廣瀬　　優 ○ 平岡　叔道 ○ 堀江　和彦

○ 増田　剛也 ○ 松永　雅雄 ○ 山下　貴広 ○ 和田　博巳

監事 ○ 山口　喜清 × 山崎　まゆみ

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会 13:00 ～ 13:30

1. 開会宣言 小室副会長

2. 会長挨拶 飯島会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任 飯島会長

（2）　定足数の確認及び資料の確認 林事務局長

理事２９名中２３名出席、定足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） 平岡理事　　（議事録署名人） 飯島会長、山口監事

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認され、飯島会長、　　山口監事が署名

　　飯島　俊治 　　山口　喜清

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成25年度第2回理事会

　2013年　7月 6日 13:00開催日時

開催場所

理事

　　平岡　叔道     



4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　 仁平委員長

　　　　平成25年6月21日　東関東ブロック協議会参加

　　　　平成25年6月29日　エンディングメッセージノートの活用セミナー参加

　　　　弁護士費用特約の活用セミナーを検討（理事会と同時開催を予定）

企画環境　 瀬尾委員長

　　　　平成25年6月21日東関東ブロック協議会参加

　　　　不公平と思われる保険募集に関する報告が1件。

　　　　（ディーラーによる抱き合わせ販売に対する効果的な対策を検討）

組織　 小沼委員長

　　　　平成25年6月21日東関東ブロック協議会参加

CSR　平成25年６月2１日東関東ブロック協議会参加 中村委員長

　　平成25年６月2２日大洗海岸ボランティア清掃・地引網大会

　　１８０名参加（大人１５０名、子供３０名）

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸 小室支部長

前回理事会以降報告・依頼事項なし

土浦　 桜井支部長

前回理事会以降報告・依頼事項なし

県西　 広瀬支部長

平成25年6月5日　支部会ゴルフコンペ　支部会員7名参加

平成25年6月13日　支部会役員会開催　6名参加





鹿行　 今郡支部長

　 平成25年6月17日　支部会開催

（鹿行支部役員体制の変更について、年間スケジュールの確認）

事務局 林事務局長

平成25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

有償販促品斡旋「ライト付きボールペン」9代理店：受注3,700本

5. 審議事項

第１号議案　平成２５年度事業実施計画の件

櫻井専務理事より、事業実施予定表に基づき平成２５年度事業予定について説明がある。

・支部会は3回/年は開催してほしい。

・各種キャンペーン、清掃ボランティアの開催について

・日本代協コンベンション開催について

・社会貢献活動（エコ活動）について

・来年度役員改選について

審議の結果、原案通り承認される。

第２号議案　平成２５年度会員拡大の件

組織委員：小沼理事より以下の説明がある。

・純増20名が本年度の目標数とする。現在▲5名なので25名の増員が必要

・会員増強は組織委員だけの問題ではいので、各委員会と連携し理事会の前の時間を

活用し進めていきたい。 代申会社別の会員名簿を活用。 

審議の結果、原案通り承認される。

6. 協議事項

第1号議案　各支部事業計画の件

各支部長から平成25年度事業実施予定表に基づき補足説明あり。

各支部事業内容についてすべて承認される。

第２号議案　各委員会活動計画の件

教育 仁平委員長



・9月理事会開催に合わせてセミナー開催予定（弁護士費用特約の効果的活用について）

企画 瀬尾委員長

・東関東ブロック指針に準じた活動。特に不公正な募集に関する情報収集。

組織 小沼委員長

・保険会社の部支店長に代協加入リスト持参。未加入者の洗い出し。

CSR 中村委員長

・筑波山清掃登山について（１０月１２日予定）

・地震保険キャンペーンについて（１０月に各支部で）

・鹿島神宮清掃ボランティアについて（１２月に予定）

上記内容を含め事業内容を承認。

第３号議案　レンタカー斡旋業者との業務提携の件 飯島会長

代車特約については各保険会社の方針もあるが、代協独自に提携したい。

代協会員のメリット（手数料収入）に直接寄与することにもなるので進めることとする。

第４号議案　国民年金基金の件 仁平委員長

資料に基づき、内容について詳細な説明がある。勧誘する際活用する。

第５号議案　弁護士との提携の件 小室副会長

千葉代協の取り組み事例を紹介。

各支部単位に弁護士を選出し提携する方針を了承。

７. 監事講評 山口監事

大洗清掃ボランティアの参加ご苦労さまでした。。

今年度も半年経過した。残り半年も社会貢献や会員増強等、一生懸命取り組みましょう。。

8． 次回開催日時、場所の確認

　９月7日（土曜日）10：00～に予定。セミナー同時開催。詳細は後日に案内。

9． 閉会宣言 １６：３０ 広瀬副会長



筑波研修センター

○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 広瀬　健司 × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 秋葉　吉正 ○ 今郡　英治 × 植木　定男 ○ 小沼　弘幸

× 小張　孝太 × 木滝　正榮 × 清水　秀樹 ○ 島根　昌明 × 鈴木　由貴

× 瀬尾　　茂 ○ 田中　仁視 × 田村　正夫 ○ 飛田　俊弘 ○ 中川　英樹

× 中村　幸夫 ○ 仁平　光男 ○ 廣瀬　　優 ○ 平岡　叔道 × 堀江　和彦

○ 増田　剛也 ○ 松永　雅雄 ○ 山下　貴広 ○ 和田　博巳

監事 × 山口　喜清 ○ 山崎　まゆみ

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会 10:30 ～ 11:00

1. 開会宣言 小室副会長

2. 会長挨拶 飯島会長

3. 議　　　事

（1）　議長就任 飯島会長

（2）　定足数の確認及び資料の確認 林事務局長

理事２９名中１９名出席、定足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） 山下理事　　（議事録署名人） 飯島会長、山崎監事

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認され、飯島会長、　　山口監事が署名

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成25年度第3回理事会

2013年9月7日　　10:30開催日時

開催場所

　　飯島　俊治 　　山崎　まゆみ

理事

　　山下　貴広     



4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

つくば市内の中古車販売店が自動車保険の加入を条件に販売車両の車検費用

の値引きを約する行為について、代申会社に事実関係の確認と是正を申し入れ

した。結果、既契約の解約について一部非を認めたが、それ以外は否認。

お客様に再度確認するも、あいまいな口述に変わり証明できず。今後は、新に作

成した自動車保険解約申立書・理由書にお客様から署名をもらうことが必要不可

欠になる。

教　育　　 仁平委員長

平成25年7月25日　認定保険代理士更新試験(2,5,8,11期)損保会館

平成25年8月2日　 第14期認定保険代理士資格試験　損保会館

平成25年8月8日　 トータルプランナー第1回セミナー

本日開催の教育研修セミナーの協力要請　参加者約70名予定

組　織 小沼委員長

前回理事会以降報告・依頼事項なし

ＣＳＲ 中村委員長

平成25年8月9日　茨城県自動車盗難防止協議会に参加

犯罪発生状況や現状についての解説

盗難防止アイテム についての商品説明。

10月12日の筑波山清掃登山についての協力依頼。

企画環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬尾委員長欠席の為、飯島会長が報告

公正でないと思われる募集に関する件



支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸 小室支部長

平成25年7月19日　水戸支部役員会開催　4名参加

　　　　　　　　支部活動予定案、8月支部会開催の打合せ

平成25年8月7日　 水戸支部会開催　18名参加

コンプライアンス、代理店内部体制の確立、募集人の資質向上について

当日懇親会開催　16名参加　情報交換等交流会を兼ねる。

土浦　 桜井支部長

平成25年8月17日　情報交換交流会兼暑気払い懇親会開催　8名参加　

県西　 仁平理事

平成25年7月26日　第1回県西支部開催　25名参加（会員17名＋保険会社

8名）アンケートを基に代協活動・支部活動の意見交換　各保険会社から

代理店施策についての説明。　同日懇親会開催　25名参加　情報交換等交流会

鹿行　 今郡支部長

前回理事会以降報告・依頼事項なし

事務局 林事務局長

7月に㈱マツダモビリティ茨城とレンタカー斡旋事業契約が成立

平成25年7月10日　各支部活動費振込の報告

平成25年8月3日　 エンディングメッセージ普及協会設立パーティーに出席

平成25年8月末現在　 年会費徴収状況報告　未納者10名



5. 審議事項

第1号議案　平成２５年度各種キャンペーン実施計画の件

櫻井専務理事より、以下の平成２５年度キャンペーンの実施計画について説明。　

（１）無保険車追放キャンペーン（水戸支部）

　　　9/20(金)7:30～　ＪＲ水戸駅にて実施予定

　　　　（問い合わせがあり、国交省から２名参加予定）

（２）車両盗難防止キャンペーン（水戸支部）

　　　10/7(月)　開催予定（茨城県損保協会主催）

（３）地震保険普及キャンペーン（土浦・県西・鹿行支部）

　　　本年度もティッシュ１，３００個配布

　　　・土浦…10/19(土)　つくば産業祭にてブース設置　４５０個配布

　　　・県西…10/26(土)　祭りゆうきにて配布　　　　　４００個配布

　　　・鹿行…例年、10月中旬に開催される鹿嶋まつりで配布していたが、

　　　　　　　  今年から11月第2土日となってしまったため、9/11の支部

　　　　　　　　役員会で日程調整。　　　　　　　　　　 ４５０個配布

　　上記日程での実施することを確認。

第２号議案　会員拡大並びに国民年金基金加入促進の件

小沼委員長より、現在代申ごとの会員名簿の資料を作成中。県内各保険会社の

支店長クラスと面会し、会員拡大・国民年金基金加入促進を図る。

国民年金基金は10月からキャンペーンを開始する。茨城県代協は３名の新規加

入者が目標。各支部名簿の中で、国民年金の代理店をターゲットに募集する。

第３号議案　代理店賠償責任保険セミナー開催の件

今年は、土浦にて１１月下旬に開催予定。（主管　土浦支部）

セミナー後、懇親会も開催予定。会員拡大に繋げたい。

櫻井支部長を中心に、企画・運営をすることになる。



6. 協議事項

第１号議案　弁護士特約徹底活用セミナーの件

仁平委員長より本日開催のセミナーの運営についての説明。

参加者は７０名弱（保険会社社員は８名）。

目的は個々の会員のスキルアップ、魅力ある代協活動にあるが、会員拡大・ﾄ-ﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

受講者獲得にも寄与したい。役割は以下の通り。

セミナー　14:00～開会（90分講演）～16:00閉会　　／司会進行　島根理事

開会挨拶　今郡理事　／　会長挨拶　飯島会長　／　趣旨説明　仁平委員長

保険会社の紹介　増田副委員長　／　講師紹介　和田理事　／講演　質疑応答

閉会挨拶　小沼理事

第２号議案　第３回日本代協コンベンションの件　　　　　　　　　　　　　　 櫻井専務理事

第３回日本代協コンベンションは、１１月１５日～１６日に開催。

１１月１５日　　１部　『式典・代協会員懇談会・基調講演の部』、２部　『懇親会』

１１月１６日　　３部　『分科会』

代協ごとの定員（茨城は５名）がある。10月初旬に参加締め切りとなるので、今まで

出席した事がない理事に参加要請。田中理事以外申し出なし。

後日　櫻井専務理事から個別に依頼することとする。

第３号議案　平成２５年度会費未納者の件 林事務局長

会費未納者１０店について、各理事で担当割りをし納付を促すことにする。

現在までのところ8月12日に未納者へ1回目の請求依頼書を送付済み。

9月末までに入金のない場合は再度送付するが、12月に日本代協に会費の

納入があるので、最終的に内容証明を送り、退会も含めて確認することとする。

第４号議案　コンサルティングコース受講者募集の件　 島根理事

10月からコンサルティングコースの募集が開始し、東関東ブロックで52名、

茨城県代協で14名の目標設定がある。1月末までの募集期間だが早めに達成したい。

理事1名の目標で取り組んでいただきたい。



7． 監事講評　 山崎監事

後半に入り、各種キャンペーン等、活動が盛りだくさんとなっている。皆さんで協力

しあいながら、活動して欲しい。また、各委員会が主体となってセミナーを開催する

事ができれば、代協の知名度も上がり、会員拡大に繋がると思う。

8． 次回開催日時

後日、事務局より案内。　土浦市にて開催予定。

9． 閉会宣言　　 広瀬副会長



ホテルグリーンコア土浦

○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 広瀬　健司 × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 秋葉　吉正 × 今郡　英治 ○ 植木　定男 ○ 小沼　弘幸

○ 小張　孝太 × 木滝　正榮 × 清水　秀樹 ○ 島根　昌明 × 鈴木　由貴

○ 瀬尾　　茂 ○ 田中　仁視 ○ 田村　正夫 ○ 飛田　俊弘 ○ 中川　英樹

○ 中村　幸夫 ○ 仁平　光男 ○ 廣瀬　　優 ○ 平岡　叔道 ○ 堀江　和彦

○ 増田　剛也 ○ 松永　雅雄 ○ 山下　貴広 × 和田　博巳

監事 × 山口　喜清 ○ 山崎　まゆみ

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会　 １３：００～１３：２５

1. 開会宣言 13:25 広瀬副会長

2. 会長挨拶

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２３名出席、定足数をみ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：中村理事、議事録作成人：飯島会長、山口監事

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認され、飯島会長、山口監事が署名

中村　幸夫

理事

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成25年度第4回理事会

2013年12月4日　　13:00開催日時

開催場所

飯島　俊治 山口　喜清



4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　

  9月 7日　教育研修セミナーアンケート集計結果報告（別紙参照） 仁平委員長

集計結果については、次回支部会及びセミナーに活用。

 9月20日　 第2回東関東ブロック協議会参加

10月 8日　水戸市内損保各社訪問　トータルプランナー受講依頼

10月22日　水戸市内損保各社訪問　トータルプランナー受講依頼

企画環境　

 9月20日　 第2回東関東ブロック協議会参加 瀬尾委員長

組織　

 9月20日　 第2回東関東ブロック協議会参加 小沼委員長

10月 7日　鹿行支部会参加　会員拡大の推進依頼

10月 8日　 水戸市内損保各社訪問　会員拡大の推進依頼

10月12日　新入会員勧誘訪問　（秋葉委員同行）　 

10月22日　 水戸市内損保各社訪問　会員拡大の推進依頼

10月23日　水戸市内損保会社訪問　会員拡大の推進依頼

10月28日　つくば市内損保会社訪問　会員拡大の推進依頼

ＣＳＲ　

9月20日　 第2回東関東ブロック協議会参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村委員長

9月25日　 無保険車追放キャンペーン実施（水戸駅南口）

　　　　　　　　　参加者　代協会員　11名　　国交省　3名

10月  7日　 盗難等防止の日キャンペーン実施（水戸駅）

10月16日　　筑波山清掃登山ボランティア実施（筑波山つつじヶ丘コース）

地震保険普及キャンペーンは以下のとおり

10月19日　　つくば市で土浦支部が実施

10月19日　　鹿嶋市で鹿行支部が実施

10月27日　　結城市で県西支部が実施

　　　　　　　　　代協会員＆家族　29名参加

　　　　　　　会員増強と国民年金基金推進について　

10月31日　資格移行確認　未移行代理店連絡及びブロック報告

　　　　　　　　　参加者　代協会員　10名

11月11日　新入会員勧誘訪問



支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸　 小室支部長

9月25日　 無保険車追放キャンペーン（水戸駅南口）

10月 7日　 盗難等防止キャンペーン（水戸駅）

土浦　 櫻井支部長

10月19日　　10：00～16：00

　　つくば市産業・農産物フェア会場にて地震保険普及キャンペーン実施　５名参加

県西　 広瀬支部長

10月27日　　　9：30～11：30

　　結城市民文化センターにて地震保険キャンペーン実施　５名参加

12月3日　　支部役員会開催　

鹿行　 中川理事

　9月10日　 第2回鹿行支部会開催（損保ジャパン鹿島支社会議室）

　　議題　：　代協活動についての案内

　　　　　　　 各委員会からの報告

　　　　　　　 鹿島支部親睦ゴルフコンペ・鹿島神宮清掃ボランティア参加依頼

10月19日　　11：00～16：30

　　神栖文化センター内会場にて地震保険普及キャンペーン実施　８名参加

11月30日　　鹿行支部主催親睦ゴルフコンぺ開催・当日親睦会

コンペでのチャリティ金１３,２５０円を茨城新聞鹿島支社へ寄付した。

事務局 林事務局長

第３回日本代協コンベンション参加報告

平成２５年度年会費未納者の件

３名の未納者については、１２月１０日付けをもって内容証明郵便を送付する。

東関東ブロックセミナー開催の件

日程・場所については２月２０日、水戸市で開催。

１２月６日の東関東ブロック協議会で詳細が決定しだい案内したい。

国民年金基金事務局担当者との面談報告 山口事務局次長

国民年金基金の特徴・メリットについて詳細に亘って説明がある。

他の年金に比べても優れているので是非自信を持って勧めてほしい。

自信を持って勧めてほしい。



5. 審議事項

第1号議案　平成２５年度新入会員オリエンテーション開催の件

櫻井専務理事より開催日を平成２６年1月１８日（土）、場所をつくば研究支援センターに

したい旨の説明がある。

異議なく承認される。対象者には個別に案内するが、紹介者も連絡することとする。

尚、資料作成並びに運営は組織委員会が担当。

第2号議案　第１４期認定保険代理士認定書授与式の件

例年通り、オリエンテーション開催日と同日とすることで承認される。

第3号議案　コンサルティングコース受講者募集の件

仁平委員長から協力要請。茨城県代協は目標１４名に対して２名のみ、

各理事からリストアップしてもらい、教育委員がアプローチしたい。

また、各保険会社の代協担当者に面談し、受講者募集依頼をする。

受講料の分割ができないこともネックになっていると思われるが、１月末までに

達成するよう努力したい。

6. 協議事項

第1号議案　新日本法規出版社の交通事故処理データベースの件

林事務局長より経過報告。理事の試用データが少ないため、次回まで各理事が経験したうえで

見極め継続審議とする。

第2号議案　代協活動及び代協会員紹介新聞掲載について

飯島会長より埼玉県代協で実施した新聞掲載の例を提示。協議するも、費用対効果の点から

ペンディングとなる。

第3号議案　事故車買取サービス事業者（株式会社・タウ）との提携の件

林事務局長より提携内容の説明。制度に詳しい田村理事からも、代理店にとってデメリットはなく、

お客様のメリットに繋がることになるとのこと。出席理事全員が提携することを承認。

7. 監事講評 山口監事

各支部でのボランティア活動を通じて、代協の評価が上がってきているのは喜ばしい。

代理店の合併・廃業が相次いでいる中、少しずつ会員拡大に繋がって来ているように思う。

引き続き活性化に努力してほしい。

8． 次回開催日時、場所の確認

平成２６年１月１８日（土）　つくば研究支援センター

9． 閉会宣言 １５：５５ 小室副会長



つくば研究支援センター

○ 飯島　俊治 × 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 広瀬　健司 × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 秋葉　吉正 ○ 今郡　英治 ○ 植木　定男 ○ 小沼　弘幸

× 小張　孝太 × 木滝　正榮 × 清水　秀樹 ○ 島根　昌明 × 鈴木　由貴

○ 瀬尾　　茂 × 田中　仁視 ○ 田村　正夫 ○ 飛田　俊弘 ○ 中川　英樹

○ 中村　幸夫 ○ 仁平　光男 ○ 廣瀬　　優 ○ 平岡　叔道 ○ 堀江　和彦

× 増田　剛也 ○ 松永　雅雄 ○ 山下　貴広 ○ 和田　博巳

監事 ○ 山口　喜清 ○ 山崎　まゆみ

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会　1４：00～１４：20

1. 開会宣言 14:20 今郡支部長

2. 会長挨拶

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２１名出席、定足数をみ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：中川理事、議事録署名人：飯島会長、山崎監事

（4）　前回議事録の承認

　全会一致で承認され、飯島会長、山口監事が署名

4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　

12月6日　東関東ブロック協議会に出席 島根理事

コンサルティングコース受講者募集活動

募集活動状況　（目標１４名）１月１８日現在２名、見込み４名　残り８名

飯島　俊治
                                                印

山崎　まゆみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成25年度第5回理事会

2014年1月18日　　14:00開催日時

開催場所

理事

中川　英樹



企画環境　

12月6日　東関東ブロック協議会に出席 瀬尾委員長

組織　

12月6日　東関東ブロック協議会に出席 小沼委員長

12月20日、１月６日　新入会員勧誘活動

ＣＳＲ　

12月6日　東関東ブロック協議会に出席 中村委員長

12月7日　鹿島神宮清掃ボランティア活動実施

12月11日　つくば市センター地区落葉拾い清掃活動実施

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸　 中村理事

前回理事会以降報告・依頼事項なし

土浦　 櫻井支部長

12月11日　つくば市センター地区落葉拾い清掃活動　4名参加

県西　 広瀬支部長

1月16日　県西支部会開催（下妻市八幡屋）代理店の乗り合いについて

21名参加

鹿行　 今郡支部長

12月5日、鹿行支部ゴルフコンペ（11/30実施）のチャリティ金を茨城新聞文化福祉事業団へ寄付

12月7日　鹿島神宮清掃ボランティア活動実施　35名参加　その後、懇親会22名参加

　

事務局 林事務局長

年度末会計報告、及び平成25年度各支部、各委員会事業報告について

年会費未納者に12月12日内容証明発送。12月26日に入金あり全会員が納入完了。

12月26日、事故車買い取り会社　株式会社「タウ」と業務契約完了。

代協年会費は原則口座振替とし、郵便払込票での支払いの振込手数料は会員負担とする。

また、口座振替不能者の再請求も郵便払込票振込の手数料は会員負担とする。

3月末迄に、各支部（活動報告/会計）及び各委員会の活動報告をお願いしたい。



5. 審議事項

第1号議案　代協正会員２月入会キャンペーンの件

小沼委員長より全国一斉「代協正会員2月入会キャンペーン」の案内と会員増強目標

（純増１１店）について説明がある。「新入会員つれてき隊」12名を組織し、全会員による

協力で2月末会員増強目標の達成をすることを全理事で確認。

第2号議案　東関東ブロックセミナー開催の件

櫻井専務理事より、開催日時2月20日（木）と参加人数目標（定員120名、茨城代協50名）

の説明がある。茨城で開催されるブロックセミナーであり、全理事が協力しセミナー～懇親会

まで義務出席とすることを承認。また、2月12日が参加人数の締切になるが、人数によっては

さらに他の代理店や各保険会社にも連絡の上 動員することとする。

役割分担については計画書（案）の通りとし、、補足としてCSR委員会が会場までの案内

（水戸駅～会場、駐車場）を追加することで承認。尚、理事の当日の集合時間は14時とした。

第3号議案　新日本法規出版社との業務提携の件

出席理事の採決にて、オンライン交通事故損害賠償データファイルの導入（5回線分）

が賛成多数にて承認された。

6. 協議事項

第1号議案　コンサルティングコース及び国民年金基金募集の件

島根理事より、募集受付期間が2月21日までであり、茨城代協としては14名の募集の必達

（現状は見込みを含めて6名、　残り８名は各支部で2名の募集）が必要との説明。

認定代理士リストを用い、各支部にて最低10名の見込み者をリストアップして貰いデータ

ベース化して取り組む。次年度以降継続して使用。目標に向け全員が達成に尽力する旨決議。

第2号議案　県内弁護士とのネットワーク構築の件

飯島会長より、本年度の事業の一つとして県内弁護士との事業提携に関する説明がある。

現在７つの弁護士事務所の推薦があるが、数をもう少し増やし今年中の構築に向け

引き続き取り組むこととする。

第3号議案　次年度役員改選の件

役員改選にあたり、任期限りで理事としての代協活動は辞退したいと思っている理事は、

予め専務理事もしくは事務局まで連絡いただきたい。各支部でも新理事を含め

理事候補を3月末迄に案として事前に会長まで相談いただきたい。

また、会長候補としては、次年度も 飯島会長とすることを出席理事全員が支持した。



7. 監事講評

山口監事

昨年12月の清掃ボランティア活動（鹿島神宮、つくば市センター地区）など代協の活動が

継続して行われ、認知されていくことは喜ばしい。また、2月20日（水）に水戸で行われる

ブロックセミナーにおいて50名以上の参加目標ということで全理事の協力をお願いしたい。

山崎監事

毎年2月の全国正会員入会キャンペーンと損害保険大学過程コンサルティングコース受講

申込みの件、目標数値に対して全員が動いてこその茨城代協だということを念頭に置き、

目の前の数字に対しては、ぜひ協力をお願いしたい。

8． 次回開催日時、場所の確認

詳細は後日通知

9． 閉会宣言 15：55 広瀬副会長



平成25年５月１８日（土）午後1時３０分より、イーアスつくばにおいて通常総会（定時社員総会）を開催した。

社員総数：２２０名　　議決権を行使できる社員の数：２２０名　　議決権の数：２２０個

出席社員数（委任状による者を含む）：２１０名　　出席議決権数：２１０個

出席理事 会長（代表理事）飯島俊治、　副会長（理事）小室能夫、　副会長（理事）鳥次芳郎、

副会長（理事）広瀬　健司、副会長兼専務理事（理事）櫻井保司、事務局長（理事）林勇司、

理事　今郡英治、植木定男、小沼弘幸、中村幸夫、島根昌明、和田博巳、瀬尾茂

田村正夫、飛田俊弘、中川英樹、田中仁視、堀江和彦、廣瀬優、松永雅雄

山下貴広、秋葉吉正、増田剛也　

出席監事 山口喜清、山崎まゆみ

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小林澄男氏を議長に

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島根昌明氏を、署名人として田村正夫氏、秋葉吉正氏を選任し各氏は

就任を承諾した。

第１号議案 平成２４年度事業報告及び収支決算書承認の件

専務理事（理事）櫻井保司氏より事業報告、事務局長（理事）林勇司氏より収支決算書

等の報告、監事山口喜清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２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

専務理事（理事）櫻井保司氏より事業計画（案）について、事務局長（理事）林勇司氏

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 定款一部変更の件

事務局長（理事）林勇司氏より定款一部変更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）櫻井保司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２時３０分閉会した。

平成25年度　通常総会（定時社員総会）議事録



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　２５　年　５　月　１８　日

議　　長 　　小　　林　　　澄　　男　　　

議事録署名人

同 　秋　　葉　　　吉　　正　　　　

　田　　村　　　正　　夫　　　　



平成25年５月１８日（土）午後1時３０分より、イーアスつくばにおいて通常総会（定時社員総会）を開催した。

副会長（理事）広瀬　健司、副会長兼専務理事（理事）櫻井保司、事務局長（理事）林勇司、



平成２６年５月１７日　午後３時３５分より、イーアスつくばにおいて、理事２７名（総理事数３０名）

出席のもとに、理事会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午後３時５０分散会した。

出席理事 会長（代表理事）飯島　俊治

副会長（理事） 島根　昌明、 松永　雅雄、 広瀬　健司、 今郡　英治、

専務理事（理事）櫻井　保司、 (理　事) 秋葉　吉正、 小沼　弘幸、

岸　　 清壽、 坂田　代志廣、 瀬尾　茂、 田中　仁視、 田村　正夫、

飛田　俊弘、 中川　英樹、 中村　幸夫、 仁平　光男、 橋本　輝男、

葉山　力哉、 半澤　眞、 廣瀬　優、 平岡　叔道、 平野　雅彦、

増田　剛也、 山口　貴久 山本　剛志、 和田　博巳、

出席監事 山口　喜清、 高橋　曻、

１．　会長（代表理事）選定の件

理事飯島俊治は選ばれて議長となり、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、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）　　飯島　俊治

２．　副会長、専務理事選定の件

議長は、今般副会長、専務理事が理事任期満了によりそれぞれ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、専務理事を選定したい旨を述べ、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　　島根昌明、松永雅雄、今郡英治、広瀬健司

専務理事　　櫻井　保司　

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３時５０分閉会した。

　上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり議長及び出席監事がこれに記名押印する。

議長 会長（代表理事）　　　　　　　　　　飯　島　俊　治

監事 　　　　　　　　　　山　口　喜　清

監事 　　　　　　　　　　高　橋　曻

平成26年度　臨時理事会議事録

平成　２６年　５月　１７日 一般社団法人茨城県損害保険代理業協会



１．収入の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 差額 備考

6,000,000 6,098,000 98,000

100,000 65,000 ▲ 35,000

5,000 632 ▲ 4,368

400,000 296,605 ▲ 103,395

20,000 34,000 14,000

6,525,000 6,494,237 ▲ 30,763

2,790,082 2,790,082 0

9,315,082 9,284,319 ▲ 30,763

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 350,000 313,620 ▲ 36,380

会議費 200,000 369,377 169,377

支部対策費 450,000 311,844 ▲ 138,156

日本代協会費 2,300,000 2,160,000 ▲ 140,000 1会員あたり1万円

教育研修費 250,000 173,600 ▲ 76,400

事業広報費 300,000 201,645 ▲ 98,355

通信費 350,000 365,409 15,409

事務用消耗品費 200,000 158,498 ▲ 41,502

旅費交通費 400,000 424,180 24,180

渉外費 100,000 106,800 6,800

支払手数料 100,000 126,437 26,437

[事業費小計] 5,000,000 4,711,410 ▲ 288,590

給与手当 1,000,000 1,044,510 44,510

厚生費 20,000 17,161 ▲ 2,839

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 120,000 0

租税公課 100,000 82,000 ▲ 18,000

雑費 20,000 9,834 ▲ 10,166

[管理費小計] 1,500,000 1,513,505 13,505

予備費 予備費 25,000 0 ▲ 25,000

6,525,000 6,224,915 ▲ 300,085

0 269,322 269,322

2,790,082 3,059,404 269,322

前期繰越金

平成２５年度収支決算書
　　　（自平成２５年４月１日　至平成２６年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費

入会金

受取利息

雑収入

当期収入合計（Ａ）

貯蔵品販売収入

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

収入合計（Ｂ）

事
業
費

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

勘定科目

管
理
費

当期支出合計（Ｃ）



（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 2,885,460 2,925,448 ▲ 39,988

貯　蔵　品 255,500 211,500 44,000

流動資産合計 3,140,960 3,136,948 4,012

2.　繰延資産

創　立　費 0 130,808 ▲ 130,808

繰延資産合計 0 130,808 ▲ 130,808

資産合計 3,140,960 3,267,756 ▲ 126,796

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未　払　金 0 10,000 ▲ 10,000

未払法人税等 82,000 82,000 0

預　り　金 390 255,700 ▲ 255,310

流動負債合計 82,390 347,700 ▲ 265,310

負債合計 82,390 347,700 ▲ 265,310

Ⅲ　正味財産の部

1.　一般正味財産 3,058,570 2,920,056 138,514

正味財産合計 3,058,570 2,920,056 138,514

負債及び正味財産合計 3,140,960 3,267,756 ▲ 126,796

貸　　借　　対　　照　　表

科　　　　　　　目

平成２６年３月３１日現在



=



　　　　平成２４年４月１日から平成２５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 6,098,000 5,920,000 178,000

②　受取入会金 65,000 55,000 10,000

③　事業収益

貯蔵品販売収益 34,000 13,500 20,500

紹介手数料収益 296,605 312,470 ▲ 15,865

 　　事業収益計 330,605 325,970 4,635

④　雑収益

受取利息 783 783 0

雑収益 0 0 0

 　　雑収益計 783 783 0

　　経常収益計 6,494,388 6,301,753 192,635

（2）　経常費用

①　事業費

通常総会費 313,620 378,984 ▲ 65,364

会議費 369,377 238,565 130,812

支部対策費 311,844 352,483 ▲ 40,639

日本代協会費 2,160,000 2,140,000 20,000

教育研修費 173,600 158,540 15,060

事業広報費 201,645 81,100 120,545

通信費 365,409 359,209 6,200

事務用消耗品費 158,498 256,709 ▲ 98,211

旅費交通費 424,180 400,510 23,670

渉外費 106,800 151,560 ▲ 44,760

支払手数料 126,437 95,379 31,058

 　　事業費計 4,711,410 4,613,039 98,371

②　管理費

給与手当 1,044,510 989,410 55,100

厚生費 17,161 11,477 5,684

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 120,000 0

租税公課 82,000 82,000 0

創立費償却 130,808 130,808 0

雑費 9,834 2,850 6,984

 　　管理費計 1,644,313 1,576,545 67,768

　　経常費用計 6,355,723 6,189,584 166,139

当期経常増減額 138,665 112,169 26,496

2.　経常外増減の部

（1）　経常外収益

　　経常収益計 0 0 0

（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 138,665 112,169 26,496

一般正味財産期首残高 2,919,905 2,807,736 112,169

一般正味財産期末残高 3,058,570 2,919,905 138,665

Ⅲ　正味財産期末残高 3,058,570 2,919,905 138,665

正　味　財　産　増　減　計　算　書

科　　　　　　　目



第 2号議案 

 

平成２６年度事業計画（案） 

 

昨年６月に公表された「金融審議会保険ワーキンググループ」の報告書では、徹底

した契約者保護の観点から、新たに「意向把握義務」と「情報提供義務」が法制化され

るとともに、すべての代理店に「体制整備義務」が課せられることになり、募集・販売ル

ールのあり方が根本的に問われることになりました。 

代理店にとって真の自立と自律を求められるものであり、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ります。 

 損保協会との連携でスタートした「損害保険大学課程」は業界共通の資格制度であ

り、認定保険代理士を含め「トータルプランナー」の資格を満たす茨城県代協の会員

は１３０名を超えました。資格取得は代理店の価値を高め、地域で「リスクの専門家」と

して認知されることにもなり、我々プロ代理店にとって社会的使命でもあります。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２８％（全国平均３７％）で、４７都道府県中４０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、新資格認定制度の「損害保険大学課程」は第１期の「コンサルティングコース」

合格者が、第１４期までの認定保険代理士とともに、本年６月に「損害保険トータルプ

ランナー」の称号が与えられます。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、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正会員１００％の

加入を目指します。 

 

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。 

昨年は、新たに大洗海岸清掃ボランティア活動を実施致しました。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使命を果たします。 

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、自動車保険損害率高騰対策のため、損保協会が進めるリサイクル部品の活

用運動にも協力していきます。 

 

６．代協会員への情報提供・支援 

  今年度も厳しい収益環境の中で様々な動きが予想され、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、事故車両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

6,000,000 6,500,000 500,000

100,000 100,000 0

5,000 5,000 0

400,000 400,000 0

20,000 20,000 0

6,525,000 7,025,000 500,000

2,790,082 3,059,404 269,322

9,315,082 10,084,404 769,322

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 350,000 450,000 100,000

会議費 200,000 300,000 100,000

支部対策費 450,000 450,000 0

日本代協会費 2,300,000 2,400,000 100,000 1会員あたり1万円

教育研修費 250,000 250,000 0

事業広報費 300,000 300,000 0

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

１０周年記念事業費 0 200,000 200,000 今年度より

[事業費小計] 5,000,000 5,500,000 500,000

給与手当 1,000,000 1,000,000 0

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 1,500,000 0

予備費 予備費 25,000 25,000 0

6,525,000 7,025,000 500,000

0 0 0

2,790,082 3,059,404 269,322

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

雑収入

貯蔵品販売収入

当期収入合計（Ａ）

前期繰越金

収入合計（Ｂ）

勘定科目

事
業
費

管
理
費

当期支出合計（Ｃ）

入会金

受取利息

平成２６年度収支予算書（案）
　　　（自平成２６年４月１日　至平成２７年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費



第3号議案

役員改選の件

監事候補

山　口　　喜　清 (株)トレジャー保険

* 高　　橋　　曻 (有)ニューエービック

理事候補

秋　葉　　吉　正 アキバ保険サービス

飯　島　　俊　治 学園総合保険（株） ☆会長候補

今　郡　　英　治 (有)港南保険事務所

小　沼　　弘　幸 (有)ユニ保険センター

* 坂  田    代志廣 (有)サカタ企画

櫻　井　　保　司 (有)アイガード

島　根　　昌　明 (株)島根総合保険

瀬　　尾　　茂 リスクマネジメントセオ

田　中　　仁　視 (株)パワフルエージェント

田　村　　正　夫 (株)ガレージミナミ

飛　田　　俊　弘 (株)サンテ

中　川　　秀　樹 平和保険センター

中　村　　幸　夫 (有)保補屋

仁　平　　光　男 (株)スマイル

* 野　口　　武　雄 (有)カーライフ野口

* 橋　本　　輝　男 (有)プロテクト

林　　勇　　司 (有)リリーフ

* 葉　山　　力　哉 (株)Ｉ Ｆ Ｐ

* 半　　澤　　眞 (株)Ｉ Ｏ Ｍ

広　瀬　　健　司 あんしんページ

廣　　瀬　　優 みんなの保険㈱

平　岡　　叔　道 (有)昭和総合保険

増　田　　剛　也 (有)ハース

松　永　　雅　雄 (株)プラス

* 山　口　　貴　久 (株)ロゥズ保険サービス

山　下　　貴　広 ライフサポート

* 山　本　　剛　志 (株)ＬａＬａ　Ｌｉｆｅ

和　田　　博　巳 (有)アドバイス

* 岸　　清　　壽 (有)プログレスプランニング

* 平　野　　雅　彦 (有)保険クリエイト

* 新任候補





 

第４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 


