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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。 

 

 

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 24年 5月 15日（火） 

                                                   午後 3時より  

                                          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．助成金目録授与式 

 

6． 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 23年度事業報告及び収支決算書承認の件 

第 2号議案    平成 24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 

 

7． 報告・依頼事項 

 

8． 閉会のことば        

 

＜総会記念講演＞ 

演題：『 プロ代理店奮闘記：大震災の教訓 』 

            講 師   福島県代協会員  

石 塚 健 二  氏   
 



 

第 1号議案 

            平成 23年度  事業報告 

 

   平成 23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 23年 4月 16日  茨城県開発公社    

                  議題   ①平成 22年度事業報告および収支報告承認の件 

                        ②平成23年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 

                        ③㈱フジ総合鑑定との業務提携締結の件 

                        ④東北関東大震災義援金の件 

                        ⑤平成 23 年度会員増強及び第 14 期保険大学校受講生

募集について 

                        ⑥茨城代協広報委員会選出について 

                        ⑦平成 23年度総会運営について 

                        ⑧その他 

 

○平成 22年 6月 25日  つくば研究支援センター 

                  議題    ①平成 23年度事業実施計画の件 

                        ②第 14期保険大学校受講生募集並びに会員拡大の件 

                        ③茨城代協ホームページ作成の件 

                        ④平成 23年度会費並びに政治連盟会費徴収の件 

                        ⑤その他 

 

〇平成 23年 9月 17日  茨城県開発公社   

議題   ①平成 23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推進の件 

                        ③日本代協東関東ブロック人材育成セミナーの件 

                        ④第 1回日本代協コンベションの件 

                        ⑤平成 23年度会費未納者の件 

                        ⑥その他 

                         

                         

 

       

 

 



  

 

 

〇平成 23年 11月 25日  鹿嶋市商工会館   

                   議題  ①平成 23年度新入会員オリエンテーション開催の件 

                        ②第 12期認定代理士認定書授与式の件 

                        ③国民年金基金加入推進の件 

                        ④消費者団体との懇談会について 

                        ⑤平成 23年度会費未納者の件 

                        ⑥その他 

                         

  

 

      〇平成 24年 1月 14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震災義援金の使途について 

                        ③年度末スケジュールの件 

                        ④次年度役員改選の件 

                        ⑤暴力団追放特別講習会の件 

                        ⑥その他 

                         

                          

（2）  総会    

平成 23年 5月 21日(土) ホテルグランド東雲     

出席者 209 名（委任状含む）  

                                            

 

第 1号議案 平成 22年度事業報告及び収支決算書承認の件 

         第 2号議案 平成 23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 

 

 

（3） 日本代協関係 

 

        ・ 総会             平成 23年 6月 15日  損保会館   

        ・ 臨時総会          平成 24年 3月 9日  損保会館 

        ・ 全国会長会議 

平成 23年 6月 15日  損保会館 

平成 24年 3月 9日  損保会館 

・ 第 1回コンベンション  平成 23年 11月 18日～19日 

                                  



  

 

 

・ 東関東ブロック協議会 

               平成 23年 6月 23日     損保会館       6名参加 

               平成 23年 9月 14日     損保会館       7名参加 

               平成 23年 12月 14日     損保会館       7名参加 

               平成 24年 2月 22日     損保会館       7名参加 

        ・ 東関東ブロック人材育成セミナー 

               平成 23年 10月 13日     成田ビューホテル   9名参加 

                        ～ 14日     ふれあいプラザさかえ文化ホール 

 

（4） セミナー（３回開催） 

 

  ・ 平成 23年 5月 21日      ホテルグランド東雲    62名 参加 

           『 日本代協が考える代理店制度 』   

                 講師  日本代協常任理事     石黒 正和 氏 

              『 相続税還付手続きについて 』 

                講師  ㈱フジ総合鑑定     藤宮 浩  氏 

 

     ・ 平成 23年 7月 20日              ホテルグランド東雲    54名 参加 

『 これからの代理店経営 』  

                 講師  保険ジャーナリスト     中崎 章夫 氏 

 

       

     ・ 平成 23年 11月 25日             鹿島市商工会館     60名 参加 

『 コンプライアンスと代理店の賠償責任 』 

 

    講師  新日本代協プラン専属  宮澤 哲  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 24年 1月 14日  つくば研究支援センター 認定保険代理士  10名参加  

                                      新入会員       5名参加         

                                        



  

（6） 支部会 

       水戸支部  平成 23年 8月 26日  

       土浦支部  平成 22年 7月 20日 

       県西支部  平成 23年 8月 5日 平成 24年 1 月 6日 

       鹿行支部  平成 23年 8月 24日、平成 23年 12月 10日 

 

（7） その他 

平成 23年度茨城代協・ＤＲＰ合同ゴルフ大会  6月 22日 千代田カントリークラブ 

無保険バイク追放キャンペーン      9月 27日 水戸駅（南口ペデストリアンデッキ） 

車両盗難防止キャンペーン        12月 7日 水戸駅（北口,南口ペデストリアンデッキ） 

医療事情セミナー              12月 8日 水戸総合福祉会館 

地震保険普及キャンペーン        10月 20日 つくば産業・農産物フェア会場  

10月 15日 かしま祭り会場   

10月 29日 結城市アクロス 

筑波山清掃ボランティア          11月 12日 筑波山 

鹿島神宮清掃ボランティア         12月 10日 鹿島神宮境内の参道 

平成 23年度ＤＲＰネットワーク全国大会   平成 24年 2月 23日 帝国ホテル                                                                   

      消費者団体との懇談会          平成 24年 2月 13日 つくば消費生活センター 

                               平成 24年 3月 5日 消費者団体連絡協議会 

 

                  

 

2． 会員の増強について 

     

目標は 13 名（日本代協キャンペーン目標）以上の増員でしたが、１名の減員に終わりま

した。内訳は次のとおりです。 

 

         平成 23年 3月末現在の会員数       219名 

         新入会員数                     10名 

         退会会員数                     11名 

      正味増員数                    －1名 

平成 24年 3月末現在の会員数        218名 

 

支部別増減内訳  

 入会者 退会者 差引 現会員数 

水戸  2  6 -4 81 

土浦  1  3   -2 64 

県西  4  1  3 45 

鹿行  3  1  2 28 

合計 10   11 -1    218 

     



  

 

3． 保険大学の受講及び認定保険代理士の資格取得 

        

（イ）保険大学の第 13期の受講者    20名  受講中 

                    第 14期の受講者    32名  受講中 

          第 14期迄の受講者は 182名です。（全国では 12,980名） 

 

        （ロ）認定保険代理士は、第 12期の修了の 18名(他期 3名)が資格習得し、92名と 

なりました。（全国では 8,265名） 

 

        （ハ）認定保険代理士第 3、6、9期の 9名が資格更新されました。 

    

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。 

茨城代協正会員数 218 店〈24 年 3 月末現在〉のうち、加入者 170 店〈中途加入者： 2 店を

含む〉出、代理店賠責保険加入率は、茨城代協においては 77.9％になります。 

                             

 

 

 

 

 

 



平成２３年度水戸支部事業報告

水戸支部長　小室　能夫

平成23年 8月26日 支部会・懇親会開催 水戸市 開発公社　

各保険会社代理店ポイントの現状
損害率と増収
参加者　支部会１０名　懇親会５名

平成23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、リーフレット配り
参加者　１０名

平成23年12月 7日 車両盗難防止キャンペーン 水戸市　水戸駅

ウインドブレーカー・のぼり活用
参加者　１２名

平成23年12月 8日 医療事情セミナー 水戸市　総合福祉会館

富士火災と共催で実施
医療格差の現状、セカンドオピニオンの重要性
参加者　　会員１６名　非会員１３名

平成24年 1月20日 新年会 水戸市　駅ビル北のしまだ

情報交換
参加者　１２名



平成２３年度土浦支部事業報告

土浦支部長　櫻井 保司

平成23年 7月20日 支部会開催 つくば市　グランドホテル東雲

支部概況・２３年度事業計画
情報交換
参加者　１０名

平成23年 8月20日 暑気払い懇親会 つくば市　ユーワールド

自由討論・情報交換
参加者　　８名

平成23年10月20日 地震保険キャンペーン つくば市　つくばカピオ

つくば産業祭会場にてチラシ（５００名分）配布
会場建物内にて保険相談受付
参加者　　６名

平成23年12月 8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収集
参加者　　２名

平成24年 1月 25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お願い
各保険会社の支社訪問

平成24年 2月 13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６名と懇談
地震保険について説明と質疑応答
参加者　　２名



平成２３年度県西支部事業報告

県西支部長　山崎まゆみ

平成23年 8月 5日 第１回支部会開催 筑西市　ホテルニューつたや

各保険会社の事故受付など
情報交換　
参加者　１５名

平成23年10月29日 地震保険キャンペーン 結城市　市民文化センター

祭りゆうき会場にてチラシ（４００名分）配布
参加者　　７名

平成24年 1月 6日 第２回支部会開催 下妻市　八幡屋

情報交換
参加者　　１５名

平成24年 3月 5日 消費者団体との懇談会 古河市　総和庁舎

消費者団体連絡協議会との顔合わせ
平成２４年度の事業計画に代協との懇談会を予定
参加者　　１９名協議会　８名　　代協　　２名



平成２３年度鹿行支部事業報告

鹿行支部長　鳥次芳郎

平成23年 8月24日 第１回支部会開催 鹿嶋市　日本興亜鹿島支社

各委員会から報告
情報交換　地震保険の対応状況
参加者　１０名

平成23年10月15日 地震保険キャンペーン 鹿嶋市　カシマスポーツセンター広場

かしま祭り会場にてチラシ（４００名分）配布
代協活動と地震保険の啓蒙活動
参加者　　6名

平成23年11月25日 代理店賠償責任セミナー 鹿嶋市　商工会館

コンプライアンスと代理店の賠償責任
講師　アリアンツ火災海上保険　専属講師　宮澤　哲氏
参加者　　６０名（会員４６　非会員８　保険会社６）

平成23年12月10日 ボランティア活動 鹿嶋市　鹿島神宮

鹿島神宮境内参道の清掃
参加者　　１９名

第２回支部会開催 鹿嶋市　鈴章

会員拡大の推進と紹介キャンペーンの実施
支部活動の反省と今後の運営について
情報交換
参加者　　１３名

平成24年3月8日 鹿行支部役員会　　　　　　　 鹿嶋市　鳥次支部長事務所

23年度支部活動総括、24年度の活動予定の確認、役割分担について
参加者　　　5名



平成２３年度企画環境委員会事業報告

企画環境委員長　高橋　曻

平成23年 6月23日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

事業内容の確認

平成23年 6月25日 第１回委員会 つくば市　研究支援センター

「公平ではないと思われる募集文書」の配布協議
「代理店賠責」の募集協議

平成23年 7月19日 「公平ではないと思われる募集文書」全会員にメール配信

平成23年 8月 9日 会員からの問い合わせ

インターネットサイトのポイント付与は特別供与？
日本代協と協議の結果、特別供与には当たらず
各社ノベルティ設定金額内・換金性・期間など判断材料

平成23年 9月14日 第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

１０月開催予定のブロックセミナーについて

平成23年 9月17日 第２回委員会 水戸市　開発公社

代理店賠責保険の募集協議

平成24年 1月14日 第３回委員会 つくば市　研究支援センター

「公平ではないと思われる募集文書」の書式検討

平成24年 1月19日 会員からの問い合わせ

退職者団体扱い契約について員外混入の疑い

2/2　飯島会長と保険会社訪問し担当副部長と面談
退職者団体扱い契約における警告書を手渡す

3/14　上記契約取扱代理店取締役保険部長より
契約是正完了の文書が飯島会長宛てに届く

平成24年 2月22日 第３回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

「公平ではないと思われる募集文書」協議



平成２３年度教育委員会事業報告

教育委員長　島根　昌明

平成23年 6月23日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

第１４期認定保険代理士受講状況報告
受講者目標　２０名

平成23年 7月 4日 東関東ブロック教育委員会 東京　損保会館

認定保険代理士資格更新セミナー
更新試験の運営

平成23年 8月19日 東関東ブロック教育委員会 東京　損保会館

第１２期４回目認定保険代理士資格セミナー
更新試験の運営

平成23年 9月14日 第２回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

第１４期認定保険代理士最終受講者報告　３２名

平成23年12月 8日 東関東ブロック教育委員会 東京　損保会館

第１３期４回目認定保険代理士資格セミナー運営

平成23年12月14日 第３回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

第１４期セミナー準備確認

平成24年 2月 8日 東関東ブロック教育委員会 東京　損保会館

第１４期２回目認定保険代理士資格セミナー運営

平成24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１３期・第１４期合同セミナー準備確認



平成２３年度組織委員会事業報告

組織委員長　小沼　弘幸

平成23年 4月16日 第１回委員会 水戸市　開発公社

会員拡大について

平成23年 6月23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23年 6月25日 第２回委員会 つくば市　研究支援センター

会員拡大について

平成23年 8月 5日 県西支部会参加 筑西市　ホテルニューつたや

会員拡大の推進依頼

平成23年 8月26日 水戸支部会セミナー 水戸市　開発公社

会員拡大の推進依頼

平成23年 9月14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23年 9月17日 第３回委員会 水戸市　開発公社

会員拡大について

平成23年11月25日 第４回委員会 鹿嶋市　商工会館

代理店賠償責任保険セミナー
国民年金基金推進について

平成23年12月14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24年 1月14日 第５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24年 2月22日 第４回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

正会員増強キャンペーンについて



茨城県開発公社ビル会議室

理事 ○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 山崎　まゆみ × 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 高橋　　昇 ○ 佐藤　洋子 ○ 齋藤　龍哉 × 並木　義雄

× 木滝　正榮 ○ 島根　昌明 × 小林　　廣 ○ 小林　澄男 × 広瀬　健司

○ 仁平　光男 × 今郡　英治 ○ 小沼　弘幸 ○ 山口　喜清 × 松永　雅雄

○ 平岡　叔道 ○ 山下　貴広 ○ 瀬尾　　茂 ○ 中村　幸夫 ○ 飛田　俊弘

× 田村　正夫 ○ 廣瀬　　優 ○ 植木　定男 × 中川　英樹

監事 ○ 久野　　茂 ○ 中村　義照

議
事
録
作

平岡　叔道

議
事
録
署

各委員会　13：00～13：30

      1. 開会宣言 13:30 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

　理事29名中20名出席、定足数を満たし理事会が成立することを確認。林事務局長

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　　　平岡理事、飯島会長、久野監事

（4）　前回議事録の承認

　　　全会一致で承認され、飯島会長、中村監事が署名

      4. 報告・依頼事項

委  員  会 （教育、企画環境、組織、ＣＳＲ）

教　　　育 保険大学第14期の募集がスタート。 島根委員長

第14期生12名必達（茨城代協独自目標20名）。

企画環境 3/18の東関東ブロックセミナーが残念ながら震災で中止。高橋委員長

時期を改めて同規模のセミナーを開催したい。

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成23年度第1回理事会議事録

飯島　俊治　　　　　　　　　　　　　 　　久野　茂　　　　　　　　　　　　　

開催日時

開催場所

2011年4月16日（土）   13:30



組　　　織 1/23に第５回組織委員会実施 小沼委員長

１・２月会員増強キャンペーン、各支部の組織委員会

の強化について話し合い。

Ｃ  Ｓ  Ｒ 震災に際してのボランティアを検討。 中村委員長

例えば、罹災証明取得のお手伝い、補助金等の情報提供等。

支　  　部 （水戸、土浦、県西、鹿行）

水　　　戸 2/18：プロ代理店経営セミナー開催。 小室支部長

富士火災の協力。３メガ損保以外の保険会社の話を聞くことできた。

3/4：第３回支部理事会開催。

H23年度水戸支部活動計画案の作成。

土　　　浦 2/28：消費者団体との懇談会 櫻井支部長

つくば消費者センターに寄せられた保険相談内容について

質疑応答。代協及び代理店の役割について説明。

懇談は「業界として参考にしたい」という受身の姿勢が肝心。

県　　　西 3/4：第2回支部理事会開催。 山崎支部長

H22年度の反省、H23年度の活動計画について

鹿　　　行 2/22：第2回支部会開催。 鳥次支部長

会員拡大の推進と紹介キャンペーンについて

鹿行地区では、保険会社支社所属の都合から千葉代協加入代理店

が多い実態がある。その他これからの代理店経営、情報交換など。

※水戸支部：小沼組織委員長理事が出席。

事　務　局 3/31までの会計処理完了の報告。 林事務局長

詳細はH22年度収支決算書とH23年度予算書案にて

      5. 審議事項

第１号議案 平成22年度事業報告及び収支決算書承認の件 櫻井専務理事

櫻井専務理事より以下の平成22年度事業報告がある。

１：会議及びセミナーについて



　(1)理事会（5回開催）

　(2)総会（H22.5.22開催）出席者210名（委任状含む）

　(3)日本代協（総会、全国会長会議、東関東ﾌﾞﾛｯｸ協議会）

　(4)セミナー（3回開催）

　(5)認定保険代理士認定書授与式、新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

　(6)支部会

　(7)その他（DRPｺﾝﾍﾟ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、消費者団体懇談会、等）

2：会員増強について

　目標12名に対して4名の増員（新入会員19名に対し退会会員15名）。

3：保険大学の受講及び認定保険代理士の資格取得について

　第12期：18名、第13期：20名が受講中

　茨城代協の受講率は68.5%（全国平均103%）

4：支部活動支援について

　支部交付金(水戸：17万円、土浦：14万円、県西：11万円、鹿行：8万円）

5：新日本代協プランの代理店賠償責任保険の導入について

　茨城代協の加入率は80.8%

林事務局長より収支計算書の説明と監査の報告がある。

　事業報告、決算書について全会一致で承認された。　林事務局長

第2号議案 平成23年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

平成23年度事業計画（案）が櫻井専務理事より説明、飯島会長が補足

説明後、６項目にわたる事業計画案について承認された。

平成23年度収支予算案については林事務局長が説明し承認された。



第3号議案 (株)フジ総合鑑定との業務提携締結の件

櫻井専務理事より、「相続税還付業務」の詳細説明がある。

理事全員が契約書を確認し、承認された。　　　　　　　

第4号議案 東日本大震災義援金の件

冒頭、櫻井専務理事より被災会員の状況についての報告がある。人的被害

はないが自宅、事務所の被害が報告されている。４月中に取りまとめ日本

代協に報告する。

茨城県への２０万円の義援金寄付についての提案が全会一致で承認。

尚、出席理事全員が日本代協の義援金に寄付することも了承された。

      6. 協議事項

第1号議案 平成23年度会員増強及び第14期保険大学校受講生募集について

会員１２名増やすには退会を考慮すると３０名程度増やさないと達成困難。

保険大学校受講生目標１２名は是非達成したい。（現在１名）。

小沼・島根委員長

第2号議案 茨城代協広報委員選出について

　 ペンディングになっている茨城代協HP開設を今年度実現させたい。

今年度から茨城代協の広報委員として山下理事が選出された。

林事務局長

第3号議案 平成23年度定時総会運営について

林事務局長より、総会の役割分担の説明がある。

（総会、セミナー、懇親会）それぞれの担当者が決定。

林事務局長

      



　　　７． 監事講評

東日本大震災義援金のご理解ご協力を賜りたい。 久野監事

代協にとって会員増強については永遠のテーマ。

各支部とも知恵を出し合ってがんばって欲しい。

仕事を失った被災地の方々の思いを踏まえ 中村監事

仕事が出来ることのありがたみを感じましょう。

      

　　　8． 次回開催日時、場所の確認

2011年6月下旬予定。詳細後日案内。

      

　　  　9.　　 閉会宣言 15:40 山崎副会長



つくば研究支援センター

理事 ○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 山崎　まゆみ ○ 鳥次　芳郎

○ 林　　勇司 ○ 高橋　　昇 × 佐藤　洋子 ○ 齋藤　龍哉 × 並木　義雄

× 木滝　正榮 ○ 島根　昌明 ○ 小林　　廣 × 小林　澄男 ○ 広瀬　健司

○ 仁平　光男 ○ 今郡　英治 ○ 小沼　弘幸 × 山口　喜清 ○ 松永　雅雄

○ 平岡　叔道 × 山下　貴広 ○ 瀬尾　　茂 × 中村　幸夫 ○ 飛田　俊弘

○ 田村　正夫 ○ 廣瀬　　優 ○ 植木　定男 ○ 中川　英樹

監事 ○ 久野　　茂 ○ 中村　義照

議事録
作成人

広瀬　健司

議事録
署名人

各委員会　13：00～13：30

      1. 開会宣言 13:30 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

　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。 林事務局長

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　　　広瀬理事、飯島会長、中村監事

（4）　前回議事録の承認

　　　全会一致で承認され、飯島会長、久野監事が署名

      4. 報告・依頼事項

委  員  会 （教育、企画環境、組織、ＣＳＲ）

教　　　育 第14期保険大学受講者数は順調。東関東ブロック全体では

苦戦。7/4の3期、6期、9期の更新試験の案内。

8/19の保険大学セミナーの案内。 島根委員長

企画環境 公平でない保険募集に関する報告は今年も実施する。 高橋委員長

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成23年度第2回理事会議事録

飯島　俊治　　　　　　　　　　　　　 　　中村　義照　　　　　　　　　　　　　

開催日時

開催場所

2011年6月25日（土）   13:30



組　　　織 会員拡大におけるツールが代理店賠責、認定保険代理士

だけでは弱い。他にも検討してほしい。 松永副委員長

Ｃ  Ｓ  Ｒ 6/7開催の委員会で今年度の無保険車追放、盗難防止、

地震保険普及キャンペーンの実施を確認。

清掃、奉仕等ボランティア活動も実施する。 中川副委員長

支　  　部 （水戸、土浦、県西、鹿行）

水　　　戸 5/21の総会以降特になし。 小室支部長

土　　　浦 5/21の総会以降特になし。 櫻井支部長

県　　　西 5/21の総会以降特になし。 山崎支部長

鹿　　　行 5/21の総会以降特になし。 鳥次支部長

6/22開催のＤＲＰとの合同コンペの報告。 田村理事

事　務　局 岡部日本代協会長からの茨城代協総会出席時の礼状の

紹介。平成22年度茨城代協の決算報告、確定申告の報告

茨城代協会員への義援金支払い報告。

平成23年度支部活動費全額交付の報告。 林事務局長

      5. 審議事項

第１号議案 平成２３年度事業実施計画の件

全体スケジュールの日程について櫻井専務理事より説明がある。

飯島会長より各行事の内容について具体的な補足説明がある。

支部長からの直近の活動予定計画は以下の通りでいずれも承認された。

8月にパネルディスカッションを開催。

支部独自に清掃ボランティア活動や講演会を予定。 小室支部長

7月に第１回支部会を開催。消費者団体との懇談会

は地震保険をテーマに開催予定。 櫻井支部長

8月に第１回支部会を開催。 山崎支部長

8月に第１回支部会を開催。また代理店賠責のセミ

ナーを鹿行支部主管で開催する。 鳥次支部長

第2号議案 第１４期保険大学校受講生募集並びに会員拡大の件

島根委員長より現在12名目標に対し10名の申し込みがあるとの報告。

今月中にさらに5～6名の受講者は確実になった事を確認。

会員拡大については退会者が10名になり苦戦。各理事は代申会社社員に

も協力依頼することとする。



      6. 協議事項

第1号議案 茨城代協ホームページ作成の件

林事務局長より中途経過の説明、7月～8月には立ち上げたい。

飯島会長に冒頭の挨拶文、代協紹介文を作成依頼。

尚、今後の支部会活動の様子はデジカメで記録しておくこととしたい。

第2号議案 平成２３年度会費並びに政治連盟会費徴収の件

　 林事務局長より本年度会費振替は8月6日になる予定。また政治連盟会費に

ついては、昨年より9名増え日本代協の割当はクリア出来ることとなった。

また、会長から政治連盟活動の内容、政党や代協支持政治家について

説明がある。

      

　　　７． 監事講評 東日本大震災の被災者の方を思う時、仕事が出来る幸せを感じてほしい。

また政連の関わりについては、さらに知恵をだす必要がある。 　　久野監事

公平でない保険募集の排除については、政治との関わりが必要であり、政治

連盟は重要である。また、会員拡大のために各種セミナーを積極的に開催して

ほしい。 　　中村監事

　　　8． 次回開催日時、場所の確認

平成２３年９月１７日（土） 茨城県開発公社会議室

　　  　9.　　 閉会宣言 16:40 　　鳥次副会長



13:00

茨城県開発公社ビル会議室

理事 ○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 ○ 山崎　まゆみ × 鳥次　芳郎

× 林　　勇司 ○ 高橋　　昇 × 佐藤　洋子 ○ 齋藤　龍哉 × 並木　義雄

○ 木滝　正榮 ○ 島根　昌明 × 小林　　廣 ○ 小林　澄男 ○ 広瀬　健司

○ 仁平　光男 × 今郡　英治 ○ 小沼　弘幸 ○ 山口　喜清 ○ 松永　雅雄

○ 平岡　叔道 ○ 山下　貴広 ○ 瀬尾　　茂 ○ 中村　幸夫 ○ 飛田　俊弘

× 田村　正夫 ○ 廣瀬　　優 × 植木　定男 ○ 中川　英樹

監事 × 久野　　茂 ○ 中村　義照

議事録
作成人

中村　幸夫

議事録
署名人

飯島　俊治 中村　義照

各委員会　13：00～13：30

1. 開会宣言 13：30 山崎副会長

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

　　　理事29名中21名出席、定足数を満たし理事会が成立することを確認。 櫻井専務理事

（3）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　　　中村理事　飯島会長　中村監事

（4）　前回議事録の承認

　　　全会一致で承認され、飯島会長、中村監事が署名

4. 報告・依頼事項

委　員　会 (教育、企画環境、組織、ＣＳＲ、広報)

教　　　育 第１４期日本代協保険大学募集結果についての報告。茨城代協は３１名達成。

認定保険代理士の更新試験について。　　　　　　　　　　　　　　　　島根委員長

企画環境 平成２３年度代理店賠責申込の案内。賠責事故があった場合の代申会社からの

ペナルティの問題について。楽天のインターネット保険料見積時のポイント提供

の是非について。 高橋委員長

組　　　織 現会員数２０９名で１０名減。理事全員に入会候補記入用紙を配布。

各理事３店を目指してほしい。 松永副委員長

Ｃ　Ｓ　Ｒ 茨城県警の車両盗難防止協議会出席報告。

無保険バイク追放キャンペーンの実施予定　9月27日(水戸)

車両盗難防止キャンペーンの実施予定　10月7日(水戸)

開催日時

開催場所

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成23年度第3回理事会議事録

2011年9月17日



地震保険普及キャンペーンの実施については各支部単位で１０月中に実施。

筑波山清掃登山について。１１月１２日に今年はコースを変更して実施。

中村委員長

広　　　報 東関東ブロック協議会広報委員会出席報告。茨城代協ホームページの作成報告。

山下理事

支　　　部 (水戸、土浦、県西、鹿行)

水戸　　8月26日に支部会開催（11名参加）同日懇親会を実施。（5名参加）

中村理事

土浦　　７月20日に支部会開催、8月20日に支部懇親会を実施（9名参加）

櫻井支部長

県西　　8月5日支部会開催、同日懇親会実施（15名参加） 山崎支部長

鹿行　　8月24日に支部会開催（12名参加）  11月25日に代理店賠責セミナー

　　　　開催予定。　　　開催予定。 瀬尾理事

5. 審議事項

第１号議案 平成23年度各種キャンペーン実施計画の件

実施日、実施支部について以下の通りに決定し承認された。

無保険バイク追放キャンペーンは水戸支部で9月27日に実施。

車両盗難防止キャンペーンは水戸支部で10月7日に実施。

地震保険普及キャンペーンは3支部で実施。

土浦支部　つくば産業祭　10月22日　配布チラシ・ティッシュ　500

県西支部　結城まつり　10月30日　   配布チラシ・ティッシュ　500

鹿行支部　鹿島まつり　10月15日  　 配布チラシ・ティッシュ　400

第2号議案 会員拡大並びに国民年金基金加入推進の件

会員拡大について、飯島会長より茨城代協の厳しい現状報告がある。

各理事の意見を求める。具体的な方法として、富士火災社の直販社員独立後の

勧誘。理事は常に入会書類を携帯すること。キャッチコピーを斬新にする。理事

名刺に新入会員募集中のゴム印を押しておく等の意見があり実施することとする。

国民年金基金加入推進については、１名の割当なので、１１月キャンペーン中に

ノルマ達成することを確認。

６． 協議事項

第1号議案 日本代協東関東ブロック人材育成セミナーの件

櫻井専務理事より実施要項の説明がある。　10月13日からの人材育成セミナー

参加者（各県7名）の人選を10月1日までにし、千葉代協に報告する。

10/14のチャリティオープンセミナーについては全会員に案内することとする。

また、協議の結果、理事については原則義務出席とした。

第2号議案 第1回日本代協コンベンションの件



櫻井専務理事より実施要項の説明がある。茨城代協の参加者登録について協議。

11月18日の式典参加者8名、懇親会参加者5名、11月19日の分科会参加者6名の

人選を内定した。

第3号議案 平成23年度会費未納者の件

　8月末現在、会費未納者9名の報告。内6名については、各理事が直接連絡する

こととし、残りは再度事務局から請求することになった。

第4号議案 次回理事会開催地の件

飯島会長より次回理事会を、11月25日開催される代理店賠責セミナーの会場で

ある鹿嶋での開催の提案がある。震災後の応援の意味からも宿泊としたい。協議

の結果異論なく決定。鹿行支部が準備することになる。

7. 監事講評

メリットなしの退会員を出さない為にも、理事は事あるごとに声かけするように。

国民年金基金加入の推進についてはもう一工夫を。地震保険普及キャンペーン

について、ティシュ配布だけでなくパネル展示等工夫をしたらどうか。

中村監事

8． 次回開催日時・場所の確認

平成23年11月25日(金）　 鹿嶋市商工会館

9． 閉会宣言 16：00 小室副会長



鹿嶋市商工会館　会議室

理事 ○ 飯島　俊治 ○ 小室　能夫 ○ 櫻井　保司 × 山崎　まゆみ ○ 鳥次　芳郎

○ 林　勇司 ○ 飛田　俊弘 ○ 高橋　　昇 × 佐藤　洋子 ○ 齋藤　龍哉

× 並木　義雄 × 木滝　正榮 × 島根　昌明 × 小林　　廣 × 小林　澄男

× 広瀬　健司 ○ 仁平　光男 ○ 今郡　英治 ○ 小沼　弘幸 × 山口　喜清

× 松永　雅雄 × 平岡　叔道 ○ 山下　貴広 ○ 瀬尾　　茂 ○ 中村　幸夫

○ 田村　正夫 ○ 廣瀬　優 × 植木　定男 ○ 中川　英樹

監事 × 久野　　茂 ○ 中村　義照

議事録
作成人

中川　英樹

議事録
署名人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各委員会 16:00～16:30

1. 開会宣言 16:30 小室副会長

2. 会長挨拶

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

　 理事29名中17名出席、定足数を満たし理事会が成立することを確認。 林事務局長

　　　（３）　議事録作成人並びに議事録署名人の指名

　　       　中川英樹理事　　　飯島俊治会長　中村義照監事

　　　（４）　前回議事録の承認

　　　全会一致で承認され、飯島俊治会長、中村義照監事が署名

4. 報告・依頼事項

委員会 （教育、企画環境、組織、ＣＳＲ）

教　　　育 特になし

企画環境 10月17～18日の東関東ブロック人材育成セミナー開催報告。

主管の千葉代協から動員の御礼があった。 高橋委員長

組　　　織 審議事項に重なるので特に報告なし。　　　　　　　　　　　　　小沼委員長

CSR 11月12日（土）に筑波山の清掃登山が行われた（参加者24名）。

12月10日（土）に鹿島神宮の清掃ボランティアを予定している。現在、

参加申込が16名となっている。さらなる動員要請があった。

中村委員長

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成2３年度第4回理事会議事録

飯島　俊治　　　　　　　　　　　　　 　　中村　義照　　　　　　　　　　　　　

開催日時

開催場所

2011年11月25日(金）   16:30



支　　部 （水戸、土浦、県西、鹿行）

水　　　戸 9月27日　無保険バイク追放キャンペーン実施。　10月7日　車両盗難防止

キャンペーン実施。1２月８日の医療情報セミナーの案内。　　小室支部長

飯島会長より会員向けのセミナーの案内文についての注意がある。

土　　　浦 10月22日　つくば産業祭にて代協ブースを設営、地震保険普及キャンペーンを実施。

1２月８日　つくばセンター地区の清掃ボランティアを実施予定。　

消費者団体との懇談会は２月頃予定。 櫻井支部長

県　　　西 10月30日　結城まつりにて、地震保険普及キャンペーンを実施。 　仁平理事

鹿　　　行 10月15日　地震保険普及キャンペーンを実施した。次回はキャンペーン用の幟を用意する。

12月10日　鹿島神宮清掃ボランティア後、支部会を予定している。

本日の賠償セミナー開催を支部の活性化につなげたい。 　　　鳥次支部長

事務局 日本代協より震災義援金第２次配分があった。

　　　　　　　　　　次回の為に、地震保険キャンペーン用『のぼり』を各支部へ一つ配布するので

各支部事務局等で管理いただきたい。

林事務局長

5. 審議事項

第１号議案 　

平成23年度新入会員オリエンテーション開催の件

平成２４年1月14日（土）『つくば研究支援センター』にて、　16:00～

組織委員会の運営で決定し、承認された。

第2号議案

第12期認定保険代理士認定書授与式の件

　 平成２４年1月14日（土）『つくば研究支援センター』にて、16:30～　

教育委員会の運営で決定し、承認された。

第3号議案

国民年金基金加入推進の件

１１月キャンペーン中、最低１名増が茨城代協のノルマになっていたが、

小室、瀬尾両理事の紹介で２名達成出来る事になる。

　　6． 協議事項

第1号事案 消費者団体との懇談会について

今回、震災の地震保険の対応に関して関心が高まっていることから

地震保険をテーマとした内容で取むことになる。

各理事間で、今回の各社支払いに関する情報交換がある。

第2号議案 平成23年度会費未納者の件



11月現在、会費未納者2名。内１名督促中（１２月入金予定）

他の１名は連絡付かず。中村理事が対応することになる。

第3号議案 震災義援金の使途について（本日上程議案）

第1次（分配済み）の残金と第2次分を合わせた義援金の配分について協議。

① 災害準備基金としてプールする。

②県内の被災者団体へ寄付

③第1次（全損～半損）義援金分配の被災者へ再分配

以上のケースにて、各理事の意見が分かれた為、次回審議するものとする。

 　 ７． 監事講評

鹿行支部として初めてのセミナー開催、また理事会ということになったが非常に意義のある

会になった。今後も内容を充実し工夫凝らして、新しい会員を呼ぶことが出来る

セミナーを企画し継続してほしい。 中村監事

次回開催日時・場所の確認

平成24年1月14日（土）　つくば研究支援センター　　14:00～

閉会宣言 17：30 鳥次副会長

　



つくば研究支援センター

〇 飯島　俊治 〇 小室　能夫 〇 櫻井　保司 〇 山崎　まゆみ 〇 鳥次　芳郎

〇 林　　勇司 〇 高橋　　昇 × 佐藤　洋子 〇 齋藤　龍哉 〇 並木　義雄

× 木滝　正榮 〇 島根　昌明 × 小林　　廣 〇 小林　澄男 〇 広瀬　健司

〇 仁平　光男 〇 今郡　英治 〇 小沼　弘幸 × 山口　喜清 × 松永　雅雄

〇 平岡　叔道 〇 山下　貴広 × 瀬尾　　茂 〇 中村　幸夫 〇 飛田　俊弘

○ 田村　正夫 〇 廣瀬　　優 〇 植木　定男 〇 中川　英樹

監事 〇 久野　　茂 〇 中村　義照

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会　14：00～14：30

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、久野監事

（4）　前回議事録の承認

全会一致で承認され、飯島会長、中村監事が署名

 
           飯島　俊治 　　　　　　　久野　　茂

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成23年度第5回理事会

2012年1月14日　　14:00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

12月8日　第13期4回目認定保険代理士資格セミナー運営　損保会館

12月14日　第3回東関東ブロック協議会　教育委員会と東関東ブロック会議に出席　損保会館

平成24年2月8日　第14期2回目認定保険代理士資格セミナー運営　損保会館

平成24年2月22日　第4回東関東ブロック協議会　教育委員会と東関東ブロック会議に出席。

（意見）代協会員全員を各委員会所属にする事について。

島根委員長

企画環境 12月12日東関東ブロック会議に出席。

東関東企画環境委員会報告

①地震保険全般について、要望等をお客様目線で意見を聴取して 日本代協へ報告する活動。

②代理店賠責保険の品質向上を検討し加入目標90％を目指す。

 　東関東ブロックは７８％。茨代協は、84％でブロック内でトップ。

③各県委員長から、最近デーラーの保険募集強化に伴いコンプラ違反等

　 不公平な募集の相談が目立つ。

　 例として、新車購入時自動車保険加入すれば3年間オイル交換無料等がある。

高橋委員長

組　　　織 平成23年12月1日　新規加入者と面談し入会手続きをする。

平成23年12月21日　三井住友海上水戸支社長と面談し、

代理店賠償責任保険の加入促進、代協新会員加入の協力依頼。

小沼委員長

CSR 12月10日　鹿島神宮清掃ボランティアを実施（参加者18名）。

参加者のお祓い、記念撮影がありました。

（意見）各委員会として予算組の可能性について。

中村委員長



支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸 12月8日　茨城県総合福祉会館にて、富士火災と共催で医療事情セミナーを

開催。参加者（代協会員16名、非会員13名）

平成24年1月20日　水戸支部新年会開催予定。

　　 小室支部長

土浦　 12月8日　つくばセンター地区清掃ボランティアに参加。

2月中旬頃　支部会・消費者団体との懇談会開催予定。櫻井支部長

県西 平成24年1月6日　県西支部会開催。

同日座談会後懇親会実施（15名参加） 山崎支部長

鹿行 12月10日 鹿島神宮清掃ボランティア

場所：鹿島神宮境内参道　出席者19名（鹿行支部13名、他支部理事4名）

内容：茨城代協のベストを全員着用し、のぼりを立て鹿島神宮境内の参道を

掃き掃除。

12月10日　第2回鹿行支部会

出席者　13名（鹿行支部9名、他支部理事4名参加）

①会員拡大の推進と紹介キャンペーンの実施について

②支部会活動の反省と今後の支部会運営について

③その他、会員相互の身近な情報交換

鳥次支部長

事務局 茨城代協ＨＰが日代協ＨＰとリンクできるようになった。

各支部、委員会においては活動写真を撮っていただきたい。

林事務局長

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

平成２３年度末において２３２名を達成するには１３名の増強が必要。

２月会員増強キャンペーンでは１０名達成目標とする。

２，３月の入会者は年会費は免除となるのでアピールして欲しい。

第2号議案　震災義援金の使途について

櫻井専務より提案説明があり、第１次の分配金は全壊・半壊等に応じて分配したが、

第2次以降の義援金は被災会員一律20000円を分配することで承認。



6. 協議事項

第1号議案　年度末スケジュールの件 林事務局長

各支部の今年度会計の締切は３月３１日とする。４月５日までに領収証、通帳を事務局に提出

してほしい。支部長・委員長報告も４月５日までに後日案内する統一フォーム報告書にて

提出してほしい。

第2号議案　次年度役員改選の件 櫻井支部長

平成２４年度は役員改選時期となる。原則として各支部単位で新理事候補を選出してほしい。

４月理事会で審議の上、５月予定の総会での承認となる。但し会長候補については３月までに

日本代協に報告しなければならないので飯島会長で内諾を得たい。全員拍手で承認。

また東関東ブロックの各委員長についても候補提出が必要。茨城代協としては教育委員長に

島根理事を推薦したい。全員拍手で承認。

第3号議案　暴力団追放特別講習会の件 小室支部長

暴力団追放不当要求防止責任者講習会についての説明がある。講習終了後に「修了書」と

店頭用ステッカーが交付される。茨城代協として次年度開催の方向で検討する事になる。

第4号議案　キャンペーン時の支部会員名簿チラシ作成について。 今郡理事

地震保険普及ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの際、ティッシユ等配布物に会員代理店の連絡先が記載されて

いないので連絡先名簿を作成し配布したいので検討願いたい。

今年度より支部単位の代理店連絡先名簿を作成することとする。

7. 監事講評 中村監事

保険販売におけるコンプライアンス遵守、暴力団等に対しては

毅然とした態度を貫いていただきたい。

久野監事

代協が力をつけるには会員増強以外にない。各理事は会員増強に尽力願いたい。

地震保険普及ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの際の代理店名簿は必要。

8． 次回開催日時、場所の確認

平成24年4月14日（土）、水戸開発公社ビルにて開催予定。

9． 閉会宣言 山崎支部長



平成２３年５月２１日午後３時１分より、ホテルグランド東雲において通常総会（定時社員総会）を開催した。

社員総数：２１５名　　議決権を行使できる社員の数：２１５名　　議決権の数：２１５個

出席社員数（委任状による者を含む）：２０９名　　出席議決権数：２０９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）山崎まゆみ、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、木滝正榮、小林澄男、小林廣、齋藤龍哉、

佐藤洋子、島根昌明、瀬尾茂、高橋昇、田村正夫、飛田俊弘、中川英樹、中村幸夫、　

仁平光男、平岡叔道、広瀬健司、 廣瀬優、松永雅雄、山口喜清、山下貴広、　

出席監事 中村義照　

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仁平光男氏を、署名人として広瀬健司氏、山下貴広氏を選任し各氏は

就任を承諾した。

第１号議案 平成２２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、監事中村義照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２３年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

会長（代表理事）飯島俊治氏より事業計画（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）林勇司氏より定款第５条　公告の方法の変更以下数箇所を

変更したい旨、説明がなされた。議長が議場に諮ったところ、満場一致を以って

これを可決承諾した。

第４号議案 本総会の決議の趣旨に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）櫻井保司氏より説明があり、議長はこれを議場に諮った

ところ、満場一致を以ってこれを可決承諾した。

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３時５９分散会した。

平成２３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及び出席理事がこれに

記名押印する。

平成　２３　年　５　月　２１　日

議　　長 小林　澄男

議事録署名人 広瀬　健司

同 山下　貴広



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 5,920,000 ▲ 80,000

100,000 55,000 ▲ 45,000

5,000 783 ▲ 4,217

400,000 312,470 ▲ 87,530 ＤＲＰ手数料

20,000 13,500 ▲ 6,500 ドライブレコーダー

6,525,000 6,301,753 ▲ 223,247

2,547,105 2,547,105 0

9,072,105 8,848,858 ▲ 223,247

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 300,000 378,984 78,984

会議費 200,000 238,565 38,565

支部対策費 450,000 352,483 ▲ 97,517

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

教育研修費 250,000 158,540 ▲ 91,460

事業広報費 350,000 81,100 ▲ 268,900

通信費 400,000 359,209 ▲ 40,791

事務用消耗品費 150,000 256,709 106,709

旅費交通費 350,000 400,510 50,510

渉外費 100,000 151,560 51,560

支払手数料 150,000 95,379 ▲ 54,621

[事業費小計] 5,000,000 4,613,039 ▲ 386,961

給与手当 1,000,000 989,410 ▲ 10,590

厚生費 20,000 11,477 ▲ 8,523

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 120,000 0

消耗品費 10,000 0 ▲ 10,000

租税公課 100,000 82,000 ▲ 18,000

雑費 10,000 2,850 ▲ 7,150

[管理費小計] 1,500,000 1,445,737 ▲ 54,263

予備費 予備費 25,000 0 ▲ 25,000

6,525,000 6,058,776 ▲ 466,224

0 242,977 242,977

2,547,105 2,790,082 242,977

前期繰越金

平成２３年度収支決算書
　　　　　　（自平成２３年４月１日　至平成２４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

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ）

次期繰越金（Ｂ）－（Ｃ）

管
理
費

収入合計（Ｂ）

事
業
費

当期支出合計（Ｃ）

勘定科目



（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 2,925,448 2,490,604 434,844

貯　蔵　品 211,500 141,000 70,500

流動資産合計 3,136,948 2,631,604 505,344

2.　繰延資産

創　立　費 130,808 261,616 ▲ 130,808

繰延資産合計 130,808 261,616 ▲ 130,808

資産合計 3,267,756 2,893,220 374,536

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未　払　金 10,000 0 10,000

未払法人税等 82,000 82,000 0

預　り　金 255,700 3,333 252,367

流動負債合計 347,700 85,333 262,367

負債合計 347,700 85,333 262,367

Ⅲ　正味財産の部

1.　一般正味財産 2,920,056 2,807,887 112,169

正味財産合計 2,920,056 2,807,887 112,169

負債及び正味財産合計 3,267,756 2,893,220 374,536

貸　　借　　対　　照　　表

科　　　　　　　目

平成２４年３月３１日現在



　　　　平成２３年４月１日から平成２４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 5,920,000 6,063,960 ▲ 143,960

②　受取入会金 55,000 95,000 ▲ 40,000

③　事業収益

貯蔵品販売収益 13,500 ▲ 4,500 18,000

紹介手数料収益 312,470 452,600 ▲ 140,130

 　　事業収益計 325,970 448,100 ▲ 122,130

④　雑収益

受取利息 783 1,593 ▲ 810

雑収益 0 0 0

 　　雑収益計 783 1,593 ▲ 810

　　経常収益計 6,301,753 6,608,653 ▲ 306,900

（2）　経常費用

①　事業費

通常総会費 378,984 300,820 78,164

会議費 238,565 232,680 5,885

支部対策費 352,483 358,715 ▲ 6,232

日本代協会費 2,140,000 2,210,000 ▲ 70,000

教育研修費 158,540 214,100 ▲ 55,560

事業広報費 81,100 417,128 ▲ 336,028

通信費 359,209 447,827 ▲ 88,618

事務用消耗品費 256,709 176,353 80,356

旅費交通費 400,510 336,720 63,790

渉外費 151,560 91,831 59,729

支払手数料 95,379 204,463 ▲ 109,084

 　　事業費計 4,613,039 4,990,637 ▲ 377,598

②　管理費

給与手当 989,410 965,330 24,080

厚生費 11,477 21,273 ▲ 9,796

借室費 240,000 240,000 0

水道光熱費 120,000 120,000 0

消耗品費 0 2,102 ▲ 2,102

租税公課 82,000 90,600 ▲ 8,600

創立費償却 130,808 130,808 0

雑費 2,850 7,300 ▲ 4,450

 　　管理費計 1,576,545 1,577,413 ▲ 868

　　経常費用計 6,189,584 6,568,050 ▲ 378,466

当期経常増減額 112,169 40,603 71,566

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 112,169 40,603 71,566

一般正味財産期首残高 2,807,887 2,767,284 40,603

一般正味財産期末残高 2,920,056 2,807,887 112,169

Ⅲ　正味財産期末残高 2,920,056 2,807,887 112,169

正　味　財　産　増　減　計　算　書

科　　　　　　　目



 

 

監査報告書 

 

私ども監事は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの事業年度の 

収支計算書、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２４年４月２５日 

 

   一般社団法人 茨城県損害保険代理業協会 

 

監 事  

 

 

監 事 



 

第 2号議案 

平成２４年度事業計画（案） 

 

昨年の東日本大震災を始め度重なる自然災害や、主力の自動車保険の収益悪化

に伴い損保業界は依然として厳しい状況にあります。日本代協の岡部会長は年頭所

感で、代理店自身が自らの活路を切り拓く自立した精神が求められていると訴えてお

ります。お客様本位を徹底し、さらに代理店・募集人の資質向上が不可欠となります。

保険に対する専門性が豊富であるのはもちろん、職業倫理に至るまで常に自らの資

質を磨き、お客様の視点で考え行動する代理店です。昨年の震災後の迅速な対応は、

地域に根差した代理店の存在価値が改めて見直されました。茨城代協は一般消費者

にとってプロ代理店との保険契約こそベストの選択であることを積極的にアピールして

いきます。 

茨城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

率は全国平均３６.３％に対し、２８.８％と日本代協が目指す５０％に程遠い現状です。

代協の大きな目的は、専業代理店が業界を代表する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みます。 

公平で公正な募集環境の整備は、一般消費者の利益保護並びに損害保険業界の

健全な発展にも寄与する重要な課題です。疑念を持たれる事案に関する情報提供を

求めるとともに、今年度も企画環境委員会を中心に継続的に取り組み厳正に対処して

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。

また本年７月から「損害保険大学課程・専門コース」の教育プログラムがスタートします。

昨年１０月の制度変更にともない、現行の日本代協保険大学が「損害保険大学課程」

として形態を変え位置付けられることになったものです。これは、日本代協が推進して

きた保険大学の価値が業界内で認知されたことにもなります。会員代理店の資質を高

めるためにも、積極的に関与していきます。 

 

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、保険の

プロとして社会に広く認知され、社会的な地位も向上させることになります。自らの職

業に誇りを持って仕事をして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、代理店賠責は正会員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。茨城代協では公平でない

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。会員には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 

  「支部活動とは人が集まって語り合うことから始まる…」会員が集い、語らい、情報

交換をする場は代協活動の原点と言えます。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。）については支部活動の一

環としても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。 

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。 

 

６．代協会員への情報提供・支援 

  今年度も自動車保険の料率水準の見直しや割引制度の改定、新たな募集人資格

制度等、様々な動きが予想されます。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、ドライブレコーダーの斡

旋の他、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 6,000,000 0

100,000 100,000 0

5,000 5,000 0

400,000 400,000 0

20,000 20,000 0

6,525,000 6,525,000 0

2,547,105 2,790,082 242,977

9,072,105 9,315,082 242,977

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 300,000 350,000 50,000

会議費 200,000 200,000 0

支部対策費 450,000 450,000 0

日本代協会費 2,300,000 2,300,000 0 1会員あたり1万円

教育研修費 250,000 250,000 0

事業広報費 350,000 300,000 ▲ 50,000

通信費 400,000 350,000 ▲ 50,000

事務用消耗品費 150,000 200,000 50,000

旅費交通費 350,000 400,000 50,000

渉外費 100,000 100,000 0

支払手数料 150,000 100,000 ▲ 50,000

[事業費小計] 5,000,000 5,000,000 0

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 （消耗品費を含む）

[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 6,525,000 0

0 0 0

2,547,105 2,790,082 242,977

当期支出合計（Ｃ）

入会金

受取利息

平成２４年度収支予算書（案）
　　　（自平成２４年４月１日　至平成２５年３月３１日）　　　　　

勘定科目

正会員会費

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



第3号議案

役員改選の件

監事候補

山　口　　喜　清 ㈱トレジャー保険

山　崎　　まゆみ (有)ヤマザキ保険企画

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㈱ ☆会長候補

今　郡　　英　治 (有)港南保険事務所

植　木　　定　男 (有)ＵＭＳ保険サポート

小　沼　　弘　幸 (有)ユニ保険センター

* 小　張　　孝　太 (有)ほけんプラザ県南

木　滝　　正　榮 安心ライフネットワーク

小　　林　　廣 小林保険事務所㈱

小　室　　能　夫 茨城保険販売㈱

櫻　井　　保　司 (有)アイガード

* 清　水　　秀　樹 ㈱トップビジョン１０２

島　根　　昌　明 ㈱島根総合保険

* 鈴　木　　由　貴 ㈱保険プラネット

瀬　　尾　　茂 リスクマネジメントセオ

* 田　中　　仁　視 ㈱パワフルエージェント

田　村　　正　夫 ㈱ガレージミナミ

鳥　次　　芳　朗 (有)アトリス鳥次保険サービスセンター

飛　田　　俊　弘 (有)ＭＵＧＥＮ

中　川　　英樹 平和保険センター

中　村　　幸　夫 (有)保補屋

仁　平　　光　男 ㈱スマイル

林　　勇　　司 (有)リリーフ

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

* 堀　江　　和　彦 (有)アルファブリッジ

* 増　田　　剛　也 (有)ハース

松　永　　雅　雄 ㈱プラス

山　下　　貴　広 (有)ティ・アイ・エス

* 和　田　　博　巳 (有)アドバイス

* 新任候補



 

定   款 

第１章 総則 
 

第１条（名称） 

 この法人は、一般社団法人茨城県損害保険代理業協会（以下「本会」という）と称する。 

 

第２条（目的） 

 本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の資

質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに併せて地域社会に

貢献することを目的とする。 

 

第３条（事業） 

 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１ 損害保険代理店に対する教育研修事業 

２ 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究及び関係諸機関への提言 

３ 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動 

４ 損害保険代理店の広報活動 

５ 地域社会に貢献するためのボランティア活動 

６ 会員の福利厚生増進のための事業 

７ 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等の発行 

８ 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要と認めた事項 

 

第４条（事務所） 

 本会は、主たる事務所を本部と称し、これを茨城県土浦市に置く。 

 

第５条（公告の方法） 

 本会の公告は、電子公告による。 

２ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

 

第２章 会員 

 

第６条（会員およびその資格） 

 本会会員は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律（以下「法」という）上の社員とする。 

２ 正会員は、保険業法第 276条により登録された損害保険代理店の代表者とする。 

３ 一般会員は、正会員が代表する損害保険代理店の役員、使用人として保険業法第302条により届

出がなされた者とする。 

４ 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。 

 

第７条（入会の方法） 

  本会の正会員、一般会員及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承

諾を得なければならない。 

 

 



第８条（入会金及び会費） 

  本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければなら

ない。 

２ 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 

 

第９条（会員の権利義務） 

 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の

決議に従う義務を負う。 

 

第 10条（退会） 

  会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。 

１ 退会届の提出 

２ 会員資格の喪失 

３ 会費の滞納 

４ その他法に規定する事由 

 

第 11条（戒告及び除名） 

  会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え又は除名す

ることができる。 

１ 本会の名誉又は信用をき損したとき 

２ 本会の目的に反し又は秩序を乱す行為があったとき 

３ 会員としての義務の履行を怠ったとき 

２ 前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会の日から１週間前迄にその旨を通知し

かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。 

 

第 12条（権利の喪失） 

  会員が退会し又は除名されたときは、その理由のいかんを問わず、既納の入会金及び会費の返

還請求その他本会に対する一切の権利を失う。 

 

第 13条（会員名簿） 

  本会は、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。 

２ 会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。 

３ 本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。 



第３章 役員及び顧問 
 

第 14条（役員の種類） 

  本会に次の役員を置く。 

１ 理事  10名以上 30名以内 

  うち  会 長  1名 

      副会長  2名以上 5名以内 

      専務理事 1名以内 

      常務理事 1名以内 

２ 監事  1名以上 2名以内 

２ 会長は法上の代表理事とする。 

 

第 15条（役員の選任） 

  理事及び監事は社員総会において選任する。 

２ 理事は正会員及び一般会員の中から選任する。 

３ 会長は正会員理事の中から理事会において選任する。 

４ 副会長は、理事の中から理事会において選任する。 

５ 専務理事は、理事会において選任する。 

 

第 16条（役員の職務及び権限） 

  会長は、本会を代表し、社員総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐する役割を担う。 

３ 専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割を担う。 

４ 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。 

５ 理事は、理事会を組織する。 

６ 監事は、法第 99条ないし第 104条の職務を行う 

７ 監事は、社員総会、理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

第 17条（役員の任期） 

  各役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了

のときまでとする。ただし、重任を妨げないが、会長及び副会長の任期は 3期を限度とする。 

２ 役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。 

３ 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同

一とする。 

 

第 18条（解任） 

  役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったとき、あ

るいは本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、社員総会の決議によりその役員を解任す

ることができる。 

 

第 19条（顧問） 

  本会に、任意の機関として顧問若干名をおくことができる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

１ 会長の相談に応じること。 

２ 理事会から諮問された事項について意見を述べること。 

３ 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 顧問は、社員総会、理事会に出席して意見を述べることができる。 



第 4章 社員総会 
 

第 20条（決議事項） 

  社員総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるものの他、次の事項を決議する。 

１ 事業計画及び予算の承認 

２ 事業報告及び会計報告の承認 

３ 入会金及び会費の額並びに納入方法 

４ 前 3号に掲げるものの他、理事会が付議を決議した事項 

 

第 21条（総会の種類及び招集） 

  この定款においては、通常総会を法上の定時社員総会とし、臨時総会を法上の臨時社員総会、

並びに表決権を法上の議決権とする。 

２ 通常総会は毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに理事会の

決議により招集する。 

３ 正会員の 5分の 1以上又は監事が会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長

に提出して社員総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から 6 週間以内に臨時

総会を招集し、開催しなければならない。 

４ 社員総会は開催の日から少なくとも 2 週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した

通知を発して招集しなければならない。 

 

第 22条（社員総会の議長） 

  社員総会の議長は、その社員総会において、出席者の中から選任する。 

 

第 23条（社員総会の成立及び決議） 

  社員総会は、正会員の 2分の 1以上の出席により成立し、その議事は出席正会員の過半数をもっ

て決する。 

２ 前項の規定に関わらず第11条第1項の除名の決議及び第19条のうち監事の解任決議並びに法

第 49条第 2項で定める決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の表決権の 3分の 2

以上の多数で決する。 

 

第 24条（表決権） 

  正会員は各 1個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。 

２ 止むを得ない理由により社員総会に出席できない正会員は、第 22条第 3項の規定によりあらかじ

め通知のあった事項につき書面又は代理人によって表決権を行使することができる。 

 

第 25条（社員総会の議事録） 

  社員総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には開催の日時、場所、議事の経過及びその結果並びにその他法で定められた事項を記

載し、議長及び出席した正会員 2名以上のものが署名又は記名押印しなければならない。 



第 5章 理事会 
 

第 26条（理事会） 

理事会は、この定款の別段の定めがあるもののほか、次の事項を審議決定する。 

１ 社員総会の議決事項の執行に係る事項 

２ 社員総会に提出すべき議案に関する事項 

３ 社員総会から委任された事項 

４ 前 3号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項 

２ 会長は毎事業年度ごとに 4 ヶ月を越える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告しなければならない。 

 

第 27条（理事会の招集方法） 

   会長は、開催の日から少なくとも2週間前に通知を発して招集しなければならない。ただし、緊急の

場合には、その期間を短縮することができる。 

 

第 28条（理事会の成立及び決議） 

  理事会は、理事の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。 

 

第 29条（理事会の議事録） 

  理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、開催の日時、場所、議事の経過及びその結果並びにその他法令で定められた事項

を記載し会長及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、役員選任に関

する決議の行われた理事会の議事録については、議長及び出席した理事が署名又は記名押印し

なければならない。 

３ 会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。 

 

第６章 委員会及び事務局 
 

第 30条（委員会） 

  本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理事会の

決議により委員会を設置することができる。 

２ 委員会の設置及び運営に関する規約は別に定める。 

 

第 31条（事務局） 

  本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局長及び職員をおくことができる。 

２ 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。 

３ 事務局長は、理事をもって当てることができる。 



第７章 資産及び会計 
 

第 32条（資産） 

  本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。 

１ 会費 

２ 入会金 

３ 寄付金品 

４ 資産から生ずる果実 

５ 事業に伴う収入 

６ 前各号以外の収入 

 

第 33条（経費） 

  本会の経費は資産をもって当てる。 

 

第 34条（資産の管理） 

  本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 

 

第 35条（事業年度） 

  本会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

 

第 36条（事業報告書の作成） 

  会長は毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければならない。 

１ 事業報告書 

２ 収支計算書 

３ 貸借対照表 

４ 正味財産増減計算書 

２ 会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より 3 週間以上前に監事に提出して監査を受

けなければならない。 

３ 監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に提出

しなければならない。 

 

第 37条（事業報告書等の承認） 

  会長は、前条 1項各号の書類を通常総会に提出してその承認を得なければならない。 

 

第８章 定款の変更及び解散 
 

第 38条（定款の変更） 

  この定款は、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の 3 分の 2 以上決議を経なけれ

ば、これを変更することができない。 

 

第 39条（解散） 

  本会は、総正会員の半数以上であって、総正会員の表決権の3分の2以上の決議により解散する

ことができる。 

 

第 40条（残余財産の処分） 

  解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経てこれを定める。 

 



 

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 


