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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。 
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総会次第 
                                          日時：平成 25年 5月 18日（土） 

                                                   午後１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 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）及び収支予算書（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 

 

7． 報告・依頼事項 

 

8． 閉会のことば        

 

＜総会記念講演＞ 

演題：『 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   
 



 

第 1号議案 

            平成 24年度  事業報告 

 

   平成 24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 (６回開催) 

      〇平成 24年 4月 14日  茨城県開発公社    

議題   ①平成 23年度事業報告および収支報告承認の件 

②平成 24年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件 

③役員改選の件 

④その他 

 

      ○平成 24年 5月 15日  イーアスつくば 

議題  ①役員人事 

 

○平成 24年 6月 9 日  つくば研究支援センター 

議題   ①平成 24年度事業実施計画の件 

②会員拡大の件 

③各委員会活動計画の件 

④支部開催の件 

⑤その他 

 

〇平成 24年 9月 8 日  茨城県開発公社   

議題   ①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第 2回日本代協コンベションの件 

④平成 24年度会費未納者の件 

⑤その他 

                         

〇平成 24年 11月 20日  筑西市しもだて地域交流センター 

議題   ①平成 24年度新入会員オリエンテーション開催の件 

②第 13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並びに会員拡大の件 

④消費者団体との懇談会の件 

⑤その他 

                         

                         



  

  

 

 

      〇平成 2５年 1月 1２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コンサルティングコース受講者募集の件 

                        ③定款一部変更の件 

                        ④その他 

                        

                         

                          

（2）  総会    

平成 24年 5月 15日(火) イーアスつくば    

出席者 197 名（委任状含む）  

                                            

 

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(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 

        

 

（3）  日本代協関係 

 

        ・ 総会             平成 24年 6月 19日  損保会館   

        ・ 臨時総会          平成 25年 3月 15日  損保会館 

        ・ 全国会長会議 

平成 24年 6月 19日  損保会館 

平成 25年 3月 15日  損保会館 

・ 第 2回日本代協コンベンション   

           平成 24年 11月 16日～17日  ヤクルトホール 

・ 東関東ブロック協議会 

               平成 24年 6月 22日     損保会館       8名参加 

               平成 24年 9月 21日     損保会館       8名参加 

               平成 24年 12月 14日     損保会館       6名参加 

               平成 25年 2月 22日     損保会館       7名参加 

                

 

（4）  セミナー（４回開催） 

 

     ・ 平成 24年 5月 15日     イーアスつくば    71名 参加 



  

           『 プロ代理店奮闘記 ： 大震災の教訓 』   

                 講師  福島県代協会     石塚 健二 氏 

      ・ 平成 24年 6月 12日     つくば国際会議場    26名 参加 

『 次世代の代理店経営 』  

              

 講師  株式会社 コンタクト 

有限会社 保険ネットワークセンター   宮宇地 覚 氏 

・ 平成 24年 10月 3日      つくば国際会議場     45 名 参加 

           『予防医学と再生治療セミナー』 

               

講師  株式会社 ユーラシア           浅賀 卓爾 氏 

 

      ・ 平成 24年 11月 20日     筑西しもだて地域交流センター  70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 25年 1月 12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 24年 8月 10日、平成 24年 11月 15日  

       土浦支部  平成 24年 8月 24日 

       県西支部  平成 24年 8月 17日 

       鹿行支部  平成 24年 6月 6日、平成 24年 10月 5日、平成 24年 12月 8日 

 

（7） その他 

      平成２４年度 

 つくば市北条地区竜巻ボランティア   5月 14日 つくば市北条地区 

つくば市北条地区竜巻ボランティア    5月 19日 つくば市大砂地区 

     茨城県代協・ＤＲＰ合同ゴルフ大会       7月 5 日 千代田カントリークラブ 

茨城県自動車盗難等防止対策協議会総会     8月 21日 茨城県警察本部 

無保険バイク追放キャンペーン      9月 25日 水戸駅（ペデストリアンデッキ） 

車両盗難防止キャンペーン        10月 5日 水戸駅（ペデストリアンデッキ） 

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 21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         10月 13日 筑波山 

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 

暴力団追放不当要求防止責任者講習会     12月 6日 茨城県開発公社ビル 

    平成２５年度 

ＤＲＰネットワーク全国大会          2月 26日 帝国ホテル                                                                

消費者団体との懇談会          2月 8日 つくば消費生活センター 

                             2月 20日 古河消費者団体連絡協議会 

2． 会員の増強について 

     

目標は 15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 24年 3月末現在の会員数       218名 

         新入会員数                     16名 

         退会会員数                     10名 

      正味増員数                      6名 

平成 24年 3月末現在の会員数        224名 

 

支部別増減内訳  

 入会者 退会者 差引 現会員数 

水戸  7  6  1 83 

土浦  4  1    3 67 

県西  2  2  0 45 

鹿行  3  1  2 29 

合計 16   10  6    224 

     

 

3． 保険大学・新資格制度の受講及び認定保険代理士の資格取得 

        

（イ）保険大学の第 14期の受講者    31名  受講中 

          第 14期迄の受講者は 182名です。 

          コンサルティングコース受講者 29名です。（平成 25年 4月開講） 

 

        （ロ）認定保険代理士は、第 13期の修了の 20名(他期 3名)が資格習得し、107名と 

なりました。 

 

        （ハ）認定保険代理士第 1、4、7、10期の 26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。 

茨城県代協正会員数 224 店〈25 年 3 月末現在〉のうち、加入者 180 店〈中途加入者： 2

店を含む〉出代理店賠責保険加入率は、茨城県代協においては 80.4％になります。 

                             

 

 

 

 

 

 



平成２４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24年 4月14日 第1回委員会 水戸市　開発公社

不公正募集への対応について

平成24年 6月 9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24年 6月22日 第１回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

今年度の活動スケジュール等打ち合わせ

平成24年 9月 8日 第３回委員会 水戸市　開発公社

不公正募集についての情報収集(ディラー作成チラシについて）

平成24年 9月21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収集で各県協力する
銀行窓販の弊害防等、規制の維持と強化につとめる
代理店賠責の推進とフォロー

平成24年11月20日 第４回委員会 筑西市　しもだて交流センター

不公正募集についての情報交換

平成24年12月14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25年 1月12日 第５回委員会 つくば市　研究支援センター

不公正募集の事例検証

平成25年 2月22日 第４回東関東ブロック協議会 東京　損保会館

募集環境ハンドブック改訂について



筑西市　しもだて交流センター



 茨城県開発公社ビル会議室

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

〇 林　　勇司 〇 高橋　　昇 × 佐藤　洋子 〇 齋藤　龍哉 × 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 × 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 × 中村　幸夫 〇 飛田　俊弘

○ 田村　正夫 〇 廣瀬　　優 × 植木　定男 〇 中川　英樹

監事 〇 久野　　茂 × 中村　義照

議事録
作成人

議事録
署名人

各委員会　13：00～13：35

1. 開会宣言 13:40 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 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: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、久野監事が署名

 
           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24年度第1回理事会

　2012年4月14日(土）　　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 2月8日　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。

第14期2回目認定保険代理士資格セミナー運営

2月22日　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　　　　　　　　　　　　島根委員長

企画環境 2月22日　東関東ブロック会議に出席

「公平でないと思われる募集行為」の報告書について、

熊本代協の報告書を参考に現在の報告書を訂正することとする（別紙参照）

代理店賠責保険の推進と代理店経営品質向上運動の推進について

公平な募集環境の整備活動について

2月22日　日本興亜損保本店営業第2部第３課を訪問し、公平でないと思われる

募集に関する件の文章（別紙参照）を提出する

高橋委員長

組　　　織

1月14日　新入会員オリエンテーションの実施

2月22日　東関東ブロック協議会

正会員増強キャンペーンについて 小沼委員長

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

土浦　 1月25日　会員増強キャンペーン

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。

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 櫻井支部長



県西 3月5日　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計画してもらうことになった

出席者　協議会8名　代協2名

3月24日　支部役員会

23年度反省　出席者9名 山崎支部長

鹿行 特になし

事務局 各支部での領収書宛名記載について 林事務局長

名称を略さず「茨城県損害保険代理業協会」と記載すること

任期中、全員出席した企画環境委員会が開催できなかった 高橋委員長

今後は理事としての自覚を持って出席するよう強く要望します

茨城のＤＲＰ加盟工場で6月～7月にかけて入庫キャンペーンをスタートしたい

全会員の協力要請がある 田村理事

各種キャンペーンや支部会等を開催した時は、写真とメモを事務局にメール等

で報告してほしい 山下理事

5. 審議事項

第1号議案　平成23年度事業報告及び収支報告承認の件

　櫻井専務理事より以下の平成23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〈平成23．5．21開催）出席者209名（委任状含む）

（3）日本代協関係（総会・臨時総会・全国会長会議・第一回コンベンション

　　　東関東ブロック協議会・東関東ブロック人材育成セミナー）

（4）セミナー（3回開催）

（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

（6）支部会報告

（７）その他（ＤＲＰコンペ・清掃ボランティア・キャンペーン

　　　　　　　　ＤＲＰネットワーク全国大会・消費者団体との懇談会等）



　

2．会員増強について

　　目標は13名に対して1名の減員（新入会員10名、退会会員11名）

3．保険大学の受講及び認定保険代理士の資格取得

　　13期20名　14期32名が受講中

　　認定保険代理士12期終了時で75名（全国では８２６５名）

　　認定保険代理士第3、6、9期の9名が資格更新された

4．支部活動の支援

　　平成23年度支部交付金（水戸15，5万円　土浦12，5万円　県西10万円

　　　鹿行7万円）

5．新日本代協プランの代理店賠責保険の導入

　　茨城代協の加入率は77，9％

　　引き続き林事務局長より会計報告書の説明と会計監査の報告がある

　　平成23年度事業報告書・会計報告書について全会一致で承認された

第2号議案　平成24年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

平成24年度事業計画〈案）について飯島会長より上程され、主な活動

として6項目にわたる事業計画安について説明がある

平成24年度収入予算（案）については林事務局長から説明がある

全体的に前年と同じ予算規模になっているが、今後の会員拡大に期待したい

平成24年度事業計画、収支予算とも全会一致で承認された。

第3号議案　役員改選の件

　　櫻井専務理事より各支部推薦の理事候補の紹介がある

　　出席理事全員異議なく

　　　監事候補　　2名

　　　理事候補　　30名について全会一致で承認された



第４号議案　事務局増員の件

　　飯島会長より事務局員増員についての理由説明がある

　　（林事務局長、櫻井専務、山下広報委員の補佐）

　　代協正会員の山口貴久氏を事務局次長とする案を全会一致で承認した

6. 協議事項

第1号議案　平成24年度定時総会運営について

　　櫻井専務理事より総会運営の役割分担の説明がある

各担当者には進行表を作成後打ち合せすることになる

日本代協グリーン基金からの寄贈（10万円）については総会の席で

該当団体に目録の贈呈をすることとする

７. 監事好評 久野監事

会員拡大は常に必要であるが、会員となっても登録だけでは意味がない

支部会等で一人一人が意見を述べられるよう運営してほしい

ＤＲＰとのゴルフコンペにも積極的に参加してほしい

また、新理事については再任理事全員で指導をお願いしたい

8． 次回開催日時、場所の確認

　　平成24年5月15日（火）イーアスつくばにて開催予定

9． 閉会宣言 15：50 小室理事



平成２４年５月１５日　午後３時５５分より、イーアスつくばにおいて、理事２６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４時０５分散会した。

出席理事 会長（代表理事）飯島　俊治

副会長（理事） 小室　能夫、 櫻井　保司、 鳥次　芳郎、 広瀬　健司、

専務理事（理事）櫻井　保司、 事務局長（理事）林　勇司

理　事 小沼　弘幸、 小林　廣、 中川　英樹、 島根　昌明、

飛田　俊弘、 田村　正夫、 廣瀬　優、 平岡　叔道、 植木　定男、

仁平　光男、 山下　貴広、 今郡　英治、 瀬尾　茂、 秋葉　吉正、

鈴木　由貴、 田中　仁視、 堀江　和彦、 増田　剛也、 和田　博巳、

出席監事 山口　喜清、 山崎　まゆみ

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　　小室　能夫、　櫻井　保司、　鳥次　芳郎、　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４時０５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理事の全員がこれに

記名押印する。

議長 会長（代表理事）

平成２４年度　臨時理事会議事録

平成　24年　5　月　15　日

　飯　島　　俊　治

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会



　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 ○ 小林　　廣 ○ 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

1. 開会宣言

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30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： 山口　貴久、　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、　　○○監事が署名久野監事が署名

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24年度第2回理事会

　2012年6月9日(土）　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　）

総会後最初の委員会の為、報告事項無し

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸、土浦、県西　報告事項なし

鹿行 6月6日支部会開催 親睦ゴルフコンペ　出席者8名

同日あいおいニッセイ同和鹿島支社にて第一回鹿行支部会　10名出席

懇親会 8名参加活発な情報交換が行われる。

次回の開催予定10月第二週土曜日 鹿島神宮清掃ボランティア。

中川理事

事務局 林事務局長

5月31日に今年度支部活動費を各支部口座に振込済みの報告。　

８月に徴収する年会費及び政治連盟費についての説明。

支部経理処理についての説明： 領収証についての注意、立て替え払いの禁止、

会議飲食費5,000円以下の要請等。

５月６日発生竜巻被災者ボランティアについて 秋葉理事

5月14日　北条地区、　5月19日　大砂地区で実施

つくば市の受入れ体制がうまく機能していなかった面があるが、

全国から来ているボランティアの数をみると、地元としてもっと参加すべき

だったように思う。

5. 審議事項

第1号議案　平成2４年度事業実施計画の件

　櫻井専務理事より以下の平成２４年度事業計画予定の説明がある。



（１）理事会開催予定（同日程にて委員会）　　9月、11月、 1月、4月　

（2）東関東ブロック協議会　　　　　　　　　６月、９月、１２月、２月予定。

（３）セミナー　　　　　　　　　年３回～４回開催。直近では6月12日「次世代代理店経営について」

　　　　　　　　　 第２回日本代協コンベンションは　11月16，17日に開催。

（４）各種キャンペーン　　　無保険、車両盗難、地震は9月、10月に予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　全国一斉会員増強キャンペーンは２月。

（５）支部会開催　　　　　　　7月、10月、 2月を基本に３回開催を目指す。

（６）ボランティア活動　　　　11月に筑波山、12月に鹿島神宮　他各支部で実施

（７）その他、消費者団体との懇談会、オリエンテーション、ＤＲＰゴルフコンペなど

すべての事業予定を承認

第2号議案　平成24、25年度理事担当委員会の件

櫻井専務理事より報告。　理事役職・各委員長の確認後、各委員会副委員長を選任。

　教育委員　副委員長　増田理事、　組織委員　副委員長　松永理事、　　

　企画・環境委員　副委員長　清水理事、　ＣＳＲ委員　副委員長　中川理事

以上が選任される。いずれも任期は２年。全会一致で承認。　

第3号議案　平成24年度会員拡大の件

小沼組織委員長より報告

拡大目標及び手法について会長、支部長と密接な協議を望む。

本議案を議論する場合は「代協の意義」の共有が不可欠で並行して論ずる必要がある。

小沼委員長

通年通り13名前後の増員目標であれば退会者も考慮すると20名以上入会者がいなければ

　達成できない。 また金融機関の別働体についても働きがけの必要。　飯島会長

日本代協の目標設定を待って再度議論することとし継続審議となる。

第４号議案　その他議案なし　割愛



6. 協議事項

第1号議案　支部事業予定の件

櫻井専務理事より事前に提出された各支部事業予定表について内容報告がある。

水戸支部での車両盗難防止キャンペーンの日程変更の他は各支部予定変更なし。

＊地震保険普及キャンペーンの際、配布用ティッシュの代理店名入れについては

全会員に確認後実施することとする。

第２号議案　損害保険大学開講の件

島根ブロック教育委員長より新制度移行についての解説

専門コースは以前の特級資格に準ずる、コンサルティングコースは認定保険代理士取得者

に準ずる。資格取得により消費者から選ばれるメルクマークになる。

移行後「損害保険プランナー」「損害保険トータルプランナー」とプロフィールに表記できる。

第３号議案　暴力団追放不当要求防止責任者講習会の件

中村委員長より説明がある。

茨城県暴力追放推進センターが募集している「賛助会員」について。

その活動である暴力団不当要求防止責任者講習会の内容について。

開催については事前登録の必要があり、全会員に通知することとする。

７. 監事講評

今年度も昨年度同様のスケジュールで運営予定のようですが

会員の積極的参加を促し、盛り上げて頂きたい。 山口監事

新理事の参加により新鮮さを感じた。今後なるべく早く理事会に慣れて頂き、

先輩理事同様茨城代協の躍進にご尽力頂きたい。 山崎監事

8． 次回開催日時、場所の確認

　　平成24年9月8日（土） 茨城県開発公社ビル会議室 開催予定

9． 閉会宣言 15：50 櫻井専務理事



茨城県開発公社ビル会議室

○ 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 ○ 小林　　廣 ○ 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 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 林事務局長

　理事30名中24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24年度第3回理事会

　2012年9月8日(土）　13：00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　）

教  　　 育 島根東関東ブロック教育委員長

認定士資格を持っている方の、損害保険トータルプランナーへの

移行手続きについての説明。現在損保協会の持っている資格情報と

認定士の資格があっているかマッチング中。

専門コースが受講開始となっている。募集人資格・商品の資格を持って

いる人が専門コースにエントリーし、試験を受けて合格した場合トータルプ

ランナーにエントリーができる。現在、専門コースの受講希望者は茨城県で

２名のみ。

また、損保協会の特級資格を有する者も、損害保険プランナーへ移行する

ことができるので代協会員でない方にも、アナウンスしていただき損害保険

プランナーに移行することを進めたい。

櫻井専務理事より、８月中に申請した方は、９月１日付で損害保険トータル

プランナーの認定証をプリントアウトできるようになっているとの補足説明。

資格証明証も発行できるようになっている。

企画環境 瀬尾委員長

公正でないと思われる募集について、１０月自動車保険の改定前にネッツト

ヨタつくばが個別に配ったチラシを問題視。チラシの内容が、車両入替以外に

９月中に中途更改できるかような誤解を招く表示行為があり、所管保険会社

ディーラー担当課を通じ抗議し、チラシ配布を中止させた。

ディーラー代理店に不公正な募集行為が目立つので、各保険会社の自動車

営業部課長宛てに【公正でないと思われる保険募集について】の要望書を送る

ことを考えている。問題提起は今後もやっていく。積み上げていくことが大切。

組　　　織 小沼委員長

８月２１日に東関東ブロック組織委員会が開催され、会員増強の目標設定（茨

城県１５名）が決定した。具体的には審議事項にて。



Ｃ   Ｓ   Ｒ 中村委員長

７月５日にＤＲＰネットワーク合同チャリティーゴルフを開催し、『茨城新聞

文化福祉事業団』へ５万円を寄付。ＤＲＰ津島社長と飯島会長が茨城新聞に

写真が掲載される。

８月２１日に自動車盗難防止協議会が茨城県警本部において開催され、中村委

員長が出席。（参加団体は別紙のとおり。）

『暴力団追放不当要求防止責任者講習会』の講習会開催に向けて、

講習会がいつ開催できるか未定。現在会員が２８名となっているので、早めに

講習会が開催できるよう暴追センタ－に改めて依頼。

筑波清掃登山　１０・１３（土）に決定したとの報告。 広瀬理事

今年は、筑波山神社からケーブルカーで登り、男体山頂上に向けて、御海

方面を清掃したい。　帰りは、ケーブルカーで下山する。

１２月８日（土）に鹿島神宮清掃開催予定 中川理事

集合１０：００　神宮清掃は１０：３０～１２：００

参道を清掃後、社務所からお神酒をいただき終了。その後、鹿行支部会を

開催する予定。

支　　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水　　　戸 小室支部長

水戸支部会を８月１０日に開催し、１４名が参加。代協での各委員会の職務と

活動内容の報告をした。また支部会で自動車保険の自動継続についての問題

提起があり、話し合った。

さらに、水戸支部事業実施予定表案をもとに今後の予定を発表。

９月２５日に、国交省協力のもと無保険車追放キャンペーンの開催。

１０月には、盗難防止キャンペーンを開催予定。筑波山清掃登山にも参加する。

土　　　浦 櫻井支部長

７月１２日に支部役員会を開催し年間計画を協議。

７月２４日に支部会を開催し１６名が参加。

今回初めて支部会で、各保険会社の手数料体系について話し合った。

各社とも増収率と損害率が重視されているとの感想。

支部会後、懇親会を開催、１３名が参加し情報交換をする。



県　　　西 広瀬支部長

８月１７日にホテルつたやにて支部会を開催し、１４名が参加。

会員の方に代協や委員会が、どのような活動をしているかを説明し、現状を

報告。また、公正でないと思われる募集について、ディーラー営業経験者の

体験談を聞く。

県西支部内ではまだ１００店の未加入代理店がおり、会員の増強についても

話し合った。支部会後、懇親会を開催し親交を深めた。１５名が参加。

鹿　　　行 中川理事

総会以後、特に活動はなかった。（今後の活動予定は審議事項で報告。）

広　　　報 山下理事

茨城代協のホームページについての紹介。

支部会、キャンペーン等、活動内容紹介記事を代協ホームページにアップ

したい。写真を添えて報告してほしい。

事  務  局 林事務局長

支部交付金振込完了の報告

地震保険普及キャンペーン加盟代理店の一覧を各支部単位で作成したので、

使用してもらいたい。

櫻井専務理事

企画環境で取り組んでいるディーラーに対する公正でないと思われる募集について、

茨城県内の各保険会社のディーラー代理店営業担当者に『関連法規等の遵守とコンプ

ライアンス励行の重要性』を周知徹底するよう書簡を郵送する予定。

飯島会長

委員会と支部会の報告・依頼事項は事前に事務局へ提出し、理事会資料に予め載せて

いただきたい。



5. 審議事項

第1号議案　平成２４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２４年度キャンペーンの実施計画の説明がある。

（１）無保険車追放キャンペーン（水戸支部）

（２）車両盗難防止キャンペーン（水戸支部）

（３）地震保険普及キャンペーン（土浦・県西・鹿行支部）

　　土浦支部は、『 第９回つくば産業フェア＆農産物フェア２０１２』

　　県西支部は、『祭りゆうき２０１２』

　　鹿行支部は、 『第２２回鹿嶋まつり』を予定。

　　キャンペーン用のティッシュ、チラシのセットと参加会員一覧を使用。

　　部数は土浦・県西支部で４００部、鹿行支部は３００部とする。

　　以上の内容で実施することが承認される。

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、８月２１日の東関東ブロック組織委員会で、茨城代協の会員増強

　目標数について、１５名となったことの報告がある。

　飯島会長からも、純増で１５名の目標設定を各理事が共有することが重要であり、

　現在、入会者７名、退会者が１０名となっている以上、実質２０名の増員が必要。さらに

　組織率を全国平均の３５．１％にもっていくためには、毎年１５名の純増を５年続け

　なければならない。まずは、１支部５店増を目標とし、実現するために支部会やセミナー

　を魅力的なものにして取り組んでほしい。またチャネル別では、専業代理店を優先

 しながらも、金融機関代理店、企業代理店、ＧＳ代理店にも募集をしていく。

　ただ、ディーラー代理店については、問題が多いため現時点では自粛することにしたい。

　国民年金基金加入推進については、１１月にキャンペーンが予定されてもおり、各支部

　１名の目標で茨城代協として４名は必達したい。各支部名簿の中で、国民年金加入の代

　理店をターゲットに取り組むことにしたい。以上承認される。



6. 協議事項

第１号議案　再生医療セミナーの件 林事務局長

  『再生医療』とは最先端医療で、７００例を超える治療実績があり、幅広い疾病にも

  治療効果があり、交通事故の後遺障害にもお勧めできる治療である。

  エンディングメッセージ普及協会が当協会の代協会員向けに『医療再生セミナー』

  を開催したいとのこと。協議の結果代協共催セミナーとし、会員向けに案内するこ

  ととする。

第２号議案　第２回日本代協コンベンションの件 櫻井専務理事

  第２回日本代協コンベンションは、１１／１６～１７に開催する予定。

 １１／１６　コンベンション（ヤクルトホール）

   １３：００～１７：００　式典・表彰式、コンベンション（詳細は不明）

   １８：００～　　　　　　懇親会

 １１／１７　分科会（損保会館）

   ９：００～１２：００　分科会

茨城代協の割り当て数は次の通りなので、希望者を募集することとする。

式　 典　８名（定員）会場：ヤクルトホール

懇親会　５名（定員）会場：第一ホテル

分科会　６名（定員）会場：損保会館

第３号議案　平成２４年度会費未納者の件 林事務局長

  会費未納者１４店について、改めて担当理事から直接連絡することとする。

第４号議案　代理店賠償責任保険セミナーの件（当日上程議案） 櫻井専務理事

 本年度は、県西支部にて『代理店賠償責任保険セミナー』を開催したい。

 １１／２０に理事会を開催する予定なので、その際セミナーを同時開催したらどうか。

 以上の提案が提出され、意義なく了承される。

 会場設営、運営は県西支部理事で担当することになる。

   日程は次の通り



７. 監事講評

ディーラーの公正でない募集に関する件や、会員増強に対する取組等、我々に与えられた課

題について、大いに協議し会員拡大につなげていただきたい。また、今までには考えられ

ない再生医療のセミナーについては是非参加し、その治療情報をお客様に伝えることで、代

理店の信頼度も高まりグリップ力にもなる。実になる理事会だった。 山口監事

盛り沢山の議題について、もっと要領よく進め、新しい理事の方達がより活発に意見を出し

やすく話し合う時間が設けることができればいいと思う。

若い力がもっと力を発揮し、会員増強もひとりひとり声をかけていくことで、また違った枝葉が

できたら楽しみです。　 山崎監事

8． 次回開催日時

  １１月２０日（火）　１３：００　場所：筑西市にて開催予定。

9． 閉会宣言 16：00 広瀬支部長



　　筑西市しもだて地域交流センター

○ 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 ○ 小林　　廣 × 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　　13：00～13：40

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３０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：中村理事　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

前回理事会以降報告、依頼事項なし

企画環境

前回理事会以降報告、依頼事項なし

組　　　織

前回理事会以降報告、依頼事項なし

飯島　俊治 山崎　まゆみ

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会平成24年度第4回理事会

　　　2012年11月20日（火）　　13:00開催日時

開催場所

理事

中村　幸夫



Ｃ  Ｓ  Ｒ 中村委員長

9月25日（火）無保険車追放キャンペーン　（水戸駅南口）

　　　　　　代協　9名 運輸局　2名 計　11名

10月5日（金）盗難防止キャンペーン（水戸駅前）

代協　13名 県警の要請でフーテンの寅さんこと植木理事も参加

10月13日（土）筑波山清掃登山実施（男体山頂や御海の周辺）

　　　　　　　　　　　　　代協会員家族　40名参加

地震保険キャンペーンは以下のとおり

10月20日（土）　つくば市で土浦支部が実施

10月21日（日）　鹿嶋市で鹿行支部が実施

10月27日（土）　結城市で県西支部が実施

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水　　　戸 小室支部長

9月25日（火）無保険車追放キャンペーン　（水戸駅前）

10月5日（金）盗難防止キャンペーン（水戸駅前）

10月20日（土）　水戸支部理事会

11月15日（木）　水戸市部会開催　（県民文化センター）

　　内容：各委員会の活動報告と情報交換

　　　　　　今後の支部会運営について

土　　　浦 櫻井支部長

10月20日（土）　１２：００～１６：００

　　つくば産業祭会場にて地震保険キャンペーン実施

　　同日１７：３０～１９：３０　つくば市内で懇親会開催

　　

県　　　西 広瀬支部長

10月27日（土）　　９：３０～１２：００

　　結城市民文化センターにて地震保険キャンペーン実施

鹿　　　行

１０月５日（金）　鹿行支部会開催

　　 （あいおいニッセイ同和損害保険㈱鹿島支社会議室）

内容：各委員会の活動報告

　　　　自動車保険　等級別料率制度の改正について

１０月２１日（日）　１１：００～１１：３０

　　かしままつり広場にて地震保険キャンペーン実施

１２月８日（土）　鹿島神宮清掃及び支部会開催



事務局 林事務局長

平成24年10月30日付けで、現在の役員（理事・監事）の登記が完了。

各支部の１１月末日時点の会計報告を１２月７日までに事務局へ。

領収書取り付け不能理由書の説明。

ドライブレコーダー販売促進の依頼。

各支部会員別代理店賠責未加入リストの説明。 櫻井専務理事

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

櫻井専務理事より開催日を平成２５年１月１２日（土）とし、場所をつくば研究支援センターにする

議案説明があり、同内容で承認される・

新入会員の紹介者は必ず直接案内することとする。

第2号議案　第13期認定保険代理士認定書授与式の件

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た。

運営、進行は教育委員会が担当することになる。

第3号議案　国民年金基金加入推進の件

現在１名のみ、各支部１名の加入も苦戦の為、継続議案となる。

    

6. 協議事項

第1号議案　消費者団体との懇談会について 櫻井専務理事

消費者団体との懇談会は、消費者から選ばれる代理店になる第一歩の活動となる。

代協活動が紹介されている「月刊消費者」の取材記事集を活用して、各支部で年に１回は開催

できるよう努力する。土浦支部、県西支部については、それぞれ２月、３月に開催の予定。

第2号議案　平成24年度会費未納者の件 林事務局長

現在までに３回にわたり督促しているが、７名が未納の状態。各理事が個別に連絡し徴収を図る

ことにする。

7. 監事講評

各種キャンペーン活動は、一般消費者への代協のＰＲにも通じる。

国民年金基金の加入については理事のさらなる努力で目標達成を。 山口監事

理事会において各理事一人一人の積極的な発言を求める。 山崎監事

8． 次回開催日時、場所の確認

平成２５年1月１２日（土）　つくば研究支援センターにて開催。

9． 閉会宣言 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 ○ 小林　　廣 × 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鳥次副会長

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30名中24名出席、定足数を見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

4. 報告・依頼事項

委員会（教育、企画環境、組織、ＣＳＲ　）

教育　平成２４年１２月１４日東関東ブロック協議会に出席 仁平委員長

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24年度第5回理事会

2013年1月12日　　14:00開催日時

開催場所

理事

中川　英樹



認定保険代理士のコンサルティング資格移行の最終確認作業

新制度のコンサルティングコース受講者募集について

専門コース（損害保険プランナー）への移行手続き41名が未完了

企画環境　平成２４年１２月１４日東関東ブロック協議会に出席 瀬尾委員長（事前報告）

県代協企画環境委員会活動報告について

組織　平成２４年１２月６日県組織委員会開催 小沼委員長

会員拡大施策について（詳細は審議資料を参考）

平成２４年１２月１４日東関東ブロック協議会に出席

会員拡大及び国民年金基金加入について

ＣＳＲ　平成２４年１２月１９日暴力団追放不当要求防止責任者講習会開催

参加者１９名が茨城県公安委員会より受講修了書を交付される

平成２４年１２月８日　鹿嶋神宮清掃ボランティアを鹿行支部主体に実施

平成２４年１２月１４日東関東ブロック協議会に出席 中村委員長

支　部（水戸、土浦、県西、鹿行）

水戸　茨城県消費生活相談センターを訪問 小室支部長

土浦　平成２４年１２月１２日つくばセンター地区清掃活動に参加

参加者土浦支部会員６名 櫻井支部長

県西　平成２４年１１月２０日　県西支部主管で「代理店賠償責任保険」セミナーを開催

参加者６９名（代協会員５９名、非会員２名、損保社員８名）

同日、ホテル新東にて懇親会開催　参加者３０名 広瀬支部長

消費者団体との懇談会について、２月２０日に開催予定。

鹿行　平成２４年１２月８日　鹿嶋神宮清掃ボランティア活動の実施 鳥次支部長

鹿行支部会員を中心に２３名の参加、同日、鹿行支部会を昼食会を挿んで開催　

事務局　　各支部長、委員長に３月末での事業報告、会計報告の依頼 林事務局長

　　　　各支部の会計報告を4/5（金）までに事務局へ

　　　　事務局の回線を、アナログから光回線へ移行するとの報告。 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

小沼委員長より説明がある。2月末目標は10名の増員。現段階で４名の見込みがある。

各支部未入会者リストを活用し、各理事１名増員目標を達成する。

各理事より取組への決意表明がある。



第2号議案　　定款一部変更の件

林事務局長より説明あり。第10条　第23条　第24条　第29条　各条文の変更決議議案を

理事会にて承認

第3号議案　　国民年金基金加入促進の件

前回より継続議案となっているが、各支部1名　全体で4名を必達を決議（3月末まで）

第4回議案　　年会費未納者の件

23年度分1名　24年度分5名が滞納、会費の滞納は退会事由になる。また賠責加入者

に関しては資格喪失となる。内容証明を送達し、年度内に決着することになる。

6. 協議事項

第1号議案　　 コンサルティングコース受講者募集の件

１月末までに１４名の受講申込が必要。各理事は所属保険会社部支店長、支社長に面談し

協力依頼をする。各保険会社からも専門コースに移行した人を推薦してもらう。

第２号議案　　代協活動タウン紙掲載の件

代協活動のＰＲを兼ね、年１回程度タウン紙への掲載を検討

各支部事務局は地元タウン誌に関して、料金・掲載内容等調査を行うことになる。

第３号議案　　副会長変更の件（本日上程議案）

林事務局長より、鳥次副会長が本年度にて支部長退任の意向とのこと。

理事会承認事項にあたるので、次回理事会までに鹿行支部理事の中より選出してほしい。

７. 監事講評

代協としての組織力を訴え、入会キャンペーン・国民年金基金加入を推進してほしい

反社会的勢力を排除するなどの定款変更に関しては、安心・安全な活動を継続していく上で必要。

山口監事

8. 次回開催日時、場所の確認

2013年4月に予定。詳細後日案内。

9. 閉会宣言 小室副会長



平成24年５月15日午後３時00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：２１８名　　議決権を行使できる社員の数：２１８名　　議決権の数：２１８個

出席社員数（委任状による者を含む）：１９７名　　出席議決権数：１９７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、小林澄男、小林廣、島根昌明、

瀬尾茂、高橋昇、田村正夫、飛田俊弘、中川英樹、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山口貴久氏を、署名人として廣瀬優氏、飛田俊弘氏を選任し各氏は

就任を承諾した。

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

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２４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 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　小室能夫　（重任）　理事　櫻井保司　（重任）　理事　鳥次芳郎　（重任）

理事　飯島俊治　（重任）　理事　林勇司　　 （重任）　理事　今郡英治　（重任）

平成24年度　通常総会（定時社員総会）議事録



理事　小沼弘幸　（重任）　理事　小林廣　　 （重任）　理事　島根昌明　（重任）

理事　瀬尾茂　　 （重任）　理事　田村正夫　（重任）　理事　中川英樹　（重任）

理事　中村幸夫　（重任）　理事　広瀬健司　（重任）　理事　松永雅雄　（重任）

理事　廣瀬優　　 （重任）　理事　平岡叔道　（重任）　理事　植木定男　（重任）

理事　仁平光男　（重任）　理事　山下貴広　（重任）　理事　木滝正榮　（重任）

理事　飛田俊弘　（重任）　理事　秋葉吉正　（新任）　理事　小張孝太　（新任）　

理事　清水秀樹　（新任）　理事　鈴木由貴　（新任）　理事　田中仁視　（新任）　

理事　堀江和彦　（新任）　理事　増田剛也　（新任）　理事　和田博巳　（新任）

監事　山口喜清　（新任）　監事　山崎まゆみ（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 その他

議長は、総会出席者に動議がないか聞いたが特になかった。

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５０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　24年　5月　15日 一般社団法人茨城県損害保険代理業協会

議　　長 小　林　　澄　男

議事録署名人 廣　　瀬　　優

同 飛　田　　俊　弘



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、



平成24年度収支決算書
(自平成24年4月1日　至平成25年3月31日)

1.収入の部(単位:円) 

勘定科目 剿{年度予算額 冏ｹD�7以亥ｨｧ｢�差額 儖Xﾖﾂ�

正会員会費 �6,000,000 澱ﾃ�唐ﾃ����98,000 ��

入会金 �100,000 田Rﾃ����▲35,000 ��

受取利息 �5,000 田3"�▲4,368 ��

雑収入 �400,000 �#澱ﾃc�R�▲103,395 ��

貯蔵品販売収入 �20,000 �3Bﾃ����14,000 ��

当期収入合計(A) �6,525,000 澱ﾃC釘ﾃ#3r�▲30,763 ��

前期繰越金 �2,790,082 �"ﾃs��ﾃ��"�0 ��

収入合計(B) �9,315,082 湯ﾃ#ィﾃ3���▲30,763 ��

2.支出の部(単位:円) 

勘定科目 剿{年度予算額 冏ｹD�7以亥ｨｧ｢�差額 儖Xﾖﾂ�

辛 莱 費 �,ｨ�ﾙ�ﾘ檠N��350,000 �3�2ﾃc#��▲36,380 ��

会議費 �#��ﾃ����369,377 ��c津3sr� 

支部対策費 鼎S�ﾃ����311,844 ��3�3づ�Sb� 

日本代協会費 �"ﾃ3��ﾃ����2,160,000 ��3�C�ﾃ����1会員あたり1万円 

教育研修費 �#S�ﾃ����173,600 ��3sbﾃC��� 

事業広報費 �3��ﾃ����201,645 ��3唐ﾃ3SR� 

通信費 �3S�ﾃ����365,409 ��RﾃC��� 

事務用消耗品費 �#��ﾃ����158,498 ��3C�ﾃS�"� 

旅費交通費 鼎��ﾃ����424,180 �#Bﾃ���� 

渉外費 ����ﾃ����106,800 澱ﾃ���� 

支払手数料 ����ﾃ����126,437 �#bﾃC3r� 

[事業費小計] 迭ﾃ���ﾃ����4,711,410 ��3#モﾃS��� 

管 理 費 从ｹu韶�9b�1,000,000 ��ﾃ�CBﾃS���44,510 ��

厚生費 �#�ﾃ����17,161 ��3"ﾃ�3�� 

倍室費 �#C�ﾃ����240,000 ��� 

水道光熱費 ��#�ﾃ����120,000 ��� 

租税公課 ����ﾃ����82,000 ��3�づ���� 

雑費 �#�ﾃ����9,834 ��3��ﾃ�cb� 

[管理費小計] ��ﾃS��ﾃ����1,513,505 ��2ﾃS�R� 

予備費 冰ﾉOYN��25,000 ���▲25,000 ��

当期支出合計(C) �6,525,000 澱ﾃ##Bﾃ��R�▲300,085 ��

当期収支差額(Aト(C) �0 �#c津3#"�269,322 ��

次期繰越金(B)-(C) �2,790,082 �2ﾃ�S津C�B�269,322 ��
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（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２５年３月３１日現在



正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで　　　　(単位:円)

科目 �9iD�7��前年度 ��ﾘﾋ��

Ⅰ一般正味財産増減の部 澱ﾃ�唐ﾃ����5,920,000 ��sづ����

1.経常増減の部 

(1)経常収益 

①受取会費 
②受取入会金 田Rﾃ����3Bﾃ����55,000 13,500 ���ﾃ����#�ﾃS���

③事業収益 
貯蔵品販売収益 

紹介手数料収益 �#澱ﾃc�R�312,470 ��3�RﾃツR�

事業収益計 �33�ﾃc�R�325,970 釘ﾃc3R�

④雑収益 都�2�783 ���

受取利息 

雑収益 ���0 ���

雑収益計 都�2�783 ���

経常収益計 澱ﾃC釘ﾃ3モ�6,301,753 ���"ﾃc3R�

(2)経常費用 �3�2ﾃc#��378,984 ��3cRﾃ3cB�

①事業費 
通常総会費 

会議費 �3c津3sr�238,565 ��3�ﾃ��"�

支部対策費 �3��ﾃイB�352,483 ��3C�ﾃc3��

日本代協会費 �"ﾃ�c�ﾃ����2,140,000 �#�ﾃ����

教育研修費 ��s2ﾃc���158,540 ��Rﾃ�c��

事業広報費 �#��ﾃcCR�81,100 ��#�ﾃSCR�

通信費 �3cRﾃC���359,209 澱ﾃ#���

事務用消耗品費 ��SづC唐�256,709 ��3唐ﾃ#���

旅費交通費 鼎#Bﾃ����400,510 �#2ﾃcs��

渉外費 ���bﾃ����151,560 ��3CBﾃsc��

支払手数料 ��#bﾃC3r�95,379 �3�ﾃ�S��

事業費計 釘ﾃs��ﾃC���4,613,039 涛づ3s��

②管理費 ��ﾃ�CBﾃS���989,410 鉄Rﾃ����

給与手当 

厚生費 ��rﾃ�c��ll,477 迭ﾃcィ�

借室費 �#C�ﾃ����240,000 ���

水道光熱費 ��#�ﾃ����120,000 ���

租税公課 塔"ﾃ����82,000 ���

創立費償却 ��3�ﾃ����130,808 ���

雑費 湯ﾃ�3B�2,850 澱ﾃ塔B�

管理費計 ��ﾃcCBﾃ3�2�1,576,545 田rﾃsc��

経常費用計 澱ﾃ3SRﾃs#2�6,189,584 ��cbﾃ�3��

当期経常増減額 ��3づccR�112,169 �#bﾃC澱�

2.経常外増減の部 �� ��

(1)経常外収益 

経常収益計 ���0 ���

(1)経常外費用 �� ��

経常費用計 ���0 ���

当期経常外増減額 蔦��0 ���

当期一般正味財産増減額 ��3づccR�112,169 �#bﾃC澱�
一般正味財産期首残高 �"ﾃ��津��R�2,807,736 ���"ﾃ�c��

一般正味財産期末残高 �2ﾃ�SづSs��2,919,905 ��3づccR�

Ⅲ正味財産期末残高 �2��SづSs��2,919,905 ��3づccR�
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監査報告書

私ども監事は、平成24年4月 1日 から平成25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 25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 二g鯵 壻 ∈∋

監事 山 頃 まクィパ(勤



 

平成２５年度事業計画（案） 

 

昨年度も相次ぐ自然災害や、主力の自動車保険の損害率悪化に伴い損保業界

は依然として厳しい状況にあり、各社とも業務の効率化を伴う販売基盤の構造

改革を進めております。タブレット端末の徹底活用を前提にした、代理店完結

型の保険販売モデルの構築も一気に進んでおります。代理店にとっても意識・

行動の変革が求められる環境ではありますが、常にお客様の視点で考え行動し、

代理店の品質を日々高めていく努力を続けていくことが何より重要です。茨城

県代協は地域密着型のプロ代理店の存在価値を高め、地域のブランドとして一

般消費者から認知されるよう活動をしてまいります。 

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

の加入率は全国平均３５％に対し、２７％と日本代協が目指す５０％に程遠い

現状です。専業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。 

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。また代協会員にとっても最も関心

が高いテーマの一つです。日常活動の中で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「損害保険大学課程」は昨年１０月から「専門コース」が、

本年４月からは「コンサルティングコース」の教育プログラムがスタートしま

す。新制度のＰＲに努めるとともに、プロ代理店を中心に多くの募集人のチャ

レンジを促し、「損害保険トータルプランナー」の取得を目指します。茨城県代

協は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、

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 

  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、土浦支部と県西支部で実施されておりますが、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。 

また、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、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。 

 

 

 



平成25年度収支予算書(秦)
(自平成25年4月1日　至平成26年3月31日)

1.収入の部(単位:円) 

勘定科目 剔O年度予算額 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�差額 儖Xﾖﾂ�

正会員会費 �6,000,000 澱ﾃS��ﾃ����500,000 ��

入会金 �100,000 ����ﾃ����0 ��

受取利息 �5,000 迭ﾃ����0 ��

雑収入 �400,000 鼎��ﾃ����0 ��

貯蔵品販売収入 �20,000 �#�ﾃ����0 ��

当期収入合計(A) �6,525,000 途ﾃ�#Rﾃ����500,000 ��

前期繰越金 �2,790,082 �2ﾃ�S津C�B�269,322 ��

収入合計(B) �9,315,082 ���ﾃ�ィﾃC�B�769,322 ��

2.支出の部(単位:円) 

勘定科目 剔O年度予算額 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�差額 儖Xﾖﾂ�

辛 莱 費 �,ｨ�ﾙ�ﾘ檠N��350,000 鼎S�ﾃ����100,000 ��

会議費 �#��ﾃ����300,000 ����ﾃ���� 

支部対策費 鼎S�ﾃ����450,000 ��� 

日本代協会費 �"ﾃ3��ﾃ����2,400,000 ����ﾃ����1会員あたり1万円 

教育研修費 �#S�ﾃ����250,000 ��� 

事業広報費 �3��ﾃ����300,000 ��� 

通信費 �3S�ﾃ����350,000 ��� 

事務用消耗品費 �#��ﾃ����200,000 ��� 

旅費交通費 鼎��ﾃ����400,000 ��� 

渉外費 ����ﾃ����100,000 ��� 

支払手数料 ����ﾃ����100,000 �� 

10周年記念事業司o �200,000 �#��ﾃ����今年度より 

[事業費小計] 迭ﾃ���ﾃ����5,500,000 鉄��ﾃ���� 

管 理 費 从ｹu韶�9b�1,000,000 ��ﾃ���ﾃ����0 ��

厚生費 �#�ﾃ����20,000 ��� 

借室費 �#C�ﾃ����240,000 ��� 

水道光熱費 ��#�ﾃ����120,000 ��� 

租税公課 ����ﾃ����100,000 ��� 

雑費 �#�ﾃ����20,000 ��� 

[管理費小計] ��ﾃS��ﾃ����1,500,000 ��� 

予備費 冰ﾉOYN��25,000 �#Rﾃ����0 ��

当期支出合計(C) �6,525,000 途ﾃ�#Rﾃ����500,000 ��

当期収支差額(Aト(C) �0 ���0 ��

次期繰越金(B)-(C) �2,790,082 �2ﾃ�S津C�B�269,322 ��

48



第３号議案 

「一般社団法人茨城損害保険代理業協会 定款」一部変更の件 

 

新  旧  条  文  対  照  表 

旧     条     文 新     条     文 

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 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 暴力団等の反社会的勢力である

こと及びそれに類する行為を行っ

たこと 

５ その他法に規定する事由 

 

 

 

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 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。（ただし書き削除） 

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。 

 

  

 



  

旧     条     文 新     条     文 

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 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 18 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 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 21条第 4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 


