
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 暴力団等の反社会定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 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 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 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 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。 

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 貸借対照表 

３ 損益計算書 

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。 

 

 



【 水戸市 】　 【日立市 】　
・（株）東海日動パートナーズ茨城 大森　健夫 ・Ｏ・Ⅰ・Ｐ 大島　洋幸
★（株）カホク 安　　正留 ・樫村総合保険事務所 樫村　博正
★（有）保険クリエイト 平野　雅彦 ★（有）ヒタチ保険サービスセンター 佐藤　洋子
・茨城サトウ保険事務所 佐藤　宏幸 ・（株）Ⅰ・Ｏ・Ｍ 半澤　眞
・（株）センチュリー総合サービス 田山　忠男 ・（有）アドバイス 和田　博巳
・（有）保険プラネット 鈴木　由貴 ・星総合保険事務所 須藤　瑞恵
★（有）クレスト 鈴木　謙壽 ・(有)日立鈴木 鈴木　秀寛
★茨城保険販売（株） 小室　能夫 ・あんしん保険サービス 鴨志田　隆男
・（有）保険プロ茨城 河合　貴弘 ・(有)かみね保険事務所 高島　章行
・（株）久信田運送 久信田　秀一 ・アイプロ 高橋　勝美
・（有）エスビーコンサルタント 下山田　達司 ・（株）ちのね 茅根　雅子
・（有）田所保険企画 田所　祐次 ・蛭田保険事務所 蛭田　有希
★㈱島根総合保険 島根　昌明 【 北茨城市 】
・石神　秀敏 石神　秀敏 ★（有）ホシ保険事務所 星　　仁
・（有）ナカノ保険事務所 中野　信義 ・（有）安嶋保険事務所 安嶋　裕子
・（有）アーバンリミックス 大津　隆公 ・（株）トワ・エ・モア由和保険事務所 安齋　芳男
・あすなろ保険センター 鈴木　直幹 ・ (有) アイ・エス・ジー 椎名　好文
・日本スタンダード（株） 山田　眞 【 常陸太田市 】
★（有）保補屋 中村　幸夫 ★（有）はぎ保険設計サービス 萩庭　壽男
★（株）保補屋 鳥羽田　修 ・システムライフ 金沢　次男
★（有）ユニ保険センター 小沼　弘幸 【 常陸大宮市 】
・（株）豊田興産 豊田　治 ・（有）日火関東保険企画 檜山　重一
・（株）トレジャー保険 山口　喜清 ★オザワ保険事務所㈱ 小澤　敏彦
・（有）金沢保険事務所 金沢　泰義 ・茨城インシュアランスＡＧＥＮＴ 野上　隆
・緑岡保険事務所 大部　富士男 ★㈱蕯郷フォレスト 河野　克典
・（株）おおぞら保険 根岸　清実 【 ひたちなか市 】
・（有）オフィスユアサ 湯浅　誠 ・鬼塚損害保険事務所 鬼塚　政秋
・日火商事（有） 黒羽　博之 ・（有）勝田大谷商事 大谷　康夫
★（株）アイエスプラン 伊藤　一也 ★TR保険 寺門　亮一
・新和自動車工業（株） 尾又　英敏 ★（有）保険工房常陸 島貫　俊二
★大恵保険サービス 大久保　恵子 【 那珂市 】
★㈱トップビジョン１０２ 清水　秀樹 ・（有）常陸総合保険 前川　英俊
・（株）茨城総合サービス 内田　克俊 【 小美玉市 】
★本多保険事務所 本多　久男 ・ＤＲＰネットワーク（株） 津島　信一
・（有）ジャパン保険 丸山　剛毅 ・新堀保険 新堀　直世
・（株）ビジネスライク 君島　利男 ・（株）おがわ 小川　栄治
★（株）スイユウ 石川　雅晴 ★（株）ワイズサポート 国友　誠司
・（有）プライマリー総合保険 吉澤　智樹 【 茨城町 】
・（有）ＭＵＧＥＮ 飛田　俊弘 ・竹内保険事務所 竹内　純一
・（株）ⅠＦＰ 宮田　久雄 ・（株）長津 長津　治男
・（株）高倉保険事務所 高倉　瑞郎 【 大子町 】
★（株）サンユー保険事務所 照沼　彰一 ・（有）ヒタチ総合保険事務所 菊池　守
・（株）ライフキーパー保険事務所 二瓶　亮一 【 笠間市 】
・（株）茨城保険リスクマネジメント 根岸　功 ★KMライフ 小沼　茂文

★ハートフル総合保険 金田　英樹
【 大洗町 】
・（有）フジ保険事務所 藤沼　政彦

平成25年4月30日　現在

一般社団法人茨城県損害保険代理業協会 
 加盟代理店 水戸支部一覧 

★印は、日本代協認定保険代理士のいる店

です。 



【 土浦市 】 【 牛久市 】
・（株）協栄エイアンドアイ 吉田　潔 ・半田損害保険事務所 半田　利明
・（株）本田 堀米　孝造 ・（有）関東総合保険 小森　聡
★（有）ほけんプラザ県南 小張　孝太 ・（株）オフィス 市川 市川　輝雄
★（有）アイガード 櫻井　保司 ★大山県南保険 大山　健一
・（有）土浦高野保険センター 高野　典昭 ・アトム 泉　　孝一
・（有）ケアード保険工房 本田　健治 【 取手市 】
・（有）あんしん 岡田　稔 ・山王代理店 赤羽　直一
・栗田保険事務所 栗田　道夫 ・なかむら総合サービス 中村　光芳
★(有)三井エージェンシー 木村　雅晴 ・アベエージェントサービス 阿部　直樹
・茨城エージェントオフィス㈱ 矢口　千恵 ・（有）海老原事務所 海老原　和代
・関友商事（株） 小林　敏美 ・ (有)取手保険企画 篠田　巧
【 石岡市 】 【 龍ヶ崎市 】　
★（有）リリーフ 林　　勇司 ★（株）ノブレス 信嶋　貞男
★（株）ガレージミナミ 田村　正夫 ・日本綜合保険事務所 佐久間　勇人
・（有）ティ・エフ・ホケンセンター 藤枝　剛 ・（有）トゥルーハート 高山　浩一
・（有）石岡総合保険 山口　政登 ・（有）助川保険サービス 助川　謙二
・（有）ひまわり保険事務所 鈴木　優子 ・オートボディ寺崎 寺崎　貴一
・（有）石岡安田保険センター 小吹　勇 ・（株）アクト 小林　武司
・（株）宇都宮保険事務所 小沼　俊雄 【 稲敷市 】　
・（有）ファトラ 甲　　雅勝 ★（有）小林保険事務所 小林　澄男
【 つくば市 】 ★（有）根本保険事務所 根本　治
★細田保険事務所 細田　憲男 ・（株）野口自動車 野口　善徳
★学園総合保険（株） 飯島　俊治 【 かすみがうら市 】　
・（株）サンスイ 広本　羊一 ★（株）プラス 松永　雅雄
・（有）県南総合保険センター 楢戸　憲一 ・（株）萩原自動車 萩原　裕之
★（株）ほけんサポートつくば 川崎　庄一 【 守谷市 】　
★（有）サカタ企画 坂田　代志廣 ・服部総合保険 服部　和彦
・総合保険事務所インシュランス 土屋　和幸 ・（有）アイピー安井 安井　京

アソシエーツ ・（株）保険引受センター 鈴木　雄大
★（株）ロゥズ保険サービス 山口　貴久 【 阿見町 】　
★（有）ハース 増田　剛也 ★（有）ニューエービック 高橋　昇
・（有）スリーエスネット 根本　好徳 ★（有）昭和総合保険 千葉　正
・Ⅰ・サポートサービス 深澤　寿子 ・みんなの保険㈱ 廣瀬　優
★（有）ジャパンつくば 土田　和範 【 つくばみらい市 】　
・（株）パワフルエージェント 田中　仁視 ・㈱中央タウン企画 上床　篤
★㈱あいおいサポートエージェンシー 矢口　健一
・（株）つくば相続センター 鯨井　規功
・（有）ライフアドバンス 石川　博之
・つくば保険サービス 秋場　忠雄
・つくば総合保険 白石　哲也
・ビックサポート 羽成　純
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県西支部 鹿行支部
【 古河市 】　 【 潮来市 】
★（有）並木保険企画 並木　義雄 ★（有）中村　 中村　義照
★（有）パートナーズ 久野　茂 ・（有）ウィズアイ 石田　洋
★（有）ヤマザキ保険企画 山崎　まゆみ ★（有）せきぐち総合サービス 関口　明広
★（株）アイミック 渡辺　幸男 ・仲田保険事務所 仲田　清実
・（有）カインズ保険 斉藤　訓 ・Ｋクラフト（株） 栢葉　雅洋
★（有）ウツギ保険事務所 宇都木　せつ子 ・（株）Ｔ＆Ｆ企画 高寺　秀雄
・(有)なみき保険サービス 並木　和彦
★（有）ティ・アイ・エス 山下　貴広 【 鹿嶋市 】　
・（有）茂木保険企画 茂木　任司 ★鳥次保険（株） 鳥次　芳郎
・（株）トライ 今泉　克夫 ・高田自動車工業所　 高田　平三
・（株）アクセス 野口　豊 ・（有）カーライフ野口 野口　武雄
・なかがわ保険事務所 中川　秀夫 ・（株）スマイルライフ 岡田　依子
・㈱柳保険事務所 柳　高志 ・リスクマネジメント　セオ 瀬尾　茂
★小林　ゆかり 小林　ゆかり ★（有）ウイング二十一総合 張磨　時彦
【 筑西市 】　 　　　　　　　　　　　保険センター

★あんしんページ 広瀬　健司 ・安心ライフネットワーク 木滝　正榮
・深見保険企画 深見　裕司 ・(有)保険サービス 田塚　実
・ときのや損保 時野野　貞夫 ・(有)ケイツーフィナンシャル 石川　幸一
★（有）アルファブリッジ 堀江　和彦 　　　　　　　　　　　　サービス

・（株）Ｉ・Ａプロジェクト 岡田　好博 ・(有)オートガレージオオタ 大田　勝彦
★（有）ほけん屋寅治郎 植木　定男
・（株）スマイル 仁平　光男
★（株）愛保険工房 石川　静夫 【 神栖市 】　
★アルヴェ・テイクワン 武井　光輝 ★平和保険センター 中川　英樹
★(有)Ｒise＆rise 青木　一徳 ★（有）港南保険事務所 今郡　英治
★（株）三愛保険 藤間　守 ★（有）田谷総合保険事務所 田谷　健一
・（株）ＬａＬａ　Ｌｉｆｅ 山本　剛志 ･ （株）やまてつ 山本　正之
・セキショウ総業（株） 杉山　正利 ･ はた保険事務所 幡　　広行
・(株）マイライフ 柳田　昌一
【 坂東市 】　 【 鉾田市 】　
★（株）三井総合 吉田　輝雄 ・（株）アイエス 飯島　義紀
★（有）岩井安田保険企画 倉持　萬吉 ★（有）伊原保険事務所 伊原　義則
・（有）ばんどう保険サービス 染谷　茂 ・日向寺総合保険事務所 日向寺　護
・（株）アシスト 中山　恭一郎
【 下妻市 】 【 水戸市 】　
★秀華保険 塙　一仁 ・（株）カクア保険サービス 川崎　泰三
★（有）ギブアンドギブ 大和田　英雄
・（株）アスリード 門井　勤 【 行方市 】　
【 桜川市 】 ★栗原モータース 栗原　繁
・（有）保険の鈴木 鈴木　昭三 ★（有）根本保険事務所 根本　忠良
・(有)プロテクト 橋本　輝男 ・（有）吉崎モータース 吉崎　優
【 境町 】　
★（有）平井自動車 平井　俊行
・ティアイエージェンシー 石塚　哲也 【 千葉県香取市 】　
・マナカ保険サービス 間中　秀則 ・山田保険 山田　宏一
【 八千代町 】　
★（有）柴保険事務所 柴　秀彦
【 常総市 】　
・アキバ保険サービス 秋葉　吉正
【 結城市 】　
・(有)オフィスＡＢＣ 石塚　繁幸
【 栃木県下都賀郡 】　
・（株）タクト 金井　勇
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