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第7号

～ 広栄会収入はいろいろな形で皆様のお役に立っています ～

未来に繋がる広栄会未来に繋がる広栄会未来に繋がる広栄会

写真提供：鈴鹿支部　松田次郎「室蘭 地球岬より 渡島半島を望む」



平成２３年度事業報告、
平成２４年度事業計画

　会員の皆様には、平素より保険事業に対しご支
援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、平成23年度の保険推進実績が右表のと
おり集計されました。
　事務手数料は1億1,966万円（前年比106.6
%）、保有契約高も2,403億円（前年比106.7
%）と順調に増加し、新契約高こそ厳しい景況を
反映して354億円（前年比94.3%）と若干伸び
悩んだものの、概ね順調に推移することができま
した。
　ここにご報告し、皆様のご協力に感謝申し上げ
ます。
　ただ、新契約高を伸ばしていくことが保有契約
高の増加につながり、結果として事務手数料に反
映する保険事業の仕組みから、広栄会の継続的繁
栄のためには、新契約実績の伸展が重要課題であ
ると認識しております。
　この課題解決の取組みとして、平成24年度の
事業計画に新規施策を導入しました。
　適切な保険指導の実践（量だけでなく質の向上
も）を計り、重要課題であります新契約高を拡大
するために、エントリー制に基づく『標準保障額
算定・提示』を表彰施策としました。
　『標準保障額算定・提示』による保険指導
は、関与先に保険加入が必要不可欠であること
を、より分かりやすく、かつ、説得力をもって
提示することができる、我々税理士ならではの
手法であります。
　４月末時点で、登録代理店の約70％からエン
トリーをいただいております。（追加エントリー
可能）
　適切な保険指導を実践する代理店基盤の拡大を
もって、課題を解決して参りたいと考えます。

　また、前号より掲載の「保険推進に関する紹
介」（3・4頁）も参考としてお役立てください。
　今後とも、税理士会・協同組合から大きな期待
を寄せられる広栄会保険事業として、より大きく
貢献して参りたいと思います。
　新年度も引き続き、ご協力のほどよろしくお願
い申し上げます。

東海税協広栄会 保険推進協議会 事業企画部長

小長井　　敬
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林久雄税理士事務所（尾張瀬戸支部）
所　長：林　久雄
開業年：平成16年12月
所員数：３名
「税理士」と「クライアント」
の関係以上の深い関わりを持
ち、相手の状況全てを把握した
うえで、最良の経営アドバイ

ス・提案を行っております。
̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶

保険指導に取組んだきっかけは？
　税理士であれば当然やるべきものだと感じてい
ました。周りの先生方も多くやられており、『取
り組まないといけない』とも感じました。
事務所での取組方針・ポリシーを教えて下さい。
　毎月大同生命担当者と打合せを行い、決算時に
あわせ標準保障額の算定・提示を行っています。
提案内容決定の際は、クライアントのキャッシュ
フロー改善に役立つものを中心にしています。
心がけているポイントは？
　払戻率や保険料等、数字の有利・不利のみなら
ず、クライアントの心情・家族関係・人間関係に
配慮して提案するようにしています。標準保障額
についても、必要最低限は確保していただくよう
心がけています。
関与先からのリアクションは？
　全関与先への提示を始めて丸２年経ちます
が、反応は様々です。保険ありきだと敬遠され
ることもあるため、税理士として考えるリスク
について、熱心にお伝えしていきたいと考えて
います。
̶̶ 保険推進へのアドバイス ̶̶

　税理士は経営者の良きパートナーとして、
様々な場面で頼られる存在でなければなりませ
ん。中でも生命保険は、多岐に渡ってクライア
ントに関わっていますので、大同生命担当者と
の連携が必要不可欠と考えます。提案の際は、
リスクや税についてのアドバイスをはじめ、保
険について指導するという形を取っています。

保険推進事務所の紹介
田中展税理士事務所（豊橋支部）

所　長：田中　展
開業年：平成11年８月
所員数：７名
税理士業務に加え、経営コンサ
ルタント業務にも力を入れてお
り、関与先様の経営をフルサポ
ートしています。

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取組んだきっかけは？
　関与先の経営状況を把握している税理士は、関
与先を守るためにリスクマネジメントは当然必要
であると感じ、取り組むようになりました。
標準保障額算定・提示は？
　標準保障額算定書の提示を決算期・申告期に行
っています。理由は一年間の業績が確定する時期
であり、決算期・申告期はその業績を確認すると
ともに、次期以降に向けて様々な経営課題を検討
する時期だからです。関与先の欲するタイミング
にあわせて提供することで、サービスの価値が高
まり最終的に関与先の経営にも役立ちます。
心がけているポイントは？
　経営者であれば、家族だけではなく従業員や取
引先のことも考えてリスクを正しく把握していた
だく必要があると思います。人的なリスクを伝え
る事が出来るのは税理士しかいないという使命を
持ち、保険指導に取り組んでいます。
̶̶ 保険推進へのアドバイス ̶̶

　多くの経営者は多忙で、自分のリスクについて
ゆっくり考える機会はありません。標準保障額算
定・提示を行い、社長の人的リスクを数値化する
ことによって、必ず喜んでいただけます。
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ご挨拶
大同生命保険株式会社
東海地区営業本部　本部長

日 浦 洋 一

新任挨拶
大同生命保険株式会社
愛知税理士共済営業部　営業部長

恒 松 　 究
　東海税協広栄会会員の皆様には、平素から当営
業部の課長・スタッフが大変お世話になり、誠に
ありがとうございます。
　本年４月の人事異動で石川の後任で参りました
恒松と申します。部員一同、更なる発展のため尽力
いたしますので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

　東海税協広栄会会員の皆様には、平素より「総
合事業保障プラン」の推進に格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。
　この4月の定期異動で、斎藤の後任として着任
いたしました日浦と申します。どうぞ、よろしく
お願い申し上げます。
　平成23年度は、震災やタイの洪水に加えて欧州
財政不安や円高など、大変厳しい経済環境のなか、
保険事務手数料が前年比106%に伸展されたこと
は、皆様の崇高な使命感の賜物であると思います。
　平成24年度におきましては、その源泉となる
新契約業績を一層伸展させ、東海税協広栄会の共
通理念であります「３つの繁栄」に実績をもって
貢献させていただきたいと考えます。
　貴会は、当機関誌の発行をはじめ、『もしも協
同組合がなかったら』のDVD、そして、登録代
理店への各種施策等、全国の税協様の良き手本と
なる事業を数多く実施されておりますが、今年度
は、『標準保障額の算定・提示による保険指導』

をセカンドステージに進め、その実践を強力に支
援する施策を導入されたと伺いました。
　このような関与先様を思う真摯な取組みが、広
栄会事業のより一層の発展に、大きな影響を与え
ていくものと確信いたします。
　弊社は貴会との深い信頼関係の中で、平成24
年度新たなメンバーでご期待に応えられるよう精
進して参りますので、引き続き倍旧のご支援を賜
りますようお願い申し上げます。
　最後に、東海税協広栄会会員の皆様のますます
のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

■ 保険推進の事例紹介 ■
岡本会計事務所（浜松西支部）

所　長：岡本光太郎
開業年：平成８年
所員数：５名
税理士業務のほか経営コンサル
タント業務も行い、関与先をサポ
ートしています。

̶̶̶ 関与先プロフィール ̶̶̶
業　種：小売業
規　模：役員３名、従業員５名　
関与先の特徴：現社長は三代目。老舗小売店。
̶̶̶̶̶ 提案の内容 ̶̶̶̶̶

①経緯
事業承継を機に新代表者への保障を検討。
法人契約加入状況を確認すると、法人では無保
障であったため、決算のタイミングで標準保障
額を算定し提案することになりました。

②指導内容（目的と効果）
標準保障額を算定したところ6,000万円。
全額をカバーしたいところでしたが、資金繰り
を考慮し、当面の固定費・借入金返済資金を優
先、Rタイプ（5年満期）3,000万円の加入と
なりました。
̶̶̶̶̶̶ まとめ ̶̶̶̶̶̶

　今回の提案は、全くの無保障であったことか
ら、社長に万一のことが起こった場合のリスクを
標準保障額の論理的数値を用いて説明し、納得い
ただけました。
　日々資金繰りに忙しく、自身の保障については
考える機会がない経営者に代わって、保障の必要
性や会社の将来を一緒に考えてあげられるのはま
さに税理士だけ。
　関与先の実情をすべて把握しているからこそ、ニー
ズに合った保険指導ができるものと確信しています。
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大同生命税理士専任担当者のご紹介

静岡支社では、真木と高橋の２人で「明るく・楽しく・元気よく」をモットー
に、静岡県中部・東部の先生方を担当させていただいております。我々は、
東海税協広栄会の共通理念であります「３つの繁栄」「保険指導５つの指
針」を常に意識し、関与先様のための保険指導を先生方と一緒に考えさ
せていただいております。今年度も引き続き、よろしくお願いいたします。

東三河ブロック（豊橋、新城）を担当させていただいております。
日頃のご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。
「すべては関与先の繁栄のために」を合言葉に、多くの先生方、事
務所の皆様、関与先様のお役に立てるよう、精一杯日々努力して参り
ます。

西三河ブロック（岡崎、豊田、刈谷、西尾）を担当させていただいており
ます。課長・スタッフあわせて４名で、「明るく・楽しく・元気よく」を合言葉
に、走り回っています。
関与先様のリスクマネジメントのお役に立てるよう、力いっぱい頑張り
ます。

尾張ブロック（小牧・尾張瀬戸・一宮・津島）を担当させていただいてお
ります。
今年度から陣容も変わり、新しい風を吹かせられればと考えておりま
す。東海税協広栄会「３つの繁栄」を共通理念に、明るく真摯にを心が
け、少しでもお役に立てるよう日々精進して参ります。

三重県の先生方を担当させていただいております古賀（写真右）と藤
原（写真左）です。
今年度も「先生方の関与先様のため、先生方の事務所のため、東
海税協広栄会のため」に尽力いたしますので、よろしくお願いいたし
ます。

浜松支社では、静岡県西部を担当させていただいております。東海税
協広栄会の共通理念である「３つの繁栄」を意識し、事務所の皆様、
そして関与先の皆様のご要望にお応えできるよう尽力してまいりま
す。選ばれる保険会社であり続けるため、支社一丸となって先生方を
サポートさせていただきます。

■ 静岡支社　税理士担当　〒４２０-０８５１ 静岡市葵区黒金町59－6　TEL 054－253－3191

■ 浜松支社　税理士担当　〒４３０-０９４６ 浜松市中区元城町216－18　TEL 053－453－9011

■ 愛知税理士共済営業部　東三河推進課　〒４４０-０８０６ 豊橋市八町通1－18　TEL 0532－53－5391

■ 愛知税理士共済営業部　西三河推進課　〒４４４-０８６４ 岡崎市明大寺町字菩提円13－2　TEL 0564－54－1380

■ 愛知税理士共済営業部　尾張推進課　〒４５０-０００２ 名古屋市中村区名駅4－23－13　TEL 052－541－1261

■ 三重支社　税理士担当　〒５１４-０００４ 津市栄町1－840　TEL 059－226－1363
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