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年頭所感
東海税協広栄会 会長

加 藤 哲 也

年頭のご挨拶
大同生命保険株式会社 東海地区営業本部長

日 浦 洋 一

　新年明けましておめでとう
ございます。
　昨年中は、東海税協広栄会
に格別のご支援ご協力を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　昭和53年６月に東海税理
士協同組合と大同生命保険相

互会社が業務提携し、平成12年６月に各地域の
税理士の代理店を組織した「東海税協大同生命代
理店推進協議会」を発足し、平成16年４月に東海
税協広栄会を設立いたしました。
　本年で広栄会を設立し８年を経過した現在、
「東海税協総合事業保障プラン」に多くの関与先
の方々にご加入いただいております。このことは、
会員皆様の日頃のご努力の賜であり重ねてお礼申
し上げます。
　東海税協広栄会の基本理念である
　　１．関与先の繁栄
　　２．税理士事務所の繁栄
　　３．税理士会、協同組合及び広栄会の繁栄
これらの３つの理念が本会の目的である「会員の
経済的地位の向上に寄与する」ことになると考え、
事業活動を積極的に推進しております。
　昨年は、欧州債務危機に伴う輸出鈍化と景気減
速の長期化による内需不振で、生産活動の停滞が
続いており、本年も先行き不透明感が強まってお
ります。このような状況の中、関与先のことを一
番理解されている会員の皆様による適切な保険の
ご案内となる「標準保障額の算定・提示」が必要で
あると思っております。
　大変厳しい経済状況ではありますが、広栄会事
業につきまして一層のご支援ご協力をお願い申し
上げ、本年が皆様にとってよい年になりますよう
祈念し、新年のごあいさつといたします。

　平成25年新春を迎え、謹
んで新年のご挨拶を申しあげ
ます。
　東海税協広栄会会員の皆様
には、平素より「東海税協総
合事業保障プラン」を通して、
弊社業務への深いご理解とご

協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、東海税協広栄会様の保険事業収入は、平
成24年度においても順調に伸展をいたしており
ます。
　これは、皆様の関与先を思う崇高な使命感の賜
物であり、心より厚く御礼申しあげます。
　“すべては関与先のために”を合言葉に『標準
保障額算定による保険指導』の推進をもって、
広栄会保険事業収入を一層磐石なものにして参り
ます。
　昨年は、政局不安・欧州財政問題・円高に加え、
自然災害も多く、結果として日本経済は減速、震
災の復興も遅れたままと、大変厳しい年でありま
した。
　もう少し、この厳しい時代は続くものと思われ
ます。
　ただ、こういう時代だからこそ、税理士先生の
経営指導が顧問先にとって益々重要になって参り
ます。
　厳しい環境のなか、経営者は様々なリスクに囲
まれておりますので、「転ばぬ先の杖」（対策とし
ての保険）をご準備いただくよう、顧問先への経
営指導をお願いいたします。
　結びにあたり、新しい年が実り多き年となりま
すことをご祈念申しあげまして、年頭のご挨拶と
させていただきます。
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平成24年度実績の経過報告

　謹んで新年のご挨拶を申しあげます。
　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、心より厚く御礼申しあげます。
　平成24年度の広栄会保険事業は、事務手数料
が10月末現在前年同月比107.1％と、年度目標
１億1.350万円の達成に向けて順調に推移して
おります。保有契約高も同107.8％と増大。昨年
度は若干低調でありました新契約高においても、
同124.6％と目覚しい回復を遂げ順調に拡大し
ております。
　今年度はつぎの３点を重点活動施策に掲げ取り
組んで参りました。
　１．保険推進協議会など活動の活性化
　　⇒保険推進協議会の開催報告
　２．生保登録会員・生保ライセンス取得者の
　　拡大

　　⇒新規登録14名　ライセンス65名
　３．会員事務所の適切な保険指導の実践
　　⇒『標準保障額算定・提示』表彰施策　60名表彰
　※何れも上期現在
　この取り組み（適切な保険指導の実践基盤拡
大）が順調な実績につながっているものと考えて
おります。
　引き続き、適切な保険指導の実践基盤拡大を推
進して参りますので、これまで以上に『標準保障
額の算定』による保険指導をお願いいたします。
　また、恒例となりました保険推進事例（5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。引き続きご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

東海税協広栄会 保険推進協議会 事業企画部長

小長井　　敬

～平成25年度に向けて～

愛知県───────────────────────
西三河ブロック保険推進協議会　　　　６月12日・45名
小牧支部登録代理店保険推進協議会　　５月16日・11名
小牧支部登録代理店保険推進協議会　　10月23日・12名
小牧支部保険推進協議会　　　　　　　11月５日・11名
尾張瀬戸支部登録代理店保険推進協議会 ５月17日・７名
尾張瀬戸支部登録代理店保険推進協議会 11月９日・８名
一宮支部登録代理店保険推進協議会　　６月１日・14名
一宮支部登録代理店保険推進協議会　　10月３日・14名
津島支部登録代理店保険推進協議会　　６月６日・14名
津島支部登録代理店保険推進協議会　　10月５日・10名
刈谷支部登録代理店保険推進協議会　　９月11日・27名
西尾支部登録代理店保険推進協議会　　６月29日・10名
西尾支部登録代理店保険推進協議会　　11月２日・10名
岡崎支部登録代理店保険推進協議会　　10月４日・10名
豊田支部登録代理店保険推進協議会　　８月24日・15名
豊橋支部登録代理店保険推進協議会　　６月１日・10名
豊橋支部登録代理店保険推進協議会　　６月20日・20名
豊橋支部登録代理店保険推進協議会　　10月11日・26名

保険推進協議会の開催報告
豊橋支部登録代理店保険推進協議会　　11月30日・10名
新城支部保険推進協議会　　　　　　　10月３日・９名
静岡県───────────────────────
静岡県中部ブロック保険推進協議会　　11月１日・37名
静岡県西部ブロック保険推進協議会　　７月４日・34名
沼津支部登録代理店保険推進協議会　　４月４日・19名
掛川支部登録代理店保険推進協議会　　５月25日・４名
掛川支部保険推進協議会　　　　　　　８月１日・42名
磐田支部登録代理店保険推進協議会　　５月25日・４名
磐田支部登録代理店保険推進協議会　　６月８日・６名
磐田支部保険推進協議会　　　　　　　８月１日・85名
磐田支部登録代理店保険推進協議会　　11月２日・４名
浜松西支部登録代理店保険推進協議会　11月１日・４名
浜松東支部保険推進協議会　　　　　　９月６日・83名
三重県───────────────────────
三重県保険推進協議会　　　　　　　　６月12日・39名
三重県北勢ブロック保険推進協議会　　10月18日・22名
三重県中・南勢ブロック保険推進協議会 10月22日・29名

延参加者　705名　・　開催回数　34回
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●村山明司税理士事務所（豊田支部）
所　長：村山明司
開業年：平成５年７月
所員数：９名
プロの税理士として、顧問先な
らびに地元地域の皆様に貢献で
きる存在でありたいと思ってい
ます。

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
①保険指導のきっかけは？
　平成22年6月に大同生命に代理店登録する
までは、お客さまから相談があれば、取組むス
タンスでした。登録時に『標準保障額の算定に
よる保険指導』を提案されたことをきっかけに、
保険指導に取組むことになりました。
②事務所の推進体制は？
　今年度より、監査担当者全員にライセンスを
取得させ、全員で取組む体制にしました。
　また、当事務所では以下のサイクルで保険指
導を行っています。
Ⅰ）監査担当者が予め決められたサイクルにも
とづき関与先全件の標準保障額を算定する。

Ⅱ）算定した標準保障額にもとづいて、監査担
当者と大同生命担当者が財務内容等を確認
し、必要な保障額や退職金準備の要否などを
検討する。

Ⅲ）関与先に標準保障額を提示し、必要に応じ
て保険を提案する。

③こころがけているポイントは？
　関与先の保有する資産や後継者の状況などに
より、必要な保障額は変わります。標準保障額
をもとに必要な保障額を検討し、資金繰りなど
も考慮のうえ関与先にとってベストな保険指導
となるようにこころがけています。
̶̶ 保険推進へのアドバイス ̶̶

　当事務所も保険推進に関して発展途上ですが、
標準保障額を考えることで関与先の将来をより
深く考えるきっかけとなり、担当者のレベルアッ
プにも繋がっています。もちろん、保険指導の質
も向上し、お客さまに感謝いただけることも増え
ました。

●大橋裕之税理士事務所（沼津支部）
所　長：大橋裕之
開業年：平成13年1月
所員数：11名
̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶
①リスクマネジメントに取り組
　んだきっかけは？
　　東海税協広栄会の支部保険
　推進委員を引き受けたことを
　きっかけに、昨年、代理店登

録しました。同時に、事務所全員が保険知識を
習得することが「顧問先サービスの向上」に繋
がると考え、全員でライセンスを取得しました。
　　以前より、保険に加入していない顧問先につ
いては不安を感じていましたので、これを機に
業務の一環として事務所全体でリスクマネジメ
ントに取り組むこととしました。
　　現在、19件の顧問先に標準保障額を算定・提
示し、うち５件でリスク対策が完了、他は継続
提案中です。
②心がけていることは？
　　目に見えないリスクを顧問先に分かり易く伝
えるため、「標準保障額」算定書を活用してい
ます。そして、顧問先それぞれが抱えるリスク
を共有し、顧問先と一緒に解決策を考えること
を大切にしています。
※経営者が亡くなったり、一時離職せざるを得
ない状況となった時
・事業を継続できるのか？
・今のままの売上を維持できるのか？
・キャッシュフローは大丈夫か？
・借入金の連帯保証人の生活は大丈夫か？
　　なお、『Ｊタイプ』は、経営者が重大疾病に罹
患し、一時的に経営に携われなくなった場合の
「当面の運転資金や借入金返済資金 」を確保す
ることができるため有効です。
③リスクマネジメントに対する思いは？
　　「リスクに気付いてしまったからにはリスク
ヘッジしなければならない、目の前のリスクを
ほっておいたら不安でしょうがない」という思
いで取り組んでいます。またそれが「顧問税理
士の責任」と考えています。
④まとめ
　　保険だけでリスクをカバーし続けようとする
と高額な保険料になってしまいます。経営努力
により将来のリスクを軽減すること（借入金を
減らす、社長の右腕や後継者の育成、内部留保
の充実等）を念頭に、今できることとして、「目
の前にあるリスクを掛け捨て保険でカバーする」
という保険指導に取り組んでいます。

保険推進事務所の紹介
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■ 保険推進の事例紹介 ■

舟橋康次税理士事務所
（小牧支部）

所　長：舟橋康次
開業年：平成３年５月
所員数：２名
　保険指導において日々強く意
識していることは、関与先に保険本来の保障機能
を理解いただくことです。標準保障額から必要性
を理解いただき、関与先企業へ安心・安全の提供
に努めています。
【関与先プロフィール】
業　　種：ベルトコンベアの製造・修理業
創　　業：平成８年６月
構　　成：役員１名、従業員７名
売 上 げ：9,000万円
社　　長：44歳
家族構成：奥様、お子様５名
【提案の内容】
　関与先への月次監査の前日、タイミング良く大
同生命の担当者よりＪタイプの案内を受けまし
た。翌日訪問する社長は、最近子供が生まれ家も
新築されたため、重大疾病罹患時に生存中に給付
されるＪタイプは提案の価値があると考えまし
た。提案に際しては、就業不能時の必要資金額と、
その額にあわせたＪタイプの設計書、そしてＪタ
イプのパンフレットを持参しました。事務所では、
大同生命のソフト（D－web）が導入されている
ので、その場で資料作成ができ、翌日の提案に間
に合いました。重大疾病の罹患時のデータやこの
関与先独自の必要資金額を提示することで、社
長も必要性を十分認識し、Ｊタイプ10年満期
3,000万円に加入いただきました。
【まとめ】
　既に死亡保障に加入している社長に対し、新た
に死亡保障の提案を持っていくのは非常に困難な
ことでした。しかし、Ｊタイプのように生存中に
給付される商品は、まだ関与先が加入しておらず
興味を持って聞いていただけると感じました。就
業不能時の必要資金額の提示からＪタイプの提案
は、関与先に浸透していないのでニーズがあると
確信しました。今後も、このＪタイプを武器に他
の関与先へ積極的に指導を行っていこうと考えて
おります。

鈴木じつ子税理士事務所
（浜松西支部）

所　長：鈴木じつ子
開業年：昭和54年10月
所員数：５名
　所員５名のうち４名が女性で
明るく賑やかな事務所です。
【関与先プロフィール】
業　　種：自動車販売整備業
規　　模：役員２名、従業員３名
特　　徴：社長は80歳。現在、後継者（ご子息
　　　　　／役員）が会社を切り盛り。
【提案の内容】
①提案の経緯
　提案対象は、社長のご子息。
　標準保障額を算定したところ、数件加入の法
人契約で標準保障額は概ね満たしていました。
　しかし、保険証券を点検してみると、保険料
が高額であるにも関わらず、関与先のニーズに
適した商品ではなかったため、総合的に見直し
を行うこととなりました。
②指導内容（目的と効果）
　提案目的は、借入金対策とコスト削減。
　標準保障額から保険でカバーする保障額を検
討し、Ｒタイプ１億円（10年更新型）を提案。
　既加入契約については、死亡保障の減額、特
約の変更、そして契約名義を個人に変更するな
どの見直しを行った。
③関与先のコメント
　標準保障額を確保しつつ、月額約８万円の保
険料削減が図れたことは大きい。
　今までは保険会社に勧められるまま加入して
いたので、中立な立場である税理士事務所に
相談できてよかった。今後も相談に乗っても
らいたい。とのうれしいコメントをいただきま
した。

【まとめ】
　保険料が高額だから、保障内容が充実している
とは限りません。保険証券を確認し、保障内容を
点検することが大事です。
　標準保障額に基づく保険指導は、関与先に対し
様々な提案ができる素晴らしいツールだと改めて
認識しました。
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