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～ 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 ～
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平成２4年度事業報告、
平成２5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、心より厚く御礼申し上げます。
　さて、平成24年度の推進実績が右表のとおり
集計されました。
　保険事務手数料は1億1,963万円（前年比
108.3%）、保有契約高は2,562億円（前年比
106.6%）、新契約高408億円（前年比115.0%）
と３つの目標の全てを順調に推移させることがで
きました。
　ここにご報告させて頂くとともに、皆様のご協
力に感謝申し上げます。
　東海税協広栄会は、基本理念「３つの繁栄」と
「保険指導５つの指針」に基づき、各種施策を実
施しておりますが、継続的な保険指導の実践が新
契約高の伸展につながり、保有契約高の純増、保
険事務手数料の増加に結びつくという保険事業
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。
　この課題を解決するため、平成24年度にエン
トリー制に基づく『標準保障額の算定・提示』を表
彰施策として導入した結果、多くの推進事例が生
まれ新契約の２桁伸展に繋がりましたが、この結
果も会員皆様方の“すべては関与先のために”を
合言葉に保険指導をお取り組み頂いた結果の賜物
と確信いたしております。（平成25年度も登録
代理店の70％以上がエントリー済み。）
　また、今年度は『標準保障額の算定』結果を関与
先への具体的な保険指導につなげるため、新たに
『ニーズ点検活動』を表彰施策として実施してお
ります。
　この表彰施策は、「関与先の保険加入状況の確
認」と「人的リスクの点検」を同時に実施すること
で､具体的に分かりやすく､かつ、説得力をもって
継続的に保険指導に取り組める我々税理士ならで

はの手法であります。
　是非とも多くの会員皆様方に『ニーズ点検活動』
を積極的にお取り組み頂けますようお願い申し上
げます。
　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
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兵藤三代治税理士事務所（刈谷支部）
副所長：兵藤文男
開業年：昭和44年９月
所員数：７名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　当事務所では貯蓄性商品の加入率が高く、Ｊタ
イプや医療保険の加入率はまだまだ低い状態でし
た。そんな時ある関与先へ月次の監査時にニーズ
点検活動を行い、年金支払特約とＪタイプの話を
したところ、その保障の魅力を大いに感じて頂く
ことができました。それ以来、ニーズ点検活動に
尽力しております。
　上記に加え尽力する理由としては、①契約内容
の適正化を計る「標準保障額」の算定と出口まで
フォローできる「年金支払特約」のアドバイスは
税理士にしかできないことと感じているため。②
既存の関与先の満足度を向上させるため。③Ｊタ
イプという新たなニーズがまだ多く眠っているた
めです。
現在の推進体制を教えて下さい。
　毎月大同生命担当者と当月決算・申告企業を中
心に打合せを行い、「ご加入生命保険の定例確認
について」という冊子と「経営者不在時の影響検
討シート」を用いて、関与先にどう案内するか打
合せを行っています。
　その後、関与先へ大同生命担当者と同行し、役割分
担を作って関与先へ案内することも多くあります。
関与先からのリアクションは？
　既契約先のため、大同生命担当者を連れていく
ことに抵抗感はないようです。保険については私
でも不明な部分が多いので、大同生命担当者と保
険・税務それぞれ専門分野毎に話すことは、関与
先から安心感も得られています。

保険推進事務所の紹介
畝部泰則税理士事務所（岡崎支部）

所　長：畝部泰則
開業年：平成９年４月
所員数：12名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　支部長の立場もあったため、平成23年８月に
大同生命に代理店登録しましたが、多忙なため保
険指導には全く取り組めずにおりました。ようや
く、平成25年4月より保険推進責任者を定めた
ことをきっかけに、標準保障額の算定・提示が行
えるようになってきました。
現在の推進体制を教えて下さい。
　現在は、保険推進責任者と大同生命担当者で月
に１回打合せを行い、Ｄ－Ｗebを活用して標準
保障額の算定や、個人としての生活設計提案書を
作成し、社長にとって必要な保障額について検討
をしています。
　検討した結果にもとづき、「社長に伝えるべき
内容」を整理し、監査担当者から関与先に保険指
導を行う体制としています。
保険推進責任者を設置するメリットは？
　一番のメリットは、所長である私は本業や会務
に追われ、なかなか保険業務まで取り組む余裕が
ありません。その中で、保険会社との窓口担当者
を設置したことにより、負担感なく保険指導体制
を構築できるようになったことです。
最後に
　必要な保障額を考えるためには、関与先の財務
内容・業種・社長の役割など多くのことを検討し
ていく必要があります。そのため、保険指導を通
じて、事務所所員の保険知識の習得はもとより、
コンサルティング能力の向上にも繋がるのではな
いかと感じています。
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山下昭一税理士事務所（浜松東支部）

所　長：山下昭一
開業年：平成10年１月
所員数：６名
顧問先に感謝される事務所を目
指しています。

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　関与先企業の発展には、リスクマネジメントは
必要不可欠であると認識し、10年度ほど前から
保険指導に取り組んでいます。
事務所での取り組みを教えて下さい。
　決算を迎える関与先に対し、標準保障額の算定
や現在加入している保障内容の確認などを行って

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
東海地区営業本部 税理士推進部長

浅 海 道 一
　東海税協広栄会会員の皆様には、平素より大変
お世話になりありがとうございます。
　今春の人事異動で竹前の後任として着任いたし
ました浅海道一（あさみ みちかず）と申します。
　崇高な理念に基づく貴会保険事業の更なる発展
のお役に立てるよう精進して参りますので、ご指
導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　東海税協広栄会会員の皆様には、平素より「東
海税協広栄会 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。
　おかげさまで平成24年度も厳しい経済環境下
にもかかわらず、保険事務手数料は前年比108
％と順調に伸展されたことは、会員先生方の保険
事業に対する深いご理解と関与先の発展を願う崇
高な使命感の賜物であると思います。
　平成25年度も引き続き、“すべては関与先のた
めに”を合言葉に「標準保障額の算定」に加えて
新たに「ニーズ点検」による保険指導の推進体制
を展開し、東海税協広栄会の共通理念であります
「３つの繁栄」と「保険指導５つの指針」の元
で、広栄会保険事業収入をより一層磐石なものに
して参ります。
　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』の冊子、そして、登録代理
店・紹介税理士先生方への各種施策を全国の税協
様に先駆けて数多く実施されております。

　また、このように常に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ております。
　弊社は貴会との深い信頼関係の中で、平成25
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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

います。
心がけているポイントは？
　経営指導の一環として、保険指導を実践してい
ます。
　標準保障額を算定してみると、関与先の様々な
リスクが焙りだされてきます。
　そのリスクを、経営者にどのように説明し認識
してもらえるか、職員と一緒に検討しています。

̶̶ 保険推進へのアドバイス ̶̶
　保険指導は、関与先に「安心」を与えるもの
です。
　経営者が安心して経営に専念できるよう、
我々税理士が指導していくべきであり、それが
税理士の使命だと考えています。
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大同生命税理士専任担当者のご紹介

三重県の先生方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「３つの繁栄」を常に意識し、先生方の大切な関与先をお守
りするため、より良いサポートを心がけて参ります。多くの先生方にご
協力いただけるよう、精一杯頑張りたいと思います。
今年度も引き続きよろしくお願いいたします。

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

尾張４支部（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。東海税協広栄会の基本方針である「すべては関与先の繁
栄のために」を実現すべく、“一歩前に！！”を合言葉に、課長・スタッフ
５名体制で日々活動しております。明るく真摯に心がけ、少しでもお
役に立てるよう精進して参ります。

■ 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

真木（中央）・熊坂（右）・中根（左）の３名で、豊橋支部と新城支部を担
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」を合言葉に、先生方の大切な関与先をお守りできるよう、先生
方と一緒にリスクマネジメントに取り組んでおります。お役に立てるよう
精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。

■ 愛知税理士共済営業部　東三河推進課　〒４４1-8021 豊橋市白河町61番地 ターミナル・プラザ５Ｆ　TEL ０５３２－３３－８１７０

西三河４支部（岡崎、豊田、刈谷、西尾）を担当させていただいておりま
す。先生方にご支援いただきながら、スタッフ３名・課長１名体制で、「明
るく・楽しく・元気よく」を合言葉に西三河地区を走り回っています。関与
先のリスクマネジメントのお役に立てるよう精一杯頑張りますので、よろ
しくお願いします。

■ 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

静岡支社では中部と東部のブロック・９支部の先生方を担当させてい
ただいております。メンバーは課長の宮本とスタッフの吉田・６月からは
育児休暇を取得しておりました、佐野も復帰し、３名体制で先生方の保
険指導業務の支援をサポートさせていただいております。皆様方に喜
ばれる仕事をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

■ 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「３つの繁栄」を共通理念として、事務所の皆さま、そ
して関与先の皆さまのご要望にお応えできるよう尽力してまいります。
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。よろしくお
願いいたします。

■ 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
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