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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２5年度事業報告、
平成２6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、心より厚くお礼申し上げます。
　さて、平成25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1億2,963万円（前年比
108.4%）、保有契約高は2,776億円（前年比
107.7%）、新契約高417億円（前年比102.0%）
と３つの目標全てを順調に達成することができま
した。
　ここにご報告させていただくとともに、皆様の
ご協力に感謝申し上げます。
　東海税協広栄会は、基本理念の「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
約の伸展に繋がり保有契約の純増、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、『広栄会の永続的繁栄』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の施策として、平成
24年度よりエントリー制に基づく『標準保障額
の算定・提示』表彰を、平成25年度より『ニーズ
点検活動』表彰を新たに導入したところ、多くの
推進事例が生まれ、新契約の伸展に繋がりました。
　これも会員の皆様が“すべては関与先のために”
を合言葉に保険指導にお取り組みいただいた結果
と確信しております。（今年度も登録代理店65％
以上がエントリー済）
　また、今年度は東海税協40周年記念施策として
①『登録代理店による支部推進会議』の助成枠拡大
　登録代理店の拡大と保険指導事例の共有化を目
　的とした推進会議の開催支援
　（各支部へ推進会議の開催助成枠を拡大。）
②『広栄会役員と大同生命役職員の同行による広
　栄会会員への協力要請』
　キャンペーンの推進及び新規登録の協力要請の
　ため、広栄会役員と大同生命役職員との登録代
　理店・未登録の広栄会会員事務所への同行訪問
　の実施
③『紹介税理士設置支援施策』の新設
紹介税理士（大同生命と紹介協定を締結した広
栄会会員）拡大のため、新規の紹介協定締結会

員とその紹介者向けの施策（ギフト券贈呈）の
実施
④『紹介税理士事務所勉強会』の新設
　リスクマネジメントの考え方の浸透に向けて、
　大同生命の担当者による事務所勉強会の開催や
　支社単位で複数の紹介税理士を対象にした勉強
　会の開催を推奨
　（会員事務所に開催経費を補助）
　今後とも、税理士会及び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、引き続きご支援とご協力のほど、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（広栄会保険推進部長）

小長井　　敬
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小出道治税理士事務所（西尾支部）
所　長：小出道治
開業年：平成２年８月
所員数：16名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　ある法人の打ち合わせを大同生命担当者と一緒
に実施しました。その際、加入されている内容を
確認するために保険証券を回収して検討したとこ
ろ、その会社に全く合わない内容であることがわ
かり愕然としました。それ以降、会社の実態に合
った保険を提案することは重要だと考えるように
なりました。
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・提示やニーズ点検を進めています。
効率的な打ち合わせになるように事前に全件登録
を行い、モレカケのない提案ができるよう工夫し
ています。
大同生命担当者と個別打ち合わせするメリットは？
　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。関与先の細かな状況は監
査担当者のほうが理解していますが、適切な保険
商品の選定は大同生命担当者と打ち合わせするこ
とが重要だと考えています。また、打ち合わせを
することで監査担当者の保険知識も増えていくと
考えています。

保険推進事務所の紹介
飯塚税理士事務所（島田支部）

所　長：飯塚貴穂
開業年：昭和56年10月
所員数：５名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　以前勤務していた事務所が代理店でしたので独
立後も始めました。
　積極的に取り組んだのは、私が保険指導した関
与先で保険事故が発生したことです。
　保険事故は辛い出来事でしたが、保険に加入し
ていたことで資金繰りに困らずに済みました。こ
のとき、会社存続には保険が必要だと強く実感し
ました。
保険指導に対するお考えを教えてください。
　近年、税理士もサービス業化している部分があ
ると思います。そのため、関与先に提供できる情
報は全て提供するようにしています。
　その一つが『リスクマネジメント』です。会社
経営上リスクはつきものです。『リスクマネジメ
ント』を積極的に聞きたがる経営者は多くはあり
ませんが、「だから伝えない」というのは関与先
のためになりません。関与先を守るには「伝えな
いリスク」の方が大きいと思います。そしてリス
クを伝える以上、対策を提示するのは当然です。
ですから、生命保険の指導は『人的なリスクマネ
ジメント』の一環と捉えています。
現在の推進体制を教えて下さい。
　現在就業不能時のリスク対策に重点を置いてい
ます。
　そのために、D‒Webを活用し全関与先の標準
保障額を算定、リスクを確認しています。そして
影響検討シートを活用し、関与先のトータルサポ
ートに取り組んでいます。
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中村和明税理士事務所（磐田支部）

所　長：中村和明
開業年：平成19年６月
所員数：２名
相談窓口は当事務所１つで済む
「ワンストップサービス」がモ
ットーです。

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　ＦＰの勉強がきっかけです。企業のリスクマネ
ジメントの重要性をあらためて認識しました。
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を中心に、標準保障額の算
定や現在加入されている保障内容の点検を行って
おります。

　平素より、東海税協広栄会会員の先生方おかれ
ましては、「東海税協広栄会総合事業保障プラ
ン」と「グループ保険」の推進に深いご理解とご
協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　この度の定期異動で､日浦の後任として着任い
たしました奥津と申します。
　どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
　お陰さまで、平成25年度「保険事務手数料」
「保有契約高」「新契約高」がそれぞれ、前年比
108.4％・107.7％・102％と順調に伸展され
たことは、会員先生方の保険（広栄会）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。
　また、平成26年度は『チャレンジ保有契約
3,000億 !!』（平成26年3月末現在の保有高
2,776億）を合言葉として､「標準保障額の算
定・提示」と「ニーズ点検」の両輪による保険指

導の推進体制を展開し、東海税協広栄会の共通理
念の「３つの繁栄」「保険指導５つの指針」の元
で､広栄会の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、登録代理
店・紹介税理士先生方への各種施策を全国の税
理士協同組合さまに先駆けて数多く実施されて
おります。
　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ております。
　弊社は貴会との深い信頼関係の中で､平成26年
度も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。
　最後になりましたが、東海税協広栄会会員の皆
様の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

心がけているポイントは？
　関与先企業の立場に立った、押し付けない、親
身なアドバイスを心がけております。

̶̶ 保険推進へのアドバイス ̶̶
　当事務所が保険業務を行っていることを知ら
ない関与先が多く、今では標準保障額算定をき
っかけにアピールをするようにしています。
　保険業務を税理士の本来業務と捉え、リスク
と真剣に取り組み関与先の継続・発展に寄与で
きることを誇りに思っております。
　また、リスクマネジメントは関与先との信頼
関係を深めることができるため「税理士業務と
同様の財産保全業務」であるとも考えており
ます。

ご挨拶
大同生命保険株式会社 東海地区営業本部 本部長

奥 津 和 則
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大同生命税理士専任担当者のご紹介

三重県内の先生方を担当させていただいております。総合事業保障プ
ランで先生方の大切な関与先をお守りし、経営の安定に寄与したいと
思っております。先生方の事務所と関与先、広栄会の繁栄のため、より
良いサポートができるよう日々取り組みます。三重支社一同、皆様のお
役に立てるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。
（写真左から）沢村課長・藤原スタッフ・川口課長

■ 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５名体制で、担当させて
いただいております。今年度、陣容も大きく変わりました。昨年以上に
先生方の保険指導業務のお役に立てるよう精一杯頑張りますので、
今年度も引き続きよろしくお願いいたします。（写真左から）友森課長・
新井スタッフ・松野スタッフ・水谷スタッフ・坂倉スタッフ

■ 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

真木課長（中央）・赤澤（左）・中根（右）の３名で、豊橋支部と新城支部
を担当させて頂いております。
東海税協広栄会の共通理念である「３つの繁栄」を下支えすべく、日々
活動しております。少しでも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）を課長の組橋、中島・渡邉・飛田
の４名で担当させていただきます。関与先さまのリスクマネジメントを
先生方と一緒に悩みながら最良の結果につながるように日々、汗をかい
ていきたいと思います。ぜひ事務所の一員のように何でもご相談くださ
い。（写真左から）飛田スタッフ・中島スタッフ・組橋課長・渡邉スタッフ

■ 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、静岡県中部・東部地区を課長・スタッフ３名で担当させ
ていただいております。本年度からは、育児休暇をとらせていただいて
いた田中も復帰し、佐野ともどもより一層税理士事務所様をきめ細か
くサポートさせていただきます。「すべては関与先のために」をモットー
に、関与先様の立場に立った、リスクマネジメントのお手伝いをさせて
いただきます。（写真左から）田中スタッフ・宮本課長・佐野スタッフ

■ 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

静岡県西部地区（磐田、掛川、浜松西・東）を担当させていただいており
ます。今年は新入社員もメンバーに加わり、さらにパワーアップして活動
してまいります。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、そして関与先さまのご要望にお応えできるよう、一丸となっ
て先生方をサポートさせていただきます。今年度もどうぞよろしくお願
いいたします。（写真左から）松本スタッフ・高橋課長・久津間スタッフ

■ 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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