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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２6年度事業報告、
平成２7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26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1億4,618万円（前年比
112.8%）､保有契約高は3,029億円（前年比
108.7%）､新契約高468億円（前年比112.1%）
と３大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年のエント
リー制に基づく『標準保障額の算定・提示』、平成
25年の『ニーズ点検活動』表彰施策として導入し
た結果、多くの推進事例が生まれ、新契約の伸展
に繋がりました。この結果は会員の皆様の“全て
は関与先のために”を合言葉に保険指導にお取り
組み頂いた結果の賜物と確信いたしております。
（平成27年度は登録代理店の75％がエントリー
済み。対前年10％増）
　また、今年度は広栄会創立10周年『チャレンジ
保有契約3,100億円』を合言葉として以下の施策
及び奨励策を新設しています。
①『県別広栄会保険推進会議』
　県単位の合同推進会議開催を開催し、施策の
共有浸透、新規登録代理店の拡大、研修の実施
を支援
②『支部別保険推進会議』（助成対象となる会議を
　拡大）
　広栄会創立10周年特別助成施策として支部
理事会終了後の新規登録対策会議の実施を支援
③『標準保障額みんなで実践賞』（広栄会登録代理
　店向け施策）
　全関与先に対して事務所全体で保険指導に取

り組む広栄会会員を支援
④『加入見込先紹介キャンペーン』（広栄会紹介税
　理士向け施策）
　紹介税理士の会員からの加入見込先紹介数の
拡大を目的として、昨年より２か月延長して4
～9月の６か月間実施
　今後とも、東海税理士会及び東海税理士協同組
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宜し
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27年（2015年）7月1日　Vol.13　THE 広栄会  3

三浦武彦税理士事務所（刈谷支部）
副所長：三浦武彦
開業年：平成元年税理士登録
所員数：４名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　開業してまもなく、コンサルタント法人を設立
し、業務の一環として保険代理店業を始めまし
た。今と異なり景気もよかったため、税務メリッ
トを活用するための保険推進が多かったように思
います。
　また、保険を活用したアドバイスを進める中
で、徐々に保険に関する知識も増え、提案件数は
増えていきました。幸いなことに、死亡保障とし
ての支払事例はありませんが、リーマンショック
のあとの解約などを通じて、現金化できたことで
多くの会社が助かったと思います。
事務所での取り組みは？
　お客様との保険の相談は、所長自らが行ってい
ます。職員も複雑な経理処理なども経験したこと
で、保険そのものへの理解も深まり、お客様との
信頼関係向上にも繋がっています。
　大同生命担当者との毎月の打合せでは、当初の
税務メリットを優先した提案から、本当に必要な
額を算定する標準保障額算定を中心としたリスク
対策に移ってきています。企業防衛、生活防衛の
意識で保険を有効活用する意識が高まりました。
保険推進へのアドバイス
　状況のいい会社へは資産形成も含めた保障確保
対策を、状況の悪い会社には標準保障額を中心と
した企業防衛・生活防衛をアドバイスすること
で、お客様の興味に合わせたリスク対策を実現す
ることができると思います。イザというときに「入
っててよかった。」と思っていただける状況にし
ておくためにも、保険の話は常に経営指導の一環
として実践していこうと思っています。

保険推進事務所の紹介
草野光春税理士事務所（富士支部）

所　長：草野光春
開業年：昭和63年税理士登録
所員数：３名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　５年前から支部で保険指導の取り組みを強化し
たこともあり、生保の代理店業務を開始。当初は
顧客ニーズがあれば保険推進するというスタンス
でした。平成25年度に支部長に就任し、協同組
合との関わりがさらに深くなるにつれて、保険指
導の重要性を大変強く感じ、平成26年度より大同
生命の代理店として取り組みを強化するようにな
りました。
事務所での取り組みは？
　事務所研修をしています。研修には所員ととも
に参加し、時間をかけてじっくり取り組んでいま
す。すべての関与先に保険指導のサービスを提供
できるよう、リスク管理ファイルを活用し標準保
障額の算定・登録し、決算申告にあわせ、優先順
位をつけて打合せを行っています。また、標準保
障額の数字については、最新のデータを活用し、
正確さにこだわった納得感のある提案に結びつけ
るよう、大同生命スタッフとも入念な打合せをして
います。関与先への提案時には大同生命担当者と
同席を基本とし、すぐに関与先のニーズや疑問に
応えられるような体制づくりを意識しています。
保険推進へのアドバイス
　企業の存続には経営者の万が一の事態に備えた
保険が不可欠であり、保険に加入していただくこと
で、必ず企業の救済に役立てることができます。
そのための準備が標準保障額であると考えます。
企業の保障額だけでなく、キャッシュフロー、経
営者個人提案にも重点を置き、実情に合った保険
提案を進めることで、少しでも多くの関与先に安
心していただきたいと思います。やはり、関与先
に対してリスクをしっかりと、分かりやすくお伝
えすることが大切だと考えています。
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西川明樹税理士事務所（松阪支部）

所　長：西川明樹
開業年：平成13年10月
　　　　税理士登録
所員数：８名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導をするようになったきっかけは？
　私どもの事務所ではもともと損害保険の代理店を
していました。火災保険の取り扱いが中心でしたが、
保険について関与先とやりとりしているうちに、自
然と経営者や従業員に関する保険についての相談も
受けるようになりました。関与先の要望に応えるた
めに、生命保険に関してもアドバイスできる事務所
の体制が必要であると考えたことがきっかけです。
保険指導の方法は？
　関与先への経営指導では、「いま何をすべき

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

新任挨拶
大同生命保険株式会社
東海税理士共済支社 副支社長

坂 本 勝之進
　東海税協広栄会会員の皆様には、平素より大変
お世話になり誠にありがとうございます。
　本年４月より静岡県の先生方を担当させていた
だいております坂本勝之進と申します。
　貴会保険事業の更なる発展のために、支社一丸と
なって「明るく！楽しく！元気よく！」頑張りま
すので、ご指導の程よろしくお願いいたします。

　平素より、東海税協広栄会会員の先生方におか
れましては、「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26年度の「保険事務手数
料」「保有契約高」「新契約高」がそれぞれ、前
年比112.8％・108.7％・112.1％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。
　平成27年度は『チャレンジ保有契約3,100
億!！』（平成27年3月末現在の保有高3,029
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であ
る「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や全国の税理士協同組合
さまに先駆けて登録代理店・紹介税理士先生方へ
の各種施策を実施なさっており、今年度は、更に

ＤＶＤ版『もしも協同組合がなかったら』により
組合事業における広栄会事業の重要性について、
会員先生方への広報活動を実施しておられます。
　このような会員事務所の発展を願う真摯な取組
みと組合事業に対する熱い思いが、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。
　弊社は平成27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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

か。」「将来どうあるべきか。」という視点で課
題を検討しています。保険の指導もその一部で
す。例えば、もしもいま社長が亡くなったらどう
やって会社を守るのか、経営者の将来の退職金の
財源はどうするのかといったことも課題の一つと
考えています。
　経営課題の解決のために関与先にとって本当に
必要であると判断したときに保険指導を行ってい
ます。
これからの保険指導について
　これまでは、経営者の死亡保障や将来の資金需
要に対応するための保険を指導することが多かっ
たのですが、経営者が脳卒中やがんなどの重大疾
病に罹った場合にも対策をしておく必要があると
感じています。
　関与先ごとに優先順位は異なりますが、Ｊタイ
プやＴタイプといった経営者が中長期的に不在と
なる際のリスクに対応できる商品も、今後の保険
指導に取り入れていきたいと考えています。
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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。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）西尾支社長・川口課長

■ 東海税理士共済支社　三重担当　〒５１４-０００４ 津市栄町1－840 大同生命・瀧澤ビル６階　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。担当の４支部全ての目標達成を目指し、「迅速・
丁寧・謙虚に」をモットーに活動していきます。今年度もよろしくお願
いいたします。（写真左から）友森課長・新井スタッフ・伊藤スタッフ・
水谷スタッフ・坂倉スタッフ

■ 東海税理士共済支社　尾張推進課　〒４５０-０００２ 名古屋市中村区名駅4－23－13　TEL 052－541－1261

Ｈ27年度は、西三河ブロック（岡崎、豊田、刈谷、西尾）をスタッフ４
名（６月22日より１名増員）＋課長で担当させていただきます。新しい
メンバーを加え、今まで以上に密接な情報提供を心がけ、先生方との
良好なパートナーシップを築き、お客様に安心をお届けします。
（写真右から）組橋課長・中島スタッフ・渡邉スタッフ・鶴見スタッフ

■ 東海税理士共済支社　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

東三河ブロックの豊橋支部・新城支部の先生方を担当させていただ
いております。ご当地の豊川稲荷の達磨とともに“みんなで･･･”を合
言葉に日々活動しております。先生方のお役に少しでも立てるよう“み
んなでスピーディーに”動き回りますので、よろしくお願い致します。
（写真左から）赤澤スタッフ・真木課長・中根スタッフ

■ 東海税理士共済支社　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

静岡中部・東部ブロック全９支部様を担当させていただいております。
今年はアラジンへの協賛もあり、魔法のランプの力にあやかり達成を
目指します！スタッフ・課長一丸となって一人でも多くの先生に保険指
導にお取り組みいただけるよう尽力いたしますので、よろしくお願いい
たします。（写真左から）波多野課長・嵯峨スタッフ・田中スタッフ

■ 東海税理士共済支社　静岡担当　〒４２０-０８５１ 静岡市葵区黒金町59－6　TEL 054－255－3975

静岡西部ブロックの４支部（浜松西・浜松東・磐田・掛川）の先生方を
担当させていただいております。「明るく・楽しく・元気よく」をモッ
トーに先生方とお客様のお役に立てるよう活動してまいります。今年
度もご指導くださいますよう、よろしくお願いいたします。
（写真左から）久津間スタッフ・山本課長・松本スタッフ

■ 東海税理士共済支社　浜松担当　〒４３０-０９４６ 浜松市中区元城町216－18　TEL 053－453－9011
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