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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 ～

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：清水支部　富田夏樹「三保から望む富士」
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平成２7年度事業報告、
平成２8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27年度の保険推進実績は、右表のと
おりです。
　保険事務手数料は1億5,921万円（前年比
110.4%）、保有契約高は3,295億円（前年比
108.7%）、新契約高509億円（前年比108.8%）
と３項目全てにおいて27年度目標を達成するこ
とができました。ここにご報告させて頂くととも
に、皆様のご協力に改めて感謝申し上げます。
　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、活動しておりま
す。「３つの繁栄」とは、次の３つを指しており
ます。

＜３つの繁栄＞

　この３つの繁栄のためには、“関与先を人的リ
スクからお守りすること”つまり、新契約実績の
着実な推進が不可欠であると考えております。
　今年度においても、皆様の保険推進にお役立て
いただけるよう、下記の施策・奨励策を新設・改
定しました。

＜主な変更点＞
①『県・地区・ブロック別推進会議』
•会議開催の支援策として、助成額を増額。

②『広栄会事務手数料１億５千万円達成記念特
　別賞』（登録代理店・営業職員向け施策）
•キャンペーン期間中の推進実績に対して、
通常のギフト券支給に加えて特別賞を上乗
せ支給。

③『標準保障額算定・提示表彰』（登録代理店向
　け施策）
•標準保障額算定施策を活性化するため、ニ
ーズ点検活動表彰と統合。

④『トータル提案賞』（登録代理店向け施策）
•関与先を様々なリスクからお守りするた
め、成約した保険種類の数に応じてギフト
券を贈呈。

　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 常務理事・広栄会保険推進部長

神 戸 　 修

関与先の繁栄

税理士事務所の
繁栄

企業経営に伴って発生する人的
リスクを回避し、関与先企業の
安定と繁栄を約束します。

関与先企業の存続が税理士事務
所の繁栄につながり、事務所の
福利厚生にも役立ちます。

事務手数料収入により、財政基
盤の確立と組織の活性化に寄与
します。

広栄会・協同組
合の繁栄
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税理士法人ちゅうぶ税経（尾張瀬戸支部）
代表社員：石川一志
開 業 年：平成11年
所 員 数：９名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　代理店登録をする前より、お客様から生命保険
の加入に関して、具体的な提案をしてほしいとの
要望が多くありました。しかし、生保ライセンス
がないため相談に応じることができず、代理店登
録の必要性を感じていました。そんな時に、大同
生命と税理士会・税理士協同組合の関係や大同生
命のサポート体制を知り、保険指導に取り組むよ
うになりました。
事務所での取り組みについてご紹介ください。
　大同生命の担当スタッフと月１回Ｄ－Ｗｅｂを
活用した打合せを行い、決算月や申告月、また直
近で訪問する関与先についての保険提案余地の検
討と提案内容のプランニングを行っています。
　また、既加入先については、年一度大同生命か
ら提供されるリスクコンサルティングレポートを
活用し、関与先に対して現在の加入内容を説明す
るようにしています。
保険推進についてのアドバイス
　以前はＬタイプを活用した退職金準備の提案が
中心でしたが、現在は標準保障額を算定したうえ
で、保険本来の保障性商品の推進も行っています。
　また、死亡保障の提案だけでは関与先は守れな
いと考えていますので、死亡保障の提案と同時に
Ｊタイプ（がん・急性心筋梗塞・脳卒中などに罹
患した場合にお支払する保険）などの生前給付型
の保障を、企業の状況にあわせて推進することに
取り組んでいます。

保険推進事務所の紹介
鈴木将人税理士事務所（富士支部）

所　　長：鈴木将人
開 業 年：平成18年
所 員 数：１名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　関与先が独自に加入する保険は、財務や税務を
考慮していないものが多く、本来保険として備え
るべき保障の確保という観点が薄いことにも違和
感があったため、開業をきっかけに税理士の立場
として保険指導に取り組むようになりました。
　また、昨年度自分自身が大きな病気に罹患し保
障の必要性を痛感したため、若いうちから保険加
入することの重要性や死亡保障だけでなく生存保
障も含めたトータル加入の必要性を強く案内する
ようになりました。
事務所での取り組みについてご紹介ください。
　毎月大同生命担当者との打合せ時間を設け、個
別の関与先について１件ずつ確認をしています。
標準保障額については、予めリスク管理ファイル
に関与先全件を登録し、決算月ベースで全件算
定・提示しています。
　必要な保険を全てご加入いただくのが理想では
ありますが、現実問題として難しい関与先も多々
ありますので、経営状況や社長の思いを踏まえ、
予め優先順位をつけてから話をするようにしてい
ます。
保険推進についてのアドバイス
　普段から保険のことを考えている社長は多くあ
りませんが、リスクの認識は少なからずある方が
多いと感じています。その認識の程度を、税理士
が現状を踏まえて具体的に話をすることで、実感
に変えていくことが重要だと思います。
　また、法人だけでなく社長個人も併せて保険指
導を行うことにより、相続等の問題も含めて対応
可能なサポート体制を提供することが関与先のメ
リットになると思いますので、引き続き取り組ん
でいこうと考えています。
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古橋　理税理士事務所（浜松西支部）

所　長：古橋　理
開業年：平成15年
所員数：７名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導をするようになったきっかけは？
　数年前に、私と同年代の社長に急な不幸があった
ことがきっかけです。
　この社長は親族の方がたまたま生命保険の営業職
員をしていたので、生命保険に加入しており、その
生命保険金によって予期せぬ危険から関与先が守ら
れました。
　生命保険の大切さに気づかされたと同時に、関与
先を守ることが“たまたま”では心許ないと感じ、大
同生命の代理店を始めることにしました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

事務所での取り組みについてご紹介ください。
　毎月、大同生命担当者に協力してもらって、事
務所の朝礼時に生命保険のショート研修と、当月
の保険指導先についての打合せを実施していま
す。
　必要な関与先に必要な保障を届けられるよう、
決算２か月前の関与先を中心に打合せをしていま
す。
保険推進についてのアドバイス
　社長に万が一のことがあると関与先の存続や遺
族の生活にとって大きな影響があるため、その関
与先にとって必要な金額の保障に加入しているか
を確認することが大切です。また、重大疾病など
に罹ってしまい、存命であっても仕事ができない
ようなときについても併せて考えておく必要があ
ると思います。
　これからも、一歩踏みこんだ提案をすることで
関与先を守っていきたいと思います。
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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

木 村 泰 英

新任ご挨拶
大同生命保険株式会社
東海税理士共済支社 副支社長

藤 澤 伸 行
　平素より、東海税協広栄会会員の先生方には、
大変お世話になりありがとうございます。
　本年４月から、静岡推進課・浜松担当のメンバ
ーとともに、静岡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である「関与先の繁
栄」「税理士事務所の繁栄」「広栄会の繁栄」と
いう「３つの繁栄」に基づき、支社一丸となって
広栄会保険事業の発展に取り組みますので、ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。

　平素より、「東海税協広栄会 総合事業保障プラ
ン」「グループ保険」 の推進に格別のご高配を賜
り厚く御礼申し上げます。
　平成28年4月より、奥津の後任として着任い
たしました木村と申します。よろしくお願い申し
上げます。
　おかげさまで、平成27年度の｢保険事務手数
料｣｢保有契約高」｢新契約高｣はそれぞれ、前年比
110.4％・108.7％・108.8％と順調に伸展して
おります。これは、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使命
感の賜物であると深く敬意を表します。
　平成28年度は『チャレンジ！保有契約3,400
億円』のスローガンの下、「標準保障額の算定・提
示」をベースにした保険指導体制の浸透をはかり、
東海税協広栄会様の共通理念である「３つの繁栄」
実現のために努力して参る所存です。
　今年度も、推進目標達成のために大同生命役職
員一同、全力でサポートをさせていただきますの
で、引続き、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。
　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。

新任ご挨拶
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

大 入 　 豊
　東海税協広栄会皆様には、平素より大変お世話
になっております。
　本年４月より着任しました大入豊（オオイリユ
タカ）と申します。
　広栄会様の保険事業が発展し続けるよう、
日々、精進して参ります。
　よろしくお願いいたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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大同生命税理士専任担当者のご紹介

三重県内の先生方を担当させていただいております。今年度より東海税理
士共済支社三重担当として先生方のサポートをさせていただきます。税理
士事務所様を専属で担当させていただく強みを活かし、三重県内を走り回り
迅速な対応をさせていただきます。「３つの繁栄」を共通理念とし、皆様の
お役に立てるよう精一杯頑張ります。（写真左から）井上部長・島田課長

■ 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

Ｈ28年度は、尾張４支部（小牧・尾張瀬戸・一宮・津島）をスタッフ４
名（現在１名採用中）＋課長で担当させていただきます。担当の４支部
全ての目標達成を目指し、昨年以上に迅速かつ丁寧な対応を実践し
てまいります。今年度もよろしくお願いいたします。（写真左から）恒
松支社長・友森課長・水谷スタッフ・坂倉スタッフ・嶋村スタッフ

■ 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

Ｈ28年度は西三河地区の４支部（岡崎・豊田・刈谷・西尾）をスタッフ
４名＋課長で担当させていただきます。関与先様に対するリスクマネジ
メントのお手伝いをさせていただくにあたり、迅速かつ丁寧な対応を心
がけてまいります。今年度もよろしくお願いいたします。（写真左から）
竹田課長・佐藤課長・鶴見スタッフ・中根スタッフ・牧本スタッフ

■ 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
きます。今年度は３名中２名が新メンバーとなりました。東三河名物“手
筒花火”のように情熱的な気持ちで先生方のお役に立てるよう取り組
んで参りますので、よろしくお願いします。（写真左から）赤澤スタッ
フ・齊藤課長・山本スタッフ

■ 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

静岡推進課では静岡県中部・東部ブロックを担当しております。担当させていた
だく支部は全９支部とあり、支社の中でも担当範囲が広い課です。その分課長・
スタッフが各支部の先生方との協働の下、リスクマネジメントのお手伝いをさせ
ていただいております。今年度は静岡県を更に牽引できますよう、１年笑顔で頑
張ります！！（写真左から）嵯峨スタッフ・佐野スタッフ・波多野課長・中島スタッフ

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

静岡県西部ブロックの４支部（浜松西・浜松東・磐田・掛川）の先生方を担
当させていただきます。課長・スタッフ２名そして副支社長がチーム一丸と
なって、昨年以上にお客さまと先生方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。（写真左上
から）藤澤副支社長・山本課長（写真左下から）松本スタッフ・内藤スタッフ

■ 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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※｢　　　　　　　 ｣とは、資金を｢円滑に回収する｣という意味です。(商標登録 第4431076号）

お申込みは簡単

「SUPER　　　　　　　（Ｅタイプ）」ご案内をもとにNSSホームぺージから
事務委託のお申込みを行なってください。（Web入力）

1

NSS報酬口座振替システム ｢SUPER　　　　　　   ｣ の流れ

②預金口座振替依頼書の送付
　（初回振替開始時のみ）

③預金口座振替依頼書の送付
　（初回振替開始時のみ）

④預金口座・
　請求金額の登録

⑤請求データ
　の送信

⑧振替金の送金※ ⑦預金口座から
　振替えた振替金の送金

※振替金の送金時にご利用料金を差引いて送金いたします。
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預金口座振替依頼書の流れ
（初回振替開始時のみ）
請求データの流れ

お金の流れ

①、②、③

④、⑤

⑥、⑦、⑧

報酬口座振替システム利用申込書（NSSホームページから印刷できます）を
ご記入のうえ東海税協広栄会へFAX送信してください。
●   「報酬口座振替システム」利用申込書を受付後、東海税協広栄会からNSSへ送付されます。

2

日本システム収納

大阪本店　〒564-8523　大阪府吹田市江坂町1-23-101　大同生命ビル

新規お問合せ専用フリーダイヤル （平日9：00～17：00）

委託会社：

NSS口座振替システムの特徴東海税協広栄会会員の皆さまへ税理士の皆さま
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