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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：刈谷支部　三浦武彦「55年ぶり高山祭屋台の総曳き揃え」
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平成28年度事業報告、
平成29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理解
とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
　さて、平成28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1億7,534万円（前年比
110.1%）､保有契約高は3,684億円（前年比
111.8%）､新契約高668億円（前年比130.7%）
と３項目全てにおいて28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つです。

＜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『保険推進会議開催助成』の改定
•平成29年度の支部別の推進実績（金賞・
銀賞・銅賞）により、平成30年度の助成
額を増額

②『広栄会保有3,500億達成記念特別賞』
　（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『連続実働賞』（登録代理店向け施策）
•連続実働月数に応じてギフト券を贈呈
④『法人・個人実践賞』（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、同一被保険者で法人・個人同時加入の
場合、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 保険推進協議会 事業企画部長

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
　業の安定と反映を約束します。

■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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加藤めぐみ税理士事務所（一宮支部）
所　　長：加藤めぐみ
開 業 年：平成19年
所 員 数：７名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　お客さまが必要な保障に加入されているの
か、疑問に思うことが多かったことがきっかけ
です。
　「保険料負担が大きいにもかかわらず保障が少
ないケース」や「必要もない過度な保障に加入さ
れているケース」等見直しが必要な場合も多く、
その時は万が一に備えるための保険だからこそ、
的確な保障内容と適正な保険金額をお客さまにお
伝えするべきだと考えています。
事務所での取り組みについてご紹介ください。
　保険指導は、事務所全体の取り組みとして実施
しています。
　大同生命担当者とは毎月打ち合わせする日時を
予め設定し、お客様の状況に応じた保障を検討し
ています。
　長らく死亡保障のみを検討していましたが、こ
こ数年は死亡以外にも中長期的や短期的に働けな
くなる可能性があることから、生存保障も必ず検
討しています。
保険推進へのアドバイス
　保険指導は、単に生命保険の商品を説明するこ
とではなく、お客さまに不測の事態に陥ったとき
を想定していただき、それを解決するための手段
を検討いただくことだと考えています。
　お客さまに想定いただくことで保険の必要性
を理解いただけますし、加入後も安心いただけ
ます。
　今後も税理士ならではのサービスとして、お客
さまのために保障の大切さを伝えていこうと思い
ます。

保険推進事務所の紹介
税理士法人 白井･小山事務所（豊橋支部）

社員税理士：小山真史
開 業 年：平成28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？
　関与先からの生命保険に関する相談は多く、適
切に対応できるよう保険指導を始めました。
　関与先は、会社の財務内容をよく理解している
税理士だからこそ、加入している生命保険の内容
についても理解して欲しいと考えているようで
す。法人で契約する生命保険は税務の面はもちろ
んですが、生命保険本来の目的は保障であり、税
務、保障の両面から検討し相談に乗るよう心掛け
ています。
　頼りにしてくれている関与先の期待に応えるた
めにも、税理士事務所が保険指導を行うことは意
義のあることだと考えています。
事務所での取り組みについてご紹介ください。
　生命保険は加入しっぱなしで、内容を忘れてし
まうことも多いのが現実です。大切なのは加入後
のアフターフォローだと思います。関与先の現状
に適した内容で加入していたとしても、関与先の
状況は日々変化していきます。その変化した会社
の状況に適した加入内容か確認するアフターフォ
ローをしっかり行うことで、真に生命保険を活用
できると考えています。そのために加入内容を大
同生命と協同で確認する「ニーズ点検活動」は、
税理士事務所としても非常に安心感があり、大切
な取り組みです。
保険推進へのアドバイス
　死亡保障はもちろん大切ですが、経営者不在の
リスクに対応できる就業不能商品（ＪタイプやＴタ
イプ）はもっと大切です。大きな病気や事故で治療
に専念しているときは、会社はもちろんですが経
営者個人としてもお金が必要になります。会社と経
営者個人の両方を守れるよう考慮しながら、今後
も保険指導に取り組んで行こうと考えています。
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浅野哲司税理士事務所（浜松東支部）

所　　長：浅野哲司
開 業 年：昭和62年
所 員 数：10名

̶̶̶̶̶ 推進 Ｑ＆Ａ ̶̶̶̶̶
保険指導に取り組んだきっかけは？
　開業後、関与先からの相談に応えられるように
生命保険の知識も習得しなければならないと考え
ていたところ、大同生命からのアプローチがあっ
たことがきっかけです。
　大同生命に対しては、法人や事業主などの企業
市場に強いという印象もあり、代理店をはじめる
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。
　毎月の事務所内勉強会において、大同生命の担
当者にリスクマネジメントの研修を実施してもら
っています。生命保険商品やその活用方法につい
ての知識面の研修に加え、保険指導の必要性を確
認できるＤＶＤを視聴することで、監査担当者の
知識・意識の向上に役立っていると思います。

　当事務所では関与先への保険指導は各監査担当
者を中心に取り組んでいます。所長の私だけが取
り組んできたときよりも、関与先全体に保険指導
の目が行き渡るようになったと感じます。なお、
検討の際には「リスク管理ファイル」が有効で
す。もれなく入力し活用していますが、関与先へ
の案内もれの防止に役立っています。活用してみ
てください。
保険推進へのアドバイス
　最近、私の関与先で、若い経営者が「がん」や「脳
梗塞」に罹患されたという事例がありました。そ
の後は復帰するにしても勇退するにしても、当面
の運転資金や借入金の手当ては必要であり、加入
済の死亡保険だけでは何の手当ても出来ないとい
うことを実感することになりました。
　若い経営者などは特に自分だけはならないと思
いがちですが、就業不能状態になるリスクは年齢
を問わず存在します。関与先を守ることも税理士
事務所の役割の一つだと思います。
　経営者の相談しやすい相手は我々税理士です。
大同生命と一緒になって取り組めば、リスクマネ
ジメントの分野においても、具体的な解決策を提
案することも可能だと思います。
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平成28年度 広栄会保険推進会議開催状況
昨年度の「広栄会保険推進会議」の開催状況は以下のとおりです。

会議を計画し開催いただいた役員の皆様及びご参加いただいた会員の皆様ありがとうございました。
本年度も多数の会議が開催され、昨年度以上の皆様にご参加いただきたいと思っております。

より多くの皆様が推進会議にご参加いただき、広栄会にご協力いただけますようお願いいたします。

●県・地区・ブロック別保険推進会議
開催地 開催日 会　　議　　名

愛知

三重

10月11日

６月６日

６月28日

12月７日

西三河ブロック保険推進会議

北勢ブロック保険推進会議

中・南勢ブロック保険推進会議

三重県保険推進会議

開催地 開催日 会　　議　　名

静岡

４月28日

５月25日

６月６日

６月23日

12月14日

静岡中部ブロック保険推進会議

静岡東部ブロック保険推進会議

静岡西部ブロック保険推進会議

静岡中部ブロック保険推進会議

静岡東部ブロック保険推進会議

●支部別保険推進会議（新規登録対策会議） ●登録代理店支部保険推進会議
開催地 開催日 会　　議　　名

愛知

静岡

三重

５月11日

６月２日

６月６日

６月７日

６月10日

６月10日

６月17日

８月18日

９月21日

10月５日

10月６日

10月12日

10月13日

10月14日

10月31日

11月14日

11月25日

12月20日

１月19日

３月16日

１月24日

３月22日

10月17日

小牧支部保険推進会議

刈谷支部保険推進会議

一宮支部保険推進会議

津島支部保険推進会議

尾張瀬戸支部保険推進会議

豊橋支部保険推進会議

西尾支部保険推進会議

豊橋支部保険推進会議

岡崎支部保険推進会議

新城支部保険推進会議

小牧支部保険推進会議

一宮支部保険推進会議

豊田支部保険推進会議

尾張瀬戸支部保険推進会議

津島支部保険推進会議

西尾支部保険推進会議

刈谷支部保険推進会議

岡崎支部保険推進会議

岡崎支部保険推進会議

刈谷支部保険推進会議

沼津支部保険推進会議

静岡支部保険推進会議

松阪支部保険推進会議

開催地 開催日 会　　議　　名

愛知

静岡

三重

６月１日

７月20日

12月１日

６月２日

６月15日

７月４日

７月25日

８月２日

８月２日

８月４日

８月10日

９月７日

９月９日

９月13日

９月26日

９月28日

10月３日

11月10日

12月９日

６月３日

７月28日

10月３日

３月17日

岡崎支部保険推進会議

豊橋支部保険推進会議

小牧支部保険推進会議

清水支部保険推進会議

熱海支部保険推進会議

静岡支部保険推進会議

掛川支部保険推進会議

磐田支部保険推進会議

掛川支部保険推進会議

浜松東支部保険推進会議

三島支部保険推進会議

浜松西支部保険推進会議

磐田支部保険推進会議

沼津支部保険推進会議

浜松西支部保険推進会議

藤枝支部保険推進会議

島田支部保険推進会議

富士支部保険推進会議

静岡支部保険推進会議

松阪支部保険推進会議

伊勢支部保険推進会議

鈴鹿支部保険推進会議

四日市支部保険推進会議



6  THE 広栄会　平成29年（2017年）7月1日　Vol.17

東海税理士会ゴルフ同好会三重県大会開催！！
共催：東海税協広栄会

平成２８年度 広栄会ブロックゴルフ大会

　平成29年４月11日（火）、三重県鈴鹿市・中日
カントリークラブにおいて、三重県内各支部より
48名が参加し、「東海税理士会ゴルフ同好会広
栄会三重県大会」が、鈴鹿支部幹事のもとで開催
されました。

　当日は悪天候によりハーフで中断となりました
が、その中でも熱戦が繰り広げられ、個人戦では
桑名支部・西村幸二会員、団体戦でも桑名支部が
優勝となりました。

　昨年度の「広栄会ブロックゴルフ大会」は以下
のブロックで開催されました。
　ご参加の会員の皆様お疲れ様でした、本年度も

みなさまふるってご参加ください。
　なお、まだ開催をされていないブロックも本年
度はご計画いただくようお願いいたします。

順 位

優　勝

準優勝

３　位

氏　　名

西 村 幸 二

松 本 良 二

内 藤 　 克

支　部

桑　　名

津

四 日 市

グロス

47

47

51

ネット

36.2

36.2

36.6

順 位

優　勝

準優勝

３　位

支　　部

桑　　　　名

鈴　　　　鹿

四 日 市

■ 個人戦の結果 ■ 団体戦の結果

●三重県／北勢・中勢・南勢ブロックゴルフ大会
　　　　（三重県大会）
【日　　時】　平成28年4月6日（水）
【場　　所】　ナガシマカントリークラブ
　　　　　　℡:0594-74-4111
　　　　　　いなべ市員弁町市之原2164
【参加人数】　49人
　　………………………………………………

●愛知県／西三河・東三河ブロックゴルフ大会
　　　　（三河会）
【日　　時】　平成28年6月23日（木）
【場　　所】　平尾カントリークラブ
　　　　　　℡:0533-87-5221
　　　　　　愛知県豊川市平尾町木崩61-27
【参加人数】　68人

●愛知県／尾張ブロックゴルフ大会
【日　　時】　平成28年10月20日（木）
【場　　所】　ベルフラワーカントリー倶楽部
　　　　　　℡:0572-64-2222
　　　　　　岐阜県瑞浪市日吉町8671-1
【参加人数】　57人
　
　　………………………………………………

●静岡県／中部ブロックゴルフ大会
　　　　（中部会）
【日　　時】　平成28年12月6日（火）
【場　　所】　富士宮ゴルフクラブ
　　　　　　℡:0544-23-3000
　　　　　　静岡県富士宮市野中1127-1
【参加人数】　21人

平成29年度 東海税協広栄会 ブロック別ゴルフ大会 助成施策
《 対　　　　　象 》　広栄会正会員
《 助　　成　　額 》　出席税理士数×（2,000円＋消費税）（実費を助成）
《 開　催　回　数 》　年１回限り
《 開　催　目　的 》　広栄会保険事業活動の推進、広報及び親睦
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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 支社長

岡 田 貴 幸
　東海税協広栄会会員の皆さまには、平素から当
支社の課長、スタッフが大変お世話になり、誠に
ありがとうございます。
　本年４月の人事異動で恒松の後任として着任い
たしました岡田と申します。
　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、先生方と共に、関与先
さまを取り巻く就業不能をはじめとしたさまざま
なリスクからお守りする仕事に携われることに感
謝し、１社でも多くの関与先さまをお守りできる
よう支社所属員一同、尽力いたします。ご指導・
ご鞭撻のほど何卒宜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110.1％・111.8
％・130.7％と順調に伸展いたしました。これは、
会員先生方の保険（広栄会）事業に対する深いご
理解の賜物であると深く敬意を表します。
　平成29年度は『チャレンジ！保有契約3,500
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、
東海税協広栄会様との共通理念である「３つの繁
栄」実現のために努力して参ります。
　今年度も、推進目標達成のために大同生命役職
員一同、全力でサポートさせていただきますので、
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。

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、
大変お世話になっております。
　昨年４月から、静岡推進課・浜松推進課のメン
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。平成28年度、静岡県の新契約実
績は、前年比156.1％と大幅に伸展することがで
きました。本当にありがとうございました。
　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、今年度も支社一丸とな
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。

尾張推進課　山 本 遥 香
　小牧・一宮・津島支部の先生方を担
当させていただきます。
　北海道の出身で名古屋は初めてなの
で、新しい土地で働ける喜びを日々感

じております。
　着任したばかりでわからないことも多く至らない
こともあると存じますが、先生方のお役に立てるよう
努めて参りますので何卒よろしくお願いいたします。

大同生命税理士専任担当者 新人のご挨拶
東三河推進課　野尻 理沙子
　豊橋支部・新城支部の先生方を担当
させていただきます。
　出身は和歌山県で、大学四年間は東
京で過ごしました。さまざまな地域で

多くの方々と出会いたいという思いもあり、愛知での
勤務を楽しみにしておりました。まだまだ不慣れな点
が多々ありますが、先生方のお役にたてるように日々
頑張ってまいりますので、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

今年度、尾張地区４支部（小牧・尾張瀬戸・一宮・津島）の先生方を担当さ
せていただきます。『迅速』『丁寧』を合言葉に先生方の大切なお客さまを
お守りできるよう誠心誠意、対応させていただきます。引き続きご指導いた
だきますよう何卒よろしくお願いいたします。（写真上段左から）山本スタッ
フ・水谷スタッフ・馬場スタッフ、（下段左から）島田担当課長・渡邊課長

■ 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

三重県を担当させていただいております。先生方とともに関与先の将
来を考えながらリスクマネジメントのお手伝いをさせていただき、１社で
も多くの関与先を不測の事態から守っていきたいと考えております。引
き続きご指導いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。（写真
左から）艾原（ヨモギハラ）課長・井上部長

■ 東海税理士共済支社　三重担当　〒５１４-０００４ 津市栄町1－840 大同生命ビル7F　TEL 059－226－1363

Ｈ29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
３名＋課長２名で担当させていただきます。『全ての関与先様を保険の
トータル保障提案でお守りする』この目標を実現するために、先生方の
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、昨年以上に
迅速かつ丁寧な対応を実践してまいります。また担当の４支部全ての目
標達成を目指し、一人でも多くの先生のお役に立てるよう邁進していく
所存です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。（写真左から）
牧本スタッフ・鶴見スタッフ・竹田課長・渡部スタッフ・佐藤担当課長

■ 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

愛知県の東三河ブロック（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。今年度は新入社員を迎え入れ、さらにフレッシュ
なメンバーとなりました。豊橋は「ちくわ」が有名ですが、「将来を見通
せる」、「見通しが明るい」ということで縁起がいいといわれています。
先生方とともに関与先の将来を考えながら、リスクマネジメントのお手伝
いをさせていただき、広栄会の明るい未来のために頑張ります。（写真
左から）山本スタッフ・野尻スタッフ・齊藤課長・赤澤スタッフ

■ 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。担当支
部は全９支部です。活動範囲も広く、全員が一丸となって先生方への素
早いサービスの提供に邁進いたします。関与先様のお役に立てますよ
う、保険の原点に立ち返り取組みます。（写真上段左から）嵯峨スタッ
フ・波多野課長（下段左から）田中スタッフ・佐野スタッフ

■ 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。Ｈ29年度より浜松担当→浜松推進課へと
組織が拡大し、スタッフも１名増員予定（現在採用中）です。昨年度以上
にお客さまと先生方のお役に立てるようチーム一丸となって活動してま
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）内藤スタッフ・山本課長・松本スタッフ

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