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共済部長 戸 栗 伸

総合事業保障プラン 平成2８年度 支所別達成状況

共済事業による事務手数料の維持・拡大を図るため、多くの組合員の皆さまに総合事業保障プランの
推進にお取り組みいただいております。
平成２８年４月～１月末までの確定実績をご報告いたします。
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団体定期保険 ロングランキャンペーンのご案内

支所 支所
加入事業所目標 保険金額目標 加入事業所目標 保険金額目標

千葉東 20件 14,000万円 船橋 22件 15,400万円
千葉西 17件 11,900万円 佐原 2件 1,400万円
千葉南 8件 5,600万円 銚子 3件 2,100万円
成田 15件 10,500万円 東金 4件 2,800万円
松戸 24件 16,800万円 茂原 4件 2,800万円
柏 19件 13,000万円 木更津 6件 4,200万円

市川 19件 13,000万円 館山 2件 1,400万円

合計 165件 115,500万円

団体定期保険 団体定期保険

※上記目標額は、各支所の組合員数をベースに算出

●キャンペーン期間 平成２９年１月１日～７月３１日
●支所（支部）表彰基準
◕下記支所目標達成に対して、以下のとおり報奨金を支給。
①「団体定期加入事業所数」目標達成 ５万円
②「団体定期保険金額」 目標達成 ５万円

●加入協力者表彰基準
◕未加入事務所（新規）を紹介した税理士に１万円の商品券を贈呈。
◕既加入事務所からの新規加入者を紹介した税理士に５千円の商品券を贈呈。

（注）加入事務所が複数の事務所から紹介を受け、１～７月で複数回加入した場合、
最初の紹介事務所が表彰基準に該当。

Ｈ２９ １月確定

年間目標 年間目標 年間目標 年間目標

千葉東 451,000 406,574 90.1% 4 1 船橋 513,000 411,273 80.2% 4 1

千葉西 315,000 ◎ 326,650 103.7% 3 2 佐原 56,000 ◎ 63,700 113.8% 1 0

千葉南 228,000 ◎ 254,200 111.5% 1 ◎ 1 銚子 191,000 184,882 96.8% 1 0

成田 328,000 ◎ 560,773 171.0% 2 ◎ 2 東金 177,000 ◎ 270,060 152.6% 1 ◎ 1

松戸 365,000 353,150 96.8% 4 1 茂原 118,000 ◎ 221,642 187.8% 1 0

柏 290,000 193,333 66.7% 3 0 木更津 162,000 39,450 24.4% 1 ◎ 1

市川 424,000 261,598 61.7% 3 2 館山 52,000 11,850 22.8% 1 0

合計 3,670,000 3,559,135 97.0% 30 12

達成率
新規登録（店）

実績 実績 実績 実績
支所

新契約（万）
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共 済 部 通 信
千葉県税理士協同組合共済事業についてのご案内

平成29年1月確定

お問合せ先 ： 千葉県税理士協同組合事務局（℡：043-247-6250）
総合事業保障プラン委託会社 ： 大同生命保険株式会社 千葉税理士共済支社 千葉支社 千葉西支社



千葉税理士共済支社

第一推進課 艾原 慎司

異動先：

東海税理士共済支社
税理士担当課長

平成２５年度から４年間、千葉県税理士協同組合の役員の先生、代理店の先生、およ
び事務所所員のみなさまには大変お世話になりました。４年間という長い月日でありまし
たが、何とか無事過ごすことができましたことを、心より感謝申し上げます。

振り返りますと、この４年間、千葉県税理士協同組合様のご実績は右肩上がりで推移し

ておりますし、特に施策の手厚さは全国の協同組合様の中でもピカイチであると常々感じ

ておりました。フォローの風の中、仕事が出来たことを改めて感謝申し上げます。
４月からは九州熊本での勤務となります。奇しくも、前年度まで、横で肩を並べて仕事を

していた、先輩課長であります鈴木と同じ地に参ります。遠い熊本の地からではございま
すが、千葉の先生方のご活躍を楽しみにしておりますし、またご一緒にお仕事をさせて頂
ければ幸いでございます。

本当に沢山の先生にお世話になりまして、ありがとうございました。本来であれば、直接

御礼に伺うべきところではございますが、時間が許さず叶いませんでした。どうかご容赦く

ださい。千葉県税理士協同組合様、事務所様の益々のご発展と、みなさまのご健勝を心

より祈念しております。 本当にありがとうございました。

千葉税理士共済支社

第一推進課 佐藤 紀男

異動先：

東北支社秋田営業部
営業推進課長

１年間という大変短い期間
ではございましたが、先生、
事務所の所員の皆様、大変
お世話になりまして、ありが
とうございました。
４月から私の地元福島県と

近い、東北支社秋田営業部
に異動することになりました。
今年は先生方のあまりお

力になれず、心残りではあり
ますが、新任地でも千葉で
の経験を活かして頑張りた
いと思います。
先生方の今後の益々のご

発展とご健康をお祈り申し上
げます。
本当にありがとうございま

した。
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総合事業保障プラン受託会社大同生命から転勤のご挨拶

千葉税理士共済支社
第一推進課長 奥迫 康博

異動先：
熊本税理士共済営業部
部長

４月１日付で異動することとな

りました。在任時は、大変多くの

先生方にお世話になりました。
特に協同組合の役員先生方

をはじめ担当しておりました支
部の先生方には公私とも有意
義な時間をご一緒させていただ
き、大同人生の中で素晴らしい
思い出をつくることができました。
本当にありがとうございました。
新任地でも千葉での経験を活

かして頑張ります！千葉の先生
方もお体に気をつけてお仕事頑
張ってください。
また一緒にお仕事できる日がく
ることを心より願っております。

＜該当基準・内容＞
対象期間中に総合事業保障プランを紹介・成立
頂いた組合員の方にプレゼントを贈呈します。

＜期間対象＞
平成２９年４月１日～６月３０日

昨年に引き続きまして、平成２９年度も実施致します。
みなさまのご協力をよろしくお願い致します。

詳細につきましては大同生命担当スタッフよりご案内させて頂きます。

スタートダッシュキャンペーン

お問合せ先 ： 千葉県税理士協同組合事務局（℡：043-247-6250）
総合事業保障プラン委託会社 ： 大同生命保険株式会社 千葉税理士共済支社 千葉支社 千葉西支社


