岩﨑一雄

供することで中小企業経営者の支持

今回の取材では︑岩﨑先生と吉川
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イワサキ経営グループ 会長 税理士

吉川正明

イワサキ経営グループの事業承継が示す１００年事務所への道筋

株式会社イワサキ経営 代表取締役社長

会計業界には、圧倒的な存在感を放つ事務所があります。創意工夫により事業を発展させ、抜きんでた業績を挙げているだけでなく、その経営思
想は他の会計事務所にも大きな影響を与えています。本稿では、業務ソフトウエア「会計王シリーズ」で知られるソリマチ株式会社の代表取締役

回は、静岡県屈指の大型会計事務所グループ「イワサキ経営グループ」を取材しました。創業者で現会長の岩﨑一雄氏（同中央）から現社長

であると同時に、税理士法人ソリマチ会計の代表社員でもある反町秀樹氏（写真右）が、会計人の視点から、そんな有名事務所の本質に迫ります。
第

イワサキ経営グループは︑これま

いと思います︒どうぞよろしくお願

具現化につながるヒントをつかみた

ながら︑１００年続く会計事務所の

承継を成功に導くための極意を伺い

社長のお二人に︑会計事務所の事業

年に
歳の吉川社長に経営のバ
トンが渡され︑困難が伴うといわれ

いします︒

は︑当時

周年の節目を迎えた平成

所グループを築き上げました︒

を集め︑静岡県屈指の大型会計事務
上げられているので︑読者の皆さん

でも実務経営ニュースで何度か取り

の吉川正明氏（同左）への事業承継を成功させ、さらなる成長を目指す同グループの取り組みと将来展望について、両氏に伺いました。

静岡県最大級の
会計事務所グループ

にはおなじみかもしれません︒
年の事務所開
業 か ら 一 貫 し て 地 域 に 密 着 し︑ 税

る︑血縁関係のない若手後継者への

岩﨑先生は︑昭和

営グループの会長である岩﨑一雄先

務・会計だけでなく︑幅広い分野で

本日は︑静岡県のイワサキ経

生と︑代表取締役の吉川正明社長に

岩﨑・吉川

こちらこそ︑よろしく

事業承継にも成功されています︒

反町

25
丁寧かつ堅実な支援とサービスを提

40

40

お話を伺います︒

48
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12

まずはグループの概要から伺

お願いします︒
反町

スタッフ数は︑グループ全体で
です︒

名
レンジしていく姿勢を持って仕事を
していけば︑最終的に自分たちの発

庭円満﹂という言葉が含まれている
のは︑これまで取材させていただい

ら︑経営理念の筆頭に掲げています︒

展にもつながるはずだという思いか

岩﨑
反町

た事務所のなかでも初めてです︒

ており︑年商は税理士法人とイワサ
存在ですから︒また︑家庭が円満で
ができる環境を整えれば︑自然と収

売上はずっと右肩上がりで推移し

キ経営︑岩﨑一雄行政書士事務所の
ないと︑よい仕事はできません︒例
入も上がり︑生活の安定や家庭円満

います︒

年に設立した税理士法人イワサキと
３つで約６億円︑財産ネットワーク
えば残業ひとつとっても︑ご家族の
にもつながるわけですね︒
２つ目と３つ目の理念についても
紹介していただけますか︒
２つ目は︑先ほども申し上げ

たように︑激しく変化する経済環境

る角度から支援すべく︑その複雑か

報酬が上がり︑生活の安定にもつな

年以上参加してい

下で︑お客様の成長と発展をあらゆ

これは︑私が

がります︒

れがよい結果を生んで評価されれば︑ 吉川

会社にとって︑社員は大切な

株式会社イワサキ経営です︒この２
ス静岡で約２億円なので︑トータル
理解が得られないと騒動のもとにな

当グループの中核は︑平成

社は︑ここ沼津市に本社を置き︑税
８億円程度になります︒過去数年の
りかねません︒家庭環境が安定して

吉川

理士法人は静岡市内に２拠点︑イワ
売上構成比を見ると︑相続手続支援

社員がやりがいを持って仕事

サキ経営は静岡市と浜松市に支社が

社員の幸せが会社を
発展させる

います︒

いてこそ仕事に打ち込めますし︑そ

あります︒

年に開業した岩﨑一雄税

税理士法人の前身は︑現会長の岩
﨑が昭和
理士事務所です︒税理士法人化にあ
わせてイワサキ経営との２社体制に
つ多様化するニーズに対応しようと

反町

発展するのではなく︑さまざまな面

る倫理法人会の趣旨にも合致してい

教えていただけますか︒
会社という順番なのは︑私たちの主
で地域に貢献できるような︑存在価

したのは︑お客様の複雑で多様化す
るニーズに対応し︑各分野の専門家

吉川
な仕事が物品の販売ではなく︑知識
値のある会社を目指そうということ

吉川

補足しますと︑社員︑お客様︑

らここまでの歩みを振り返っていた

岩﨑先生に伺います︒創業か

開業前後と
ＴＫＣ飯塚会長の思い出

そして３つ目は︑自分たちだけが

いうことです︒

によりあらゆる角度からお客様の成

に分かれます︒ひとつ目が﹁社員の
や情報の提供であり︑社員なくして
です︒

ます︒

長と発展を支援できるようにするた

創造力と情熱を高め︑家庭円満︑生
は成り立たないものだからです︒

次に︑グループの経営理念を

沼津の本社には︑個人事務所の岩
活 安 定 に 寄 与 す る ﹂︑ ２ つ 目 が﹁ お

の能力を高めるために︑まず社員の

この理念の根底には︑個々の社員

株式会社財産ネットワークス静岡は︑ 提供し︑企業の成長と発展に寄与す
幸せを追求しようという考え方があ

当グループの経営理念は３つ

﨑一雄行政書士事務所もあります︒
客様に高品質︑高付加価値の商品を

る ﹂︑ そ し て 最 後 が﹁ 会 社 は 継 続 発

めです︒

そして︑静岡市にオフィスを構える

年設立の船井財産コンサルタ

平成

常に激しく熱い気持ちで果敢にチャ

すなわち新しい価値を生み出す力と︑ 反町

ります︒﹁創造力と情熱を高める﹂︑

ひとつ目の理念が社員につい

展し︑地域社会に貢献する﹂です︒
反町

年に改称した財産コン

ンツを平成
サルティング会社です︒これら４つ
が︑グループの主要組織となります︒ て の も の な の で す ね︒ し か も︑﹁ 家

事に一生懸命打ち込んだことは確か

お客様を譲られるとは︑所長

反町

です︒担当先に︑拡大したお客様が

年４月に自分の事務所

先生は人格者ですね︒加えて︑岩﨑

何件かあったことも評価されたのか

勤め︑昭和
を開きました︒独立にあたっては︑

先生が在籍中にそれだけ貢献された

だけますか︒
岩﨑
自分の担当先の大半を譲っていただ

当時は女子社員に入力などの

その当時のＴＫＣの会長だっ

私が初めてお会いしたのは︑

ことが大嫌いな人でした︒また︑自

たものの︑正義感が強く︑曲がった

した︒きつい言葉が出ることもあっ

お話を伺って︑すごい人だと思いま

加するために上京した時です︒直接

当時勤めていた事務所がＴＫＣに参

岩﨑

ただけませんか︒

どのような方だったのかお聞かせい

たことがありません︒この機会に︑

た飯塚毅先生に︑私は生前お会いし

反町

ったことを覚えています︒

屋にあったため︑往復に時間がかか

た︒このころは計算センターが名古

処理センターとやりとりしていまし

ータを収めたテープはトラック便で

オペレーターをしてもらい︑そのデ

岩﨑

ていたことになりますね︒

ピュータ会計を草創期から導入され

に入会されているそうですが︑コン

49

私は高校卒業後に静岡県内の

会計事務所に入所し︑実務を学びな

もしれません︒
年にＴＫＣ

からではないかと推察します︒

イワサキ経営グループ会長。税理士法人イワサキ代表社員。税理士。昭和14年生まれ。昭
和48年、岩﨑一雄税理士事務所を開業。平成18年、株式会社イワサキ経営を設立、代表
取締役社長に就任。平成25年、イワサキ経営グループ会長に就任。

岩﨑先生は昭和

きました︒とても恵まれたスタート

岩﨑一雄（いわさき・かずお）

反町

がら試験勉強を続けて税理士資格を
年間

自分では分かりませんが︑仕

岩﨑

48
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18
を切ることができたと思います︒

取得しました︒その事務所に
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30

48
24

11

に必要な専門知識やノウハウは︑Ｍ
ただけますか︒
当グループでは︑

年以上前

おっしゃ

に学ぶ﹂と仰っていますが︑社員の
方々も含めてかなり深く勉強されて

これまでいろいろな組織に加

いるのではありませんか︒
岩﨑

いたとは︑医業支援と同じく岩﨑先
た︒

ことで︑人材育成に大変役立ちまし

これも︑数年前の公益法人制
反町

それでは︑平成

年の事業承

継について伺いたいと思います︒ま
ずは吉川社長へバトンを渡された経

経営グループの後継者にふさわしい

えに︑人をまとめることに長けてい

懸命打ち込み︑性格も申し分ないう

ます︒要するに︑人柄が決め手でし

はい︒

正直なところ︑全く予期せぬ

すると︑平成

年の指名から
年の社長就任までは︑準備期

18
吉川

そうですね︒この７年間は専

歳の課長が次期社長に指名

務を務めました︒
反町

されるという︑誰も予想しない大抜
てきですから︑いろいろご苦労され

今振り返ると︑試行錯誤に明

たのではありませんか︒
吉川

け暮れた７年間だったという気がし
ます︒
毎年︑自分のなかでいろいろなテ

98
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分たちの意思を通すには政治力が必
岩﨑
から相続手続支援サービスに力を入

ＭＰＧの研修を通じて学び︑社員の
なかから人材が育ったのが大きかっ

要だと言って︑年に１回の秋季大学
の時に必ず地元の政治家を何人か呼
れており︑平成

年には相続手続支

たと思います︒

出会いました︒そのような人たちか

入し︑たくさんの素晴らしい人材に

反町
吉川が申し上げたとおり︑ここ数
ら直接教えていただいたり︑情報交

援センターを設立しています︒

反町
なきっかけで始まるのですか︒
年は高齢化の進展や税制改正の影響

医業支援の案件は︑どのよう

うという気概を持った方だったので
岩﨑

まず多いのは︑当社の顧問先

すね︒お話を伺えてうれしく思いま
換したりするのが︑習得の一番の早

ンターも忙しくなっています︒

生の先見性がよく分かるエピソード

分だけでなくスタッフも一緒に学ぶ

道ではないでしょうか︒実際に︑自

である調剤薬局さんからの紹介です︒ もあるのか︑ニーズが増えて支援セ
また︑当社とお付き合いのある医療
反町

反町
です︒

年以上前から取り組まれて

機器の卸さんからご相談いただくケ

反町
ナンバーワン事務所の多くは︑医業

ースもあります︒

ば︑以前から医業経営支援が有名で
で成功されているという共通点があ
いるそうですね︒

このシリーズに登場した地域

すが︑包括的な相続支援サービスに
ります︒高い報酬が得られる医業関
岩﨑

イワサキ経営グループといえ

も早くから力を入れておられると聞
係の仕事は︑１００年事務所の具現
度改革がきっかけです︒ＭＭＰＧの

近年は公益法人会計に特化されて

いています︒こうした従来の税務・
化における重要なファクターのひと

７年間かけて準備した
事業承継

会計にとどまらない幅広い分野にわ
時のように︑社員と専門知識を学ば
せていただいています︒

岩﨑

緯を教えてください︒

います︒変化を捉えたら︑それなり
退しますから︑後継者を決めなけれ

私は︑変化の時がチャンスだと思

に学んで何らかのアクションを起こ
ばなりません︒

変化は成長のチャンス
反町
していく︒それが大きなビジネスチ

当然ですが︑私もいずれは引

着目し︑ＭＭＰＧ︵メディカル・マ
年は相続手続支援サービスの売上が

なかでも医業支援は他に先駆けて

ネジメント・プランニング・グルー

グループ内に有資格者は何人かい

同じだと思います︒

あるとは考えませんでした︒最も重

ャンスにつながるのは︑どの商売も

急増していると伺いました︒平成
年からの相続税基礎控除額の引き下
反町

要なのは︑組織をうまくまとめて︑

人材が︑吉川社長だったということ

ますが︑それが後継者の必須条件で

げも追い風になりそうですが︑こち
得 力 の あ る お 言 葉 で す︒﹁ そ れ な り

年１月の経営計画発表会で︑本人の
ですね︒

実績に裏打ちされた︑大変説

はい︒ＭＭＰＧが設立された
らの取り組みについてもお聞かせい

と︑年齢や資格の有無とは別に︑社
了解を得ずに後継者として吉川を指

た

員たちが﹁あの人になら付いていき

た︒もちろん︑実績もしっかり挙げ

歳で社長就任で

岩﨑

年に

ていました︒
平成

ていませんが︑誠実で仕事には一生

反町

歳でしょうか︒
吉川

発表を聞いてどう思われまし

平成

反町

産税課の課長でしたし︒

いだと思いました︒この時︑私は資

ことだったので︑最初は何かの間違

吉川

たか︒

反町

すから︑当時は

40

33

25

間として過ごされたのでしょうか︒

25

33

そのとおりです︒資格は持っ

名したのです︒
岩﨑先生の考える︑イワサキ

たい﹂と思えるような人間を選ぶ必

これらを考慮したうえで︑平成

年に入会しました︒医業支援

ですね︒
岩﨑

先ほど吉川社長から︑ここ数

25

プ︶にも最初期から参加されたそう

せん︒

力となったことは想像に難くありま

つかもしれません︒

医業支援で大きく成長

した︒

実際に世の中を変えて動かそ

んだりしていました︒

15
株式会社イワサキ経営代表取締役。相続手続支援センター静岡LLP代表、株式会社イワサ
キ経営専務取締役を経て、平成25年、同社取締役社長に就任。相続・事業承継を得意と
し、相続税申告については現在まで300件以上の実績がある。

月刊実務経営ニュース

15

たる顧客支援が︑今日の成長の原動

15

反町

発展させていけることです︒となる

昭和

27
18

要があります︒

吉川正明（よしかわ・まさあき）
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岩﨑

まだ若かったので︑ある程度

の準備期間は必要と考えていました︒
事業承継の準備を進め始めたのは︑

何か転機があったのでしょう

自分ではよく分かりませんが︑

所グループを承継する準備が整った
わけですね︒

吉川

す︒

ち向かう心構えをすることだそうで

と︑将来起こり得る困難や危機に立

われたとお考えですか︒

事業承継は︑最適なタイミングで行

された岩﨑先生としては︑１年前の

吉川課長を見込んで後継者に抜てき

反町

有して徹底させるための場というわ

定を社長が下して︑それを全員で共

が意見を出し合い︑最終的な意思決

個々の議題について︑参加メンバー

反町

うにしています︒

岩﨑

査部会議などのそれぞれの部門会議

し自分では︑承継から１年過ぎた現
岩﨑

けですね︒

の人材育成の取り組みについて伺い

そのとおりです︒

うか︒
吉川

次に︑イワサキ経営グループ

多種多様な研修による
人材育成
反町

当社は昔から︑社員が外部の

行われており︑そのような問題につ

したいという気持ちがあれば︑どん

に足りない部分を学んで業務に生か

吉川
年４月

そのとおりです︒岩﨑一雄税

理士事務所が開業した昭和

吉川

差し支えなければ具体的な額

年間１０００万円以上のはず
です︒
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指名から４年ほど過ぎたころです︒
反町
か︒
吉川
試行錯誤を繰り返すことで︑精神的
に強くなっていったことは確かです︒
多少のことではめげなくなりました︒
それと同時に︑経営者としての覚
悟のようなものが自分のなかで芽生
え︑だんだん育っていったとも思い
ます︒事業承継といえば聞こえはよ
いのですが︑特に中小企業の場合は︑
さまざまな負の資産も含めて全て引
き継がなければなりません︒もはや
後戻りできないという思いが︑他人
の目を気にしたり︑嫌われることを
恐れたりする気持ちに勝ったのかも

歳の若さで次期社長に指名

しれません︒
反町

され︑大変な重圧のなかで何年も試

うことになります︒
反町

ーマを設定して臨んでいたのですが︑ うと考えました︒ところが︑今度は
優柔不断という印象を持たれたよう
かなり高いハードルを自らに

ある年はもっと自分が引っ張ろうと

りつつ︑事業承継のタイミングを計

名規模の大型会計事務

行錯誤を重ねて﹁覚悟﹂を身に付け

業績などではなく社員が付いてくる
っていたのでしょうか︒

たことで︑

課していたのですね︒岩﨑先生は︑

から︑ある年は多くの先輩たちの意
かどうかなので︑どちらも失敗とい

毎年のテーマの成否の判断基準は︑ そうした吉川社長の取り組みを見守

見も尊重しながら︑合議制で進めよ

対応する会議です︒

在でも︑まだ安心できないと思って
を譲り渡したことで︑グループの将

そのとおりです︒

たいと思います︒

ち な み に︑﹁ 覚 悟 ﹂ を 辞 書 で 引 く

います︒
来はわれわれ２人だけの問題ではな

吉川

例えば︑税務調査において問

で実務が動いていくという形でしょ

ちなみに︑もうひとつのきっかけ

くなり︑全ての社員が関わってきま

反町

吉川

こ の 会 議 は︑ 上 が っ て き た

は︑単純に年数を経ることで︑スタ

す︒ですから︑社員たちが安心して

題が生じたというような場合も︑こ

ありがとうございます︒しか

ッフの平均年齢と私の年齢の差が縮

働けるような環境づくりをしていか

研修やセミナーに参加しやすい雰囲

歳で承継されたの

そうですね︒吉川に社長の座

まってきたことでしょうか︒

の幹部会議で話し合うのですか︒

周年に

いては︑税務会計の担当者が中心の

どん手を挙げてもらいます︒もちろ

気が浸透しています︒社員に︑自分

監査部会議が別にあります︒この会

ん︑何でもＯＫというわけではなく︑

それぞれの部門ごとに会議が

議では︑担当の引き継ぎや︑税務調

現在は申請を審査し︑研修で得たも

にとって︑永遠の課題だと思います︒ 吉川

査の状況なども議題に上がります︒

のでしょうか︒

反町

続いて︑グループの組織体制

の３カ月後に︑私は生まれました︒

定期の会議は毎週火曜日の朝ですが︑ のをどういう形で生かすかを報告さ

していますが︑研修費は多いほうだ

せるなど︑条件を付けたうえで許可

や︑意思決定の仕組みについて︑吉

で開かれています︒
ちなみにこちらの会議には︑私は

反町

これも現在︑試行錯誤してい
るところはありますが︑毎週月曜の

出席しないようにしています︒毎回

を教えていただけますか︒

組織としては︑幹部会議と監

と思います︒
朝に幹部会議を開いています︒参加

の議事録をチェックして︑何かあれ

メンバーは課長以上の

名で︑ちょ

吉川

何か不思議な縁を感じます︒

歳台に下がっています︒私

どん増えたこともあり︑現在の平均
年齢は

反町

っとした日常的な問題点や課題など︑ ば口を出しています︒

まで近づきました︒来年あたりには︑ 各部署の下から上がってきたものに

の年齢も上がって︑ようやく１歳差

幹部会議と監査部会議に
よる意思決定

私は︑この会議には出ないよ

70

それでは足りないらしく︑よく臨時

吉川社長は同い年ということになる

﹁この人物なら﹂と︑当時の

抜けるかもしれません︒

なかったことがあります︒その反省

です︒

33

して︑振り返ると誰も付いてきてい

ソリマチ株式会社代表取締役社長、税理士法人ソリマチ会計代表社員。税理士、IT
コーディネーター。無借金経営を実践し、「人のできないこと、人のやらないこと、
世の中のためになることをやる」という創業理念を推進。

川社長に伺います︒

歳で指名された時の︑イワ
〜

45

歳でした︒その後︑若い人がどん

サキ経営グループの平均年齢は

私が

48



反町秀樹（そりまち・ひでき）

なければなりません︒これは経営者

反町
40

ですから︑イワサキ経営グループと

40
33
42
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会計業界未来探訪⑫ イワサキ経営グループ

•私たちは︑判断に迷った時は︑
常にお客様の利になることを優
先し︑決断します︒
このクレドの策定に︑岩﨑や私は

ます︒

ゴーイングコンサーンと
社会貢献
反町

一切関わっていません︒

や将来の展望について伺いたいと思

えた記念にまとめたクレドのような
岩﨑

だけますか︒

ここからは︑お二人が抱く夢

います︒岩﨑先生からお聞かせいた

とても驚きました︒社員だけ

でつくった点もさることながら︑実

反町

周年を迎

ものに︑ほぼ共通の文言が出てくる

経営理念にもあるように︑よい仕事︑

は私たちソリマチが今年

のです︒例えば︑﹁第一印象﹂﹁明る

具体的にはお客様︑ひいては世間の

一印象﹂は︑お客様に最初に会った

吉川 そうでしたか︒２番目の﹁第

どはそっくり同じです︒

どを管理して︑お客様の会社を発展

合︑具体的には経営の計画や実績な

ていける会社です︒会計事務所の場

役に立つ仕事を通じて社会に貢献し

私の考える理想の会社とは︑

い 挨 拶 ﹂﹁ 一 日 十 回 あ り が と う ﹂ な

時の身だしなみや挨拶などの印象は

よい仕事の原点は︑よい家庭環境

させることでしょう︒

のでしょう︒そこで︑社員が外出前

にあります︒夫婦親子相和し︑よい

極めて重要と考え︑クレドに含めた

に身だしなみをチェックできるよう

家庭環境を築き上げることを心がけ
ていれば︑家庭も︑社内も︑お客様

に︑鏡を買って出入り口近くに置い
ています︒

との関係もうまくいき︑その結果と

当社のオフィスにも︑全く同

反町

して世間に貢献できると私は思いま

お金はあくまで後から付いてくる

じ目的で鏡を置いています︒今のお

違っていないと︑とても心強く感じ

ものであり︑それだけが目的だと長

す︒

ました︒しかし︑お墓参りはないの

続きしないでしょう︒汗水を流して

話を伺って︑自分たちの考え方が間

で︑次の機会にぜひ入れたいと思い

反町

それはすごいですね︒単純計
員は私服で出社します︒
３年前は︑社労士の先生の指導の
もと︑１年かけて社員だけでクレド
をつくりました︒

て勉強会を開催したりしています︒

ハウスメーカーなどから講師を招い
ます︒

•私たちは︑スキルアップのため
に︑年初に目標を設定し公言し

•私たちは︑先祖を敬い︑毎年必
ずお墓参りに行きます︒

102
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算でも︑スタッフ１人当たり十数万
円になるのではありませんか︒
もちろん研修だけではなく︑
反町

吉川
例えばＣＤや書籍の購入代も含まれ
みです︒ぜひ詳しくお聞かせくださ

それも大変素晴らしい取り組

ます︒
い︒

社内の研修についてはいかが

反町
この時つくったクレドは８つ

•私たちは︑地域に愛され︑何で
も相談される関係を築くために︑

あります︒

吉川

定期的なものとしては︑毎週

でしょうか︒
吉川
水曜朝８時からの研修と︑毎月１日
の全体研修があります︒

を聞きます︒

お客様のところに足を運び︑話

としたものや︑税務調査の事例報告

毎週水曜の研修では︑税務を中心

などの実務寄りの内容が多く︑研修

•私たちは︑第一印象を大切にし
ます︒

のフィードバックなども行います︒
毎月１日の全体研修では︑国税Ｏ

なるべくいろいろなテーマを取り上

•私たちは︑仲間に相談されたら
手を止め︑まず相手の顔を見て

•私たちは︑明るい挨拶と正しい
言葉づかいを大切にします︒

げようと思い︑前回は自動体外式除

話を聞き︑一緒に考えます︒

Ｂの先生に講師をお願いしてセミナ

細動器︵ＡＥＤ︶の研修を実施しま

ーを開いたり︑提携先の保険会社や

し た︒ 社 員 か ら は︑﹁ 楽 し か っ た ﹂

•私たちは︑１日 回以上ありが
とうの言葉を伝えます︒

と大変好評でした︒
なお︑全体研修は午前中のみで︑
午後は大掃除のため業務はなく︑職
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大きいはずです︒

手に入れたものだからこそ︑喜びも
出につながるという好循環も生まれ

自社もよくなり︑さらなる雇用の創

営者は︑自らお手本を示し続けなけ
の恩返しです︒お客様や地域社会が

もうひとつの使命は︑地域社会へ

るでしょう︒

ればなりません︒中小企業の場合は
あるからこそ︑自分たちの会社が存

それを念頭に置きつつ︑私たち経

なおさらです︒
在し︑社員の生活が守れるのだとい

そのようなトップになれると

反町
う感謝の気持ちを常に抱きながら行

います︒

信じて吉川社長を抜てきされたので

そのとおりです︒
反町

動しなければならないと肝に銘じて

岩﨑
今のお話も踏まえて︑吉川社

すね︒

反町
な節目である

周年を迎えた時のイ

吉川社長にとって︑次の大き

長はいかがでしょう︒

が︑私は会社を継続させることが自

吉川

吉川

ようなものですか︒

ワサキ経営グループの姿とは︑どの

やっていて楽しいし︑世のため︑人

をあまり知りませんが︑この仕事は

新卒でこの業界に入った私は︑他

えています︒

から頼りにされる存在でいたいと考

同様に地域に密着しながら︑皆さん

ない盤石な事務所です︒これまでと

夢といえるかは分かりません

分の使命であり︑それがもろもろの
ーワンの︑地域社会になくてはなら

のため︑地域のためにもなるのでや
反町

静岡県ナンバーワンでオンリ

幸せにつながると考えています︒

りがいがあります︒ですから︑この
しい︑素晴らしいビジョンです︒

反町

このシリーズでは︑登場され

明朗・愛和・喜働
頼まれごとは試されごと

まさに１００年企業にふさわ

会社を存続させ︑同じように仕事に
やりがいを感じる社員を少しでも増
やしていくのが私の務めです︒会社
が継続してこそ︑雇用の創出や納税
を通じて社会や地域に貢献できます︒
利益を還元して地域がよくなれば︑

た皆様に座右の銘をお聞きしていま

ぶにあたって︑年齢や資格の有無で

を抜てきされたこと自体︑岩﨑先生

はなく人柄を最も重視して吉川社長

岩﨑

の人格の素晴らしさを表していると

す︒まず︑岩﨑先生に伺います︒

﹁明朗・愛和・喜働﹂です︒朗らか

思います︒

当グループの社是にもある

に︑仲良く︑喜んで働くという意味

ていただきます︒周りからの相談は

まれごとは試されごと﹂を挙げさせ

吉川

盤石な会社を目指しています︒この

がら顧客をあらゆる面で支援できる

これまで以上に社員の生活を守りな

長はその思いをしっかり受け止めて︑

そして︑バトンを渡された吉川社

何事も成長のための試練であり︑臆

たびのイワサキ経営グループの事業

を込めています︒

せず積極的に取り組むようにしたい

承継は︑１００年企業への道のりと

私は︑好きな言葉として﹁頼

と考えています︒

いう観点から見て︑極めて理にかな

本日︑いろいろなお話を伺っ

ほかにも︑医業支援での成功とい

反町

は︑経営理念のなかに社員の﹁家庭

った１００年企業を体現する事務所

ったものではないでしょうか︒

円満﹂が掲げられていることです︒

の共通項が浮かび上がるなど︑本日

たなかで︑まず強く印象に残ったの

よい仕事と︑それに見合う報酬が家

せていただきました︒本当にありが

庭円満につながるという考え方には︑ は大変勉強になるお話を数多く聞か
深い感銘を受けました︒

とうございました︒
岩﨑・吉川

も う ひ と つ の キ ー ワ ー ド は﹁ 人
柄﹂です︒これは︑人格︑人間性と

うございました︒

こちらこそ︑ありがと
言い換えてもよいかもしれません︒
岩﨑先生の独立時のエピソードから
は︑当時の所長先生のお人柄のよさ
が十分にうかがえます︒また︑イワ
サキ経営グループをここまで大きく
成長させた岩﨑先生が︑後継者を選
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