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̶̶税理士という仕事を選ばれた

のはどうしてでしょうか。

私の場合は、はじめから税理士
になろうと思っていたわけではあ
りません。学生時代は教員を目指
していたものですから、大学は教
育大に通っていました。ところが、
大学を出てすぐに教員になると、
世間のことをよく知らないまま一
生を終えてしまうなと思うように
なったのです。学校というのは閉

熊本市の中心部に本部を構える税理士法人優和パートナーズ。顧問先数およそ1,200件、
職員45人を抱え、地域有数の大型事務所である。代表の岡野訓氏は、実務家として第一線
を走る傍ら、セミナー講師としても引き合いが強く、日々全国を飛び回っている。未だ成長
を続ける同法人の歩みと、今後のビジョンについて話を聞いた。

税理士法人優和パートナーズ

鎖された社会です。朝、生徒たち
が登校すると校門が閉められ、そ
の中の社会で動くことになりま
す。この「外の社会と隔絶された
社会」に一生とどまるのは窮屈だ
ろうなと思い、大学４年生の時、
就職活動の時ですが、広い世界を
見ることができる仕事を探し、最
も多くの業種を見ることができる
仕事ということで、地元の金融機
関に就職しました。

会社に入ると、自分でやりたい
ことを探そうと思い、最初は外回
りで多くのお客さんと話をしなが
ら、金融サービスを提供したり、
悩みを聞いたりしていました。そ
の中で気付いたことですが、自分
がよかれと思って提案した内容で
あっても、必ず「ウチの税理士さ
んに相談してみます」ということ
を言われ、なかなか提案を聞いて
もらえませんでした。特に田舎に

「最良の提案を」という想いを胸に
銀行マンから税理士へ転身

熊 本 県
熊 本 市

クライアントの幸せと
「広くて深い」ハイレベル業務を両立する
総合型シンクタンクを目指して
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行けば行くほどその傾向が強く、社
長ご自身では判断せず、税理士さ
んに決定権をゆだねるということ
がありましたね。そのような場面
にたびたび直面していたものです
から、「自分の声をダイレクトに響
かせる、そのような立場になるた
めには、税理士になるのが近道だ
な」と思うようになりました。決
めたら動くのは早い方なので、銀
行は１年５カ月で辞め、簿記 3級
から勉強し始めたという次第です。

̶̶資格を取ってからは、どこか

会計事務所に勤められたのです

か？

地元の隈部会計事務所にお世話
になっていました。2 年半くらい
でしょうか、勤務させて頂き、そ
れから独立しました。

̶̶独立時はご苦労もあったので

はないですか？

それが、幸いとても順調に進み
ました。開業したのは平成 14 年 6
月で、当時は就職難と言われた時
代でした。「何でこんな時に独立
開業するのだ」と言う税理士先生
もいたくらいです。周囲からは心
配されていたのですが、私自身は、
根拠のない自信がありました。一
月に数件ずつお客さんが来て下さ
って、顧問契約が結べていました
ね。当時、１人で開業して事務員
も誰もいない状況だったので、郵
便出しから掃除、消耗品の購入、
事務手続き、何から何まで全て 1
人でやっていたのですが、半年後
には 1人採用することができ、１
年後には 2人目を採用、その後も
半年に 1人のペースで従業員を増

やしていきました。

̶̶とても順調ですね。何かポイ

ントがあったのでしょうか？　

やはり、人脈なども含め、地元の
銀行に勤めていたことが、圧倒的な
アドバンテージだったと思います。
また、銀行員時代から、私は「お

客様のためになりたい」「お客さん
を幸せにしたい」とか、「発展させ
たい」という想いは持っていたの
ですが、それをダイレクトに伝え
るためには独立開業するしかあり
ませんでした。だからこそ、お客
さんを獲得する上でロスをしたこ
ともあると思います。一方で、「お
客様のためになりたい」という自
分の気持ちに対し、それを実現さ
せる自信は大きかったですね。

事務所内風景
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独立後は順調に関与先を拡大
「お客様のため」が大きな自信に

̶̶普通、税理士としての活動を

重ねて初めて「お客様のために」と

いう姿勢が確立されていくのです

が、岡野先生の場合は最初からそ

れがあった。そして、それが自信

につながった、ということですね。

そうですね。「食っていけるだろ
うか」とか「収入があるだろうか」
「明日は大丈夫だろうか」という思
いよりも、目の前のお客さんをい
かに幸せにするか、このことだけ
を考えていましたね。私の周りに
も、若い人が独立する時に「大丈
夫だろうか」と言う方がいますが、
そのような方々には、まず“ある
べきもの”が無いのだと思います。

̶̶岡野先生は、セミナー講師や

本の執筆などを積極的に行われて

いますが、このような情報発信も、

やはりお客様のための活動なので

すね。

その通りです。すべての行動が
お客さんに繋がっています。
会計事務所の場合、お客さんに

直接営業することは難しいですよ
ね。ですから、“間接営業マン”を
いかに抱え込むかというのが一つ
ポイントになります。間接的に営
業してくださる方に、常に「岡野
は役に立つなぁ」と名前を思い浮
かべてもらえるような、インパク
トを与えるようなことをしなけれ
ばなりません。ですから、情報を
提供することや、質問に即座に答
えてあげること、そういうことが
非常に大切だと考え、それは徹底
的にやりました。

̶̶セミナーや出版はハードルも

高いと思うのですが、元々、教職

をやっていた経験が活きているの

かもしれません。

そうですね。ですから私自身、
ハードルが高いとは思いませんで
した。よく、他の先生方から「喋
りは苦手だ」という話を聞きます
が、私の場合それは全くなかった
です。塾講師の経験もありますか
ら。それは、間違いなくアドバン
テージだったと思います。人生、
何が幸いするか分かりませんね。

̶̶同じ“先生”でも、全く違うと

ころに行き着いたわけですね。反

対に、これから教職に就いてみた

いと思うこともあるのですか？

熊本大学の教養学部で授業を受
け持たせていただくことがありま
す。人に教えること、何かを伝え
ることは好きなので、これからも
オファーがあれば積極的にやって
いきたいと思います。

事務所の大規模化がトレンド
総合サービスの提供が課題に

̶̶事務所の組織についてお聞き

します。よく、１人の先生がトッ

プにいるだけでは難しいという声

をお聞きするのですが、いかがで

しょうか？

我々の業界は過渡期に差し掛か
っています。
先日、松山に行ったのですが、

いろんな地方に行くと、必ず「税
理士法人化は進んでいますか？」
「組織のメンバーはどうですか、親

族や兄弟でやられているのです
か？」などとお聞きするのですが、
最近は第三者の組み合わせが増え
ているように感じています。
ですから、マクロ的な大きなト

レンドは、やはり大規模化です。
様々な才能やノウハウを持った人
が集まり、総合的な顧客サービス
を提供していく。そのような事務
所じゃなければ生き残れないこと
はみんなわかっています。ただ、

私の事務所でも、先月に１人、今
月も１人、ここ最近で４人が独立
していきました。それだけではな
く、人間関係や給料に不満を持っ
て、とりあえず飛び出してしまう
方もいますね。これに対してどう
折り合いをつけていくか、これが
私自信の課題であり、業界全体の
課題でもあると思います。

̶̶事務所としての理念、事務所

の雰囲気、採用などについてお聞

かせ下さい。

私自身がそうなのですが、スタ
ンスとしては「いかにお客さんの
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役に立つか」という、その1点です。
そのベクトルさえ合っていれば、
多少のミスはOKです。細かいこ
とをやかましくは言いません。「お
客さんのためになることでしたら、
何でもやってください」というス
タンスなのですが、「ゆるい」と言
われれば「ゆるい」かもしれませ
ん。ただ、従業員は迷わなくてい
いですよね、「これは怒られるのじ
ゃないか」とか、「所長に報告しな
いといけない」とか、そうではなく、
お客さんのためになると確信した
ならば、許可なく突っ走っても良
い。非常に自由な雰囲気だと思い
ます。ですから、基本的に「人の
役に立ちたい」と思っている方を
採用したいですね。「食べていくた
めにやる仕事だ」という考えでは、
恐らく勤まらないと思います。

̶̶確かに、会計事務所に勤める

方は、安定志向が強いと言われま

す。しかし、「お客さんの役に立つ」

ということを掲げると、「現状維

持」はそぐいません。

そうですね。言われたことだけ
やる。お客さんから聞かれなければ
伝えない。私たちの業界には、こ
のような人が多いと聞きます。「聞
いたら答えてくれるけど、積極的
にアドバイスはしてくれないのだ」
というクレームが、実は結構多い
のですね。ですから、お客さんよ
りも先に「こうしたらよくなりま
すよ」というような、おせっかい
が好きな人が仲間に加わってくれ
ると嬉しいですね。
30年後に無くなる仕事のナンバ

ーワンとは、実は会計事務所の職員
なのです。ご存じだと思いますが、

斜陽と呼ばれる産業のトップです。
減価償却費の計算、決算業務、申
告業務など、元はマンパワーでし
かできなかったことが、いま優秀
なソフトにとって代わられていく。
それに携わってきた人間は必要な
くなるからこそ、30年後には無く
なる業種だと言われている。とい
うことは、今までと同じことをや
っていたら生き残れないというこ
とです。ですから、まずは私たち
が動かないと駄目だと思っていま
す。いかにイノベーションを起こ
せるか、今まで会計事務所がやっ
てこなかった新しい業務をいかに
作っていくか。そこをいち早く発
見していきたいと思っています。
̶̶その点で、税理士事務所は「税

理士事務所」という名前を取っ払

えば良いと思うことがあります。

事務所エントランス
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「広く深く」を追求できる事務所に
攻めの姿勢で多くのお客様と出会いたい

̶̶いま目指している事務所、将

来のビジョンは？

私は、総合シンクタンクのよう
な事務所を作りたいと考えていま
す。頭脳が集まって、顧客の相談
や悩みに対応できる事務所、「広く
浅く」ではなく、「広く深く」追求
できる事務所でありたいですね。
メーカー、医療機関、社会福祉法人、
公益法人など、あらゆる法人に強
く、難しい資産税案件、事業承継
案件にも対応できる。そんな、総
合力のある事務所を作りたいと思
っています。私はいま 45歳ですか
ら、バリバリ現役でやれるのはあ
と 15年くらいだと思っています。
いろんな事務所をたらいまわし

になって、最終的に私たちの所に
たどり着き、課題を解決して差し
上げる、そのようなお客さんが、
実は結構いらっしゃいます。今あ
る知識で、もっと助けてあげられ
る会社があると思うのです。使っ
ていない知識は、死んでいるわけ
ですよね。知識は、使って初めて
生きる知識になります。ですから、
悩んでいる方、困っている方を、
今ある知識をもっと使って助けて
いけたらいいなと思っています。

̶̶残り15年、できるだけ沢山

の方々を助けるためにどのような

取り組みをされる予定ですか？

待っていても時間だけが経過し
ていきますから、攻めようと思って
います。
例えば、「口コミで２年前から岡

野先生のことは知っていました」と
いう方が、最終的にお客様になって
くれたとします。このお客様を助け
るために「２年待った」ということ
になりますね。そうではなくて、私
たちの方から「こういうことができ
ますよ」と動いた方が、多くの方を
助けられますよ。私が100年も 200
年も生きられるなら良いですが、15
年ですから。待っていても時間がも
ったいないですよね。

̶̶60歳になったら事務所は承

継されるのでしょうか？

理想は、60 歳で次の人に事務所
を渡してしまい、つまり、総合事
務所の経営はきっぱりと引退し、
その後は 1人でできる仕事をしま
す。例えば、税理士さん向けに今
まで培ったノウハウ・経験則をお
伝えしたり、執筆をしたり、お客
さん向けにセミナーをしたり。手
続きや申告作業はいっさい事務所
に任せ、私は１人で全国行脚した
いですね。幸い北海道から沖縄ま
で知人がいるので、そういったこ
とができれば幸せな人生だと思い
ます。60 歳までに培ったものを、
業界に還元していきたいですね。
また、それこそ 60 歳になって

教壇に立つことも考えてみたいで
すね。いま、会計学院等では、公
認会計士の現職の方を採用してい
ますからね。

岡野　訓　先生 
税理士法人優和パートナーズ代表社員

大阪教育大学教育学部卒。熊本の株式会社肥後銀
行を退職後、税理士資格を取得。平成14年に岡野
会計事務所を開設。平成20年、岳父が代表を務め
る宮部税理士事務所と統合し、税理士法人熊和パー
トナーズ（当時）代表社員に就任、現在に至る。

私もそう思います。名前を付け
てしまうと、その人の意識を、無意
識に縛ってしまうのですね。その典
型が印刷業です。いま、中小の印刷
業者がバタバタ倒れているのは、印
刷業という言葉に縛られ過ぎている

からではないでしょうか。印刷業と
いうから、印刷するのが自分たちの
仕事だと思っている。そうではなく、
印刷業は、顧客のサービスや商品を
消費者に伝える役目を担っている、
そう考えれば、この20年でいくら

でも方向転換できたはずです。
だからこそ、税理士も同じ道を

たどらないようにしなければなり
ません。税務申告だけが自分たち
の仕事だと思っていると、本当に
必要なくなってしまいます。

※ 2014 年 11 月 1 日より「税理士法人熊和パートナーズ」は「税理士法人
優和パートナーズ」に称号変更するとともに、福岡オフィス・横浜オフィスが
開設されます。


