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会社や医院の開業支援を中心に

角 都心の便不Uな立地のオフイスですね。

尾崎 最初に開業 したのは小金井だったの

ですが、 3年 前 にクライアン ト様か らのご

要望 もあ り、 日本橋 に移転 して まい りまし

た。

角 事務所 を設立 されて何年にな りますか。

尾崎  6年 目にな ります。

角 そ もそ もどの ような経緯で税理士 を志

されたので しょう。

尾崎 事業や経営 にかかわる仕事 に就 きた

かった とい うことと、人とかかわる仕事が

したか った とい うのが第一の理 由ですね。

そこで税理士 を目指 して会計事務所 に勤め

なが ら、資格取得へ向け勉強を続けました。

角 やは り当初か ら独立 を考 えてお られた

わけですか。

尾崎  そうですね。税理士は 2つ の タイプ

|こ分かれ まして、 1つ は大 きな事務所 に所

属 しチームを組んで規模の大 きな仕事 を手

掛けるタイプ、そ して もう 1つ は自分が所

長になって独立 してゃってい くタイプです。

私は後者で、税理士 を志 した頃か ら独立 を

視野に入れてお りました。

角 税理士 さんとしてはお若い印象が ござ

いますが。

尾崎 私は今年36歳にな りますが、税理士

の平均年齢 は60歳を越 えているのでその中

では若い方で しょうね。

角 資格の取得 は もちろんですが、独立 し

てクライアン トを獲得するまで も大変だと

い う話 を聞いたことがあ ります。実際に独

立 されてみてこれ までの ところ手応 えはい

かがですか。

尾崎 私の場合は以前勤務 していた税理士

事務所の所長か ら独立 を後押 しして頂いた

ので、ゼロか らの出発 とい うわけではあ り

ませんで した。その点では非常 に恵 まれて

いたと思います し、感謝 しています。ただ、

そうは言いまして も自分で も新 たに顧客 を

開拓 して , かヽ なけれ |ゴな らない わ けで 、

色々 と難 しいこともあ りました。 クライア

ン ト様の中には自分の息子 ほどの若造 に仕

事 を依頼することに抵抗 を感 じる とい う方

もい らっ しゃい ます し、一か ら信頼関係 を

結んでい くことの難 しさも思い知 らされ ま
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したね。その一方でお若い クライアン ト様

などか らは年齢が近い とい うことでご支持

頂ける部分 もございます。 クライア ン ト様

はご紹介で当事務所 にご依頼下 さるケース

が最 も多 く、それ以外ではHPを ご覧にな

ってご相談 に来 られる方 もい らっ しゃい ま

すね。 この仕事 を しているとで きるだけ多

くの方 と知 り合い、深 くお付 き合い してい

くことが大 切にな りますが、深い話がで き

る ようになる までは時間 も努力 も必要で、

だか らこそや り甲斐があると感 じています。

で きる限 り腹 を割 って話 して頂ける ところ

までお付 き合い させ て頂 きたい と考 えなが

ら仕事 に当たっています。

角 お仕事 としては開業支援か ら経理指導、

税務相談、相続問題 とい うことですが、 ど

ういう内容のご依頼が多いですか。

尾崎  当社の メインクライアン トは会社組

織、個人 を問わず、起業 される皆様 です。

中で も比較的、会社組織 にいて起業 される

方、お医者様 で開業 される方が多いで しょ

うか。 ご相談の内容 は開業支援 とい うこと

で、経理 と税務 はセ ッ トになってい ます。

また、会社社長であれ、サ ラリーマ ンであ

れ、お医者様であれ必ずかかわ りのある相

続の問題 について もご相談 に乗 らせ て頂い

てい ます。相続単独の相談の依頼は もちろ

んですが、経理指導や税務相談 を請 け負っ

ていれば必ず条件 と して相続対策は出て き

ます。例えば中小企業の経営者の方が クラ

スゲ

人と企業

イアン ト様の場 合、お父様が社長で ご子虐

が後を継がれるケースが少なくあ りません。

そ うなると企業経営の相談の中に必ず相続

対策の話 も出てきますか らね。

角 先 を見越 した対策 を立てておけるとい

うのはプロにお任せ してこそ可能な部分で

す。私 も起業する立場であればぜ ひ税理士

さんのお力を借 りたい と思いますね。

尾崎 私が税理士 とい う仕事で大切 に した

いのは、起業する方、経営する方の思いを

で きる限 り尊重 させて頂 くことです。夢や

目的 を持 ち起業 した り事業 を継続 される方

や、医院 を開業 されるお医者様 など、社会

貢献度が高 く、志が高い方のお力添 えにな

れればこれ以上の喜 びはあ りませんが 、と

にか く多 くの方 と積極的にかかわってい き

一緒に前進 してい きたいと思つてい ます。

角 誠実な姿勢でサポー トに徹 して下 さる

わけですからクライアン トは,し、強いですね。

尾崎 そ う思つて頂ければ幸いです。中に

は税理士 イコール税金の管理人の ように捉

えてお られる方 もい らっ しゃい ますが、私

としてはクライアン ト様の事業が順調 に運

び、次代 に円満に受け継がれて良い人生 を

歩 まれることが第一で、そのためのお金に

関す るア ドバ イスを差 し」■げるとい うスタ

ンスを守っています。

角 税金 に関することは手段であつて目的

ではない ということですね。様 々なクライ

アン ト様がお られるか と思い ますが、対応

面などで気 を付けてお られる点は。

尾崎 決 して上か ら物 を言 うような態度 を

とらない とい うことです。 もう 1つ は常 に

前向 きに元気でいること。経営者様 は事業

が順調 にいかない時は悩 んで元気がな くな

りが ちです。そ うい う時に一緒 になって下

を向いて しまっては事態 は改善 しませ ん。

そ うい う時 こそ明る く笑顔で接す るべ きで

しょうし、 これ までの経験上 もそ うするの

が最善の策だと実感 してお ります。

角 今後の展開としてお考えのことは。

尾崎  目指 しているのは問題解決型の税理

士です。税金のことだけでな く些細 なこと

で も結構です。「彼だったら力になって くれ

るJと 言われるような頼れる税理士 にな り

たいですねc

角 若いパ ワーでこれか らのご活躍 を期待

してお ります。

経営、税務など幅広くサポート
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