
本日は、中部クリーン㈱ 吉田社長のインタビューに
広報委員会でお邪魔いたしました。まずは、御社の
事業概要についてお伺いします。

当社は昭和 49 年 12 月に創業し、会社組織にして
今年で 33 年目になります。

業務内容としては 4 事業あり、まず工業薬品販売
事業、環境整備事業、産業機械事業、そして建設・生
活関連事業です。社員は 21 名。売上（18 億）に比べ
社員が少ないとよく言われますが、少数精鋭で事業
を行っています。一人で何人分もカバーして働いて
もらっていますので、人材確保が今一番の課題です。

設立までの経緯をお話下さい。
昭和 44 年、大学卒業後東京の商社に入社しました。

商社ではゴルフ接待が華やかな時代でしたので、私
も早速質屋でクラブを買い練習を始めたものです。

しかし 3 年程経った頃、周りを見渡しますと優秀
な人ばかりで、自分の将来が見えてしまい、やめた
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いと思っていたところ、大学時代の友人の家が会社
をやっていて、来ないかと誘われましたので二つ返
事で行くことにしました。

その際、商社で売れ残って不良在庫となっていた
小型ボートを一隻 5 万円で引き取り、当時流行って
いたボウリングの景品にどうかと言って 10 万円にし
て、100 隻売りました。

友人の会社で働いていた時、担当していた土木資
材メーカーさんから、吉田さんだったら旧価格で資
材を売ってあげるから買わないかという話をいただ
きました。

昭和 48 ～ 49 年のオイルショックの時で、プラス
チック製品が何でも倍の値段になった頃のことです。
自分では仕入れられるだけ仕入れて、倍の値段で売
る自信があったのですが、友人の父に断固として反
対されてしまいました。そこで会社に見切りをつけ、
実家のある岐阜県に帰ることにしました。
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●担当副会長 土本　　大
●広報委員長 大脇　慶二
●広報副委員長 松井　啓至
●広報　　〃 市原　崇光

吉
田登資 氏

中部クリーン株式会社
代表取締役社長
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その会社は薬品メーカーの代理店もしていて、メー
カーの社員の方から、うちの会社に来ないかと誘わ
れ、やめる際には事情を話し連絡先も告げていまし
た。

退職後しばらくしてから連絡をもらい、名古屋で
採用面接を受けました。大学時代少林寺拳法をして
いたからなのか、喧嘩早い人は採用できない、その
かわり名前を貸してあげるから 1 年後には吉田商店
を作りなさいといわれ、本社で契約書を交わして昭
和 49 年 12 月起業し、昭和 60 年 5 月に会社組織とし
ました。

設立後、事業が多岐にわたっていますが、その流れ
を教えて下さい。
①工業薬品販売事業の基礎

設立当初のターゲットは、し尿処理施設でした。酵
素を使って汚水をキレイにするのですが、当時は高
度成長期に入っていて処理が追い付かないような状
況でした。

愛知・岐阜・三重・長野の一部、4 県を毎日回って
営業し、ようやく売り上げが上がり始めたのは 1 年
後です。

余談ですが、最初の 1 年間一緒に回ってくれた薬
品メーカーの矢沢さんという方が面白い人で、ゴル
フ場のネットをみると「そこへ行け！」といい、貸

しクラブを借りて、遊びながら仕事をさせてもらっ
た思い出があります。

仕事が軌道に乗ったのは、3 年後。石の上にも三年
と言いますがその通りですね。

②環境整備事業の始まり
し尿処理施設には機械が沢山あります。その機械

や脱臭設備のメンテナンスを仕事にしたらどうかと
考えました。薬剤を売りながら、定期的に機械の掃除
などをするのです。競合する相手が少なかったので、
比較的いい値でやることができました。

③建設・生活関連事業は水道工事から
私はゴルフが大好きで、その頃富士カントリーでゴ

ルフの会があり、毎週日曜日に行っていました。メン
バーは 20 名くらいでしたが、その中にはここにみえ
る市原さんのお父さんや、吉田建設さん、サンシュー
ホテルの奥村さんたちがおられまして、水道工事の
景気のいい話をいつもされていました。

そこで私もやらせてほしいと言いましたら、上水・
下水とも実地試験とペーパーテストがあり、4 つ免許
をとらないといけないということでした。

全くのど素人でしたが奥村さんたちに助けていた
だき、1 か月の猛勉強のおかげで見事合格することが
できました。

水道組合の組合長が市原さんだったのも、人脈に
恵まれていたと思います。

土木の方も、たまたま親戚の人が弊社に来ること
になり、土木工事も請ける様になりました。

④産業機械事業は、今後一番期待できる分野
産廃関係の機械装置の特許を持っている人が売り

込みに来られ、入社してもらいましたが 3 年間売り
上げゼロでした。

また、クーラント液自動供給装置を作っている人
から技術を買い取って 4 年目になりますが、最近やっ
とボチボチ売れ始めてきました。土岐の工業団地に
ある会社に 600 万円の機械を 3 台納入したり、また
福島県・栃木県など全国に売っています。

この部門は本当に人手不足で、現状 3 人態勢で賄っ
ています。昨年大手企業の元開発課長という方に来
ていただきましたが、今年辞めてしまいました。

だいぶ投資したのですが、残念です。今一番頭が
痛いのは技術者の人材確保ですね。

吉田社長さんの人柄のせいか、素晴らしい人脈とつ
ながってみえますね。

実は私は 6 人きょうだいの末っ子で、小学校 3 年
の時、養子に出されました。

それで小学校 6 年の頃一度家出をしまして、歩い
て 1 時間かけて実家に戻ったんです。それが、10 月
くらいだったと思いますが実家の灯りを見たとたん、
何故か家に入れませんでした。やっぱり自分はもら
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われたんやと思ったんですね。
そういう境遇もあって、他の人より忍耐強いかも

しれません。
転校が多くて、いじめにも会いました。ある時、転

校初日にいきなり殴られたんです。思わず「殴るん
だぁ」と言い返したら、そのあとは何もしなくなり
ました。

いじめにあっても泣かない。負けないで、何をす
るのと言い返すことが大事です。自分も強くならな
いといけないと、経験から思います。

事業が専門的で化学の知識が必要だと思いますが？
私は国士館大学で経済専攻でしたので、専門知識

を持っていたわけではありません。
ただ、商売をするのに役に立ったと思うのは、少

林寺拳法を 4 年間やったことです。少林寺のしごき
はすごかったです。正座させられ、目をつむれ、歯を
食いしばれ、なんてことは日常茶飯事。寮では、コン
クリートの廊下に１時間正座させられたりしました。
大学 3 年生になるとやっと“人間”になり、4 年生は“天
皇陛下” というような、厳しいところです。

お陰で随分精神的に鍛えられました。
仕事なんかでも、少々のことではへこたれない根

性がついたと思います。

吉田社長の個性・営業力・人間としての魅力が、こ
の会社のパワーの相当な部分を占めていると感じま
した。
ところで、事業承継についてはどうお考えですか？

今一番悩んでいるところです。娘が3人おりまして、
真ん中の娘と同居していますが、婿は自立しており
会社に入れておりません。社内から次期社長をやっ
てもらうつもりです。

お名前が特徴的ですが、何かいわれがあるのですか？
登資とかいて「とし」と読みます。今まで同名を

みたことがないですね。
生みの父親が凝った人で、兄 2 人も少し変わった

名前です。
「戦後の資本主義の時代を登っていけ」というよう

な意味合いかなと思います。
子供の頃は女性のようなイメージで好きではなく、

名前を変えたいくらいでしたが、今となってはいい
名前をつけてくれたなと感謝しています。

座右の銘は、後ろにある社訓ですか？
「誠意」・「勤労」・「見識」・「気迫」・「不言実行」
なんでも誠意をもってやる。真面目に働く。知識

を取り入れて前向きに取り組む。ヤルゾという気迫
で心を奮い立たせる。考えたら実行する。

私はこれが基本だと考えますので、朝礼で唱和し
ています。

これだけの規模の会社の社長さんで、こんな気
安くお話できる方はいないのではないかと思いま
す。転職の時のフットワークの軽さ、新しい物を
受け入れる気概を、この社訓からも感じます。

会社を設立して 33 年。
10 年ひと昔といいますが、時代はどんどん変わっ

てきています。
日本の販売形態は商社制度が根強いため、（メー

カー→商社→代理店→ユーザー）の形ですが、アメ
リカでは（メーカー→ユーザー）が多くなっています。
商社不要論が言われておりますが、私も今後はアメ
リカ型に近づくと思います。

そういう意味で今まで工業薬品をメインにやって
きましたが、今後は下火になってくると考え、産業機
械事業に力を入れていきたいのです。が、人がいない。
電気・機械関係の大学を出た人を今年募集しました
が、全く応募がありませんでした。

何度もいいますが、今後は人材確保に取り組んで
いきたいですね。

小売業と違ってクリエイティブなお仕事をしておら
れ尊敬します。今後ますますご活躍されることを期
待しております。
本日は年末のお忙しい中、ありがとうございました。
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