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　明けましておめでとうございます。
　令和3年の年頭にあたり謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　昨年中は、会員の皆様方はじめ東金税務署・税理士会・各金融機関及び保険会社、そして各
種団体の皆様方に多大なるご協力を賜り深く感謝申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルスによって、日本のみならず世界を取り巻く経済環境も大きな打撃を受
け、医療体制も大変な困難に直面しております。なによりも日々 ウイルスと闘いながら治療に携わっ
てくれている医療従事者や関係者の方 に々、心より感謝の言葉を述べさせていただきます。不便、
不安の渦中の皆様方におかれましても、心よりお見舞い申し上げます。
　コロナ禍のなか東金法人会として、今、地域の皆さまにお役に立てることは何かと考え、フェイス
シールドと消毒用エタノールを管内の３市３町に寄贈し、医療機関や学校、庁舎内など、広く活用
いただきました。それから毎年、社会貢献活動として、管内の新1年生に防犯ホイッスルを寄贈して
参りましたが、今年度はこの状況を踏まえ、会員企業様のご協力をいただき、マスクを寄贈する準
備を進めております。
　年間行事では第8回定時総会は講演会と交流会は中止、人数を大幅に減らして総会のみ開
催いたしました。初めて「書面決議」という方法をとりましたが、皆さま方のご協力により無事、承認
されました。会員増強運動は、組織委員会を中心として力を入れており、県内単位会では常に上
位の成績を収めていましたが、健康面・安全面を考慮し、活動は中止とさせていただきました。県
外一泊研修会、チャリティーゴルフ大会、各種セミナー、決算・新設法人説明会、青年部会の産業
祭・租税教育出店等、多くの行事が中止または日程変更・延期となり皆様方には大変ご迷惑をお
かけいたしました。
　一方で、ワクチン開発が進むなど、明るい兆しも見えてきましたので、一日も早い終息とご自愛を
心よりお祈り申し上げます。引き続き感染拡大防止に努め、その上でできる準備をしっかりとし、活
動していきたいと思います。
　また、「税を考える週間」における納税表彰式は、全国的に開催を見送られましたが、ブロック役
員皆様方のご協力をいただき、税務座談会開催時に東金税務署長にお越しいただき、表彰式を
挙行いたしました。
　さらに税制委員会では、各地区の役員で管内の３市３町を訪問し、首長さまに直接「税の提言
書」を陳情いたしました。芝山町には、ＡＥＤの寄贈もさせていただきました。
　「after コロナ」、「with コロナ」、「新しい生活様式」などという言葉を耳にするようになりました。
先の見えない不安はありますが、東金法人会はこれからも、会員の皆様方並びに各団体の方 と々
手を携え、理解と協調を更に深めて、税務行政の円滑な運営に寄与するとともに、各団体の発展
のために更なる努力をして参りたいと存じます。
　結びに、各団体の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝と
事業のご繁栄を心から祈念いたしまして、新年の挨拶とさせて
いただきます。

会　長　矢 部  愼 一

新年のご挨拶

切り開く 明日の未来 税金で（大網白里市立大網小学校6年生 佐瀬 優瑞希さん） 税を知り 納めて変えよう 日本の未来（東金市立西中学校2年生 金坂 美音さん）
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　新年あけましておめでとうございます。
　令和３年の年頭に当たりまして、公益社団法人東金法人会の皆様に、謹んで新年のお慶びを
申し上げます。
　旧年中は、矢部会長をはじめ会員の皆様方には、税務行政全般にわたり深いご理解と多大な
るご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様に心からお見舞い申し上げます。
　税務署といたしましても、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告や納付が困難な方に
は、その期限を柔軟に取扱うことや、納税が困難な方には、納税の猶予制度を御案内するなど、
納税者の皆様の実情に十分に耳を傾けて対応しているところです。引き続き、納税者の皆様に
は、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　さて、貴会におかれましては、毎年、積極的な会員増強運動を実施され、組織基盤の強化に努
められるとともに、常日頃から税務知識の普及と納税意識の向上を目的に様 な々事業活動を展開
され、「税務座談会」をはじめとする各種研修会の開催や税を考える週間における法人会の活
動についてのPR活動のほか、女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」を募集するなど、
貴会の地域社会での貢献活動に対して、心から敬意を表しますとともに、改めて深く感謝申し上
げます。
　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化・高度情報化などにより大きく
変化しております。ICT化の進展に伴う新たな形態の取引に着目した情報収集・分析、また、国際
的な租税回避行為や海外への資産隠しに対して、外国当局との協調等に取り組むとともに、積
極的に調査等を行っております。
　また、昨年から個人納税者の方の所得税の確定申告について、スマートフォンとマイナンバーカ
ードを用いたe-Taxが可能となりましたが、本年1月からは、新たに申告書の作成でお困りのときに
AIを活用した「税務相談チャットボット」が公開されることとなっています。
　今後も引き続き、各種制度の周知・広報等に取り組んでまいりますので、なお一層のお力添えを
賜りますよう、お願い申し上げます。
　さて、本年は「辛丑（かのとうし）」の年であります。「辛丑」の言葉の謂れを調べてみますと、「堅
実な考え方で珍しいくらいの常識的な感覚を持っており、地味ではありますが、聡明で大変頭が良
く、穏やかで意見をいう事はなくても、しっかりとその環境を支える不思議な力を持っている」という
もののようです。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式を求められている中、コロナ禍を乗り
切るに当たっては、非常に相応しい性格であり、本年も皆様方との信頼関係と協力体制が更に
進展する年となるよう、一層の努力をして参る所存でありますので、引き続きご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、本年も公益社団法人東金法人会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並び
にご事業のご繁栄の年となりますよう心からお祈りいたしまして、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

東金税務署長　納 　 洋 一

新年のご挨拶

切り開く 明日の未来 税金で（大網白里市立大網小学校6年生 佐瀬 優瑞希さん） 税を知り 納めて変えよう 日本の未来（東金市立西中学校2年生 金坂 美音さん）



− 4 − 税金で よりよい国を 良い明日を（千葉県立松尾高等学校1年生 長谷川 蓮斗さん） 納税で 暮らしを守り 明るい日本（横芝敬愛高等学校1年生 越川 美穂さん）

令和2年度 納税表彰式
　令和2年度の「税を考える週間」における納税表彰式は、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、
全国で開催を見送りました。そこで東金法人会では、税務座談会開催時に、東金税務署長にお越しいた
だき、表彰式を挙行いたしました。
　当会の関係で署長表彰状、署長感謝状、団体長感謝状を受賞された方々は次の通りです。

受  賞  者 （敬称略）

◎東金税務署長表彰
　浅岡　　厚（副会長）
　榊原　正男（副会長）
　平本　光男（組織委員長）

◎東金税務署長感謝状
　野口　英一（東金第１支部長）
　櫻田　基介（山武第２支部長）
　西海　和政（芝山支部長）

◎公益社団法人	東金法人会	会長感謝状
　斎藤　寿夫（九十九里副ブロック長）
　中嶋　久雄（厚生委員長）
　向後　雅秀（青年部会長）
　鵜月　一年（東金第４支部長）
　古谷　富保（山武第５支部長）

東金ブロック表彰式

九十九里ブロック表彰式

山武ブロック表彰式

横芝光・芝山ブロック表彰式

税を考える週間
（東金サンピア）
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　私が初めて税に興味をもったきっかけは、消費税が10％に引き上げられたことでした。
私は「10％の税率は、高いのでは」と思いました。そのため、世界の消費税について調べ
てみました。すると、日本の消費税は他の国と比べてもさほど高くないことが分かりまし
た。また、税について調べていく中で、現在の日本は、国民のためにやらなくてはいけな
い活動が多いため、不足分は借金でまかなっていることも分かりました。それも他の国と
比べてもかなり多い額であることに驚きました。
　現在の日本は、少子高齢化が進んでいます。そのため、働き手が不足していく傾向にあ
ります。働くことが難しい高齢者の生活を支えるのは、主に年金であり社会保障関係費で
す。働き手もやがて高齢者になっていきます。働き手が不足していく中で、借金が増えて
しまうことは避けられません。「支える立場から、支えられる立場へ」このサイクルで社
会が成り立ってきました。社会を成り立たせるために、正しく税金を納めることがこれか
らも求められています。
　私の通っている学校の施設や机、椅子、教科書も税金が使われています。このことから、
私が生きてきた僅かな間でも税とは無関係ではなかったことが改めて分かりました。最近
では、新型コロナウイルスの影響によりマスク不足が問題になりました。人々も不安を抱
える中で、政府は全国民にマスクを配布しました。国民の命や生活を守るために税金が使
われたことを実感したできごとでした。
　納税に消極的な人も、世の中にはいると思います。そのような人は、今その瞬間のこと
しか考えていないのだと思います。将来のことを考えると、今納めている税金が私たちの
将来を明るくします。豊かにします。自分で自分の命を守るのと同じように、自らを苦し
めるのか、それとも、自らの未来を明るくするのか。よく考えれば、今までよりも税金を
納めることに対して、気持ちが前向きになります。少なからず、私自身は気持ちが変わり
ました。
　エコバックの利用で地球の未来が変わると言われています。１枚のレジ袋の積み重ねで、
未来を守ることになります。同様に、1円の税金の積み重ねが、私たちのよりよい人生に
関わってきます。小さな一歩ですら負担に感じてしまうことがあります。しかし、その一
苦労、その一歩で人生が変わり、また変えることもできると思います。
　私は税について調べていく中で、仕組みや種類、用途を知ることができて良かったです。
街を歩いていると目に映るものと税金を結び付けて考える視点が生まれました。私たちが
生きていく中で税とは一生関わっていきます。将来を明るく豊かにするのは自分次第です。
将来を見据えて、良い大人に近づくことができるように、生きていきたいです。

中学生の「税についての作文」 公益社団法人 東金法人会会長賞受賞作品

  将来を見据えて

　横芝光町立光中学校　3年 増田　陽斗
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令和3年度  税制改正に関する提言（要約）

Ⅰ．税・財政改革のあり方
1 新型コロナウイルスへの対応と財政健全化
（1）中小企業の雇用と事業と生活を守るための支援策を引き続

き講じていく必要がある。
（2）デジタル化への対応や大胆な規制緩和をスピード感をもって

行うなど、日本経済の迅速な回復に向けた施策を講じる必要
がある。

（3）財政健全化は国家的課題であり、着実に改革を実行するよ
う求める。

（4）市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求める。
2 社会保障制度に対する基本的考え方
（1）年金の「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給開始年齢の

引き上げ」「高所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年
金給付削減」等、抜本的な施策の実施。

（2）医療を成長分野と位置付け大胆な規制改革を行う。
（3）介護保険制度の給付及び負担のあり方を見直す。
（4）生活保護の給付水準のあり方などを見直し、不正受給の防

止などさらなる厳格な運用が不可欠。
（5）少子化対策として保育所や学童保育等の整備に重点を置

き、企業主導型保育事業のさらなる活用を検討。
（6）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない

ような社会保障制度の確立を求める。
3 行政改革の徹底
（1）国・地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑制。
（2）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と能力

を重視した賃金体系による人件費の抑制。
（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（4）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

4 マイナンバー制度について
（1）マイナンバーカードの普及率が低いことから、制度の意義等

の周知に努め、マイナンバーカードを活用する仕組みづくりに
本腰を入れる必要がある。

Ⅱ．中小企業が事業継続するための税制措置　
1 法人税関係
（1）法人税率の軽減措置
（2）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
（3）中小企業の設備投資支援措置
（4）役員給与の損金算入の拡充
（5）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上

の措置の延長等
2 消費税関係
（1）「消費税転嫁対策特別措置法」の適用期限を延長。

（2）消費税の滞納防止対策を講じる必要。
（3）事務負担が増大する中小企業に対する特段の配慮。
（4）令和５年10月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け

た小規模事業者等への弾力的な対応。
3 事業承継税制関係

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継
税制の創設

（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
4 相続税・贈与税関係

（1）贈与税の基礎控除の引き上げ
（2）相続時精算課税制度の特別控除額の引き上げ

5 地方税関係
（1）固定資産税の抜本的見直し

①商業地等の宅地は収益性を考慮した評価に見直す。
②家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直す。
③償却資産の少額資産範囲を30 万円に拡大又は廃止。
④固定資産税の免税点の引き上げ。
⑤国土交通省、総務省、国税庁の土地の評価体制一元

化。
（2）事業所税の廃止
（3）住民税の超過課税の見直し
（4）法定外目的税の適用配慮

6 その他
　（1）配当に対する二重課税の見直し
　（2）電子申告

Ⅲ．地方のあり方
　（1）税制上の施策による本社機能移転促進や地元大学との

　連携など実効性のある地方創生戦略。
　（2）市町村合併を推進し合併メリット追求する必要。
　（3）地方の行財政改革への民間のチェック機能の導入。
　（4）地方公務員給与体系の見直し。
　（5） 地方議会のあり方や議員報酬、政務活動費の見直し。

Ⅳ．震災復興等
　東日本大震災の復興事業について、原発事故への対応を含め

て引き続き適切な支援を行う必要がある。また熊本地震につい
ても、被災地の確実な復旧・復興の実現等に向けて早急に取り
組む。

Ⅴ．その他
　１．納税環境の整備
　２．租税教育の充実

※詳しくは全法連ホームページをご覧ください。

†††† 令和３年度 税制改正スローガン ††††
〇コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある
　支援と税制措置を！
〇厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を！
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委員会だより

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	税制委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		e-Tax 推進委員会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

		○税制委員会　市長・町長に陳情

　令和2年11月、小林税制委員長と各地区の役員で3市3町を訪問し、「令和3年度税制改正に関する提言」
を陳情いたしました。

		○	「チャレンジe-Tax」研修会

　令和2年10月6日(火)、東金税務署別棟会議室に
おいて、東金税務署とe-Tax推進委員会の共催でチ
ャレンジe-Tax研修会が開催され、9名が参加しま
した。
　実際にパソコンを使って源泉所得税の納付を
e-Taxで申告や申請、届出を行う実技研修で、東金
税務署員が確定申告書や法定調書の作成を、例題
に沿って詳しく説明してくださいました。
　e-Taxの利用割合は年々上がっています。まだ利

九十九里町（11/2）

芝山町（11/11）

山武市（11/18）

横芝光町（11/6）

大網白里市（11/18）

東金市（11/19）

用されていない会員の方は、是非ご利用をご検討
ください。



− 8 − 税金は 国を支える みんなの力（東金市立日吉台小学校6年生 湯浅 莉央さん）

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	源泉部会	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
		○年末調整説明会

部会だより

　11月11日（水）、芝山町にAEDを寄贈いたしました。設
置場所は『ゆめパーク牧野』です。例年、厚生委員会主
催のチャリティーゴルフ大会の募金で寄贈しておりました
が、新型コロナウイルスの感染防止を考慮し、大会が中
止になりました。そこで当会の資金から費用を捻出し寄贈
に至りました。昨年も台風の影響から大会が中止になり、
来年こそは無事に開催されることを願います。
　なお、ゆめパーク牧野を運営している『（一社）みどりと

空のプロジェクト』は当会の会員であり、芝山町の発展と活性化に寄与することを理念におき、廃
校跡地の有効利用や体験観光の企画、田舎暮らし体験ツアーやキャンプ大会など、多岐にわた
る活動をされています。もしもの時にはAEDを活用していただければと思います。

〜 AED 寄贈〜

佐久間部会長　挨拶 有嶋調査官による説明

　10月28日（水）、東金商工会館において、源泉
部会による年末調整説明会が開催されました。今

年度はコロナウイルス感染症の影響により、各市
町で行われる説明会が中止となったこともあって
か例年よりも多くの方々にご参加頂きました。

ゆめパーク牧野でのキャンプの様子です！
ゆめパーク牧野では広大な天然芝 100％の
グラウンドでキャンプや BBQ が楽しめます♪

みどりと空のプロジェクトでは芝山町の魅力を
発信すべく、インバウンドを対象とした体験型
ツアーを企画、実施していきます。

夏には夏祭りを開催し、キャンプ体験や電動
トラクター体験を提供しています！青空の下、
全面芝生のグラウンドの上で BBQ やゲーム
と大盛り上がりです！

左より 越川副会長、相川芝山町長



− 9 −税金で 未来の日本を 良くしよう（東金市立鴇嶺小学校6年生 杉谷 乃愛さん）

　今年度も「税を考える週間」の一環として、各ブロック主催の税務座談会が開催されました。
社会保険労務士や弁護士の先生方からは労務管理や助成金などについての講演をいただき、東金
税務署の金井副署長からは身近な相続に関する講話をいただきました。会場はソーシャルディス
タンス・飛沫防止に注意を払い、有意義な時間になりました。

〔ブロック税務座談会〕

東金ブロック　村杉ブロック長 挨拶

山武ブロック　成川ブロック長 挨拶

弁護士 上原昌也氏　講演会

九十九里ブロック　阿部ブロック長 挨拶

横芝光・芝山ブロック 吉岡ブロック長 挨拶

社会保険労務士 奴賀智氏　講演会

大網白里ブロック　齋藤ブロック長 挨拶

東金税務署　金井副署長 講話

社会保険労務士 田所公宜氏　講演会

県法連だより
　10月21日、千葉県庁にて、県法連の花島会長、
小田山厚生委員長並びに大同生命保険株式会社平野
業務本部副本部長とで、千葉県に100万円の寄贈
を行いました。これは、ビッグハートネットワーク
による社会貢献活動の一環として毎年行っている寄
付活動で、今年は、昨年の房総半島台風の復興支援
を目的に、千葉県等（他7）が選ばれ、実施したも
のです。

　11月25日（水）、花島会長と田中税制委員長か
ら、千葉県髙橋副知事へ、「令和3年度税制改正に
関する提言書」を陳情いたしました。（要望書は森
田知事あて）



− 10 − 納税は 未来の日本 つなぐ糸（大網白里市立瑞穂小学校6年生 中内 陽菜さん） ありがとう 税を納めて 恩返し（大網白里市立増穂中学校3年生 増山 ありささん）

東金税務署からのお知らせ

ｅ - Ｔａｘ申 告 に つ い て
〜新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのｅ-Ｔａｘをご利用ください〜

税理士による無料申告相談
　 　 　 〜 申 告 書 を 作 成 で き ま す 〜



− 11 −納税は 未来の日本 つなぐ糸（大網白里市立瑞穂小学校6年生 中内 陽菜さん） ありがとう 税を納めて 恩返し（大網白里市立増穂中学校3年生 増山 ありささん）

申告書作成会場の開設について
　 〜混雑（3密）回避のため入場整理券を配布します〜

会場内での感染防止策と来場される方へのお願い
〜申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会場は感染防止策を講じた上で開設します〜



− 12 − 税金が 役立ち築く 豊かな社会（東金市立東小学校6年生 高山 和己さん） 税納め みんなでつくろう 安心な未来（東金市立北中学校3年生 國吉 もえさん）

税理士会からのお知らせ

税金の無料相談
　千葉県税理士会東金支部では、毎月第1・第3水曜日（祝日を除く）に、税理士会事務局（東金商工
会館3階）で税に関する無料の相談（原則事前予約）を実施しておりますので、是非ご利用下さい。

新型コロナ感染防止のため、マスクの着用と検温にご協力ください。
体温が37.5℃を超える方は、入室をご遠慮いただきます。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

東金県税事務所は、令和３年３月 15 日から仮設庁舎に移転します。
移転前住所：〒 283-8501　東金市東新宿１－ 11

移転後住所：〒 283-0006　東金市東新宿 17 －６ 仮設庁舎１階
  （東金合同庁舎敷地内　（山武土木事務所・山武農業事務所敷地内））

お問い合わせ先（※電話番号の変更はありません）
千葉県東金県税事務所　☎０４７５－５４－０２２３

《移転先案内図》

東金県税事務所移転のお知らせ

東金駅

東金市役所

郵便局
小学校

JR 東金線JR 東金線

国道 126 号国道 126 号

コンビニコンビニ

コンビニコンビニ
片貝県道入口片貝県道入口

西口西口

東口東口

至
成
東

至
成
東

至
千
葉

至
千
葉

東金税務署
山武合同庁舎山武合同庁舎

3月15日以降
東金県税事務所（仮設庁舎1階）

3月15日以降
東金県税事務所（仮設庁舎1階）

3月12日まで
東金県税事務所（山武合同庁舎1階）

3月12日まで
東金県税事務所（山武合同庁舎1階）

チーバくん



− 13 −税金が 役立ち築く 豊かな社会（東金市立東小学校6年生 高山 和己さん） 税納め みんなでつくろう 安心な未来（東金市立北中学校3年生 國吉 もえさん）



− 14 − 支えよう みんなの社会 税金で（東金市立東小学校6年生 小川 翔大さん） 税金は 社会を作る 大事な要素（東金市立東小学校6年生 伊藤 百々羽さん）

Q:これらは何の機械ですか？
市東社長：最新の NC 自動旋盤です。シチズンと津上社のもので

11 台、他に用途ごとに機械があります。

Q:随分と小さく細いものを作っているよ
うですが。

市東社長：腕時計のねじや医療用カテー
テルの先端部分、光ケーブルのコネク
ター部品など製品精度が 10 ミクロン
の範囲内で要求される加工を行ってい
ます。

Q:その精度で製品を作り続けるのはたいへんでしょうね？
1/1000ミリ以下ですから。

市東社長：そこが技術です。一旦動き出すと 24 時間稼働なので
すが、1 日の温度差が 10℃あると 3 ～５ミクロンの誤差を起
こすので、工場内の温度管理にも気を配ります。6 馬力のエア
コン 3 台が常に稼働しています。

		機械を数台見学した後、事務所で製品サンプルを見せて頂く。

Q:この大きさは、ほとんど肉眼ではなんだかわからないですね。ま
るでビーズのようです。

市東社長：そうなんです。ですから、展示会でも簡易的な顕微鏡
を用意して見てもらっています。

Q:展示会をやられるのですか？
市東社長：東京ビッグサイトや幕張メッ

セなどで開催される製造業者の展示会
に出品します。そのようなところで当
社の製品、技術力をお伝えして営業活
動としています。顧客による紹介も大
きいですね。

Q:医療用カテーテルといっても、どこに使うかで太さが違ってき
ますね？

市東社長：これは、毛髪より細いです。素材はステンレス
（SUS304）を使っています。この細い針は内針と外針があっ
て、肺などの検体を採取するためのものです。医療用部品には、
チタンやステンレスが使用されており、軽くて錆びないので重
宝されますが、とても硬いので小さいほど切削加工が難しい材
料でもあるんです。そのための工具もあって 0.3 ミリのドリル
とか、それが日本の技術です。

Q:チタンやステンレスは、医療のほかにも使いますか？
市東社長：ツールドフランスに出るような 1 台 300 万円位する

自転車の変速機やレバーの部品です。

Q:いつごろからこのような製作所になったのですか？
市東社長：昭和 25 年に父が創業しまして、当初はプロ用カメラ

の精密ネジやシャッター部分、交換レンズ部品の製造が中心で
した。後に叔父が東京サンヨー電機の下請け企業の会長だった
関係で、小型テープレコーダーの開発にも参加しました。そう
して、技術力を磨いて光ファイバーなどの通信機器や放送機器、
医療機器等の製作を行うようになりました。

Q:若い頃から、物を作るのはお好きだったのですか？
市東社長：そうですね。子どもの頃に鉱石ラジオを作りましたし、

高校生の時には 3 ヘッドのテープレコーダーの自作を試みまし
た。

Q:休日は何かを作っているとのことですが、試作品ですか？
市東社長：いえ、ウッドデッキとか家の中のものですよ。玄関の

床も私が張り替えました。材料を買ってきて、自分で作れば欲
しいものも何とかなるものです。

Q:DIYですか。家族の方たちにはありがたいですね。映画がお好き
とのことですが、どんなジャンルのものを？

市東社長：専ら洋画です。娯楽で見るのでシリアスなものではなく、
SF や戦争ものアクションといったエンタテイメントを楽しん
で見ています。

Q:座右の銘を教えてください。
市東社長：「災いは口より出でて身を破る　幸いは心より出でて身

を飾る」です。仏教の言葉ですが、いい言葉なので。

Q:後継者についてはどのようにお考えですか？
市東社長：息子が 2 人一緒に働いてくれていますが、問題は技術

の伝達です。時間がかかるんですよ。自分の時でも 10 ～ 20
年かかりましたが、あのころと
違って益々技術レベルが上がっ
てきているんでね。難しいです。
私は父の死がきっかけで引継ぎ
ましたが、どういう形で承継す
るか考えているところです。

▶代表取締役：市東 壽雄
▶所在地：東金市東金736
▶設　立：昭和25年創業 平成元年設立
　　　　  〈精密部品製造業〉
▶電　話：0475-54-1218
▶F A X：0475-52-4498

久々の上天気、秋の日差しを受けて東金駅前にある市東製作所に伺いました。
7～８０坪ほどの工場の中は、歩くのがやっとなほど箱型の機械類がびっしりと置かれ低い作動音をたてていました。

記者後記

企業戦士の素顔

顕微鏡を使って製品検査をされている二人の息子さん
の背中はとても大きく、力強く感じましたが、お父様
である社長さんから見ると、まだまだ頼りなく不安な
のでしょうか。70 年もの昔から東金駅前で事業を継
続し、日本の精密機械の発展に貢献し続けている市東

製作所さん。多岐にわたるメーカーの「縁の下の力持ち企業」が、
この地域にあることを誇りに感じるインタビューでした。

有限会社 市東製作所

顕微鏡による製品検査

カテーテル

時計用ネジ（1目盛り1㎜）

コネクタ端子
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　山武市はサンブスギというブランド名の杉の産地です。
江戸の度重なる大火からの復興資材として大径木（よく
育った質の良い木）が出荷されて、地域の一大産業とな
っていました。明治時代に入ると、首都・東京建設、線
路の枕木としての需要が飛躍的に増加した一方で、新規
の植林は進まず、山武林業は衰退の道を歩んでいったの
です。この状況を憂いた埴谷の林業家の蕨眞一郎は、山
武林業の復興を目指して埴岡農林学校を設立します。ま
た彼が没した後は、弟の直治郎が学校経営を引き継ぎま
した。今回は、埴岡農林学校を創設し、農林業を継ぐ若
者を教育した蕨兄弟についてお話しします。
「仮教場から始まった農林学校」
　蕨家は埴谷村（現山武市埴谷）の地主で、農業のほか
に林業・運送業・酒造業などを行い、先祖代々、スギの
品種改良、植林技術の改良に努めていました。蕨眞一郎
は明治9年蕨重三郎の長男として、また弟の直治郎は明
治12年に次男として生まれました。
　明治43年、眞一郎は父・重三郎の死後、蕨家を継ぎます。
　日頃から何か村のためになる事業をしたいという蕨家
代々の考えがありました。そこで伊藤左千夫と交流のあ
った正岡子規門下の内藤鳴雪の言葉を取り入れて、農山
村青年、農家の跡取り息子の実業教育に力を入れるため、
翌年の明治44年に私財を投じて埴岡農林補習学校を創
立しました。
　開校当時はまだ校舎が完成しておらず、近隣宅の一室
を仮教場の教室として借り受けていました。
　完成した埴岡農林補修学校の校舎は、山武郡睦岡村埴
谷868番地に建てられました。開校当初は2年の課程で
現在の高等教育にあたり、満12歳以上の尋常小学校（当
時の小学校）修了もしくはそれと同等の学力を有する男
子に入学が認められました。
　眞一郎は初代
校主となり、開
校にあたり歌人
の斎藤茂吉に学
校の顧問になら
ないかと誘ってい
ます。また後に左千夫も埴岡農林補修学校に開校のお祝
いに訪れています。
　この学校の特徴は普通科目のほかに農林業や農作業の
実習に力を入れていることで、後に水稲栽培や養蚕など
の授業も行われるようになりました。
　眞一郎校主は自ら国語・漢文・養蚕・林業の授業を担
当し、特に林業では学校の実験林で杉の造林法を教えな
がら、熊野杉や吉野杉の樹苗を定植していました。愛樹
家へ育てた杉を分譲するほか、大正天皇の即位記念のた

め成東中学校が記念造林をすると聞いて、杉を寄贈して
います。
　また、眞一郎は大正元年に情報交流を意図した雑誌「南
総新報」を発行します。眞一郎が亡くなって廃刊される
114号まで毎月発刊されました。
　学校が創立してから4年後の大正４年、埴岡農林補修
学校は埴岡農林学校に名称を変え、3年制の実業学校と
なりました。学校の区分が乙種という等級に上がったこと
で、新たに養蚕の学科と実習も行うようになりました。翌
年には手狭であった校舎を移転して、より広い校舎と敷地
を持つ学校へ拡大していきます。実習作業では当時では
珍しい先進的な栽培技術を率先して取り入れた指導が行
われていました。
「埴岡農林学校再度の出発」
　しかし大正11年、校主であり創立者だった蕨眞一郎が
47歳という若さで亡くなってしまいます。息子・倫治が
校主となりますが、倫治はまだ20歳を過ぎたばかりでし
た。それを支えたのが眞一郎の弟である直治郎です。兄
の眞一郎がいつでも表に出るのなら、それを陰で支えて
いたのが弟の直治郎でした。
　直治郎も教壇に立って指導していました。口癖は「学
問と実習は車の両輪の如し」で、「学校は学問ばかりして
いては駄目だ、実習が伴わなければ本当に役に立つ人間
にはなれない『学問実習、学問実習』だ」とよく生徒に
言っていました。
　「埴岡農林学校のその後」
　校主・校長になった直治郎は昭和 22年に69才で世
を去ります。その年、学制改革の影響も受けて、創立後
448名の卒業生を世に送り出したのを最後に36年の歴史
に幕を閉じたのでした。
　それから39年後の昭和61年、埴岡農林学校の卒業
生が中心となり、当時の
山武町と協力して、学校
の敷地跡に記念碑が建て
られました。
　記念碑には仮教場に掲
げられていた「埴岡農林
学校」の文字が実物大で
刻まれ、裏には蕨眞一郎
の別号である「蕨礎山」
の号が刻まれています。
　「我が国の国典を尊奉し国民文学の素養を為し勤労に服
して趣味ある農業教育を興起するを以って本旨とす」と
いう志から始まった埴岡農林学校は明治、大正、昭和の
時代を蕨兄弟と共に歩み、山武地域やその他の地域の林
業に大きく貢献し、その役目を終えたのでした。
〈参考文献〉
		山武市歴史民俗資料館	平成22年度企画展「蕨家と山武杉」・「蕨兄弟と文学」
		埴岡農林学校同窓会「埴岡農林学校	校史」

郷土史跡名所めぐり 旧山武町の巻その195

蕨兄弟と埴岡農林学校
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埴岡農林学校石碑位置
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消費税 笑顔と未来を つくってる（東金市立西中学校3年生 鈴木 桜子さん）

196
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令和3年冬号

・新年のご挨拶
・納税表彰式
・委員会だより
・部会だより
・ブロックだより
・県法連だより
・税務署だより
・東金県税事務所からのお知らせ
・税理士会からのお知らせ
・東金労働基準監督署からのお知らせ
・会社訪問“企業戦士の素顔”
・郷土史跡名所めぐり
・事務局だより

埴岡農林学校埴岡農林学校

初代校主  蕨 眞一郎初代校主  蕨 眞一郎 埴岡農林学校構内図埴岡農林学校構内図埴岡農林学校の碑（山武市）埴岡農林学校の碑（山武市）

東金市
有限会社 市東製作所 

　 代表取締役 市東 壽
雄 様

企業戦士の素顔

14pに掲載していま
す。

千葉県PR
マスコットキャラクター

千葉県PR
マスコットキャラクター
チーバくんチーバくん

法人会キャラクター法人会キャラクター
ケンタくんケンタくん

体調管理に
努めよう！
体調管理に
努めよう！

事務局だより

【令和3年度 年会費について】
　口座振替を指定された会員様の口座引落し日は令和3年4月19日（月）ですので、振替前日までに
ご指定の口座に資金の準備をお願いいたします。
　また、振込指定等の会員様は、4月19日の期限に合わせ、請求書を送付しますので、よろしくお願
いいたします。（なお、郵便局は振込手数料が無料です。）
　事務局では口座振替をお勧めしております。ぜひこの機会に移行手続きをお願い申し上げます。
詳しくは下記事務局までご連絡ください。

• 日　時　令和3年2月17日(水) 14：00～15：40
• 場　所　東金文化会館 小ホール(東金市八坂台1-2107-3)
• 内　容　“絶対に諦めない”

　　　　　　　　　～地域とともに存続を目指す銚子電鉄の挑戦～
 　　　　       講 師 銚子電気鉄道株式会社　代表取締役　

　　　　　　　　　 竹本　勝紀（たけもと かつのり）氏

• 参加費　無　料
•  詳しくは下記事務局までご連絡ください。

東金法人会事務局 連絡先▶☎0475-52-0022

1月〜5月の行事予定
1月	 19日（火）	 生活習慣病健診	 東金商工会館
	 20日（水）	 　　　〃	 東金商工会館
	 22日（金）	 絵はがきコンクール審査会	 東金商工会館
	 28日（木）	 理事会・合同専門委員会	 東金商工会館	
2月	 		5日（金）	 生活習慣病健診	 松尾ふれあい館
	 17日（水）	 銚子電鉄　竹本社長講演会	 東金文化会館	小ホール		
3月	 		4日（木）	 決算法人説明会	 東金商工会館
	 17日（水）	 理事会	 東金商工会館	 	
4月	 14日（水）	 理事会・監査会	 東金商工会館
	 15日（木）	 全国女性フォーラム　新潟大会	 朱鷺メッセ	
5月	 28日（金）	 定時総会	 サンライズ九十九里	

「銚子電鉄 竹本社長の講演会」に参加しよう！




