
− 13 −納めよう 未来の希望を 君の手で（芝山町立芝山中学校 平岡　和さん）

県法連だより
　平成29年12月4日(月)、(一社)千葉県
法人会連合会の大岩会長と田中税制委員
長から、千葉県髙橋副知事へ、「平成30
年度税制改正に関する提言書」を提出い
たしました。

(要望書は森田知事宛て)

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。
　また2月23日（金）は、税理士記念日行事の一環として税に関する無料相談を実施しますので、こちらもご
利用下さい。

連絡先：0475-50-6322 （平日の午前中）

　当会顧問の中嶋敏夫氏が、国税庁長官表彰を、監事の真行寺正邦氏が、東京国税局長納税表彰をそれ
ぞれ受賞されました。お二人は昨年まで、ご自身の会社経営の他に、当会の会長・副会長として会を盛
り上げてくださいました。栄えある受賞、誠におめでとうございました。
　また、公益社団法人東金法人会もｅ-Tax功労団体として、東京国税局長感謝状をいただきました。日
頃、ｅ-Tax推進委員会の石坂委員長を中心とし、委員のみなさまの普及活動が認められての受賞です。
ありがとうございました。

国税庁・東京国税局 各表彰 受賞

左より、澤田東金税務署長、中嶋顧問 左より、真行寺監事、古城会長
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　10 月末の爽やかな陽射しの中、周辺は台風の名
残の落ち葉が里山ならではの風情を醸し出してい
ました。

Q:早速ですが、事業は稲作中心と聞いております。
農地のエリアと作業規模をお話しください。

猪野尾代表：旧国道より上の早船から山田ゴルフへ
向かう道を行った先の木戸川沿い、金尾、蕪木、
小川地区で 45 ～ 6 町歩といったところでしょ
うか。それを 3 戸 6 人で営んでおります。

Q:46町歩という広さの実感がつかめませんが、相
当の広さなんですよね。

猪野尾代表：500 メートルの枡 2 つ分くらいにな
りますかね。

Q:中学校の学校区くらいの広さでしょうか。かなり
の広さですよね。

猪野尾代表：そうでもないんですよ。他の法人で
もっと広くやっているところもありますよ。

Q:田植えや稲刈りには何日くらいかかるのですか。

猪野尾代表：田植えは、4 ～ 50 日くらいですね。
途中どうしても天候や作業の都合で間が開くの
で連続してはできません。稲刈りは本来ならば田
植えより早くできる作業なんですが、飼料用米が
全体の 2/3 を占めているので、時間がかかりま
す。7 月中旬頃から始まって 10 月半ばまでか
かってしまいます。

Q:なぜ、飼料用米は時間がかかるのですか。

猪野尾代表：牛が搾乳牛か肉牛かで与える飼料用米
の生育状況がずれるからです。当地区では組合を
作り、ホールクロップサイレージといって、刈り
取りした稲を自分たちでラップ・梱包。搾乳牛に
は基本乳熟期から黄熟期の稲を、肉牛には黄熟期
から固熟期の稲を収穫して飼料にしています。と
いうのも、搾乳牛は乳を出すのに体力を消耗して
います。また、乳への栄養バランスも考慮して柔
らかいものを与える訳です。対して肉牛は、反芻
をしているので消化に向ける体力が少なくて済
む。それで完熟前までのものをホールクロップサ
イレージとするのです。

Q:収穫高はどれくらいのものですか。

猪野尾代表：国道より上の農地は、あまり収量は多
くとれないのです。日照、風通しもありますが、
何といっても土壌が現代の化学肥料による生産
に向いていない。食味はよくても収穫高は、平均
7 俵くらいでしょうか。肥料を使いすぎると、実
の重さに耐えられなくて穂は倒れてしまう。

　　まあ、自分は、基本化学肥料は使いたくない方
なので、条件に見合った農法でやっています。

　　それに法人にする前から神崎町の寺田本家と
いう手もみ醸造といって、自然酒では世界に名の
知れた酒蔵に無農薬米を 180 俵ほど納めていま
す。それと別口の無農薬米の購入客もいるため併
せて 3 町歩の田を専用に当てています。苗の段
階から自前で無農薬で作れるようになっている
ので、他の米は順次薬を使ってはいますが、なる
べく使用しない方向を心がけています。

Q:土地改良から十数年、まだ潜るような田はあるの
ですか。

猪野尾代表：最初の暗渠（あんきょ）排水が使い物
にならなくなった所がぼちぼち出てきています。
ですから、暗渠のやり直しを所々でしています。
地域の条件として湧水があるので、仕方ありませ
ん。その分食味の良い米ができるわけですから。

山武市松尾町蕪木にある㈲アグリ金穂咲 代表 猪野尾 信氏のお宅を訪問しました。

企業戦士の素顔
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Q:苦労話のようなものは何かありませんか。こんな
ピンチがとか。

猪野尾代表：苦労といっても、実際のところ大した
ことはなくて、お酒を飲んで流してしまえば済ん
でしまう。ほとんど忘れてしまいましたね。

Q:すべて成果につながっているということでしょ
うか。

猪野尾代表：そんなところですね。

Q:仕事へのこだわりは何かありますか。

猪野尾代表：体に良いものを作りたいという気持ち
があります。ことさら無農薬にこだわらず、物が
腐敗しない、劣化しないような農法を目指してい
ます。実は、ライスセンターを建設するにあたり、
農業勉強会で長野の生体エネルギー研究所とい
うところの生体エネルギー実践農法というもの
を学び、実際にそれを実践している静岡の農家を
視察して、自分たちもやってみようということに
なったんです。

　　それで土地の土木工法、建物の仕上げまでその
やり方で建てました。効果としては、うちのライ
スセンターで収穫処理した米の上に置いたもの
は、味まで影響を受けるのですよ。見た目は普通
の建物ですけどね。

Q:それは興味深いですね。健康志向が高い昨今では
関心を持つ人が多いのではないでしょうか。

　もみ殻はどうされていますか。大量にでますよね。

猪野尾代表：堆肥に使われるものもありますが、一
部は販売用に袋詰めしています。その作業に人手
を頼むので儲けはありません。言ってみれば、仕
事の創出で社会貢献みたいなものです。残りのほ
とんどは、米ぬかと混合して堆肥になります。良
い米を作るには堆肥は欠かせません。

Q:後継者はいますか？

猪野尾代表：正直難しいところですね。経営体育成
型の土地改良事業ということでスタートしてい
るのですが、まだ発展的な事業とはいえないので
明確なことは何とも言えません。

Q:日本の農業が抱える現実問題ということですね。
　最初にお尋ねすればよかったのですが、アグリ金

穂咲の名前の由来をお聞かせください。

猪野尾代表：会社（ライスセンター）の建っている
所が金尾（かんのお）なんですが、そこの字（あ
ざ）が崎の字がついて金尾崎（かんのおさき）と
いうんです。それで黄金の稲穂が咲き乱れる地と
もじって、金穂咲としたのです。

　それは素晴らしいですね。秋は一帯が黄金色に染
まるわけですね。

　今日はありがとうございました。

D
A
T
A

脱穀後の大量のもみ殻

ライスセンター

有限会社アグリ金穂咲 （アグリカンノオサキ）

▶代　表　　猪野尾　信 （イノオ アキラ） 
▶所在地　　山武市松尾町金尾58-1

▶創　業　　平成16年10月19日
▶事業内容　農業法人

九十九里浜に注ぎ込む木戸川中流域、国道 126 号線を千葉
方面に観ると、木花咲耶姫を御祭神とする田越浅間神社の一
山裏手に位地する。山武市松尾町豊岡土地改良区内中央部
金尾地区の稲荷山のたもと、木戸川沿いに在する。
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金
木

の開設期間の開設期間
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（公社） 東金法人会        0475-52-0022
 http://www.togane-hojinkai.or.jp
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事務局だより

【平成30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き落とし日は平成30年4月17日（火）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17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　平成30年3月10日（土）　15：30～19：00
• 場　所　蓬莱閣　（東金市東新宿11-1）

• 内　容　講演会　15：30～17：00
 　　　　 講　師　鈴木孝政氏（元プロ野球選手）

• 会　費　無料

• H28年度、29年度の新入会員の方を中心にご案内いたします。

　　詳しくは下記事務局までご連絡ください。

「新入会員のつどい」に参加しよう！！

東金法人会事務局 連絡先▶☎0475-52-0022

2月〜5月の行事予定
2月  
        1日  （木） 理事会・合同専門委員会 東金商工会館
　　  ５日  （月） 生活習慣病健診 東金商工会館
　　  ６日  （火） 　　　〃 　　　〃
　　  ９日  （金） 　　　〃 横芝光町健康づくりセンタープラム
3月     
　     7日 （水） 決算法人説明会 東金市中央公民館
　　10日 （土） 新入会員のつどい 蓬莱閣
　　14日  （水） 理事会 東金商工会館
4月      
　   11日 （水） 理事会 東金商工会館
　　12日  （木） 法人会全国女性フォーラム 山梨県
5月      
　   25日  （金） 定時総会 東金商工会館



e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」欄に東金法人会会員と入力しましょう。

公益社団法人 東金法人会々員 申告書にこのシールを切り取って必ず貼りましょう。

⇒

　大網白里市細草に江戸時代初期（寛永）より明治初期まで
260 年余り続いた細草檀林・遠霑寺（おんでんじ）がありま
した。この時期関東には多くの檀林が存在し、千葉県には大
網白里にもう 1 か所小西檀林、八日市場（現匝瑳市）の飯
高檀林・多古町の中村檀林が知られています。
　檀林というのは、僧侶の学問所ですが、「栴檀林」（せん
だんりん）の意味で、法華経に「栴檀香風悦可衆心」（せん
だんこうふうえっかしゅうしん）という言葉があり、良き教え
は栴檀の香りのように香ばしい風となって大衆の心を楽しま
せる、という意味を持っています。
　細草檀林は、寛永 18 年（1641）3 代将軍家光の時代に
設けられました。当時寒村であった細草村に檀林が設けられ
た由来は、茂原の大本山鷲山寺（じゅせんじ）の日蓮宗日
弁門流の学問所だった大沼田檀林（現東金市大沼田妙経寺）
で教義解釈をめぐる大論争が発生し、紛争へと発展したこと
が要因とのことです。紛争の結果、18 人の学僧が流浪の身
となり、それを不憫に思った隣りの細草村の 8 人の地主が土
地を寄進、鷲山寺から智泉院日達聖人を招聘して新たな学問
所として八品派（はっぽんは）日弁門流と大石寺（現静岡県
富士宮市）富士派合同で細草檀林が誕生したそうです。
　大石寺は家康の養女蜂須賀敬台院が大檀那であったことも
あり、かなり重要視されていたようです。
　大石寺資料「富士宗学要宗」の「細草檀林」の項による
と、地積は「東西 80 間、南北一百歩、西南には原野渺渺（げ
んやびょうびょう）として遠く人家を絶し…」とあり、住本寺
屋敷を含めるとかなり広大な面積を有していたことがわかり
ます。敷地には北側に二間四面の祖師堂、中央に五間半に八
間の講堂、鐘楼、西側中央に表門（大門と称していた）、東
側に裏門、墓地、南側に学寮が並び建っていたということです。
　関東はもとより関西からも学僧が集まり、常時 100 名ほど
の僧侶が学んでおり、卒業までに数十年かかることもあった
そうです。

　こうして隆盛したものの、寛政 8 年（1796）に檀林は大
火に見舞われ、講堂を残し学寮その他二十数棟が一晩のうち
に焼失してしまいました。学寮の焼失により、再建は極めて
困難となり細草檀林は衰退していきました。学僧の多くは他
の檀林に移り、残った者たち僅か 57 名で復興を目指しました。
　その甲斐あって復興がかない、嘉永 2 年（1849）5 月、
能化（のうけ＝檀林長）や信心深い近隣の篤志家の浄財によ
り「半鐘」が再鋳造されました。半鐘には発願主をはじめ世
話人、46 人の名前と最初の半鐘が寛文 7 年（1667）に鋳
造されたことなどが記されています。
　明治になると細草檀林は江戸幕府の直轄地であったため、
大政奉還により明治政府に全て没収されることになりました。
また、廃仏毀釈や檀林が檀家を持たなかったことから経済的
にも困窮し、存続は不可能となり、明治 5 年の学制発布によ
り廃檀となりました。
　当時の面影は、現存する物が少ないので想像しづらいです
が、その跡地には白里中学や千葉県特別支援学校があり、学
びの精神はやむところがありません。
　新政府の管理下に置かれた建物は明治 35 年自然倒壊した
とのことです。その際、地元住民によって大切な品々は住本
寺に移されました。「法雲山遠霑寺開山日達上人・日崇上人」
位牌、並びに敬台院の位牌が保管されています。東門（裏門）
は、明治 30 年に四天木の要行寺へ移築されたと言われてお
り、平成 14 年に大網白里市の指定文化財に認定されていま
す。半鐘は地元で保管され、かつて
の檀林の一角であろうバス停「白里
中学校前」の電柱に佇み、時の移ろ
いを見守っています。
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山武市松尾町
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金穂咲

　　代 表  猪野尾
　信 氏

～要行寺山門～～要行寺山門～

• 新年のご挨拶
• 法人会全国大会
• 納税表彰式
• 委員会だより
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• 部会だより
• 県法連だより
• 税理士会からのお知らせ
• 会社訪問“企業戦士の素顔”
• 税務署だより
• 東金労働基準監督署からのお知らせ
• 事務局だより

◀白里中学校

至白里海岸→

←至大網駅

檀林跡地 西側（現在）

昭和20年頃の航空写真

ほ そ く さ




