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2 ほうじん東松山 
 

東松山法人会からのお知らせ 

 

第 9回定時総会開催 

公益社団法人 東松山法人会 第 9 回定時総会を令

和 3 年 5 月 21 日 午後 3 時より東松山市民文化セ

ンターにて開催いたしました。感染症対策の観点から

ご来賓は東松山税務署（橋本署長他）のみとし、講演

会等は実施しませんでした。令和 2 年度収支決算、

役員選任案は原案どおり承認されました。 

受賞者の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

署長感謝状 《永年役員表彰状》 10年以上 

石井 計次 株式会社 セレクトホーム 風間 一真 有限会社 東屋酒店 

中山 俊和 武蔵鶴酒造 株式会社 関根 兼一 有限会社 セキネ 

 《会員増強》(単年度３社以上) 杉田 芳行 株式会社 杉田組 

埼玉りそな銀行 東松山支店 支店長 佐藤 輝武 相原 克成 株式会社 スチール工業 

埼玉縣信用金庫 東松山支店 支店長 小山 武夫 《永年役員感謝状》 6年以上 

東和銀行 東松山支店 支店長 加藤木 誠 飯島 徹 有限会社 飯島商店 

埼玉りそな銀行 小川支店 支店長 木村 健 笠原 俊也 武州測量 株式会社 

《退任役員》 宇津木正之 有限会社 宇津木商店 

表彰状（１０年以上） 林 克人 株式会社 武蔵鉄工 

加島 哲雄 有限会社 ヤマカ醸造 石井 計次 株式会社 セレクトホーム 

滝瀬 安子 有限会社 フォーエス産業   

中里 昱夫 中里建設 株式会社   

根岸 克夫 株式会社 ねぎし   

感謝状（５年以上）   

中山 俊和 武蔵鶴酒造 株式会社   

小宮 正 株式会社 コミヤ建材   

松永 政子 有限会社 松永松盛園   

署長感謝状を授与される石井副会長(左)と中山副会長(右) 

祝辞をのべる橋本税務署長 

 

中山組織委員長から表彰された 

埼玉りそな銀行 木村小川支店長  

鈴木会長から感謝状を授与された松永政子理事 

受賞者名簿 

開会の辞をのべる井口副会長 

＜敬称略＞ 
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役員名簿  青年部会役員名簿 

役職 氏名 法人名 支部名  役職 氏名 法人名 支部名 

会長 鈴木永治 ㈱津乃国 東松山  部会長 利根川敬行 ㈱創電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東松山 

副
会
長 

高橋康夫 高橋精機㈱ 東松山  部会長代理 登坂茂雄 ㈱三愛保険事務所 比企中部 

山崎政浩 ㈲山崎工務店 小川  

副部会長 

亀山俊明 ㈱タカサカ 東松山 

中村晋 中村建設㈱ 比企中部  宮寺祐二 ㈱ミララ 小川 

野口敦也 ㈲野口木工所 比企西部  武藤具成 ㈱武藤石材 比企中部 

井口富夫 ㈱マルイ 吉見  小澤伸吉 ㈲小澤建設 比企西部 

島村健 ㈱島村工業 川島  新井政宣 丸新石油㈱ 吉見 

監
事 

石井隆行 むさし税理士法人 東松山  根岸智仁 税理士法人根岸会計 川島 

大塚暁 ㈱大塚紙店 小川  顧問 金子拓己 ㈲金子電器 東松山 

田口志伸 ㈱ＦＴＳ 比企中部  

幹事 

越前樹稔 ㈲オーバー・フロント 東松山 

常
任
理
事 

紫藤健一 ㈲紫藤測量設計事務所 東松山  古海眞吾 ㈱桜花産業 東松山 

戸口勝 ㈲ケアサービスひまわり 小川  小河大輔 小河大輔税理士事務所 東松山 

大久保勉 ㈱三愛保険事務所 比企中部  新田見隆 ㈱ライフサポート 東松山 

小野田八郎 ㈲小野田材木店 比企西部  服部美賢 合同会社ＬＴＳ 東松山 

原口茂治 ㈲原口商店 吉見  江原正康 ほったや 東松山 

相原克成 ㈱スチール工業 川島  伊藤裕勝 和食藤川 東松山 

 

利根川敬行 ㈱創電エンジニアリング 東松山  横田正芳 ㈱国際学生協会 東松山 

関根ゆき子 ㈱関根商事関根建築設計室 東松山  出口直之 ㈱ＦＲＡＭＥ 小川 

 

栗原一博 ㈱ダスキンくりはら 東松山  並木啓 ㈱世美庵 小川 

風間一真 ㈲東屋酒店 東松山  林崇裕 ㈱武蔵鉄工 比企中部 

三木成治 ㈱東武観光社 東松山  野澤勉 ㈲野沢総合防水 比企中部 

飯島徹 ㈲飯島商店 東松山  岩澤一郎 ㈲岩澤商店 比企中部 

笠原俊也 武州測量㈱ 東松山  浅見康司 ㈲浅見石材 比企中部 

金子拓己 ㈲金子電器 東松山  森一人 ㈲吉野材木店 比企中部 

関根兼一 ㈲セキネ 東松山  山口誠 ㈲山口工事 比企西部 

照井栄喜 ㈱照井製作所 東松山  矢作正紀 矢作工業㈱ 比企西部 

市川清 ㈲市川工業 東松山  杉田裕也 ユーアートデンタル 比企西部 

中里一夫 中里建設㈱ 東松山  下舘義博 ㈱大舘建設 比企西部 

小藤恵美子 ㈱Ａ．Ｋ．Ａ 東松山  小宮正之 ㈱コミヤ建材 比企西部 

 吉田信也 ㈲こづち商会 東松山  関口征宏 ㈲ファーストレイト 比企西部 

 宇津木正之 ㈲宇津木商店 東松山  坂本栄治 ㈲藤交通 比企西部 

 亀山俊明 ㈱タカサカ 東松山  武田悟 ㈱武田衛土建工業 比企西部 

 仲條靖子 イグチ交通㈱ 東松山  松本重芳 ㈱共和木材 比企西部 

 岡田勝典 大和紙業㈱ 小川  岩崎孝 岩崎運送㈲ 比企西部 

 北嶋薫 ㈲北嶋石材 小川  石井章文 ㈱ステップ 比企西部 

 樺澤総一郎 ㈲三国製作所 小川  関根和幸 ㈱コーザノストラ 比企西部 

 笠原規弘 小川石油㈱ 小川  女性部会役員名簿 

 宮寺祐二 ㈱ミララ 小川  部会長 関根ゆき子 ㈱関根商事関根建築設計室 東松山 

 鈴木のり子 ㈱鈴晃 比企中部  
副部会長 

仲條靖子 イグチ交通㈱ 東松山 

 杉田芳行 ㈱杉田組 比企中部  成内榮子 ㈱つばさ 吉見 

 林克人 ㈱武蔵鉄工 比企中部  相 談 役 鈴木のり子 ㈱鈴晃 比企中部 

 武藤具成 ㈱武藤石材 比企中部  

理事 

関口直子 ㈲関口工業所 東松山 

 秋葉正幸 ㈱秋葉製作所 比企中部  佐藤トシ子 ㈲藤建設 東松山 

 大澤昭子 ㈲鎌屋大沢金物店 比企中部  畑辺裕子 ㈲アーバンテック 東松山 

 石井計次 ㈱セレクトホーム 比企西部  小藤恵美子 ㈱A．K．A 東松山 

 大賀広史 ㈱大賀建装 比企西部  金子清美 ㈱武鳶 東松山 

 神山明 ㈲神山組 比企西部  柳澤恵美子 ㈱松柳園 東松山 

 小澤伸吉 ㈲小澤建設 比企西部  米山佳子 ㈱ヨハネ 東松山 

 間室照雄 ㈲サニベルグリーンハウス 吉見  森谷みどり ㈱ライフトータルサービス 東松山 

 矢場光夫 ㈲矢場自動車 吉見  大澤昭子 ㈲鎌屋大沢金物店 比企中部 

 中村善博 ㈱中村組 吉見  秋葉節子 ㈱秋葉製作所 比企中部 

 新井政宣 丸新石油㈱ 吉見  野沢三智子 ㈲野沢総合防水 比企中部 

 成内榮子 ㈱つばさ 吉見  小林かづみ ㈲山喜屋 比企中部 

 田島栄 ㈱田島製作所 川島  村田節子 ㈲村田自動車工業 吉見 

 根岸智仁 税理士法人根岸会計 川島  宮島美智子 ㈱夢工房 吉見 

     田島裕美 ㈱田島建設 吉見 

令和 3・4年度公益社団法人 東松山法人会の新体制 

理
事

部
会
長
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署長 

着任の挨拶 
 

東松山税務署長 

堀口有紀子 

 

 

（略歴） 

H26.7 朝霞税務署 総務課長 

H28.7 浦和税務署 副署長 

H30.7 国税局 課税第二部 酒類業調整官 

 

 

 

 

この度の人事異動により、関東信越国税局課税第二

部酒類業調整官から、東松山税務署長として着任いた

しました堀口でございます。 

歴史ある東松山税務署に勤務できることを大変光

栄に思っております。 

前任の橋本同様、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

はじめに、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。新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休業要

請や外出自粛など、社会活動が抑制され、経済的にも大

きな影響を及ぼしており、大変ご苦労されているもの

と存じます。皆様方には、地域や業界等が一体となり、

この苦難を乗り越えていただきたいと切に願っており

ます。 

公益社団法人東松山法人会の皆様方には、日頃より

法人会の事業活動を通じまして、税務行政に深いご理

解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

貴法人会は、「健全な納税者の団体」として、各種

研修会の開催や自主点検チェックシートを活用した

企業の税務コンプライアンス向上への取組などを通

じ、会員の積極的な自己啓発を支援し、納税意識の向

上と企業経営並びに社会の健全な発展に貢献されて

いると伺っております。 

特に、貴法人会は、「税に関する絵はがきコンクー

ル」の主催や租税教室への講師派遣などにより、租税

教育の充実にも積極的に取り組んでいただいており

ます。 

これもひとえに鈴木会長をはじめ、役員の皆様方の

卓越した指導力と会員の皆様方のご努力の賜物であ

り、深く敬意を表する次第であります。 

 国税当局では、新型コロナウイルス感染症の影響に

より厳しい状況に置かれている納税者の方々のご意見

を丁寧に伺い、それぞれの状況に応じた制度をご案内

するなど、親切丁寧な相談に努めるとともに、確定申告

期限の延長、入場整理券方式の実施、納税の猶予の特例

など、新型コロナウイルスの感染状況に応じた様々な

施策を実施してまいりました。今後とも、きめ細かな相

談体制の整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

また、令和５年 10 月にはインボイス制度が導入さ

れる予定となっております。このインボイス制度につ

きましては、本年 10 月１日から適格請求書発行事業

者の登録申請の受付が開始されます。 

インボイス制度の円滑な導入に向け、事業者の皆様

に制度の理解を深めていただけるよう、貴会の皆様と

連携しながら周知・広報に取り組んでまいりたいと考

えておりますので、併せてご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

皆様のご理解と信頼を確保しつつ、私どもがこのよ

うな取組みを進めていくためには、従前以上に貴法人

会の皆様のお力添えが不可欠であります。引き続き、

税務行政のよき理解者として、今後ともより一層のご

理解とご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

結びに、公益社団法人東松山法人会の益々のご発展

と、会員皆様方のご健勝並びに会員企業のご繁栄を心

からご祈念申し上げまして、着任の挨拶とさせていた

だきます。 

 

 

 

 

職名 氏名 前職 

署長 堀口有紀子 
国税局 課税第二部 

酒類業調整官 

総務課長 塚田 芳和 
国税局 課税第二部 

消費税課 課長補佐 

管理運営第一部門 

統括国税徴収官 
新井 洋樹 留任 

管理運営第二部門 

統括国税徴収官 
西村 善幸 

秩父税務署 管理運営・

徴収部門 統括国税徴収

官 

徴収部門 

統括国税徴収官 
平田 啓子 留任 

個人課税第一部門

統括国税調査官 
高波貴代子 留任 

個人課税第二部門 

統括国税調査官 
有賀 伸一 留任 

個人課税第三部門 

統括国税調査官 
佐藤 祐二 

浦和税務署 

国際税務専門官 

資産課税部門 

統括国税調査官 
穂積 修二 

佐久税務署 資産課税部

門 統括国税調査官 

法人課税第一部門 

統括国税調査官 
水野 清美 留任 

法人課税第二部門 

統括国税調査官 
下堀 和広 

上尾税務署 法人課税第

四部門 統括国税調査官 

 
なお、法人会の担当は法人課税第一部門の水野統括国税調査

官と小林総括上席国税調査官です。 

 

 

 

 

東松山税務署幹部異動状況 

令和 3年 7月 10日現在 
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期別決算・新設法人説明会を開催 

令和 3 年 6 月 21・25 日に期別決算説明会、22 日に新設法人説明

会を開催しました。 

東松山税務署のご担当者から留意点等について分かり易くご説明

いただきました。 

ノーベル賞の梶田先生の母校で租税教室を開催しました 

4 月 27 日、東松山市立野本小学校（校長阿形寿和先生）で租税教室を開催しまし

た。当会単独として東松山市内の小学校での開催は初めてとなります。ノーベル賞を

受賞された梶田隆章先生の母校であり、大変光栄であると存じております。 

偉大な先輩に続くよう 48 名の児童の皆

様の健やかな成長を祈念いたします。当

日は関根女性部会長・飯島徹様にもご参

加いただきました。 

また、会員の登坂茂雄氏（嵐山町・株式会

社三愛保険事務所）が講師デビューいた

しました。 

新人・若手社員研修を実施 

６月１１日東松山市商工会と共催で「新入・若手社員研修」を実施しました。

蜜を避け、換気を十分に行い感染対策に留意し実施しました。 

社会人としてのマナーについて元 JAL 国際線の CA としてのご経験を踏まえ

ご指導いただきました。 

 

 
★東松山支部 【敬称略】 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈲マイショップすぎた 杉田三郎 東平１８９１－３ 0493-39-3276 AIG損害保険 

 （特非）リ・ハート 染屋敦美  本町１－７－２４ 21-6500 東和銀行東松山 

〇 和食処きごころ 荒川和男 下野本 1044-2 24-3147 本会事務局 

★小川支部 

 ㈱イーエス・ランバー 阿部省治 青山８－３ 0493-71-5888 埼玉りそな銀行小川 

★比企西部支部 

〇 Kuma’sCafe 斉藤丈宏 ときがわ町西平 2384-3 080-5464-9707 本会事務局 

★川島支部 

 合同会社 KMS 南義明 釘無１０８－１ 049-297-0065 川島ガス販売㈱ 

 

  

新会員ご紹介 （令和 3年 3月～） 

事 業 報 告 
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東松山税務署からのお知らせ

ほうじん東松山6



東松山税務署からのお知らせ
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埼玉西支社 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台 3-18-3 第二リングスビル 2F

AFツール-2020-0365-2107020　10月30日

埼玉西支社/埼玉県川越市脇田本町6-20（くぼたビル６F）
TEL 049-246-1766

埼玉支店/埼玉県さいたま市大宮区大門町３-５４（富士火災大宮ビル）
TEL 048-641-4050

発行所　　　　　公益社団法人　東松山法人会

〒355-0021　東松山市神明町 2-12-27
電　話　0493-24-3254　FAX　0493-24-4918
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