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署長 

着任の挨拶 
 

東松山税務署長 

菊池 正純 

 

 
（略歴） 

H 1.4 東京国税局 採用 

H 9.7～H25.7 財務省へ出向 

H26.7 小石川税務署（東京都文京区）総務課長 

H27.7 保土ヶ谷税務署（神奈川県横浜市）副署長 

H29.7 東京国税局 調査部 特別国税調査官 

R 2.7 東京国税局 調査部 統括国税調査官 

 
本年７月の定期人事異動により、東松山税務署長を拝命いたし

ました菊池正純でございます。前任の東京国税局調査部では、統

括国税調査官として大規模法人の調査に従事しておりました。この

度、伝統のある東松山税務署に勤務できることとなり大変光栄に

思いますとともに、皆様のご協力を賜りながら、円滑な税務行政の

推進に向け、微力ながら全力を尽くしたいと考えております。 

 

公益社団法人 東松山法人会におかれましては、日頃から税務

行政に深いご理解を賜り、税に関する各種研修会の開催や「自主

点検チェックシート」の活用促進による企業の税務コンプライアンス

向上に向けた取組など種々の事業活動を通じて、税知識の普及や

納税意識の高揚を図る啓発活動に積極的にご協力をいただいて

おりますことに、この場をお借りして心からの感謝を申し上げます。 

法人会の皆様の活動は、申告納税制度の維持・発展と税務行

政の円滑な運営に欠くことのできない大きな役割を担っていただい

ているほか、「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、租税教育の充実における貢献は多大な

ものとなっております。 

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

導力と会員各位のご努力の賜物であり、深く敬意を表します。 

さて、国税庁では、令和５年 10 月 1 日から「適格請求書等保存

方式（インボイス制度）」が開始されることから、その制度の円滑な

実施に向けた取組を推進しています。 

「適格請求書（インボイス）」とは、売手が買手に対して正確な適

用税率や消費税額などを伝えるもので、具体的には、現行の「区分

記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載

が追加された書類やデータをいいます。この制度の開始後、消費

税の仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先事業者から

交付を受けたインボイス等の保存が必要となるとともに、売手とし

てインボイス等を交付するためには、「適格請求書発行事業者」と

しての登録を申請していただく必要があります。 

来年 10 月の制度開始時に発行事業者となるためには、原則とし

て、来年 3 月末までに登録の申請を行っていただく必要があります

ので、登録を予定している事業者におかれましては、e-Tax を利用

して早めの申請をお願いします。また、すでに登録された事業者に

おかれましては、取引先への登録番号の通知や取引先の登録状

況を確認するなど、準備を進めていただくようお願いいたします。 

法人会におかれては、税務署と連携しての説明会の開催や会

報誌を通じたインボイス制度の周知・広報にご協力いただいている

ことに重ねて御礼申し上げるとともに、引き続き制度の円滑な導入

にご理解とご協力をお願い申し上げます。 

法人会の皆様と良好な連携・協調関係を築かせていただいてい

ることは、私どもが税務行政を運営していく上で大きな支えとなって

います。新型コロナウイルスの感染状況が一進一退を繰り返す中

ですが、その感染防止に最大限の配意をしつつ、今後さらに協調

関係を強固なものとし、法人会の皆様とともに時代の変化に即した

申告納税制度の更なる発展に取り組んでまいりたいと存じます。 

結びにあたり、公益社団法人 東松山法人会の益々のご発展と、

会員各位のご繁栄を心から祈念申し上げ、着任の挨拶とさせてい

ただきます。 

 

 
令和４年 7 月 10 日現在 

職名 氏名 前職 

署長 菊池 正純 

東京国税局 調査第二部

調査第六部門   統括国税

調査官 

総務課長 山本 浩子 
国税局 課税第一部 

資料調査第一課総括主査

管理運営第一部門

統括国税徴収官 
宮田 幸範 

所沢税務署 管理運営四

部門   統括国税徴収官 

管理運営第二部門

統括国税徴収官 
西村 善幸 留任 

徴収部門 

統括国税徴収官 
芹川 直紀 

上尾税務署特別国税徴収

官(徴収担当)上席徴収官

個人課税第一部門

統括国税調査官 
大塚 基義 

小千谷税務署 個人課税

第一部門統括国税調査官

個人課税第二部門

統括国税調査官 
和田 丈 

浦和税務署 個人課税第

三部門 統括国税調査官

個人課税第三部門

統括国税調査官 
佐藤 祐二 留任 

資産課税部門 

統括国税調査官 
齋藤 隆子 

国税局 総務部税務相談

室   税務相談官 

法人課税第一部門

統括国税調査官 
長沢 伸浩 

足利税務署 法人課税第

一部門   統括国税調査官 

法人課税第二部門

統括国税調査官 
前林 松広 

春日部税務署 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長沢統括国税調査官

と小林総括上席国税調査官です。 

 

 

受賞おめでとうございます 
比企西部支部(ときがわ町)の小野田八郎常任理事が全法連表彰

を受賞されました。 

これまでの永年にわたるご貢献に感謝申し上げると共に引き続き

宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東松山税務署幹部異動状況 
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第 10 回定時総会を開催しました 

令和 4 年 5 月 24 日(火)、東松山市民文化センターにおいて第 10 回

定時総会を開催しました。 

令和３年度収支決算について審議が行われ、原案どおり承認されま

した。 

コロナ禍が終息せず講演会・懇親会は中止としました。 

前年度実施されなかった会員増強に関する感謝状の贈呈が行われ、

鈴木会長、井口副会長、埼玉りそな銀行東松山支店村田宏史支店

長、埼玉縣信用金庫東松山支店小山武夫支店長が表彰されました。 

総会終了後、税務署長講話「お酒の地理的表示(G1)を知っています

か？」及び意見交換会を実施いたしました。 

 

期別決算研修会を開催しました 
令和 4 年 5 月 25 日(水)、東松山市民文化

センターにおいて期別決算研修会を開催し

ました。東松山税務署の担当官から留意点

等について説明いただきました。 

併せて、インボイス制度の説明会に関する

お知らせがありました。 

 

 

 

租税教室を開催しました 

法人会の会員である登坂茂雄氏が講師となり、租税教室が開催されました。 
児童と楽しく有意義な租税教室が開催できました。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
青年部の全体会議が開催されました 
令和 4 年 5 月 11 日(水)、和食 藤川において青年部の全体会議が開催されました。 

東松山税務署の堀口署長、水野統括国税調査官にもご出席いただきました。 

コロナ禍により停滞ぎみとなっていた青年部活動について意見交換、情報共有を図

り有意義な会となりました。 

 

 

  

令和 4 年 5 月 9 日 野本小学校 令和 4 年 5 月 18 日 志賀小学校 令和 4 年 5 月 18 日 小川小学校
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新会員ご紹介 

（令和４年３月～令和４年７月） 

★東松山支部 【敬称略】 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ミチテラスプラン㈱ 長谷部 美里 東松山市本町 1-4-8 （0493）81-6417 ㈱津乃国 

 ㈲酒のしまや 福田 広樹 東松山市神明町 1-11-20 23-4047 埼玉りそな銀行東松山 

 ㈲宮本工業所 宮本 清 東松山市西本宿 2257 34-5384 埼玉りそな銀行東松山 

〇 （一社）日本ﾎﾟｼﾞｾﾗﾋﾟｰ協会 後藤 さやか 東松山市小松原町 5-8 090-7408-2755 埼玉りそな銀行東松山 

〇 平野 翔太郎 平野 翔太郎 熊谷市船木台 1-17-12 090-5324-4295 AIG ㈱TRITRUST 

 （医）霞会 霞澤 篤 東松山市松葉町 1-9-8 （0493）22-0210 埼玉りそな銀行東松山 

 （医）保順会 辻 守史 東松山市新郷 29-3 23-9045 ㈱津乃国 

 

★小川支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈱杉田塗装 杉田 奉久 小川町角山 39-2 （0493）73-1147 本会事務局 

 ㈱成翔 井戸 主 小川町小川 431-9 72-6276 ㈲山崎工務店 

 

★比企中部支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 ㈱オートサービス 森田 惠美子 嵐山町鎌形 2455 （0493）62-2950 埼玉りそな銀行東松山 

〇 ぱん工房たろたろ 新井 有里 嵐山町むさし台 3-6-1-14 080-5443-4557 ㈱中村建設 

 晃和交通㈱ 島田 友弘 滑川町羽尾 3705 （0493）22-3713 イグチ交通㈱ 

 

★比企西部支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

〇 山栄工業 山口 正志 鳩山町大豆戸 878-34 （049）298-8800 埼玉りそな銀行越生毛呂山 

 

★吉見支部  

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

〇 （福）常磐福祉会 小田 耕司 吉見町田甲 789 （0493）54-2221 埼玉りそな銀行東松山 

 （宗）金剛院 木村 教光 吉見町今泉 351 54-1653 ㈱マルイ 

 

★川島支部 

賛助 法人名 代表者 住所 電話 紹介者 

 （宗）廣德寺 大河内 教勝 川島町表 76 （049）297-3560 ㈱マルイ 
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県税からのお知らせ 

８月は個人事業税第１期分の納期です。 

 ８月は個人事業税第１期分の納期です。８月初めに納税通知書をお

送りしますので、忘れずに納税してください。 

 埼玉県の個人事業税は、ご自宅のパソコン、スマートフォンなどか

ら、スマートフォン決済アプリ（PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、

ファミペイ、楽天銀行アプリ）やクレジットカードによる納税が可能

です（税額が 30 万円以下、ファミペイは 10 万円以下の場合）。 

 インターネットバンキング、モバイルバンキングやコンビニエンス

ストア、MMK 設置店（NewDays（一部店舗除く）、ドラッグスト

ア、スーパーマーケット等）でも納税できます。 

 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は、お早めに県税事務所へご相談ください。 

 

納税は、安全・便利・確実な口座振替で！ 
 個人事業税の納税には、口座振替がご利用いただけます。 

口座振替を利用されますと、納期最終日に金融機関が自動的に振替納税いたしますので、納期の都度納税に出向く手

間も省け、うっかり納税を忘れるといった心配もありません。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガ

キで簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。 

 なお、８月末までにお申込みをされた方は、第２期（１１月が納期）分から口座振替をすることができます。 

 個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課へお問合せいただくか、県税務課ホームページを

ご覧ください。 

 県税事務所又は県税務課 

電話０４８・８３０・２６６４ 

 県税務課ホームページ「くらしと県税」 

ＵＲＬ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html 

 

 

 

 

e-Tax で法人事業概況説明書を提出する際 
申告書を e-Tax で提出する際にはシールではなくこちらに記入をすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-tax での提出を推奨しておりますが、紙で提出する際はほうじん東松山の裏面の会員証をご利用ください。

「法人事業概況説明書」〈裏面〉 

17.「加入組合等の状況」の欄に、法人会の

会員である旨および法人会での役職名を記

入することができます。 
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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

P21192　AFツール-2022-0056-2207028　2月8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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