


主要行事予定 令和元年 9月〜11月
───────────────────────

❾月
──────────────────────
2 日 ( 月 ) 一般不可
●事業委員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
3 日 ( 火 ) 一般不可
●県法連女性部会連絡協議会セミナー
【場　所】新横浜国際ホテル南館
【時　間】14：30〜	
───────────────────────
3 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
10 日 ( 火 ) 一般不可
●広報委員会企画編集会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】17：30〜	
───────────────────────
10 日 ( 火 ) 一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜	
───────────────────────
12 日 ( 木 ) 一般不可
●オープン経営セミナー
【場　所】曹洞宗大本山總持寺
【時　間】11：00〜
───────────────────────
12 日 ( 木 ) 一般可
●源泉所得税研修会第 3 講
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜
───────────────────────
18 日 ( 水 ) 一般不可
●末吉支部幹事会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
26 日 ( 木 ) 一般可
●新設法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
───────────────────────
27 日 ( 金 ) 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜	
───────────────────────

❿月
───────────────────────
1 日 ( 火 ) 一般不可
●広報委員会第一回校正会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜	

───────────────────────
１日（火）一般不可
●青年部会正副部会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
3 日（木）一般不可
●第 36回法人会全国大会　三重大会
【場　所】津市産業スポーツセンター
───────────────────────
8 日 ( 火 ) 一般不可
●広報委員会第二回校正会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜	
───────────────────────
8 日（火）一般不可
●青年部会役員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
15 日（火）一般不可
●女性部会税務研修会
【場　所】法人会会議室
【時　間】14：00〜
───────────────────────
16 日（水）一般不可
●県法連青年部会連絡協議会「情報交換会」
【場　所】ホテル横浜ガーデン
───────────────────────
17 日（木）一般不可
●厚生委員会
【場　所】法人会会議室
【時　間】18：00〜
───────────────────────
19 日（土） 一般可
●鶴見臨海フェスティバル
【場　所】入船公園
【時　間】10：00〜
───────────────────────
20 日 ( 日 ) 一般可
●体験学習　「はじめての出張」
【場　所】東横イン　鶴見駅東口
【時　間】17：00〜予定
───────────────────────
23 日 ( 水 ) 一般不可
●広報委員会第二回校正会議
【場　所】広報委員会最終校正会議
【時　間】17：30〜	
───────────────────────
24 日（木） 一般可
●厚生委員会健康セミナー
【場　所】法人会会議室
【講　師】松井　宏夫	氏（医療ジャーナリスト）
【演　題】「ガンにならない人の法則」
───────────────────────
25 日（金）一般不可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────

───────────────────────

⓫月
───────────────────────
５日（火）一般不可
●青年部会正副会長会議
【場　所】法人会会議室
【時　間】19：00〜
───────────────────────
７日（木） 一般可
●チャリティーグリーン研修会
【場　所】ニュー南総ゴルフクラブ
───────────────────────
７日（木）一般不可
●第 33回　全国青年の集い大分大会
【場　所】i ichiko総合文化センター
───────────────────────
11 日（月）一般不可
●街頭広報
【場　所】J Ｒ鶴見駅東口西口
【時　間】10：00〜
───────────────────────
14 日（木） 一般可
●女性部会チャリティーバザー
【場　所】鶴見区役所前広場
【時　間】10：00〜14：00
───────────────────────
14 日（木） 一般可
●源泉所得税研修会第４講
【場　所】法人会会議室
【時　間】15：00〜
───────────────────────
17 日（日） 一般可
●第 14回トレジャーハンティングｉｎつるみ
【場　所】鶴見大学体育館、鶴見区全域
【時　間】10：00〜
───────────────────────
20 日（水） 一般可
●ほうじん劇場
【場　所】鶴見公会堂
【時　間】17：00〜
───────────────────────
21 日（木） 一般可
●新設法人説明会
【場　所】鶴見税務署１階会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────
22 日（金） 一般可
●決算法人説明会
【場　所】法人会会議室
【時　間】13：30〜
───────────────────────



　この度６月１３日（木）に行われました公益社団法人鶴見法人会（鶴見法人会）の第８回通常総会において、

長谷川前会長の後を受け会長に就任することになりました大島でございます。

　会員の皆様におかれましては、日頃より鶴見法人会の活動にご理解とご協力を賜り、先ずは心より御礼申し

上げます。

　来年創立７０年を迎える歴史ある鶴見法人会の会長に就任するにあたり身の引き締まる思いが致します。

　さて、鶴見法人会の大きな課題は、なんと申し上げましても減少傾向にある会員の数です。鶴見法人会の会

長就任と同時に上部組織の一般社団法人神奈川県法人会連合会（県連）の理事として事業研修委員会を担当す

ることになりました。７月１７日（水）に更に上の組織である公益財団法人全国法人会総連合（全法連）の事業

研修委員会に出席するため、都内の四ツ谷にある全法連会館まで行って参りましたが、委員会の中で全法連

の会員数と加入率の推移の説明があり、平成７年のピーク時で会員数１３２万社、加入率６３．９％でした。

そして当時の鶴見法人会も私の記憶では会員数３３００社以上、約加入率約６０％と県下でも高い水準でし

た。ところが昨年平成３０年の全法連は、会員数７６．８万社、加入率３６．６％と大きく減少、鶴見法人会も

１５５８社、加入率２８．７％と同じく大きく下げております。今後、団塊世代の大量の引退や人口減少、少子

高齢化等々の問題により２０２５年には日本の中小企業の３社に１社、約１２５万社が事業承継等の問題等

で廃業の危機を迎えるとの予想も出ており、鶴見法人会にとっても大変厳しい時代が直ぐそこまで来ており

ます。このまま会員数が減少すると鶴見法人会の運営が出来なくなります。そうならない為にも、魅力のある

鶴見法人会にしていかなければならないと強い思いでおります。それには第一に会員の皆様のためになるこ

とを企画立案して実行する。第二に税に関することや法律の改正に伴い企業に役立つ研修等の実施や会員企

業の交流推進を図る。第三に時代に即した無理のない公益事業を推進する。以上３つを掲げ、理事の皆さんと

知恵を絞って取り組み、会員増強に繋がるよう進める所存です。

　今後も鶴見税務署、友誼団体、受託保険３社、行政機関、金融機関などのご協力を得ながら時代に即したより

良い鶴見法人会にするために取り組んで参りますので宜しくお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございま

すが就任のご挨拶とさせていただきます。

鶴見法人会　会長

大島 正之　

鶴見法人会 会長 就任のご挨拶



　公益社団法人鶴見法人会会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　この度の定期人事異動により、東京国税局調査第一部外国法人調査部門の統括国税調査官から参りました間瀬で

ございます。前任の中村署長同様、ご厚情を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　大島会長をはじめ、役員の皆様、そして会員の皆様には、日頃より鶴見税務署の税務行政に対しまして、深いご理

解と格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、貴会におかれましては、「良き経営者を目指すものの団体」として税の提言に関する事業を行うとともに、

税を考える週間事業として「ほうじん劇場」や青年部会よる「トレジャーハンティングｉｎつるみ」、更には女性部

会による「税に関する絵はがきコンクール」など税知識の普及と納税意識の高揚に資する事業に積極的に取り組ま

れておられるほか、「チャリティーバザー」や「地域振興助成事業」などの地域企業の健全な発展に資する事業など

の公益目的事業に長年取り組んでこられました。

　これもひとえに大島会長をはじめ、役員の皆様、会員の皆様、並びに事務局の皆様の永年にわたるご尽力の賜物

であり、そのご苦労に対しまして心から敬意を表しますとともに深く感謝申し上げます。

　ところで、私ども国税職員は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使

命を果たすため、日々誠実に税務行政に取り組んでおります。

　ご案内のとおり、本年10月1日には消費税率が現行の8％から10％に引き上げられると同時に飲食料品や一定

の新聞について消費税率を8％に軽減する「軽減税率制度」が実施されます。事業者の皆様には複数税率を踏まえた

会計処理や取引書類の作成・保存への対応が求められることから、それぞれの立場に応じた準備を進めていただい

ているところでございます。そして、10月以降に迎える最初の決算期には、複数税率を適用した初めての確定申告

書を作成し、申告・納付をしていただくこととなります。

　私どもといたしましては制度の円滑な実施に向け、また、令和5年10月から導入されます適格請求書等保存方式、

いわゆるインボイス制度を見据えて、今後も引き続き、事業者の皆様に制度の内容を十分ご理解いただくため、関

係府省庁と連携して制度の周知・広報等の各種施策を実施してまいります。

　鶴見法人会会員の皆様方には、貴会の様々な活動を通じて多大なるご支援をいただいているところでございま

すが、今後とも鶴見税務署の税務行政に対しまして、お力添えを賜りますようお願いいたします。

　結びに当たりまして、公益社団法人鶴見法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝並びにご事業のご繁栄

を心より祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。

鶴見税務署長　間瀬　由美子

税務署長　着任のご挨拶



新任者
部門及び職名

前任者

氏　名 前任地等  　氏　名 転任地等

間瀬　由美子
東京国税局　調査第一部

外国法人調査部門
統括国税調査官

署　長 中村　辰博 東京国税局　調査第一部
広域情報管理課　課長

石津　康彦 （留任） 副署長

高野　亜矢
麻布税務署

特別国税調査官（法人）
特別国税調査官

特別調査官
（法人担当） 赤川　幸忠

戸塚税務署
特別国税調査官（法人）

特別国税調査官

工藤　憲一
東京国税局　総務部

事務管理第二課
課長補佐

総務課長 江成　賢司 立川税務署　総務課
課長

磯　美奈子 （留任） 管運１統括

千葉　泰治 （留任） 管運２統括

志野　幸秀
横須賀税務署
個人課税部門

統括国税調査官
管運３統括 馬場　孝明

日野税務署
管理運営部門

統括国税徴収官

浦田　宏二 荏原税務署　徴収部門
統括国税徴収官 徴収統括官 相馬　英二

藤沢税務署
特別国税徴収官
特別国税徴収官

越前　哲也 （留任） 個人１統括

瀬戸　修一
世田谷税務署

特別国税調査官（個）
上席国税調査官

個人２統括 浅井　康仁
足立税務署

個人課税部門
統括国税調査官

大藤　計江 東京国税局　課税第一部
審理課　主査 個人３統括 安田　圭子

東京国税局　課税第一部
資料調査課
審理専門官

瀧澤　勇一
大森税務署

資産課税部門
統括国税調査官

資産統括 伊藤　博幸
千葉東税務署
資産課税部門
評価専門官

佐藤　文雄
鰍沢税務署

法人課税部門
統括国税調査官

法人１統括 岩田　猛
大和税務署

法人課税部門
統括国税調査官

大月　伸美 （留任） 法人２統括

笠井　信 （留任） 法人３統括

佐藤　友子 （留任） 総務課
課長補佐

川上　綾乃 東京国税局　課税第一部
資料調査第二課 実査官

総務課
総務係長 田中　辰宜

新宿税務署
特官国税徴収官
上席国税徴収官

天野　周士

目黒税務署
法人課税部門

上席国税調査官
（法人審理担当）

法人 1 部門
審理上席 遠島　達生

小田原税務署
法人課税部門

上席国税調査官
（法人審理担当）

古屋　恒希 （留任） 法人１部門
源泉審理上席

鶴見税務署　新旧幹部職員一覧表 令和元年 7 月 10 日付



法人課税部門幹部紹介

副署長　　石津　康彦

────────────────────────────────────

　副署長の石津でございます。昨年に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

　公益社団法人鶴見法人会の皆様方には、日頃から税務行政の円滑な運営に対しまして、

深いご理解と多大なるご協力を賜っておりますことを、この場をお借りしまして厚く御礼申

し上げます。

　私どもとしましては、皆様方とより強固な協調関係を築き、本年10月から実施されます

消費税の軽減税率制度の周知とｅ-Ｔａｘの利用拡大等に努めていきたいと考えております

ので、引き続きご協力のほどよろしくお願いします。

　結びにあたり、公益社団法人鶴見法人会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並び

に事業のご繁栄を祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。

法人課税第１部門　統括国税調査官　佐藤 文雄

────────────────────────────────────

　公益社団法人鶴見法人会会員の皆様方には、益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。

　私は、この度の人事異動により、山梨県の鰍沢税務署から異動して参りました佐藤でご

ざいます。

　前任の岩田統括官同様のご厚情を賜りますようよろしくお願いいたします。

　公益社団法人鶴見法人会は、納税道義の高揚と正しい税知識の普及に尽力されるとと

もに、地域に密着した社会貢献活動にも積極的に取り組まれるなど、地元になくてはなら

ない鶴見法人会と伺っております。

　皆様方のこれまでのご努力に深く敬意を表するとともに、皆様方の事業活動に対しまし

て、微力ではございますが、できる限りのご支援をさせていただく所存でございますので、

よろしくお願いいたします。

法人課税第１部門　法人審理担当上席　天野 周士

────────────────────────────────────

　この度の人事異動により、目黒税務署から異動して参りました天野でございます。

　鶴見税務署は、私が社会人になって初めて勤務した思い出の税務署です。懐かしいこの

地で、鶴見法人会の皆様との窓口として、お役に立てればと思っていますので、よろしくお

願いいたします。

法人課税第１部門　源泉審理担当上席　古屋 恒希

────────────────────────────────────

　今年も引き続き、源泉部会担当を務めさせていただきます古屋でございます。

　皆さま方よりご指導ご鞭撻を賜りながら、研修会を通して源泉部会がさらに魅力ある活

動となるよう、お手伝いさせていただきたいと思います。

　どうぞよろしくお願いいたします。





開 催 日 開 催 時 間 会   　場 対　象　地　域　( ※ )

11 月 5日（火）

用紙配布
13:00 ～ 13:30

説明会
13:30 ～ 16:00 鶴 見 公 会 堂

＜所在地＞
鶴見区豊岡町 2-1

（鶴見駅西口前
フーガ1号館６階）

安善町・市場上町・市場下町・市場西中町・市場東中町・市

場富士見町・市場大和町・潮田町・扇島・小野町・寛政町・

岸谷・下野谷町・尻手・末広町・大黒町・大黒ふ頭・佃野町・

鶴見・鶴見中央・豊岡町・生麦・弁天町・本町通・元宮

11 月 6日（水）

用紙配布
13:00 ～ 13:30

説明会
13:30 ～ 16:00

朝日町・江ケ崎町・梶山・上末吉・上の宮・北寺尾・駒岡・

栄町通・汐入町・獅子ケ谷・下末吉・菅沢町・諏訪坂・大東町・

寺谷・仲通・浜町・馬場・東寺尾・東寺尾北台・東寺尾中台・

東寺尾東台・平安町・向井町・矢向

令和元年分　年末調整等説明会の開催のお知らせ
　税務行政につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、本年も年末調整の時期となりました。税務署及び市役所では、年末調整のしかた及び法定調書・給

与支払報告書の作成と提出方法などの事務手続を円滑に行っていただくため、下記の日程にて説明会を開催

いたしますので、ご案内申し上げます。

　なお、説明会では「年末調整のしかた」などを用いて説明いたしますので、関係書類等をご持参の上ご来

場ください。

( 注 )　対象地域の説明会に出席できない場合には、他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。　　  
　　　 年末調整等説明会関係書類は、10 月下旬に送付を予定しております。　

※　給与支払報告書関係書類は、横浜市特別徴収センターから配布することとされています。

１ 説明会の開始 30 分前から、会場の受付で年末調整

関係用紙を配布いたします。

２ また、令和元年 10 月中旬よりより、鶴見税務署にお

きましても、年末調整関係用紙コーナーを 設置する

予定です。

≪注意事項≫










