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法人会からのご案内
Operation 

公益社団法人 大宮法人会

　大宮法人会は、大宮税務署の協力団体として、各種研修会、会報やセミナーなどを通じ
て、企業経営に求められる知識や情報を提供しています。とくに、企業の健全経営を支え
る税の知識は、税務署や税理士会とも協力しながら、研修会・説明会等を実施していま
す。これらの研修会をはじめ各事業に参加することで、法人会に加入する様々な業種の経
営者と知り合い、その交流を通じてお互いの経営感覚を磨くことができます。
　当会の趣旨にご理解ご賛同いただき、活動の輪に加わっていただける企業がいらっ
しゃいましたら是非参加をご案内ください。
　なお、当法人会では、例年9月から12月を「会員増強運動期間」と定め、活動しており
ます。
　運動期間中の入会特典として、年会費の支払い方法が「口座振替指定のご入会」に限
り、令和4年度の初年度年会費を免除扱いと致します。　
　法人会に関する資料や入会案内は、事務局にお問い合わせください。

お問い合わせは  大宮法人会事務局  TEL 048-642-3121

令和4年6月20日現在

会員増強運動展開中会員増強運動展開中
～会員をご紹介ください～

９月～１２月は 会員増強運動特別強化月間９月～１２月は 会員増強運動特別強化月間
特典として、年会費の支払い方法が「口座振替指定のご入会」に
限り、令和4年度の初年度年会費を免除扱いと致します。　

〰〰〰〰〰〰〰

埼玉県法人会連合会  会員サービス一覧 詳しくは下記提携先または所属法人会事務局へお問い合わせください。

●りそなビジネスダイレクト
　基本利用手数料：月額 7,700円を初年度半年間 3,850円に50%減免(計23,100円減免）
●りそなビジネスダイレクト(Mini)
　基本手数料：月額 3,300円を初年度半年間1,100円に33.3%減免(計13,200円免除）

●むさしのビジネスダイレクト
　契約手数料： 5,500円、手数料：月額 6,600円を初年度全額免除

●さいしんダイレクトビジネス
　基本利用料：月額 2,200円を初年度全額免除(計26,400円免除）

●法人向けインターネットバンキング
　基本手数料：月額 3,300円を初年度全額免除(計39,600円免除）

●新インターネットバンキング(法人)
　基本手数料：月額 1,100円を初年度全額免除(計13,200円免除）

●はんしんWeb-FBサービス
　基本手数料：月額 1,650円を初年度全額免除(計19,800円免除）

《 種類 》 インターネットバンキング

埼玉りそな銀行

武蔵野銀行

埼玉縣信用金庫

川口信用金庫

青木信用金庫

飯能信用金庫

《 内容 》 初年度手数料無料または減免
提携先 優遇概略（金額概算）

●りそなビジネスローン「保証革命」、「埼玉倶楽部」　事務取扱手数料 11,000円免除

●むさしの「企業力」　金利 0.2% 優遇

●会員サポートローン「元気力」　財務診断表を無料作成

《 種類 》 法人会サポートローン

埼玉りそな銀行

武蔵野銀行

埼玉縣信用金庫

《 内容 》 各種手数料等免除または金利優遇
提携先 優遇概略（金額概算）

●契約時の取扱手数料15%割引　遺言書作成から遺言執行までりそながサポートします

●むさしの「遺言信託」（遺言作成サポートサービス付）
　遺言作成から遺言執行まで円滑な資産承継をサポートします

●㈱山田エスクロー信託と提携　遺言書の作成や保管、執行時のお手伝いをいたします

●ほがらか信託㈱と提携　契約時の取扱手数料15%割引

《 種類 》 遺言信託

埼玉りそな銀行

武蔵野銀行

埼玉縣信用金庫

川口信用金庫

《 内容 》 取扱手数料優遇または提携信託紹介
提携先 優遇概略（金額概算）

●法人会会員企業の役員・従業員、お1人様月1回、1つの相談に納得するまで何度でも
　月1回とは、新しい相談1回を指します。

㈱メディカルノート
大同生命・AIG損保・アフラックの3社の提携先

《 種類 》 ネット医療相談 《 内容 》 月1回・24時間無料相談
提携先 優遇概略（金額概算）

●１人当たり検診料金１割引 サービス対象：会員企業代表者とその配偶者、従業員とその配偶者国立がん研究センター

《 種類 》 ＰＥＴ検診 《 内容 》 がんＰＥＴ検診料金 1割引
提携先 優遇概略（金額概算）

●企業情報＋格付け情報を2,000円（税別）で提供　平成27年6月より海外企業調査レポート取扱開始ＡＧＳ株式会社

《 種類 》 企業情報・格付情報照会サービス 《 内容 》 企業間における信用リスク調査を低料金で提供
提携先 優遇概略（金額概算）
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新会員ご紹介（令和4年6月～8月）
Members

法人会からのご案内
Operation 

第
2
支
部 

第
4
支
部 

第
3
支
部 

(株)CREAM
(有)山下自工
(有)プラス・ミー
稲吉　丈知
(株)TMS
司法書士法人チェスター大宮
(株)福路
Re LIFE(株)
(株)ディーエー
日本ライフサービス(株)
(株)アクシス
(株)サザンツリー
(株)レゲイム
(有)小嶋塗装工業
(株)アスカワン
小林　良子
(株)地質工学社
(株)LIFE THINK
(株)ケーエム
(株)コムズ 
(株)WithLinks
(株)ｗｉｌｃｕｓｔ
合同会社Abthing　Innovation
(株)Loop
(株)エスアンドエイチ
(株)MARKS
薄井　響
リンク(株)
(株)ZEAL
岸田茶屋(株)
(株)ビッグベル
(株)金子エンジニアリング
(株)Log Capital
日源(株)
La beaute pure　白取　美希
(株)えにしにせ
（株）アース技研
ＴＳマネジメント（株）
オーパスセブン(株)

美容業
自動車鈑金塗装
サービス業
新聞販売店
電子部品製造販売業
司法書士業
建設業
コンサルティング
建設業
不動産賃貸業
通信回線取次・リフォーム
小売業
サービス業
塗装工事業
小売業
飲食業
建設コンサルタント
電気業
卸売業（事務用品販売）
冷凍・空調設備工事
サービス業
運送業
サービス業
サービス
不動産業
不動産業
設備工事業
卸売業
運送業
小売業
リフォーム工事
電気工事業
不動産賃貸
サービス業
美容業
小売業
製造業
不動産
建設業

会員名支部 業種名

第
1
支
部 

年会費納入の御礼
　今年度の年会費は7月22日（金）にご指定の口座より口座振替手続きをさ

せて頂きました。

　また、お振込みにてお手続きいただいた会員様もご入金ありがとうござい

ました。

　なお、未だ納入されていない会員様がいらっしゃいましたら、お早目にご連

絡いただきますようよろしくお願いいたします。

　事務の合理化、経費節減のため、出来るだけ自動振替をご利用いただきま

すようお願いいたします。

 （会員の皆様の手数料はかかりません）

お問い合わせは  大宮法人会事務局  TEL 048-642-3121
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法人会からのご案内
Operation 

事 業 報 告 事 業 報 告

７月７日（木）法人会会議室にて第1支部役員会を
実施しました。

第1支部役員会
７月１４日（木）法人会会議室にて第２支部役員会
を実施しました。

第２支部役員会

７月１３日（水）法人会会議室にて第３支部役員会
を実施しました。

第３支部役員会
７月１２日（火）法人会会議室にて第４支部役員会
を実施しました。

第４支部役員会

７月４日（月）清水園にて女性部会定時全体会議
を実施しました。

女性部会定時全体会議
６月２９日（水）、７月２５日（月）青年部会連絡協議
会南部ブロック合同事業について協議しました。

青連協南部ブロック合同事業検討会議

７月２１日（木）清水園にて厚生制度連絡協議会を
実施しました。

厚生制度連絡協議会
８月２４日（水）清水園にて、四者協議会を実施し
ました。

四者協議会

８月２４日（水）清水園にて、正副会長会議を実施
しました。

正副会長会議
８月５日（金）法人会会議室にて委員長連絡会議
を実施しました。

委員長連絡会議

８月2６日（金）ソニックシティ会議室にて法人税・
消費税申告説明会を実施しました。

法人税・消費税申告説明会
８月2６日（金）ソニックシティ会議室にて新設法
人説明会を実施しました。

新設法人説明会
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法人会からのご案内
Operation 

事 業 報 告 事 業 報 告

７月７日（木）法人会会議室にて第1支部役員会を
実施しました。

第1支部役員会
７月１４日（木）法人会会議室にて第２支部役員会
を実施しました。

第２支部役員会

７月１３日（水）法人会会議室にて第３支部役員会
を実施しました。

第３支部役員会
７月１２日（火）法人会会議室にて第４支部役員会
を実施しました。

第４支部役員会

７月４日（月）清水園にて女性部会定時全体会議
を実施しました。

女性部会定時全体会議
６月２９日（水）、７月２５日（月）青年部会連絡協議
会南部ブロック合同事業について協議しました。

青連協南部ブロック合同事業検討会議

７月２１日（木）清水園にて厚生制度連絡協議会を
実施しました。

厚生制度連絡協議会
８月２４日（水）清水園にて、四者協議会を実施し
ました。

四者協議会

８月２４日（水）清水園にて、正副会長会議を実施
しました。

正副会長会議
８月５日（金）法人会会議室にて委員長連絡会議
を実施しました。

委員長連絡会議

８月2６日（金）ソニックシティ会議室にて法人税・
消費税申告説明会を実施しました。

法人税・消費税申告説明会
８月2６日（金）ソニックシティ会議室にて新設法
人説明会を実施しました。

新設法人説明会
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法人会からのご案内
Operation 

事 業 報 告 事 業 報 告

８月５日（金）法人会会議室にて組織委員会を実
施しました。

組織委員会
７月６日（水）ソニックシティ会議室にて、講師に柳
生英珠氏を迎え、社会保険講座を実施しました。

　８月８日（月）和光市民文化センターにて夏休み親子タックスツアー「税とMagic Showの
コラボ！」を開催しました。
　当日は浦和税務署日高広報官による税金クイズで「税」について勉強した後、参加者親子は
マジックショーを楽しみました。

公開社会保険講座

７月１５日（金）ソニックシティ会議室にて、講師に柳
生英珠氏を迎え、労働保険講座を実施しました。

公開労働保険講座
７月２６日（火）法人会会議室にてエクセルデータ
集計講座を実施しました。

公開パソコンセミナー

７月２７日（水）ソニックシティ会議室にて、講師に細
沼幸央氏を迎え、初級簿記講座を実施しました。

公開初級簿記講座
８月３０日（火）法人会会議室にて、講師に髙見裕二氏
を迎え、法人税実務インボイス講座を実施しました。

公開法人税実務講座【インボイス】

女性部会連絡協議会南部ブロック合同事業女性部会連絡協議会南部ブロック合同事業

夏休み親子タックスツアー 夏休み親子タックスツアー 
税とMagic Showのコラボ！
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法人会からのご案内
Operation 

事 業 報 告 事 業 報 告

８月５日（金）法人会会議室にて組織委員会を実
施しました。

組織委員会
７月６日（水）ソニックシティ会議室にて、講師に柳
生英珠氏を迎え、社会保険講座を実施しました。

　８月８日（月）和光市民文化センターにて夏休み親子タックスツアー「税とMagic Showの
コラボ！」を開催しました。
　当日は浦和税務署日高広報官による税金クイズで「税」について勉強した後、参加者親子は
マジックショーを楽しみました。

公開社会保険講座

７月１５日（金）ソニックシティ会議室にて、講師に柳
生英珠氏を迎え、労働保険講座を実施しました。

公開労働保険講座
７月２６日（火）法人会会議室にてエクセルデータ
集計講座を実施しました。

公開パソコンセミナー

７月２７日（水）ソニックシティ会議室にて、講師に細
沼幸央氏を迎え、初級簿記講座を実施しました。

公開初級簿記講座
８月３０日（火）法人会会議室にて、講師に髙見裕二氏
を迎え、法人税実務インボイス講座を実施しました。

公開法人税実務講座【インボイス】

女性部会連絡協議会南部ブロック合同事業女性部会連絡協議会南部ブロック合同事業

夏休み親子タックスツアー 夏休み親子タックスツアー 
税とMagic Showのコラボ！
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税理士寄稿
Column

法人会からのご案内
Operation 

　私が新卒で社会人になったのは2008年4月のこ
とです。その年にはリーマンショックにより株価は
大暴落し日経平均は7,000円を割りました。2011
年には東日本大震災による暴落もありました。
　2012年末頃から始まったアベノミクス相場に
よって株価は大きく上昇、2018年秋頃には日経平
均は25,000円に迫りました。2020年には新型コ
ロナウイルスの蔓延が始まり3月には一時的に
16,000円台まで下がりましたが、その後の金融緩
和により2021年には30,000円を超えました。
　この寄稿を書きながら最近の日経平均を確認し
ていると2022年の3月にはウクライナ情勢も影響
し24,000円台になっていました。
　日経平均一つとってもこの先どう動くのか私に
はよくわかりません。（こうなるかな。と思っても人
に言えるようなものではありません。）
　「よくわからない」
　だからこそ自分で調べて、考えて、試してみるの
は面白いのかなと思っています。
　2017年の末に仮想通貨のバブルが起こりまし
た。この時には多くの人が乗り遅れまいと仮想通貨
市場に新規参入したことと思います。私のクライア
ントにもこの頃仮想通貨を始めた方がおり、「やって
みないと実際の税務申告の注意点もわからないで
しょう」などと言われ、勉強のためにやってみるかな
と始めたものでした。
　その後バブルは早々に弾け、2017年末に230
万円を超えていたビットコイン価格は2018年末に
は35万円程に下落しています。しかし35万円だっ
たビットコインは2021年11月には最高値の777
万円を記録します。2022年8月現在は330万円前
後でしょうか。先のことは本当によくわかりません。
　勉強のためにゴールドと不動産も購入しました。
この頃はちょうど新型コロナウイルスの影響を受

けて各種給付金施策が始まった頃でした。クライア
ントには「円資産の一部を株、ゴールド、ドル、不動
産に替える事を検討してほしい。何が正解かはわか
りません。」とお伝えしていましたが、私自身がゴー
ルドも不動産も持っていないのも説得力が無いな
と思い、自分自身でやってみました。世間的には少
ない額とはいえ自分の大切なお金です。現物ゴー
ルドを買うにしてもどこで買えば手数料の負担を
抑えられるか、不動産はどの物件が適切な金額で
どんな物件であれば金融機関の融資を受けやすく
また健全に運営できるか、真剣に調べて悩みまし
た。
　私が自分自身で調べ、悩み、体験した事はクライ
アントの利益にもなると信じています。
　仮想通貨を使った高利回り投資を相談してきた
クライアントにはやめましょうと言えました。その2
週間後にはその投資先は飛びました。
　マンションを売却したいがいくらで売るべきかわ
からない。車のリセールが高いので買い替えにつ
いて相談したい。iDeCo、小規模企業共済、NISA、
ドル建保険それぞれについて説明してほしい。
　事業主は大なり小なり誰かに相談したい悩みを
抱えているのだと思います。各専門家の皆様の声
を聞くのも大事ですが（私も専門家の皆様の意見
はとても大事にしています）、もっとざっくばらんな
意見を吉田から聞きたいというクライアントの声に
は精一杯応えられるように、これからもわからない
ことには多少の火傷には目を瞑り片手を差し出し、
できるだけ多くの新しいことを自分自身で体験して
行きたいと思っています。

関東信越税理士会大宮支部

　税理士　吉田　明弘

よくわからないので 自分でやってみますよくわからないので 自分でやってみます
事 業 報 告

　８月２７日（土）鉄道博物館にて～税金クイズとスタンプラリー・
ｉｎ 鉄道博物館ナイトミュージアム～を開催しました。
　埼玉県法人会連合会の青年部会連絡協議会が小学生を対象に、
税について親子で楽しく勉強しよう！との趣旨で行っているもの
で、今回は大宮法人会青年部会が主管部会となり、開催しました。
　参加者の入場時間を４回に分け、夜間の鉄道博物館
で税金クイズ、スタンプラリー、税についてのＤＶＤ「マ
リンとヤマト不思議な日曜日」の上映を行いました。
　事前抽選により「ミニ運転列車」や「体験シュミレー
タ」も体験ができ、４００名の親子が参加。思い思いに館
内を見学し、通常と違う夜間の博物館を満喫している
様子が伺えました。

青年部会連絡協議会租税教育事業青年部会連絡協議会租税教育事業

親子タックスツアーを開催親子タックスツアーを開催
～ 税金クイズとスタンプラリー ・ ｉｎ 鉄道博物館ナイトミュージアム ～
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税理士寄稿
Column

法人会からのご案内
Operation 

　私が新卒で社会人になったのは2008年4月のこ
とです。その年にはリーマンショックにより株価は
大暴落し日経平均は7,000円を割りました。2011
年には東日本大震災による暴落もありました。
　2012年末頃から始まったアベノミクス相場に
よって株価は大きく上昇、2018年秋頃には日経平
均は25,000円に迫りました。2020年には新型コ
ロナウイルスの蔓延が始まり3月には一時的に
16,000円台まで下がりましたが、その後の金融緩
和により2021年には30,000円を超えました。
　この寄稿を書きながら最近の日経平均を確認し
ていると2022年の3月にはウクライナ情勢も影響
し24,000円台になっていました。
　日経平均一つとってもこの先どう動くのか私に
はよくわかりません。（こうなるかな。と思っても人
に言えるようなものではありません。）
　「よくわからない」
　だからこそ自分で調べて、考えて、試してみるの
は面白いのかなと思っています。
　2017年の末に仮想通貨のバブルが起こりまし
た。この時には多くの人が乗り遅れまいと仮想通貨
市場に新規参入したことと思います。私のクライア
ントにもこの頃仮想通貨を始めた方がおり、「やって
みないと実際の税務申告の注意点もわからないで
しょう」などと言われ、勉強のためにやってみるかな
と始めたものでした。
　その後バブルは早々に弾け、2017年末に230
万円を超えていたビットコイン価格は2018年末に
は35万円程に下落しています。しかし35万円だっ
たビットコインは2021年11月には最高値の777
万円を記録します。2022年8月現在は330万円前
後でしょうか。先のことは本当によくわかりません。
　勉強のためにゴールドと不動産も購入しました。
この頃はちょうど新型コロナウイルスの影響を受

けて各種給付金施策が始まった頃でした。クライア
ントには「円資産の一部を株、ゴールド、ドル、不動
産に替える事を検討してほしい。何が正解かはわか
りません。」とお伝えしていましたが、私自身がゴー
ルドも不動産も持っていないのも説得力が無いな
と思い、自分自身でやってみました。世間的には少
ない額とはいえ自分の大切なお金です。現物ゴー
ルドを買うにしてもどこで買えば手数料の負担を
抑えられるか、不動産はどの物件が適切な金額で
どんな物件であれば金融機関の融資を受けやすく
また健全に運営できるか、真剣に調べて悩みまし
た。
　私が自分自身で調べ、悩み、体験した事はクライ
アントの利益にもなると信じています。
　仮想通貨を使った高利回り投資を相談してきた
クライアントにはやめましょうと言えました。その2
週間後にはその投資先は飛びました。
　マンションを売却したいがいくらで売るべきかわ
からない。車のリセールが高いので買い替えにつ
いて相談したい。iDeCo、小規模企業共済、NISA、
ドル建保険それぞれについて説明してほしい。
　事業主は大なり小なり誰かに相談したい悩みを
抱えているのだと思います。各専門家の皆様の声
を聞くのも大事ですが（私も専門家の皆様の意見
はとても大事にしています）、もっとざっくばらんな
意見を吉田から聞きたいというクライアントの声に
は精一杯応えられるように、これからもわからない
ことには多少の火傷には目を瞑り片手を差し出し、
できるだけ多くの新しいことを自分自身で体験して
行きたいと思っています。

関東信越税理士会大宮支部

　税理士　吉田　明弘

よくわからないので 自分でやってみますよくわからないので 自分でやってみます
事 業 報 告

　８月２７日（土）鉄道博物館にて～税金クイズとスタンプラリー・
ｉｎ 鉄道博物館ナイトミュージアム～を開催しました。
　埼玉県法人会連合会の青年部会連絡協議会が小学生を対象に、
税について親子で楽しく勉強しよう！との趣旨で行っているもの
で、今回は大宮法人会青年部会が主管部会となり、開催しました。
　参加者の入場時間を４回に分け、夜間の鉄道博物館
で税金クイズ、スタンプラリー、税についてのＤＶＤ「マ
リンとヤマト不思議な日曜日」の上映を行いました。
　事前抽選により「ミニ運転列車」や「体験シュミレー
タ」も体験ができ、４００名の親子が参加。思い思いに館
内を見学し、通常と違う夜間の博物館を満喫している
様子が伺えました。

青年部会連絡協議会租税教育事業青年部会連絡協議会租税教育事業

親子タックスツアーを開催親子タックスツアーを開催
～ 税金クイズとスタンプラリー ・ ｉｎ 鉄道博物館ナイトミュージアム ～
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　本年7月の人事異動により、国税庁関東信越派遣監督評価官室
長から大宮税務署長に着任いたしました本田でございます。
　よろしくお願い申し上げます。
　大宮税務署は、今回が２回目の勤務となりますが、管内は、県内における経済の中心地でありな
がら、豊かな自然も多く残されており、魅力あるこの地で再び勤務できますことを大変光栄に思って
おります。
　公益社団法人大宮法人会の皆様方には、日頃から税務行政全般にわたりまして深いご理解と多
大なるご協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。
　大宮法人会におかれましては、「よき経営者をめざすものの団体」として、会員の要望に応じた
様々な研修会や、青年部を中心に租税教室への講師派遣等の教育活動、女性部を中心に「税に
関する絵はがきコンクール」への取り組みや地域貢献活動など、様々な事業に熱心に取り組んでい
ただいております。
　こうした取組は、税に対する理解と関心をもっていただく上で非常に意義深く、税務行政に携わる
私どもといたしましては、大変心強く感じております。
　これらの会活動は、島雄会長をはじめとする役員の皆様方のご尽力と会員の皆様方のご熱意の
賜物であり、ここに深く敬意を表する次第であります。
　近年税務署では、社会の変化に合わせデジタル化に積極的に取り組んでいるところであり、特
に、法人の皆様には、申告書のみならず財務諸表等の添付書類も含めたｅ-Ｔａｘの利用、そして、納
付手段についてはキャッシュレス納付の利用をお願いしております。
　加えて、年末調整については、一連の手続を電子化することにより、勤務先・従業員双方の事務
負担の軽減が見込まれるほか、書類保管コストの削減も期待されますので、「年調ソフト」やマイナ
ポータル連携の活用への呼び掛けについてもご協力をお願い申し上げます。
　また、令和５年10月に始まるインボイス制度につきましては、制度開始とともにインボイス発行事
業者となるためには、原則として、令和５年３月末までに登録申請を行っていただく必要があります。
　このインボイス制度は、多くの事業者の皆様に影響を及ぼすものであり、事業者の皆様に制度の
理解を深めていただき、それぞれの事業の実態に応じた対応や準備を進めていただくことが重要で
あると考えております。
　インボイス制度の円滑な導入に向け、法人会の皆様のご協力をいただきながら、早期の登録申
請に向けた周知などに取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人大宮法人会の益々のご発展と会員企業のご繁栄及び会員の
皆様のご健勝を祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。

大宮税務署長　本田　浩一

大宮税務署の新陣営（幹部・法人課税関係) 令和4年7月10日付

税務署からのお知らせ
Notice

着任のご挨拶

署長
副署長（法）
副署長（総・管・徴・開発）
副署長（個・資）
総務課長
特別調査官（法人）

法人課税第一部門 統括調査官
法人課税第二部門 統括調査官
法人課税第三部門 統括調査官
法人課税第四部門 統括調査官
法人課税第五部門 統括調査官
法人課税部門 連絡調整官
情報技術専門官（法人）
国際税務専門官（法人）

国際税務専門官（源泉）

審理専門官（法人）

国税庁派遣　監督評価官室長

　（留任）

局総務　税相　主任相談官

国税庁　参事官付　課長補佐

局課二　酒税　課長補佐

　（留任）

水戸署　法人一　統括調査官

高崎署　特別調査官（法人）

国税不服審判所　審判部　審査官

浦和署　情報技術専門官（法人）　

所沢署　法人六　統括調査官

新潟署　法人七　統括調査官

　（留任）

　（留任）

春日部署　法人七　統括調査官

　（留任）

佐野署　法人　統括調査官

　（留任）

　（留任）

館林署　法人三　統括調査官

調査査察部　調査五　主査

調査査察部　国際調査　国際税務専門官

　（留任）

伊勢崎署　法人二　統括調査官

川越署　法人二　統括調査官

　（留任）

本田　浩一
押部　信史
椿 　 洋
柳川　秀和
赤羽　　司
粕谷　俊則
大越　正道
大須賀一正
川島　京子
近藤　正人
櫛原　恒雄
住吉　雅彰
猪俣　則夫
油井　宏俊
山田　敬義
小林　　聡
疋田　啓輔
柳原　　守
野澤　一臣
権瓶　隆行
森　　武志
山井　詳一
堀井　克倫
松本　晴生
阿部　靖彦
藤田　義貴

大宮税務署　
法人課税第一部門

●出身地／栃木県栃木市
●趣　味／映画、演劇鑑賞
●モットー／一期一会

統括国税調査官 川島  京子

大宮税務署　
法人課税第一部門

●出身地／群馬県高崎市
●趣　味／温泉巡り
●モットー／時は金なり

上席国税調査官 玉城  雅代
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　本年7月の人事異動により、国税庁関東信越派遣監督評価官室
長から大宮税務署長に着任いたしました本田でございます。
　よろしくお願い申し上げます。
　大宮税務署は、今回が２回目の勤務となりますが、管内は、県内における経済の中心地でありな
がら、豊かな自然も多く残されており、魅力あるこの地で再び勤務できますことを大変光栄に思って
おります。
　公益社団法人大宮法人会の皆様方には、日頃から税務行政全般にわたりまして深いご理解と多
大なるご協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。
　大宮法人会におかれましては、「よき経営者をめざすものの団体」として、会員の要望に応じた
様々な研修会や、青年部を中心に租税教室への講師派遣等の教育活動、女性部を中心に「税に
関する絵はがきコンクール」への取り組みや地域貢献活動など、様々な事業に熱心に取り組んでい
ただいております。
　こうした取組は、税に対する理解と関心をもっていただく上で非常に意義深く、税務行政に携わる
私どもといたしましては、大変心強く感じております。
　これらの会活動は、島雄会長をはじめとする役員の皆様方のご尽力と会員の皆様方のご熱意の
賜物であり、ここに深く敬意を表する次第であります。
　近年税務署では、社会の変化に合わせデジタル化に積極的に取り組んでいるところであり、特
に、法人の皆様には、申告書のみならず財務諸表等の添付書類も含めたｅ-Ｔａｘの利用、そして、納
付手段についてはキャッシュレス納付の利用をお願いしております。
　加えて、年末調整については、一連の手続を電子化することにより、勤務先・従業員双方の事務
負担の軽減が見込まれるほか、書類保管コストの削減も期待されますので、「年調ソフト」やマイナ
ポータル連携の活用への呼び掛けについてもご協力をお願い申し上げます。
　また、令和５年10月に始まるインボイス制度につきましては、制度開始とともにインボイス発行事
業者となるためには、原則として、令和５年３月末までに登録申請を行っていただく必要があります。
　このインボイス制度は、多くの事業者の皆様に影響を及ぼすものであり、事業者の皆様に制度の
理解を深めていただき、それぞれの事業の実態に応じた対応や準備を進めていただくことが重要で
あると考えております。
　インボイス制度の円滑な導入に向け、法人会の皆様のご協力をいただきながら、早期の登録申
請に向けた周知などに取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　結びに当たりまして、公益社団法人大宮法人会の益々のご発展と会員企業のご繁栄及び会員の
皆様のご健勝を祈念いたしまして、着任の挨拶とさせていただきます。

大宮税務署長　本田　浩一

大宮税務署の新陣営（幹部・法人課税関係) 令和4年7月10日付

税務署からのお知らせ
Notice

着任のご挨拶

署長
副署長（法）
副署長（総・管・徴・開発）
副署長（個・資）
総務課長
特別調査官（法人）

法人課税第一部門 統括調査官
法人課税第二部門 統括調査官
法人課税第三部門 統括調査官
法人課税第四部門 統括調査官
法人課税第五部門 統括調査官
法人課税部門 連絡調整官
情報技術専門官（法人）
国際税務専門官（法人）

国際税務専門官（源泉）

審理専門官（法人）

国税庁派遣　監督評価官室長

　（留任）

局総務　税相　主任相談官

国税庁　参事官付　課長補佐

局課二　酒税　課長補佐

　（留任）

水戸署　法人一　統括調査官

高崎署　特別調査官（法人）

国税不服審判所　審判部　審査官

浦和署　情報技術専門官（法人）　

所沢署　法人六　統括調査官

新潟署　法人七　統括調査官

　（留任）

　（留任）

春日部署　法人七　統括調査官

　（留任）

佐野署　法人　統括調査官

　（留任）

　（留任）

館林署　法人三　統括調査官

調査査察部　調査五　主査

調査査察部　国際調査　国際税務専門官

　（留任）

伊勢崎署　法人二　統括調査官

川越署　法人二　統括調査官

　（留任）

本田　浩一
押部　信史
椿 　 洋
柳川　秀和
赤羽　　司
粕谷　俊則
大越　正道
大須賀一正
川島　京子
近藤　正人
櫛原　恒雄
住吉　雅彰
猪俣　則夫
油井　宏俊
山田　敬義
小林　　聡
疋田　啓輔
柳原　　守
野澤　一臣
権瓶　隆行
森　　武志
山井　詳一
堀井　克倫
松本　晴生
阿部　靖彦
藤田　義貴

大宮税務署　
法人課税第一部門

●出身地／栃木県栃木市
●趣　味／映画、演劇鑑賞
●モットー／一期一会

統括国税調査官 川島  京子

大宮税務署　
法人課税第一部門

●出身地／群馬県高崎市
●趣　味／温泉巡り
●モットー／時は金なり

上席国税調査官 玉城  雅代
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●生産活動は、輸送用機械、業務用機械などを中心に持ち直しの動きがみられる。
●5月の鉱工業生産指数(季節調整済)は、81.0で前月比8.8％低下(4か月ぶりの低下）。輸送機械（自動車エン
ジン、乗用車）、業務用機械（パチンコ、医療用機械器具）などが上昇したが、情報通信機械（カーナビゲーショ
ン、カーオーディオ）、化学（医薬品、化粧品）などが低下した。

●出荷指数（同）は、85.0で同0.1％上昇（2か月ぶりの上昇）。生産用機械（半導体製造装置、フラットパネル・
ディスプレイ製造装置）、汎用機械（空気圧機器、固定比減速機）などが低下したが、輸送機械（自動車エンジ
ン、乗用車）、業務用機械（パチンコ、医療用機械器具）などが上昇した。

●在庫指数（同）は、81.4で同3.7％低下した（2か月ぶりの低下）。非鉄金属（伸銅製品、アルミニウム圧延製
品）、電子部品・デバイス（混成集積回路、光電変換素子）などが上昇したが、輸送機械（乗用車、完成自転車）、
化学（印刷インキ、合成樹脂塗料）などが低下した。

●個人消費は、持ち直しの動きが続いている。
●6月の百貨店およびスーパーの販売額（店舗調整前）は、百
貨店が125億円で前年比1.6％増（4か月連続の増加）、スー
パーは958億円で同0.3％減（2か月連続の減少）となった。

●また、コンビニ販売は548億円で同3.3％増と、8か月連続の
増加となった。また、乗用車販売は、前年比9.8％減と12か月
連続の減少となった。内訳をみると､普通車（同18.4％減）は
10か月連続の減少、小型車（同11.6％減）も13か月連続の
減少となったものの、軽乗用車（同2.5％増）は、13か月ぶり
の増加となった。

●百貨店やスーパーでは、巣ごもり需要の減少と商品の価格
高騰の影響で食料品は苦戦したものの、早い梅雨明けと連
日の猛暑により季節商品などが売上に寄与した。

●6月の専門量販店販売額は、762億円で
前年比3.3％増となった。内訳をみると
家電大型専門店が195億円で同6.4％
増（2か月ぶりの増加）、ドラッグストアが
385億円で同2.2％増（2か月ぶりの増
加）、ホームセンターが182億円で同
2.3％増（8か月ぶりの増加）となった。

●家電量販店では、エアコンや扇風機など
の季節商品や冷蔵庫などが堅調に推移
した。
●関東１都６県の消費者態度指数（原数値）
は、5月〈33 . 3〉、6月〈32 . 7〉、7月
〈30.1〉で推移している。

●6月の新設住宅着工戸数は、4,106戸で前年比
2.6％減と2か月連続の減少となった（5か月後方移
動平均では8.0％増、14か月連続の増加）。

●利用関係別にみると、分譲一戸建（1,355戸）が同
17.3％増、貸家（1,368戸）が同4.8％増となったも
のの、持家（1,278戸）が同10.6％減、分譲マンショ
ン（112戸)が同55.2％減となった。

●6月の有効求人倍率(就業地別、季節調整値)は、
1.15倍で前月比0.02ポイント上昇した（5か月連続
の上昇）。また、新規求人倍率(同)は、1.98倍で前月
比0.05ポイント上昇した（2か月ぶりの上昇）。

●完全失業率（南関東、原数値）は、2.8％で前年同月比
0.6ポイント低下した（前年同月比4か月連続の低
下）。

●6月の民間建築着工床面積（非居住用）は、239千㎡で前年比
15.6％増となった（5か月後方移動平均では前年比14.7％減）。

●用途別にみると、店舗、学校の校舎が減少したものの、事務所、
工場及び作業場、倉庫、病院・診療所はいずれも増加した。

●旺盛な半導体関連需要やEコマース関連需要に加えて、コロナ
禍で見送りした案件の実行も幅広い業種でみられる。

●5月の資本財出荷指数（季節調整
済）は74.9で、前月比9.9％減と2か
月連続の減少となった（5か月後方
移動平均では、前年比0.4％増）。

●食料品の生産指数(季節調整済)は、100.8で前月比3.2％低下し、2か月ぶりの低下となった。
●汎用・生産用・業務用機械(同)は、90.1で同10.3％低下し、2か月連続の低下となった。
●電子部品・デバイス(同)は、93.5で同1.7％上昇し、2か月連続の上昇となった。
●輸送機械（同）は、58.4で同18.7％上昇し、2か月ぶりの上昇となった。
●化学(同)は、63.7で同24.7％低下し、2か月ぶりの低下となった。

1 生産活動 持ち直しの動きがみられる

2 設備投資 持ち直している

3 個人消費 持ち直しの動きが続いている

4 住宅建設 底堅い動きとなっている 5 雇用情勢 持ち直しの動きがみられる

最近の県内経済
Economic

緩やかに持ち直している。今月の概要 出所 ： ㈱ぶぎん地域経済研究所ホームページより
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●生産活動は、輸送用機械、業務用機械などを中心に持ち直しの動きがみられる。
●5月の鉱工業生産指数(季節調整済)は、81.0で前月比8.8％低下(4か月ぶりの低下）。輸送機械（自動車エン
ジン、乗用車）、業務用機械（パチンコ、医療用機械器具）などが上昇したが、情報通信機械（カーナビゲーショ
ン、カーオーディオ）、化学（医薬品、化粧品）などが低下した。

●出荷指数（同）は、85.0で同0.1％上昇（2か月ぶりの上昇）。生産用機械（半導体製造装置、フラットパネル・
ディスプレイ製造装置）、汎用機械（空気圧機器、固定比減速機）などが低下したが、輸送機械（自動車エンジ
ン、乗用車）、業務用機械（パチンコ、医療用機械器具）などが上昇した。

●在庫指数（同）は、81.4で同3.7％低下した（2か月ぶりの低下）。非鉄金属（伸銅製品、アルミニウム圧延製
品）、電子部品・デバイス（混成集積回路、光電変換素子）などが上昇したが、輸送機械（乗用車、完成自転車）、
化学（印刷インキ、合成樹脂塗料）などが低下した。

●個人消費は、持ち直しの動きが続いている。
●6月の百貨店およびスーパーの販売額（店舗調整前）は、百
貨店が125億円で前年比1.6％増（4か月連続の増加）、スー
パーは958億円で同0.3％減（2か月連続の減少）となった。

●また、コンビニ販売は548億円で同3.3％増と、8か月連続の
増加となった。また、乗用車販売は、前年比9.8％減と12か月
連続の減少となった。内訳をみると､普通車（同18.4％減）は
10か月連続の減少、小型車（同11.6％減）も13か月連続の
減少となったものの、軽乗用車（同2.5％増）は、13か月ぶり
の増加となった。

●百貨店やスーパーでは、巣ごもり需要の減少と商品の価格
高騰の影響で食料品は苦戦したものの、早い梅雨明けと連
日の猛暑により季節商品などが売上に寄与した。

●6月の専門量販店販売額は、762億円で
前年比3.3％増となった。内訳をみると
家電大型専門店が195億円で同6.4％
増（2か月ぶりの増加）、ドラッグストアが
385億円で同2.2％増（2か月ぶりの増
加）、ホームセンターが182億円で同
2.3％増（8か月ぶりの増加）となった。

●家電量販店では、エアコンや扇風機など
の季節商品や冷蔵庫などが堅調に推移
した。
●関東１都６県の消費者態度指数（原数値）
は、5月〈33 . 3〉、6月〈32 . 7〉、7月
〈30.1〉で推移している。

●6月の新設住宅着工戸数は、4,106戸で前年比
2.6％減と2か月連続の減少となった（5か月後方移
動平均では8.0％増、14か月連続の増加）。

●利用関係別にみると、分譲一戸建（1,355戸）が同
17.3％増、貸家（1,368戸）が同4.8％増となったも
のの、持家（1,278戸）が同10.6％減、分譲マンショ
ン（112戸)が同55.2％減となった。

●6月の有効求人倍率(就業地別、季節調整値)は、
1.15倍で前月比0.02ポイント上昇した（5か月連続
の上昇）。また、新規求人倍率(同)は、1.98倍で前月
比0.05ポイント上昇した（2か月ぶりの上昇）。

●完全失業率（南関東、原数値）は、2.8％で前年同月比
0.6ポイント低下した（前年同月比4か月連続の低
下）。

●6月の民間建築着工床面積（非居住用）は、239千㎡で前年比
15.6％増となった（5か月後方移動平均では前年比14.7％減）。

●用途別にみると、店舗、学校の校舎が減少したものの、事務所、
工場及び作業場、倉庫、病院・診療所はいずれも増加した。

●旺盛な半導体関連需要やEコマース関連需要に加えて、コロナ
禍で見送りした案件の実行も幅広い業種でみられる。

●5月の資本財出荷指数（季節調整
済）は74.9で、前月比9.9％減と2か
月連続の減少となった（5か月後方
移動平均では、前年比0.4％増）。

●食料品の生産指数(季節調整済)は、100.8で前月比3.2％低下し、2か月ぶりの低下となった。
●汎用・生産用・業務用機械(同)は、90.1で同10.3％低下し、2か月連続の低下となった。
●電子部品・デバイス(同)は、93.5で同1.7％上昇し、2か月連続の上昇となった。
●輸送機械（同）は、58.4で同18.7％上昇し、2か月ぶりの上昇となった。
●化学(同)は、63.7で同24.7％低下し、2か月ぶりの低下となった。

1 生産活動 持ち直しの動きがみられる

2 設備投資 持ち直している

3 個人消費 持ち直しの動きが続いている

4 住宅建設 底堅い動きとなっている 5 雇用情勢 持ち直しの動きがみられる

最近の県内経済
Economic

緩やかに持ち直している。今月の概要 出所 ： ㈱ぶぎん地域経済研究所ホームページより
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１１月は個人事業税第２期分の納期です。

　８月にお送りした納付書により、納期限（11月30日（水））までにお近くの金融機関等で忘
れずに納めてください。スマートフォン、ご自宅のパソコンなどから、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。
　納付書を紛失された場合には再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡くださ
い。
　新型コロナウイルスの影響により納付が困難な場合は、納期限までに各県税事務所にご
相談ください。

　また、個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。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行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。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、利用開始手続に2か月程度要するた
め、これから手続をしていただくと、令和５年度からのご利用となります。

　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（ＴＥＬ０４８･８３０･２６６４
　FAX０４８･８３０･４７３７）へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html）」をご覧く
ださい。

県税からのお知らせ
Notice

カーリース取扱い開始！

車両管理はトヨタにおまかせください！

〒330-0843　
さいたま市大宮区吉敷町1-15-1　　
　　Tel  048-645-2346　　
　　Fax  048-646-0067
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１１月は個人事業税第２期分の納期です。

　８月にお送りした納付書により、納期限（11月30日（水））までにお近くの金融機関等で忘
れずに納めてください。スマートフォン、ご自宅のパソコンなどから、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。
　納付書を紛失された場合には再発行いたしますので、お近くの県税事務所へご連絡くださ
い。
　新型コロナウイルスの影響により納付が困難な場合は、納期限までに各県税事務所にご
相談ください。

　また、個人事業税の納税には、口座振替をご利用いただけます。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行うか、お近くの県税事務所へお問合せください。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、利用開始手続に2か月程度要するた
め、これから手続をしていただくと、令和５年度からのご利用となります。

　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（ＴＥＬ０４８･８３０･２６６４
　FAX０４８･８３０･４７３７）へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html）」をご覧く
ださい。

県税からのお知らせ
Notice

カーリース取扱い開始！

車両管理はトヨタにおまかせください！

〒330-0843　
さいたま市大宮区吉敷町1-15-1　　
　　Tel  048-645-2346　　
　　Fax  048-646-0067
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〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5
TEL 048-642-3121  FAX 048-647-0570
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