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着任のごあいさつ

　一般社団法人成田法人会の皆様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　林会長をはじめ一般社団法人成田法人会の役員並びに会員の皆様には、税務行政の円滑な運
営に格別のご理解とご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　この７月の定期人事異動により成田税務署長を拝命し、東京国税局の課税第二部から転任し
てまいりました大久保でございます。前任の小山署長同様のご厚情を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
　さて、成田法人会におかれましては「税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、
地域の振興に寄与する」との理念のとおり、各種研修会・講演会の開催やコンプライアンス向
上のための「自主点検チェックシート」の活用促進、「租税教室」や「税に関する絵はがきコン
クール」等の開催を通じて地域社会の健全な発展に貢献し、税知識の普及とコンプライアンス
の維持・向上に取り組まれており、税務行政の円滑な運営と地域社会の繁栄に欠くことのでき
ない大きな役割を果たされていると伺っております。地域社会に密着した皆様の活動は、私ど
も税務行政に携わる者にとりましても、誠に心強い限りであり、皆様方の多大なご尽力に対し
まして敬意を表しますとともに、深く感謝する次第でございます。
　また、貴会は昭和24年に設立後、昭和49年に社団化され、昨年は社団化45周年を迎えられま
した。永年の皆様の活動に重ねて感謝するとともに、今後も魅力ある事業活動を展開されます
ようご期待申し上げます。
　皆様、ご承知のとおり、本年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、緊急事態宣
言が発出されるなど日本全体が未曽有の危機に直面しております。今後は「人と人との距離の
確保」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、「新しい生活様式」の定着が求められてい
ます。
　この「新しい生活様式」の下でも、納税者の皆様の理解と信頼を得ながら、e-Taxの利便性の
向上など、より便利に、よりスムーズに申告・納税ができる環境を整備するなどの取り組みを
通じて、納税者の皆様に適正かつ円滑に申告・納税をしていただくよう努めてまいります。そ
のためには、成田法人会の皆様方の協力なくしてできるものではなく、更なる相互信頼と協調
を図っていくことがこれまで以上に重要であり、忌憚のないご意見やご要望を賜りたいと考え
ております。
　結びにあたりまして、貴会の益々のご発展と会員皆様方のご事業のご繁栄、ご健勝を心から
祈念いたしまして、着任のごあいさつとさせていただきます。
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成田税務署長インタビュー
【大久保昇一氏のご略歴】
昭和63年４月　東京国税局採用
平成20年７月　国税庁　課税部　法人課税課
　　　　　　　企画専門官
平成21年７月　国税庁　課税部　法人課税課
　　　　　　　課長補佐
平成23年７月　国税庁　課税部　課税総括課
　　　　　　　課長補佐
平成25年７月　日本橋税務署　副署長
平成27年７月　東京国税局　調査第一部
　　　　　　　特別国税調査官
平成29年７月　東京国税局　総務部国税広報
　　　　　　　広聴室　室長
令和元年７月　東京国税局　課税第二部資料
　　　　　　　調査第二課　課長
令和２年７月　成田税務署　署長

法人会：　本日はお忙しいところ、時間を作っていただきありがとうございます。成田税務署に着任さ
れる以前のお仕事について、お聞かせいただけますか。

大久保署長：　以前は神奈川県に住んでいたこともあり、神奈川県内や都内の税務署、国税局、それから国
税庁にも勤務しておりました。現在は柏市に転居し、初めて千葉県内の税務署に勤務すること
ができて大変嬉しく思っています。仕事は、法人の調査等に関わる仕事が多かったのですが、
一時期、広報の仕事にも従事し、租税教育の推進や確定申告のＰＲなどにも携わりました。毎
年、確定申告の初日に「高橋英樹さんご一家」が税務署で申告される様子がメディアで報道さ
れますが、その記者会見に立ち会うことができたのは思い出の一つです。

法人会：　これまでのお仕事の中で大切にしてこられた事、また、今後のお仕事の中で大切にしていき
たい事はどのようなことでしょうか。

大久保署長：　「不易流行」という言葉があります。俳聖といわれる松尾芭蕉でさえ、時代の変化に応じた
俳句の在りようを模索していたそうです。我々の仕事も、守るべき基本には忠実に、一方で、
時代の変化に即して変えるべきところは不断に見直していくという姿勢が重要だと思っていま
す。

法人会：　ご出身地とエピソードなど、お聞かせいただきたいのですが。
大久保署長：　生まれは福岡県の西部にある久留米市です。江戸時代には「近江商人」と並んで「久留米商

人」といわれることもあった商人の街で、父親も事業を営んでいました。実家から歩いて10分
のところには、成田山久留米分院があり、幼いころは家族でよくお参りに行ったり境内で友人
とかくれんぼをしたりと随分お世話になりました。ですから、成田税務署での勤務を言われた
ときは不思議な「縁」を感じました。

法人会：　最近の関心事項がありましたら、お聞かせいただきたいのですが。
大久保署長：　新型コロナのことはもちろん関心があるのですが、せっかく歴史ある成田にまいりましたの

で、管内の寺社仏閣などについて勉強したいと思っています。それから、美味しいものもたく
さんあるので食べに行きたいですね(笑)。

法人会：　どんな税務署を目指されていますか？
大久保署長：　納税者の公平感を損ねるような悪質な事案には厳正な姿勢で挑む一方、ICTを活用しながら、

より便利に、よりスムーズに税金を納めていただける環境づくりに努めたいと思います。この
ことは、コロナ感染を防止する意味でも重要であると考えています。

法人会：　最後に法人会会員の皆様にメッセージをお願いいたします。
大久保署長：　新型コロナ感染拡大により影響を受けていらっしゃる事業者の皆様には心よりお見舞い申し

上げます。いろいろと制約がある中ではありますが、可能な限り、会員の皆様のご意見等を伺
いたいと思っておりますので、法人会活動に積極的にご参加いただければと願っております。
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部門・職名

異動後の幹部職員
（法人会窓口担当を含む）

異動等された幹部職員
（法人会窓口担当を含む）

氏　　名 旧　所　属 氏　　名 異　動　先　等

署　長 大久保昇一 局　課二　料調２　課長 小山　真輝 退官

副署長（法酒） 外川　幸裕 札幌局　課二　課長補佐 井代　　均 神田　法人　指定特官

副署長（個産） 山本　誠一 千葉東　個人１　統括官 桐谷　信宏 荒川　総務　副署長

副署長（総広管徴) 稲葉　直美 留任 稲葉　直美

特別国税徴収官 木村　喜之 大森　総務　副署長 田川　浩明 局　徴収　特整９　統括官

特別国税調査官（所得) 古家　雅宏 留任 古家　雅宏

特別国税調査官（法人) 河野　修治 本所　総務　副署長 久保木俊夫 市川　法人　指定特官

総務課長 丑上　　誠 佐原　総務　課長 水田　貴久 局　査察部　課長補佐

税務広報広聴官 鶴尾　雅和 留任 飯嶋真由美 局　調一審　国際専門官

税務広報広聴官 清水久美子 千葉東　個人１　連調官 鶴尾　雅和

管理運営第１統括官 木村　匡志 留任 木村　匡志

徴収第1統括官 岩谷由紀子 茂原　徴収　統括官 西井　治和 局　徴収　総括主査

個人課税第１統括官 佐藤　　穣 本郷　個人１　統括官 稲垣　祐一 柏　個人１　統括官

資産課税第１統括官 木村美奈子 留任 木村美奈子

特別国税調査官（法人) － － 井上　雅雄 日本橋　法人　特官

法人課税第１統括官 古澤　敏之 局　課二法　情技官 橋本　　毅 浅草　法人１　統括官

法人課税第２統括官 小川　明男 留任 小川　明男

法人課税第３統括官 田中　幸治 向島　法人２　統括官 白戸　和宏 離職

法人課税第４統括官 大和田雅之 京橋　法人12　統括官 佐々木謙司 京橋　法人11　統括官

法人課税第５統括官 髙野　禎章 留任 髙野　禎章

法人課税第６統括官 徳田　　功 千葉南　法人４　統括官 朝倉　一博 局　課一審　主査

連絡調整官（法人) 鎌田　俊哉 留任 鎌田　俊哉

酒類指導官 山根　和彦 留任 山根　和彦

総務課長補佐 吉澤　昌樹 木更津　総務　課長補佐 江崎千登勢 東京上野　総務　課長補佐

法人審理担当上席 野田　康弘 麹町　法人１　上席 冨田　茂之 芝　法人　特官　上席

法人審理担当調査官 大西　由浩 留任 大西　由浩

源泉審理担当上席 高野　　亮 留任 高野　　亮
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特別国税調査官（法人）
河　野　修　治

法人課税第４統括官
大和田　雅　之

連絡調整官（法人）
鎌　田　俊　哉

法人審理担当上席
野　田　康　弘

源泉審理担当上席
高　野　　　亮

法人審理担当調査官
大　西　由　浩

法人課税第５統括官
髙　野　禎　章

法人課税第６統括官
徳　田　　　功

酒類指導官
山　根　和　彦

法人課税第１統括官
古　澤　敏　之

法人課税第２統括官
小　川　明　男

法人課税第３統括官
田　中　幸　治

署　　長
大久保　昇　一

法人課税・酒税担当副署長
外　川　幸　裕

成田税務署法人課税・酒税担当部門　幹部職員のご紹介
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新税務署長を訪問
　７月17日（金）、人事異動により成田税務署長
に着任された大久保署長を林会長他副会長が訪
問した。
　法人会活動等における新型コロナウイルス対
策について意見交換を行い、大久保署長からは、
地域社会貢献活動や各種研修会などについて、

訪問の様子

　７月17日（金）成田法人会館にて第２回会長・
副会長会議が開催され、林会長以下６名が出席
した。
　会議では以下について報告および審議が行わ
れた。
・研修事業の一部再開について
・県法連主催の会員増強統一月間について
・第２回理事会、会長・副会長会議（９月８日、
ホテル日航成田）について
・第1回常任理事会（10月14日）の開催可否に
ついて
・広報・地域社会貢献委員会（９月11日）につ

引き続き協力していきたいとの話を頂いた。
　また林会長より、これまで同様にご指導・ご
協力を仰ぎ会員の正しい税知識の習得に努めた
いと挨拶があり、終始和やかに顔合わせが行わ
れた。

税務署幹部の方々との記念撮影

第 2 回会長・副会長会議
いて

・全国大会（岩手大会10／８）の中止等につい
て

・賀詞交歓会について（１／27、成田ビューホ
テル）

・租税教室・税に関する絵はがきコンクールに
ついて

・新型コロナウイルス感染防止のための「支部
行事開催等に関するガイドライン」について

・各委員会のメンバーの見直しについて（第48
回定時総会の役員改選時に）

会長・副会長会議の様子林会長の挨拶
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　７月17日（金）成田市の川豊西口館において、
第２回女性部会役員会が開催され、諸岡陽子部
会長以下15名が参加した。
　役員会では、新型コロナウイルス感染予防を
踏まえた部会行事等の開催について説明・審議
が行われた。
（１）租税教室への参加（講師）について
（２）税に関する絵はがきコンクールの開催に
ついて

（３）署長との意見交換会について
（４）観劇（研修）について
　小学校６年生を対象とした租税教室について
は、これまで青年部会が３校で講師を行ってき
たが、本年度は女性部会も初めて３校で講師を
行うこととし、小学生への税知識の普及・啓発
活動に注力することとなった。
　講師をする役員は、成田税務署主催の指導方
法等の研修会に参加し、スキルを習得する予定
である。
　また、税に関する絵はがきコンクールの開催
については、新型コロナウイルスの感染拡大で
休校が続いた６年生への学業負担等を考慮し、
本年冬の実施は見送ることとした。
　署長との意見交換会については、11月18日（水）
を予定しており、７月に着任された大久保署長
はじめ税務署幹部の方々との意見交換の場をお
願いすることとした。
　観劇（研修）については、都内や県外の会場
へバスで出かける場合の感染リスク等を検討し
た結果、新たに取り組みとして成田市に劇団前
進座を招聘し観劇研修を実施することとなった。
　劇団前進座は1931年に創立され、武蔵野市を
本拠とする日本の歌舞伎劇団である。市井の庶
民・江戸っ子をリアルに描く世話物を得意とし

第２回　女性部会役員会

ており、歌舞伎・時代劇・現代劇・児童劇と多
彩なレパートリーがあるが、今回は俳優６人の
方による朗読劇「銭形平次捕物控」（昭和６年
の野村胡堂による小説）を成田で上演頂くこと
となった。
　日程は10月23日（金）17時からで、成田ビュー
ホテルにて上演。新型コロナウイルス感染防止
の観点から定員50名とし、三密を避ける対策を
実施する。８月下旬より女性部会会員を中心に
募集する予定である。
　役員会終了後、意見交換会が行われた。感染
防止対策として、席次も向かい合わせとならな
いよう配置し、食事も個人別、乾杯も杯を合わ
せないなど全員でルールを遵守した。また、コ
ロナ対策等に関する自社での苦労話などを全員
が発表し、情報の共有を図った。

大畑副部会長による乾杯

諸岡陽子部会長の挨拶

役員会の様子

ソーシャルディスタンスをとった席次
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　８月26日（水）成田法人会館において、第１回
地域社会貢献委員会が開催され、海寳委員長以
下５名の地域社会貢献委員と、林会長および江
口副会長以下８名の本部役員が参加した。
　海寳委員長より、令和２年度の地域社会貢献
事業については、新型コロナウイルス感染拡大
の懸念が増していることから、７月18日に予定
していた「夏休みお楽しみイベント」は中止せ
ざるをえなくなり、また10～11月の白井市や八
街市等の産業まつり中止により「税金クイズ」
の実施も難しくなっている旨の説明がなされた。
　こうしたなか、令和２年度の地域社会貢献事
業のひとつとしてチャリティー・ボランティア
活動が挙げられているが、地域の感染予防や市
民の健康不安に対応している医療関係機関等に
対し、成田法人会として何か応援することはで
きないかとの声が会員の皆様から寄せられてい
ることから、「チャリティーゴルフ大会」の開
催を委員会で検討することとなった。
　そして話し合いの結果、開催予定日を11月20

日（金）、会場は久能カントリー倶楽部とし、寄
付の対象先や金額、チャリティーゴルフ大会参
加募集等の詳細については、９月８日開催予定
の第２回理事会で審議することとなった。

第 1 回　地域社会貢献委員会

新設・決算法人説明会を再開しました
新型コロナウィルス感染拡大のため中止していたが、受講者の定員を10名とし、入室前の

検温や30分毎の換気、受講中のマスク着用等の感染予防対策を図るなか、新設法人説明会、

決算法人説明会を再開した。

①新設法人説明会
　開催日　８月18日（火）
　会　場　ミレニアムセンター佐倉
　参加者　９名
　講　師　千葉県税理士会成田支部
　　　　　小野寺浩一税理士

②決算法人説明会
　開催日　８月20日（木）
　会　場　佐倉市中央公民館
　参加者　９名
　講　師　千葉県税理士会成田支部
　　　　　上瀬　基税理士

海寳地域社会貢献委員長

地域社会貢献委員会の様子

林 会 長
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番号 項　　　目 期　　日
場　　所 参 加 者 等 内　　　容

１ 富里支部役員会 ８月５日㈬
バッファロー

岡野支部長以下７名 行事計画、会員増強

２ 八街支部役員会 ８月６日㈭
八街商工会議所

竹村支部長以下11名 行事計画、会員増強

３ 印西支部役員会 ８月７日㈮
割烹小山

小幡ブロック長、

海老原支部長以下８名
行事計画、会員増強

４ 白井支部情報交換会 ８月12火㈬
船橋ＣＣ

野水支部長以下11名 異業種交流・情報交換会

５ 成田西支部役員会 ８月21日㈮
荒磯

荒木支部長以下６名 行事計画、会員増強

６ 成田中央支部役員会 ８月26日㈬
ひかたや第二支店

諸岡ブロック長、

村岡支部長以下７名
行事計画、会員増強

１　八街支部役員会 ２　印西支部役員会

３　白井支部情報交換会 ４　成田西支部役員会

５　成田中央支部役員会
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　法人名、代表者、住所、電話・ＦＡＸ番号、資本金、指定口座等の登録事項に変更があった場
合速やかにお届け願います。
　お届けがない場合、会報誌等法人会からのお知らせ等をお届けできない場合もありますので、
お手数ですがよろしくお願い致します。

１　登録事項変更届けの提出について

２　令和２年度年会費の納入についてお知らせ
（１）６月15日に本年度会費の口座振替ができなかった会員様につきましては、10月15日に振替
をさせて頂きます。

　　　９月中に「法人会会費口座振替のご案内」を郵送致しますので、振替日前日までにご指定
の口座に資金のご準備をお願い致します。

（２）納入方法が振込で８月末までに会費のご入金を確認できなかった会員様には、９月中に
「会費納入依頼書（請求書）」を郵送いたしますので、10月末日までに納入下さいますよう
お願い致します。

３　会員割引制度
（１）会員割引制度とは
　　　成田法人会会員証を提示し、原則現金払いの会員が会員割引協賛店を利用する場合、店頭
表示価格から数％～十数％程安く買い物やサービスを受けられる制度です。

　　　会員家族及び従業員も利用できます。
（２）会員証とは
　　　成田法人会会員であることの証で、最小限１社に１枚、発行致します。なお、紛失等され
た方には再発行致しますので事務局までご連絡下さい。

　　　また、自社で所要事項を記入する会員証（簡易会員証）も併せて発行しています。
（３）会員割引協賛店とは
　　　会員割引制度の主旨に賛同を戴ける会員企業の商品、サービス等を会員に対し数％～十数％
安く提供して頂く店舗等です。（割引協賛店は、成田法人会ホームページに掲載しています。）

支部名 法　　人　　名 代 表 者 名 所　在　地 業　種　名

富　　里 ㈱ＮＴＳ 仲宗根　良　哲 富里市御料 切り花卸売業

富　　里 ㈱鬼澤建装 鬼　澤　五　郎 富里市立沢 建設業

八　　街 ㈱入江電気 入　江　建　太 八街市富山 電気設備工事

志 津 南 ㈱リフォーム中村 中　村　聡　孝 佐倉市中志津 建築工事一式

四 街 道 ㈱Ｊ・Ｓ 雜　賀　悟　史 四街道市めいわ 建設資材販売

白　　井 ＡＳＡニュータウン西白井 能　登　雅　彦 白井市けやき台 新聞販売業

白　　井 ㈱武藤 武　藤　淳　一 白井市神々廻 建築業

白　　井 ㈲アイザワ 相　澤　千　秋 白井市大山口 家電卸

印　　西 ㈲サンセイ 遠　藤　浩　之 印西市発作 一般建設業

令和２年６月１日～２年７月末日
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　　　　　　　　月
区　　分　　　　　

９　月 10　月 11　月
備　　　　考

日 場　所 日 場　所 日 場　所

決算法人説明会
（全会員対象） 23 成　　田 ９ 佐　　倉 25 成　　田

受講料：無料
13：30 ～ 15：40
事前申込要・定員 10 名

新設法人説明会
（全会員対象） 12 成　　田

受講料：無料
13：30 ～ 16：30
事前申込要・定員 10 名

税務･税制セミナー
（全会員対象） 中　　止 中　　止

税務簿記講習会
（全会員対象）

９
16
24

法人会館

6
13
16
21
27

9
10 法人会館

受講料：5,000 円
13：30 ～ 16：30
事前申込要・定員 10 名

源泉所得税研修会
（源泉部会員対象） 中　　止 中　　止

年末調整等説明会
（源泉部会員対象）

４
24

成　　田
法人会館

事前申込要
※詳細別途通知

研修・講習会等予定表

８日㈫　会長・副会長会議
　　　　第２回理事会（ホテル日航成田）
11日㈮　広報・地域社会貢献合同委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人会館）
17日㈭　八街支部役員会（八街商工会議所）

23日㈮　女性部会　前進座朗読劇
　　　　　　　　　　　　　　(成田ビューホテル)

18日㈬　署長との意見交換会
　　　　青年部会・女性部会（法人会館）
26日㈭　青年部会役員会（法人会館）

※１．すべての研修について定員10名（１社１名）とさせて頂き、必ず事前申込とします。申込書は法
人会ホームページにも掲載しますので、印刷して事務局宛にFAXまたは郵送してください。

※２．今後感染拡大の懸念等が生じた場合には、研修会の中止・変更等行う事もありますので、申込者
にはご連絡しますが、日程・会場・時間について法人会ホームページでも必ずご確認下さい。

行事予定 行事予定

11　月

９　月 10　月

開催場所　成　　田：成 田 市 中 央 公 民 館（成田市赤坂1-1-3　 　　TEL：0476-27-5911）
　　　　　佐　　倉：佐 倉 市 中 央 公 民 館（佐倉市鏑木町198-3　　TEL：043-485-1801）
　　　　　法人会館：成 田 法 人 会 館（成田市花崎町789-14　 TEL：0476-24-1555）
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セミナー名 講師 分数  セミナー名 講師 分数 

研
修
・
人
材
育
成 

オンライン会議に最適 
「Cisco Webex ミーティング」 

活用セミナー 
岩見 誠 15分 

一
般
経
営 

～緊急解説！ 2次補正予算対応版～ 
新型コロナウイルス感染症で 

 影響を受ける事業者の皆様への支援策 
井手 美由樹 60分 

今知りたい 

グリーフケアって何？ 
石井 亜由美 36分 

コロナショックを乗り切る！ 

中小企業の資金繰り術 
横山 悟一 59分 

  超入門！元刑事が教える 

面接で役立つネット情報の集め方 
森 雅人 25分 

無料集客ツール 

Google mapの活用術 
加藤 忠宏 47分 

人と人をプラスに導く究極の 

コミュニケーション術 対談編 
大久保 雅士 36分 

 ★ 世代をつなぐ地域再生は 

  “人財づくり”から 
外薗 明博 56分 

職場における管理職の登用と 

育成の「3つの壁」 
冨田 香織 38分 

 本能寺の変の真相と 

部下を明智光秀にしない会社（前編） 
福永 雅文 50分 

労
務 

社長の「想い」が次世代に 

つながるカンタンすぎる人事評価制度 
山本 昌幸 49分 

税
務
・
経
理 

   社長と会社にお金を残すための 

   バランスシート経営 
海生 裕明 110分 

改正労働基準法で今すぐ始めるべき 

実務対応のポイント 
赤澤 将 43分 

  会社のお金の悩み解決講座 

  第1～4回 
仲光 和之 56分 

健
康 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

コロナ共存での 

健康経営と介護予防 
小久保 晴代 12分 

認知症で困らない！ 

「家族信託」活用ガイド 
柴崎 智哉 54分 

  心身の回復と今後の予防策 
～コロナによる自粛生活がもたらした疲労～ 

小久保 晴代 30分 
政
治 

経
済 

知られざる北朝鮮の実情 西岡 省二 30分 

ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

「すぐやる人」になるための 

仕事のやり方 

ビジネスマナーの基礎講座 
～見直そう！正しい作法と話し方～ 

 

お問い合わせは成田法人会事務局まで ＴＥＬ：0476-24-1555 

会員の方は６００タイトル以上のセミナーが無料で受講できます 

成田法人会よりインターネットセミナーのご案内 

成田法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます 

           会員ID：hj0307 パスワード：1555 ID・パスワードは 

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 
（★印は一般の方もご覧いただけます。掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です）

http://www.narita-houjinkai.or.jp 

  雇用調整助成金で危機を乗り切ろう！ 

  申請書類作成のポイント 

株式会社ヒューマンリソースみらい 代表取締役 
荒木 康之 

ログインID パスワード ログイン 

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください 

●●●●● ●●●●● 

会員は専用IDとパスワードを入

れてログインする事により多くのコン

テンツが視聴可能となります。 

成田法人会 検索 で検索いただけます 

※ 画面はイメージとなります。 

視聴は無料です 

株式会社コンパス 代表取締役 
鈴木 進介 

合同会社オモテナシズム エグゼクティブディレクター 
高久 尚子 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 


