
署 長に豊島氏 【新 (留 ) 任】 （敬称略）

職　　　名 氏　　　名 前　任　地

藤 沢 税 務 署 の 人 事 異 動 　 ７ 月 10 日 発 令

着 任 の 御 挨 拶

【転　任】

松井調査官大場上席富塚 1統括西袋副署長

（敬称略）

※法人課税第 1調査官は法人会担当者のみ記載

藤 沢 税 務 署 の 主 な 人 事 異 動

藤沢税務署長　豊　島　　　務
とよ　　　　しま　　　　　　　　　 つとむ

　初秋の候、公益社団法人藤沢法人会の会員の
皆様方におかれましては、益々御盛栄のことと
お喜び申し上げます。
　この度の人事異動により、藤沢税務署長を拝
命し、税務大学校専門教育部主任教授から転入
して参りました豊島でございます。前任の増田
署長同様、よろしくお願いいたします。
　鈴木会長を始め役員並びに会員の皆様方には、
日頃から税務行政に対しまして、深い御理解と
多大な御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　貴会におかれましては、昭和25年の創立以来、
永い歴史と伝統を重ねてこられ、各種研修会・
説明会・講演会の開催を通じて、正しい税知識
の普及と納税意識の高揚に努められるととも
に、「税に関する絵はがきコンクール」や租税
教室の開催などを通じた租税教育活動の推進に
も多大な御尽力をいただいております。
　これもひとえに、鈴木会長を始め役員の皆様
方の御尽力と会員皆様方の会活動への積極的な
御参加の賜物であると、深く敬意を表する次第
でございます。
　また、貴会が平成25年4月より公益社団法人
に移行し、高いステータスと公益性を有する団
体として改めて広く社会から認められ、法人会
の原点である「税」に関する活動に軸足を置き
ながら、地域社会貢献活動にも積極的に取り組
まれ、魅力ある会活動を展開されていることは、
私ども税務署といたしましても大変喜ばしく、
心強く感じているところでございます。

　さて、最近の税務を取り巻く環境に関して申
し上げれば、来年1月から開始される「社会保障・
税番号制度」いわゆるマイナンバー制度の導入
や、消費税率の段階的な引き上げ等の改正が決
定されているところであります。これらは将来
の社会保障制度や財源確保を見据えた抜本的な
改革であり、これらの社会経済の変化に十分に
対応していかなければなりません。
　このような状況の中で、税務署は、納税者の
皆様の申告や納税に関する法令や事務手続きに
関する理解がより深まるように、これまで以上
に周知・広報に力を入れていくとともに、税務
行政の透明性の確保に努めて参る所存です。
　貴会におかれましては、私どもの使命であり
ます「適正公平な課税・徴収の実現」並びに「納
税環境の整備」に対しまして、より一層の御力
添えを賜りますようお願い申し上げます。
　また、貴会が平成27年度事業計画の重点事項
として貴会員企業の e-Tax利用率70％以上とす
るとの高い目標を掲げていただいておりますこ
とは、納税者利便の向上と税務行政の効率化を
目的とする ICTの活用の普及・定着を推進して
いる私どもといたしましては、本当に頼もしく、
改めて感謝申し上げる次第であります。
　結びにあたり、貴会の益々の御発展と会員の
皆様方の御健勝並びに事業の御繁栄を心から祈
念いたしまして、着任の挨拶とさせていただき
ます。

　藤沢税務署の定時異動が 7月 10日発令され、増田敏朗署長は勇退され、新署長に税務大学校専門教
育部主任教授から豊島務氏が着任されました。法人課税部門では西袋寿彦副署長が留任されました。
また、法人課税第 1 部門統括国税調査官と審理担当上席国税調査官は異動となり、それぞれ富塚登氏、
大場尚智氏が着任された。
　今後は、法人会の様々な事業にご臨席いただきますので、会員企業の皆様には是非とも法人会事業
にご参加いただき、交流を深めていただければと思います。
　主な異動は 3頁のとおりで、新体制がスタートしました。

職　　　名 氏　　　名 赴　任　地

 署　　　　　長 豊　島　　　務 税務大学校　専門教育部　主任教授
 副署長（法人） 西　袋　寿　彦 留　任
 副署長（個人） 宮　本　　　浩 板橋税務署　個人課税担当副署長
 副署長（総務） 福　澤　正　隆 神奈川税務署　総務課長
 総務課長 佐　藤　省　二 王子税務署　総務課長
 税務広報広聴官 上　野　綾　子 目黒税務署　法人課税第 6部門　総括国税調査官
 特別国税調査官（法人） 小野寺　　　隆 横浜中税務署　特別国税調査官（法人）
 特別国税調査官（法人） 望　月　俊　浩 留　任
 法人課税第 1統括官 富　塚　　　登 鎌倉税務署　法人課税第 1部門　統括国税調査官
 法人課税第 2統括官 江　川　雅　章 留　任
 法人課税第 3統括官 壁　地　治　彦 東京国税局　査察 5部門　主査
 法人課税第 4統括官 大和田　　　学 留　任
 法人課税第 5統括官 岩　野　みか子 藤沢税務署　個人課税第 4部門　統括国税調査官
 法人課税第 6統括官 大河原　　　毅 留　任
 連絡調整官 木　下　貴　司 目黒税務署　総務課　課長補佐
 法人課税第 1上席調査官 大　場　尚　智 横浜南税務署　法人課税第 6部門　上席国税調査官
 法人課税第 1調査官 松　井　亮　介 保土ケ谷税務署　法人課税第 1部門　国税調査官

 署　　　　　長 増　田　敏　朗 ご勇退
 副署長（総務） 杉　田　愛　彦 東京国税局　総務部　情報処理第 9部門　情報処理官
 副署長（個人） 川　上　京　子 川崎北税務署　特別国税調査官（開発）
 総務課長 千　葉　隆　史 渋谷税務署　総務課長
 税務広報広聴官 大　竹　正　晃 東京国税局　調査第一部　調査開発課　情技専門官
 特別国税調査官（法人） 川　端　よしみ 東京国税局　調査第一部　Ａ６　特別国税調査官 
 法人課税第 1統括官 池　田　　　誠 東京国税局　課税第一部　国税訟務官室　室長補佐 
 法人課税第 3統括官 後　藤　　　彰 東京国税局　調査第四部　主査
 法人課税第 5統括官 渡　部　辰　夫 東京国税局　総務部　会計課　会計監査官
 連絡調整官 桑　島　和　行 東京国税局　査察部　主査
 法人課税第 1上席調査官 柴　田　健太朗 東京国税局　調査第三部　調査第 23 部門　国税調査官
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！


