
間税会は消費税のあり方を考える会です

消費税 活かすみんなの 間税会

年頭のご挨拶　関東信越間税会連合会会長　    小暮 進勇 ‥‥‥
年頭所感　　  関東信越国税局長　　　　　　栗原 　毅 ‥‥‥
新年のご挨拶  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
第31回定期総会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
税の標語  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
納税功労表彰  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
あなたの自宅が申告会場  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
国税を期限内に納付できない場合には‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　
広　告　   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

主要目次

　　　　　　　  　首都圏外郭放水路地下神殿  （国土交通省江戸川河川事務所提供）

　首都圏外郭放水路は、洪水を防ぐために埼玉県春日部市の上金崎地から小渕にかけての延

長6.3㎞、国道16号直下50ｍ地点に建設された世界最大級の地下放水路です。

　公式の愛称は「彩龍（さいりゅう）の川」ですが、メディアなどでは地下神殿と呼ばれています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（春日部間税会）
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　あけましておめでとうございます。
　会員の皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、平素より当連合会の会
務運営につきまして、深いご理解とご協力を頂いておりますことに、改めて感謝申し上げます。
　昨年は、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、未知のウィルスであることも相まって、国民の社会
生活、経済活動等、様 な々面に於いて厳しい環境下にさらされた一年でありました。間税会におきましても
上部団体である全国間税会総連合会が、令和2年9月10日(金)、仙台国税局間税会連合会の担当により、
宮城県仙台市「ホテルメトロポリタン仙台」に於いて開催される予定であった「全国間税会総連合会第47
回通常総会(2020仙台大会)」が状況等を鑑み開催中止となりました。また、全間連の常務理事会、常任
理事会等を始め、各局間連、各単位会等の会議も感染の拡大防止の観点から会議が中止され書面によ
る形式で実施せざるを得ない状況になるなど、各々の活動にも様 な々影響を受けております。
　さて、間税会では、「単一税率の維持」を求め提言活動を行ってきておりましたが、令和元年10月から消
費税率の10％への再引き上げに併せて、「軽減税率制度」が導入されました。また、令和5年10月からは、
仕入税額控除の仕組みが「区分記載請求書等保存方式」から、いわゆる「インボイス制度（適格請求書
等保存方式）」に改められるなど、消費税制度も新たな方向に向かっております。これらの制度は、我が国
にとって初めて導入される制度であり、国民にとって馴染のない制度でありますので、本年も当連合会で
は、「新型コロナウィルス感染症」の状況を注視しながら、これらの制度に適切に対応できるよう、引き続き
周知・啓発活動に取り組んで参る所存であります。今後もご協力を宜しくお願い致します。
　これまでも実施しております間税会の３大事業でありますが、今後も引き続き積極的に取り組んで参る所
存であります。
　令和２年度の「クリアファイル」の作成枚数は153,860枚、「税の標語」の募集点数は83,133点となってお
ります。今後も本年度の実績を上回れるようご協力をお願い致します。
　また、「アンケート調査」につきましては、100.0％で全国一が続いております。さらに、「組織の増強」につ
きましては本年度、20,683人社となり若干減少しましたが、全国で見ますと僅差でありますが、昨年に引き
続き12局連中１位であります。令和3年4月1日現在の会員増強目標は、無理をせず昨年の目標値21,500人
社と致しております。
　今後ともこれまでの方針を維持し、新たな目標に向かって各県間連と緊密な連携をとりながら間税会活
動の活性化に努め、更なる目標を達成し、これからも間税会を発展させていきたいと考えておりますので一
層のご協力をお願い致します。
　結びに、各県間連ならびに傘下各単位会の益々のご発展と、会員皆様のご繁栄を祈念いたしまして年
頭のご挨拶とさせて頂きます。

　　　　　　　

　あけましておめでとうございま

関東信越間税会連合会 
の ぶ お

小 暮  進 勇
こ ぐ  れ

会 長
（埼玉県間税会連合会 会長）
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　令和３年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　関東信越間税会連合会の皆様には、健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　旧年中は税務行政に対しまして、深いご理解と格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、前例のない状況が続いた年で
ありました。「新しい生活様式」に適応しながら経済活動も活発化しつつありますが、日々 刻 と々変化しており、
今後どのように推移するか予断を許しません。
　当局といたしましては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、引き続き、各々の納税者の置かれた状況
や心情に十分配意し、柔軟に対応してまいりたいと考えております。
　経済活動のＩＣＴ化やグローバル化の進展に加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世の中
の変化するスピードが格段に速くなっております。税務行政におきましても、この急速な変化に的確に対応して
いくためには、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を念頭に「税務手続のデジタル化」、「税務相談の効率化・
高度化」、「税務署窓口のスマート化」などの取組をより一層推進していく必要があります。
　こうした状況の下、「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
を十分に果たしていくためには、引き続き、間税会をはじめとする関係民間団体の皆様のお力添えが不可欠で
あると考えております。
　関東信越間税会連合会の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、国税庁後
援事業である「税の標語」の募集活動のほか、「世界の消費税」図柄入りクリアファイルの配布活動や研修会
の開催による消費税等に関する啓発活動など、各種活動に取り組まれております。また、会員増強による組織
拡大にも取り組まれ、４年連続で全国一位を達成されていることに対しまして、皆様の活動成果であると敬意を表
する次第であります。
　こうした取組は、適正・公平な課税・徴収の実現に大いに貢献するものであり、これまでのご尽力に対しまして
改めて感謝申し上げます。
　間もなく令和２年分の確定申告が始まります。
　令和２年分の確定申告におきましては、納税者サービスの向上を図るため、更には、「人と人との距離」の確
保など感染防止及び確定申告会場の混雑緩和を図るといった観点から、自宅等からのｅ－Ｔａｘ・スマホ申告の
利用をより一層推進していきます。
　特に、スマホ申告につきましては、給与、年金所得者を中心に積極的に利用勧奨に取り組んでおります。
　また、令和２年分の確定申告会場は、「人と人との距離」を確保するとともに、来場者に対する検温のほか、
会場の定期的な換気、アルコール消毒液の備付け、会場内の消毒作業及び飛沫防止パネルによる飛沫感染
防止策の徹底、会場の混雑緩和のための入場整理券の導入など、新型コロナウイルス感染症の感染防止策
を講じてまいります。
　関東信越間税会連合会の皆様におかれましては、確定申告の円滑な実施に向け、引き続き、局署の取組に
ついて、ご支援とご協力をいただきますようお願いいたします。
　結びに当たり、新しい年が関東信越間税会連合会の皆様にとりまして、幸多き年となりますよう、心から祈念
いたしまして、新年のご挨拶といたします。

　　　　　　　　　

関 東 信 越 国 税 局

局 長  栗 原  　毅
く り　は ら　　　 たけし

令和３年の年頭に当たり、謹んで
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新潟間税会連合会 

群馬県間税会連合会 
会　長　中  島  祥  博

長野県間税会連合会 
会　長　倉 石 和 明　

会　長　安 達 　 實
茨城県間税会連合会 

会　長　高 野 幹 也

　新潟県間税会連合会では、各地域の税務署のご協
力を得ながら小中学生に税の理解や知識を深めて頂く
為の普及活動を核として、税の標語の募集や、クリアフ
ァイルの配布、租税教室、等を通じて間税会の活動と存
在意義を理解して頂き、間税会の仲間を増やし、会員
拡大につなげて参りたいと思います。

　今年度は、全世界で起きている新型コロナウイルス感
染症の脅威が続き、未だに感染者が増加している厳し
い環境にあり、更に行動の制約による経済状況の悪化
も懸念されております。
　茨城県間税会連合会では、このような状況下でもあ
り、また会員様の不安や心配等を考慮して会議等の活
動を中止にしております。
　当連合会では、今まで会員増強による組織拡大を主
軸とした活動を推進しており毎年堅調に増加しておりま
した。今後も新型コロナウイルスの感染リスクを踏まえた
活動により、引続き管轄税務署との連携を図りながら税
に対する研修会、啓発活動等に取り組んでまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症が早期に終息するこ
とを心よりお祈り申し上げます。

　昨年は新型コロナウィルス感染症に関連して、多方
面に渡り甚大な影響が生じた１年でした。長野県連並
びに県下各単位会の事業においても、感染対策が充
分確保される事業を除き、活動は慎重に進められてい
ます。
　第３波と呼ばれる昨年秋以降は、長野県も感染者数
が増え、感染リスクは身近に迫り特別なことではないと
感じています。日常生活でさえも緊張状態で、気づかぬ
うちにストレスを受けることもありますので、一刻も早く安
心して生活できる日が訪れることを強く期待しています。
その際には、より積極的に当会の事業活動を推進して
参る所存ですのでご指導ご 撻をお願い申し上げます。
　最後に、関東信越間税会連合会員皆様の益々のご
健勝と事業のご繁栄を祈念申し上げご挨拶とさせてい
ただきます。

　群馬県間税会連合会は、9単位会・会員数 2,567人
で事業運営しており、ここ5年間においては、微増では
ありますが増員しております。
　今年は、新型コロナウイルス感染症で始まりコロナ禍
のまま、一年を終えることとなりました。総会や役員会な
ど、大人数の会議は中止となったため、会員同士の直
接的なコミニュニケーションが取れなかったことは、大変
寂しく残念に感じています。
　しかし、そんな状況においても9単位会の会長さんと
会員の皆様が知恵を絞り、「ゼロ無い運動」クリアファイ
ル・税の標語・消費税アンケート、総て達成することが出
来ました。
　11月20日現在、群馬県では新型コロナウイルスの感
染者数が増加傾向にあり、まだまだ油断できない状況
ですが、新年度はガイドライン・ルールを守り、新しい会員
も含め楽しい会の開催ができる様に工夫し実行して行
く所存です。

会
茨

今年度は、全世界で
染症の脅威が続き 未

栃木県間税会連合会 
会　長　中 島 　 理

　 栃木県間税会連合会では、税務御当局と連携し、世
界の消費税クリアファイルの配布・税の標語の募集・租
税教室の開催・その他各種消費税等の啓蒙広報活動
を、各単位会で実施しています。今年度はコロナ禍の
中、各単位会では従来の活動ができない中、それぞれ、
創意工夫を凝らした活動を模索しているところです。

ルス感
る厳し

栃木
会　

栃木県間税会連合
界の消費税クリアファイ
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令和２年度理事会・第３1回定期総会を開催

浦和間税会　 井上　義夫 様　埼玉縣信用金庫浦和支店
浦和間税会　 野田　一郎 様　武蔵野銀行浦和支店
大宮間税会　 貝沼　　勤 様　武蔵野銀行本店営業部
川口間税会　 小林　政氏 様　税理士法人 小林合同会計
川口間税会　 野田　一郎様　武蔵野銀行川口支店
越谷間税会  天田　　裕 様　武蔵野銀行越谷支店
竜ヶ崎間税会  朝日　明法 様　㈱アサヒ
竜ヶ崎間税会  山川　  洋 様　㈱サンヨーホム
高崎間税会   堀越　弘子 様　㈱堀越製作所　

　令和2年6月26日（金）、書面による「令和2年度理事会」
が開催されました。
　理事会（書面議決）では、会長には小暮進勇氏（越谷
間税会）が、副会長には安達實氏（竜ケ崎間税会）、中島
理氏（宇都宮間税会）、中島祥博氏（前橋間税会）、倉石
和明（長野間税会）及び高野幹也氏（新潟間税会）が、
全員一致で再任されました。

　また、同日、書面による「第31回定期総会」が開催されま
した。
　総会（書面議決）では、次の議事が審議され、いずれも
全員一致で可決承認されました。
①令和元年度事業報告及び収支決算、令和2年度事業
　計画（案）及び収支予算（案）の承認の件
②監事に桶本卓也氏（浦和間税会）及び山口裕氏（川越
　間税会）を選任する件
③モデル会に浦和間税会(埼玉県)、日立間税会(茨城県）、
　真岡間税会（栃木県）、前橋間税会（群馬県）、飯田間
　税会（長野県）及び佐渡間税会（新潟県）を指定する件
特に、事業計画では、令和3年4月1日現在の会員数の達
成目標は21,500人社（現会員数20,683人社）とされました。

高崎間税会　 関根夫佐子 様　関根建設㈱
桐生間税会　 小保方幸男 様　㈱小保方本店
上田間税会　 長越　修一 様　㈱ながこしカメラ

組織状況と拡大強化

所沢間税会（埼玉県）　　太田間税会（茨城県）
足利間税会（栃木県）　　館林間税会（群馬県）
伊那間税会（長野県）　　村上間税会（新潟県）

関東信越間税会連合会組織状況推移表　　　　　　　　　　令和２年４月１日現在（単位 人/社）

令和２年度目標　〈組織の拡大強化と財政基盤の確立〉
　令和３年４月１日現在の会員数の達成目標21,500人社　
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全間連が募集した令和２年度の「税の標語」には、全国から３７３，１１５点の応募があり、そのうちから
最優秀作品1点、優秀作品4点、佳作10点、入選作品235点の合計300点が表彰されました。
当連合会関係では８３，１３３点の応募がありしました。
【全国間税会総連合会 最優秀賞】　
くらしを支える消費税　しっかり学んで　正しく納税　　　　　　  墨田区立寺島中学校　田口　文喜　 （向島間税会）
【全国間税会総連合会 　優秀賞】　（当連合会募集作品）
レシート見れば　気付くこと　わたしも小さな納税者　　　　　  所沢市立向陽中学校　鈴木　友萌　（所沢間税会）
【全国間税会総連合会 　佳　作】　（当連合会募集作品）
これからの長寿社会を支えてく、国の財源消費税　　　　　　　　　  長野県佐久市　依田　方伯　（佐久間税会）
密避けて　自宅で納税　e-Tax　　　　　　　　　　　　　　　  　新潟県村上市   斎藤　　結   （村上間税会）
【関東信越間税会連合会長賞】
皆のため　自分のための　消費税　　　　　　　　　　　 　　　　浦和学院高等学校　芝　　大河　 (浦和間税会)
ふるさと納税　地方に希望を　与えよう　　　　　　　  　　　　　　　　　㈲和光商会　市川　奈な　　(大宮間税会)
身につけよう　税に関する　正しい知識　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小杉　彩夏　 (川口間税会)
暮らしの中で役立つ税に　いつも感謝と関心を　　　　　　 　　所沢市立三ヶ島中学校　 大河原楓菜　 (所沢間税会)
消費税　未来を支える　底力　　　　　　　　  　　　　　　　  深谷市立川本中学校   飛田　紗弥　  (熊谷間税会)

税金は　明るい未来の　町づくり　　　　　　　　　　　　　　    美里町立美里中学校    平田　　 魅     (本庄間税会)
なるほどね！　知ればなっとく　消費税　　 　　　　　　　　　  春日部市立飯沼中学校　 北爪　真央　(春日部間税会)
支えあう　優しい社会に　消費税　　　　　　　　　　   　　　　　  　　　　　　    大熊　文子    (越谷間税会)
納税で　つなごう未来へ　ぼくらのバトン　　 　             茨城大学教育学部附属中学校　 亀山　泰知 　  (水戸間税会)
納税は　国民の義務　明るい未来をつなぐ橋　　 　                  下妻市立上妻小学校　松山由侑奈 　  (下館間税会) 
消費税　国を支える　希望のヒカリ      　　　　　　　　　      茨城県立藤代高等学校　  徳永　　華  (竜ヶ崎間税会) 
みんなで納める税金は　自分のためにも　みんなのためにも役に立つ        宇都宮市立旭中学校　五月女　蒼 (宇都宮間税会)
消費税　身近な場所から　支える暮らし　　 　                           藤岡市立東中学校　 若狭　花乃 　(藤岡間税会)
消費税　見えない所で　支え合い　　 　                       　 中之条町立中之条小学校　 剣持　佳奈 　(吾妻間税会)
ほんの少しの買物も　日本を助ける　一歩かな　　　　　　　㈲君島造園　 君島恵子        (館林税務署管内間税会)
ありがとう　笑顔で暮らせる　税の国　　　　　　　　                             　 長野市　　松谷　洋子　　(長野間税会)
消費税　納めて社会の仲間入り　みんなで歩もう　明るい社会　東御市立東部中学校　岡部　七海　　 (上田間税会)
税金で　笑顔あふれる　町づくり　　　                    　　　下諏訪町立下諏訪社中学校　小林　由茉　 (諏訪間税会)
税金を　正しく納めて　明るい未来　　　　　　　                   飯田市立緑ヶ丘中学校　 窪田　咲桜    (飯田間税会)
国民の　未来を看護る　消費税　　 　 　　　　              　　　　　　　　　　　　  山田　正樹 (信濃中野間税会)
税を知る　心がつくる　ゆたかな社会　　　　　  　　　　　　　  新潟市立亀田中学校    渡邉　望愛　  (新潟間税会)
納税し　豊かにしてゆく　この社会　　　　　　　　　　   　　   五泉市立五泉中学校　吉田　伊吹　  (新津間税会)
税金で　支えあおうよ　人と人　　　　　　　　　   　　　　　魚沼市立堀之内中学校　後藤　美胡      (小千谷間税会)
税金は僕らの生活支えてる　助け合おう全員参加の消費税　　十日町市立吉田中学校　 庵原　虎男   (十日町間税会)
支え合う　今も未来も　納税で　　　　　　　　　 　　　　　　  上越市立柿崎中学校　二ノ宮杏莉　   (高田間税会)
税金で　自分の街に　恩返し　　　　　　　　　   　 　　　　　妙高市立新井中学校　霜鳥　希空　   (高田間税会)
納税で　保てる社会　幸せな暮らし　　　　　　　　　   　　 糸魚川市立能生中学校　桜井　地菜   (糸魚川間税会)
税金を　納める意識　大切に　みんなで築く　良き暮らし　にいがた岩船農業協同組合　船山　貴広   (村上間税会)

関信越間連だより

全間連が募集した令和２年度の「税の標語」には、全国から３７３，１１５点の応募があり、そのうちから
最優秀作品1点、優秀作品4点、佳作10点、入選作品235点の合計300点が表彰されました。

令和２年度　税の標語
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潤いの　社会福祉に　消費税　　　   　　　　　　　　　　　　浦和学院高等学校　美又　王寿　　　(浦和間税会)
納税で　明るい社会　広がる希望　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉栄高等学校   野村　優那　　　 (大宮間税会)
三密を　避けて安心　イータックス　　　　　　　 　　　　　　　埼玉栄東高等学校　林　　來遥　　  (大宮間税会)
考えよう　税で私にできること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田　　結　　 (川口間税会)
一緒に学ぼう税のこと　一緒に作ろう　日本の未来　　　　 　狭山市立入間野中学校　 伊藤     梢　    (所沢間税会)
深め合おう　税への知識　つなげる未来　　　　　　　　　       深谷市立南中学校　岡　　結菜   　(熊谷間税会)
消費税　納めたかずだけ　救える笑顔　　 　　　 　　　　　　本庄市立児玉中学校　田島　知操  　   (本庄間税会)
消費税　私もできる　助け合い　　 　　　　　           　 　春日部市立大沼中学校     ワッツ　有粋　 (春日部間税会)
国民の暮らし　ゆたかに　助け合い     　　　　　　　　　　　 筑西市立新治小学校　 柴﨑　大翔　 (下館間税会)

考えよう　税からはじまる　国づくり　未来のために　できること　茨城県立藤代高等学校　 清水　亜依    (竜ヶ崎間税会) 
TAXに　たくす未来の　よい暮らし　 　　　　　　　　　　　　　　茨城大学教育学部附属中学校  宮川　真太朗   (水戸間税会)

納税は　自宅でスイスイ　イータックス　　 　      　　　　　　上三川町立明治中学校　 土田　寛人  (宇都宮間税会)
税金を　知ろう　学ぼう　納めよう　　　 　　　　　　   　  　佐野市立あその学園　中川　千明　  (佐野間税会)
身を守る　電子申告　国支え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高井　克弥　　(高崎間税会)
税金は　「今」を守る　「未来」を変える　　　　 　　　　　　　 藤岡市立西中学校    小暮　万葉    (藤岡間税会)
「幸せ」は　僕らの税が　創ってる  　　　　　　　　　　 　沼田市立沼田南中学校   仲澤　由依    (沼田間税会)
人と寄り添い生(活)きていく、あなたの税も　私の税も   　　　　　　　  青木　幸枝          　(館林税務署管内間税会)
このまちで　生きる私の　「今」をつくる　　　　　　　  下諏訪町立下諏訪社中学校　林　 実緒　　(諏訪間税会)
大切な　誰かのために　納税を　　　　　　　　　　　　 飯田市立緑ヶ丘中学校　　小嶋　美代 (飯田間税会)

納税は　人から人への　救いのバトン　　　 　　　　　　   新潟市立大形中学校   川﨑　泰慈      (新潟間税会)
僕達も　日本の未来を　支えてる　　　 　　　　　　   　　 　 新潟市立岡方中学校   丸山　 永遠      (新潟間税会)
次世代を　よりよい未来に　この税で　　　　 　　　　　　　 五泉市立五泉北中学校   星　 秀彪 　 (新津間税会)
税金は　未来の生活　守るもの　　　　　　　　   　　　　新発田市立川東小学校   宮村 萌々香   (新発田間税会)
税金は　みんなを守る　笑顔をつなぐ　　　　 　　　　   　 小千谷市立方貝中学校   廣井杏也佳 (小千谷間税会)
消費税　ぼくも誰かを　助けてる　　　　　　　　　　　十日町市立川治小学校　岡村香宇気　 (十日町間税会)
あのころに　もどれるように　災害復興　　　　 　　　　　    妙高市立新井中学校   東條　心優    (高田間税会)
被災地に　未来と笑顔を　税金で　　　　 　　　　    　　 上越市立潮陵中学校   中村　柊汰    (高田間税会)
買うだけで　社会貢献　嬉しいな　　　　 　　　　　　 　 糸魚川市立能生中学校 　笠井　桜和   (糸魚川間税会)
税金で　つくる未来と　我が故郷　　　　東北電力ネットワーク　村上電力センター   佐藤　正徳      (村上間税会)

【税務署長賞】
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間税会活動の功労により、14名の方が令和２年度納税功労表彰を受けられました。
受章されました皆様に対しまして、関東信越間税会連合会会員一同、心よりお祝い申し上げます。

中島　　理
全国間税会総連合会常任理事
関東信越間税会連合会副会長　
栃木県間税会連合会会長
宇都宮間税会副会長

網野　惣一
関東信越間税会連合会理事
栃木県間税会連合会副会長
氏家間税会会長

安藤　輝義
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会副会長
東松山間税会会長

田辺　　實
全国間税会総連合会常務理事
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会常任理事
所沢間税会理事

金井　則夫
関東信越間税会連合会理事
群馬県間税会連合会副会長
沼田間税会会長

　奉邦　
関東信越間税会連合会理事
長野県間税会連合会副会長
松本間税会会長

税間税会活会活動動の功労功労により、14名名の方方が令和令和 年２年度納度納税功税功労表労表彰彰を受受けられました。
受章されました皆様に対しまして、関東信越間税会連合会会員一同、心よりお祝い申し上げます。

令和２年度 納税功労表彰受彰者

山野井　周一
茨城県間税会連合会理事
土浦間税会副会長

石川　直美
全国間税会総連合会女性部監事
関東信越間税会連合会理事　
群馬県間税会連合会副会長
前橋間税会会長

橋谷　徹
関東信越間税会連合会理事
群馬県間税会連合会副会長　
藤岡間税会会長

森川　昌紀
埼玉県間税会連合会常任理事
川口間税会副会長

森　　裕
全国間税会総連合会常任理事
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会常任理事
浦和間税会事務局長

山下　逸郎　
関東信越間税会連合会理事
埼玉県間税会連合会副会長
朝霞間税会会長

舩山　由喜男
関東信越間税会連合会理事
新潟県間税会連合会副会長
村上間税会会長

望月　誠一
関東信越間税会連合会理事
長野県間税会連合会副会長
信濃中野間税会会長村上間税会会長 信濃中野間税会会長

栃木県連中島会長、Web会議システムで表彰

関東信越国税局　栗原局長

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中にあって、財務大臣納税表
彰を受彰された栃木県間税会連合会の中島　理会長には、令和２年
11月９日に宇都宮税務署の署長室において、Web会議システムを通じ
て関東信越国税局栗原局長から祝意を受けられるとともに、山本宇都
宮署長より表彰状が伝達されました。
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