板橋区長 村田 哲雄

東京税務レポート（税務月報）
(101～150) の発行実績

事業祝および都民税の改正と問題点について
滞納処分の判定

第 101 号（昭和 36 年 5 月）
税感

延滞口数および加算日数と同金額早見表
について

所長在任 1 年半の意見・覚え書

文書の配布基準の設定について

固定資産税の基準年度を迎えて思うこと

土地評価上の疑問点について

地方税（一部国税）の非課税等措置につ
いて（4）

税金の詩

最近における償却資産（固定資産税）
の問題点
随筆・法人たずねあるき

税務研究会問題解説
時効の中断について

第 104 号（昭和 36 年 8 月）
税に思う

税務研究会問題解説
納期前納付の報奨金について

第 102 号（昭和 36 年 6 月）
雑感

北区長 小林正千代
事業税および都民税の改正と問題点につ
いて
換価の猶予制度の改正について

町田市長 青山藤吉郎
税務事務の能率化とその技法
娯楽施設利用税・遊興飲食税及び
軽油引取税に関する改正について

納税証明の実態

昭和 36 年度都税及び地方譲与税等収入
予算の概要

職場物語
小さな穴の中で

減税論議の争点
－地方税法の改正をめぐる－

随筆
武蔵野の水辺を訪ねて

資料
固定資産評価制度調査会の答申要約
随筆
武蔵野の水辺を訪ねて

第 103 号（昭和 36 年 7 月）
所感

第 105 号（昭和 36 年 9 月）
首都圏の衛星都市へ
青梅市長 榎戸 米吉
東京都都税条例及び同条例施行規則の改
正について
会社更生法における地方税を中心とした

租税債権

固定資産税の課税事務について
＝堺市＝

機械化された徴収管理事務
徴収制度を改めて
随筆
一年間の記録

税務事務の合理化について
＝芦屋市＝
武蔵野の水辺を訪ねて

第 108 号（昭和 36 年 12 月）

三宅島断想
税随想
納税思想普及標語入選発表

第 106 号（昭和 36 年 10 月）

葛飾区長 小川孝之助
会社更生法における地方税を中心とした
租税債権（承前）

所感
久留米町長 番場 憲隆
事業税および都民税の改正と問題点につ
いて
税務職域の人間関係
現行事務機械化の問題点について
－「機械化された徴収管理事務」
に答えて－

事業所得推計の一般通則
会計学、商法、税法における固定資産の概念
職場物語
小さな穴の中で
随筆
軍歌あの時代
協会だより
評議員会

行政事務と経営学観
法人成について
随想
廿五世紀昔の遺言

第 109 号（昭和 37 年 1 月）
税制調査会の答申に思う
主税局長 飯田逸治郎
住民税の改正について（その 1）

職場物語
小さな穴の中で（2）

第 107 号（昭和 36 年 11 月）
理解
特集 地方団体実態調査報告
自動車税の賦課徴収事務について
＝大阪府・愛知県＝
市民税の課税事務について
＝秋田市＝

税務職域の人間関係（続）
都税についての都民の意見
税制トピック
－防犯灯に対する電気ガス税について－
特集 新人の声
パンチカードの利用による固定資産名寄
カードの作成について

ふたつの提案

読書あれこれ

初陣‥‥‥調査徴収体験記

愚かな女房･･････調査徴収体験記

第 110 号（昭和 37 年 2 月）
自治体の発展と税務
五日市町長 谷合

昇

第 112 号（昭和 37 年 4 月）
自治意識の向上こそが納税意欲の根源
江戸川区長 中川喜久雄

住民税の改正について（その 2）

税務職域の管理監督者（3）

税務職域の管理監督者（1）

次の基準年度への準備態勢と固定資産評
価制度調査会の答申について（1）

税制トピック
－地方税法改正の動向－
「税務相談室」2 か年のあゆみ（1）
自動車税事務処理の港税務事務所におけ
る特色
税務事務改善の一試案
随筆
「税」あれこれ

1 年間の記録（第 3 話）
職場物語
小さな穴の中で
協会だより

一年間の記録（第 2 話）

ある日･･････コント

武蔵野の水辺を訪ねて

つり銭‥‥‥調査徴収体験記

会社というもの

調査徴収体験記

第 111 号（昭和 37 年 3 月）

第 113 号（昭和 37 年 5 月）
雑感
八王子市長 植竹 圓次

所感
豊島区長 木村 秀崇
住民税の改正について（最終回）

税務職域の管理監督者（4）
税制資料
住民税と所得税における各種控除の比較

税務職域の管理監督者（2）
税制トピック
国会に提案された地方税法の改正案

次の基準年度への準備態勢と固定資産
評価制度調査会の答申について（2）

税法の両罰規定について

地方税行政における自治省のスタッフ的
役割の一考察について

固定資産評価制度調査会の答申について

事業税等実務参考と私見

随筆

料理飲食等消費税関係事務の改善について

税制トピック
－外人観光客に対する料飲税の非課税
について－
随筆
武蔵野の水辺を訪ねて

財政資料
昭和 37 年度地方財政計画（抄）
随筆
数寄屋橋懐古
九州を旅する

甘い苦しみ‥‥‥調査徴収体験記
官憲立会･･････調査徴収体験記
創立拾周年記念論文募集
創立拾周年記念論文募集

第 114 号（昭和 37 年 5 月）
第 116 号（昭和 37 年 8 月）

所感
東村山村長 小山 林平

所感
立川市長 桜井 三男

昭和 37 年度地方税法等改正事項中事業
税および法人の都民税について

37 年度都税及び地方譲与税等収入予算の
概要

税務職域の管理監督者（5）
税務職域の管理監督者（7）
ビジネス・オートメーションの概要とそ
の影響
税務行政の管理について

事務管理の近代化（その 1）
職場物語
小さな穴の中で

滞納処分雑考
職場物語
小さな穴の中で

コント
ある復讐

新米奮戦‥‥‥調査徴収体験記

協会だより
評議員会

創立拾周年記念論文募集

坂上の家･･････ 調査徴収体験記

第 115 号（昭和 37 年 7 月）
税と財政 雑感
中央区長 野宗英一郎

創立拾周年記念論文募集

第 117 号（昭和 37 年 9 月）
歳入歳出雑感

昭和 37 年度地方税法等改正事項中事業税
および法人の住民税について（2）

昭和 37 年度地方税法等改正事項中事業税
及び法人の住民税について（3）

税務職域の管理監督者（6）
ビジネス・オートメーションの周辺
合理化機械と課税標準特例の適用について
自動車税雑考

納税証明事務の改善について
－事業年度回転印兼日付印－

行政不服審査法と地方税についての
不服申立制度

職場物語
小さな穴の中で

管理事務の機械化
滞納処分雑考

うかつ者･･････調査徴収体験記
創立拾周年記念論文募集

第 118 号（昭和 37 年 10 月）

行財政資料
地方財政に関する当面の措置について
の答申
首都制度に関する答申（抜粋）

所感
小平市長 小川 睦郎
改正固定資産評価制度における土地評価
について

随筆
コトバをめぐって
仏性
職場物語
小さな穴の中で

随筆
主税局 13 年

泰山鳴動･･････ 調査徴収体験記
非情者･･････調査徴収体験記

第 121 号（昭和 38 年 1 月）
第 119 号（昭和 37 年 11 月）
所感

都税関係職員の奮起を望む
東京都副知事 鈴木 俊一

千代田区長 遠山 景光
償却資産の評価の過程において固定資産
の耐用年数等に関する大蔵省令第 50 号別
表（1）別表（2）別表（4）に掲げられた
耐用年数を使用することの不合理性について

特集 東京税務協会創立拾周年記念論文
自主財源の拡充と地方税制
入選
個人道府県民税の昭和 37 年度における
減額及び還付の特例について

職場の心理学（1）
特集 新人の声
法人事業税事務改善雑考
職場の心理学（2）
事務管理の近代化（その 2）
事務管理の近代化（その 3）
職場物語
小さな穴の中で

随筆
新春閑談

刺身のツマ･･････調査徴収体験記
東京税務協会 10 年の足跡

第 120 号（昭和 37 年 12 月）
面接の技術について

第 122 号（昭和 38 年 2 月）

所感
国分寺町長 星野 亮勝
行政不服審査法と地方税についての
不服申立制度

滞納処分雑考
－階層別滞納原因調査について－
税法上の所得に関連して
研修についての御意見に答えて

行政不服審査法の特色について
財政資料
昭和 38 年度地方財政計画の説明（抄）

税の窓口
拒絶証書免除手形について
税制トピック
－昭和 38 年度の国の予算編成にあたっ
て問題となった電気ガス税の軽減－

随筆
続・コトバをめぐって
ニュースメモ

第 124 号（昭和 38 年 4 月）

事務管理の近代化（その 4）

税の還元
職場の心理学（3）
職場物語
小さな穴の中で（承前）

渋谷区長 斎藤 清亮
過誤納金還付事務について
催告事務の組織活用について

ニュースメモ
資料
昭和 38 年度地方税制改正大綱案

改正固定資産評価制度における家屋の
評価について（続）
職場の心理学（4）

国税および地方税の申告に関する国と
地方公共団体との税務行政運営上の協
力についての了解事項

協会だより
参考資料
広域行政機構設置の構想

第 123 号（昭和 38 年 3 月）

特別区長選任制に関する最高裁判決

所感
品川区長 島本 正一

ニュースメモ

改正固定資産評価制度における家屋の
評価について

第 125 号（昭和 38 年 5 月）
所感

事務管理の近代化（その 5）

昭島市長 中村 敬充

家産の新評価制度と電子計算組織による
税務事務の機械化を成功させるために

地方税法の改正について（1）
－東京都税にふれつつ－

法人事業税係における調定決議事務について

昭和 38 年度都税・地方譲与税等収入予算

のあらまし

府県統合を促進

自動車税の諸問題（1）

第 127 号（昭和 38 年 7 月）

税理士試験受験体験記

税務雑感
奥多摩町長

職場物語
小さな穴の中で（承前）

原島 謙益

地方税法の改正について（3）
－東京都税にふれつつ－

ニュースメモ
自動車税の諸問題（3）
会員だより
料理飲食等消費税の調査について
－改善を要する二つの問題点－

随筆

税務事務の機械化について

第 126 号（昭和 38 年 6 月）
社会福祉国家の道
田無町長

随筆
潮時

指田 吾一
職場の心理学（5）

地方税法の改正について（2）
－東京都税にふれつつ－

協会だより
参事会

自動車税の諸問題（2）

第 128 号（昭和 38 年 8 月）

税務事務所における窓口一元化
所感
滞納整理特別手当について
資料解説
東京都税務統計年報のなかから（1）
－都民の租税負担－
随想
東北は花ざかり

羽村町長

井上 孝平

主税局を去るにあたって
前主税局長

飯田逸治郎

地方税法の改正について（4）
－東京都税にふれつつ－
自動車税の諸問題（4）

会員だより
税務事務改善の後を顧みて
資料
地方自治体等の一部を改正する法律案
要綱

資料解説
東京都税務統計年報のなかから（2）
－納税貯蓄組合－

ニュース・メモ
特別区税改正法案成る

特別区税関係質疑応答

特集

伸びゆく市町村

小平市

不動産取得税について
－課税客体の捕捉と抹消登記との関係
について－

職場物語
小さな穴の中で（承前）

法人事業税に関する私見
本誌利用状況調査結果
収納主査制をめぐる諸問題について

第 129 号（昭和 38 年 9 月）
健康住宅都市の課題
調布市長

本多嘉一郎

主査制度に思う
税務事務所の合理化について
－経営職分上からみた－

東京都都税条例の改正について
電子計算組織による税務機械化の実施に
あたって
修正申告等の効力に関する一考察
（地方税法第二十条の九の二）
－特別区民税の賦課額の変更等の処理
に及んで－
滞納処分雑考
－面接技術について－
都税特別徴収義務者に対する交付金の未
処理分（交付期間経過せるもの）の取扱
いについて

カナ文字文化に伴う氏名の読み方照会事
務について
伸びゆく市町村
東村山町
体験記
収納主査の整理記録
職場の心理学（7）
自治体メモ
市町村の事務改善状況
協会だより

徴税機構の検討

第 131 号（昭和 38 年 11 月）

伸びゆく市町村
桧原村

所感

職場の心理学（六）

地方団体税財務行政実態調査報告
京都府＝地方税の徴収事務について

由木村長 石井 栄治

協会だより
税務講習会

第 130 号（昭和 38 年 10 月）

仙台市＝地方自治法改正に伴う特別区
における新税目の取扱いにつ
いて
＝国税、都税、区民税の共同処
理の問題点

所感
福生町長 瀬古 清蔵

岸和田市＝市町村民税の賦課徴収事務に
ついて

東京都都税条例の改正について（続）
西宮市＝住民税の賦課徴収事務について

協会だより
評議員会議事録

伸びゆく市町村 日野市
職場の心理学（9）

第 132 号（昭和 38 年 12 月）

新春偶感

雑感
桧原村長 清水 保寿

第 134 号（昭和 39 年 2 月）

改正固定資産評価制度における償却資産
の評価について

財政的に支配されつつある地方自治体
日野市長 古谷 太郎

不動産取得税について（2）
－課税客体の捕捉と抹消登記との関係
について－

特別寄稿
昭和 39 年度の地方税制改正
－税制調査会の答申を中心にして－

延滞金計算の簡素化について

管理事務の機械化の一年

都税条例の最近十年のあゆみ
－昭和 29 年から現在まで－

現行徴収事務組織への一考
職場の心理学（10）

伸びゆく市町村 武蔵野市
漢詩雑話（上）
職場の心理学（8）
休まず遅れずくもる日に

東京の島々
－その印象と案内－

協会だより

第 135 号（昭和 39 年 3 月）

第 133 号（昭和 39 年 1 月）

雑感
秋多町長 近藤 秀雄

年頭所感
主税局長 立花 昌夫
特別寄稿
行政体における監督意識と人事管理の
重要性

特別寄稿
行政上の裁量権（1）
固定資産の新評価と税務事務の電子計算
組織化に取り組んで（1）

行政管理の諸概念

第二次納税義務者について

都民税及び事業税の課税上の留意点

不動産取得税賦課処分取消請求訴訟事件
について

不動産取得税について（3）
－課税客体の捕捉と抹消登記との関係
について一

職場の心理学（11）
漢詩雑話（下）

収納主査制度における私見
自動車が独占する東京の道路

資料
昭和 39 年度地方財政計画

第 136 号（昭和 39 年 4 月）
所感
村山町長 高橋 正緩

随筆
猫の会話
吃音について
資料
昭和 37 度市町村決算の概況

東京都都税条例の改正について

第 138 号（昭和 39 年 6 月）

固定資産の新評価と税務事務の電子計算
組織化に取り組んで（2）

ニュータウン多摩町
多摩町長 富沢 政鑒

昭和 39 年度個人事業税申告書の共同発
送について

昭和 39 年度都税及び地方譲与税等の収入
見込額について

税務事務所における法人事業税係事務運
営についての一考察

固定資産の新評価と税務事務の電子計算
組織化に取り組んで（3）

都税の調定を管理課で行うことの是非に
ついて

収納主査制度の現状と今後の方向
滞納処分と詐害行為の交錯

協会だより
理事会

新人の声
東京都職員となって

評議員会・同議事録
昭和３８年度税財務関係功労者の表彰
資料
昭和３７年度の都道府県決算 自治省

随筆
ある税吏のたわごと
資料
昭和３８年度地方財政白書

第 137 号（昭和 39 年 5 月）
所感

第 139 号（昭和 39 年 7 月）
偶感

日の出村長 志茂 忠雄

狛江町長 石井三四郎

特別寄稿
行政上の裁量権（2・完）

固定資産の新評価と税務事務の電子計算
組織化に取り組んで（4・完）

管理事務（収入消込等）の機械化につい
て

税務実務に多く発生を見る事故の態様
「税務相談」への Aｐｐｒｏａｃｈ

滞納処分雑考
－滞納整理実績等の分析について－

論文作法

職場の心理学（12）

新人の声

東京都職員となって（続）
随筆
犬の漫談会

第 141 号（昭和 39 年 9 月）
偶感
税務行政の近代化について
足立区長 岡崎十止雄

「ある税吏のたわごと」を読んで
就任に際して
資料
改正された国税（所得税、法人税など）
昭和３８年度都税決算見込額
協会だより
評議員会議事録

第 140 号（昭和 39 年 8 月）
豊かな町づくりのために
清瀬町長

渋谷 邦蔵

退職に際して

主税局長 山田良太郎
地方団体税務行政実態調査報告
愛知県
大阪府＝地方税（府県税）の収入見込
みについて
札幌市＝地方税と国税の共同処理
とくに給与支払報告書と源泉
徴収票
北九州市
門司区＝市町村民税の賦課徴収事務
について

前主税局長 立花 昌夫
事務合理化と税法規定との関連
－地方税法第七十二の十四の但し
書（医療法人の課税標準の計算の特
例）を例として－

長野県
丸子町＝税務行政に関する実態
納税貯蓄組合体験記
山岳遭難について

税務講習雑感
協会だより
職場の心理学（13）

第 142 号（昭和 39 年 10 月）

犬の漫談会 その二
雑感
資料
税金とそのゆくえ
昭和 38 年度都税調定収入状況
（決算見込）
昭和 38 年度特別区税徴収実績調
（決算見込）

文京区長 井形 卓三
昭和 39 年度懸賞論文入選作
税務職員のモラールの高上策
入選
東京都都税条例の改正について
納税貯蓄組合体験記（2）

協会だより
役員改選について
税務講習会

随筆
犬の漫談会 その 3

資料
昭和 38 年度一般会計予算額並びに決算
見込額

第 143 号（昭和 39 年 11 月）
所感

昭和３８年度都道府県の決算概況
編集後記

第 145 号（昭和 40 年 1 月）
年頭の辞

荒川区長 村上勇三郎

副会長・副知事 日比野七郎

地方税の徴収手続（1）
－主として強制執行について－

点滴
税務行政に思う

昭和 39 年度懸賞論文佳作
税務職員のモラールの高上策
佳作

税制調査会の答申解説（地方税関係）
地方税の徴収手続（3 完）
－主として強制執行について－

懸賞論文選後評
都税滞納整理三ヵ年計画の問題点
協会だより

租税制度の見聞記（2）
－フィリピン共和国－
随筆
初春漫筆

資料
昭和 38 年度特別区財政状況概要

資料
法人企業の発展と現状（1）

第 144 号（昭和 39 年 12 月）
第 146 号（昭和 40 年 2 月）

所感
江戸川区長 中里 喜一
地方税の徴収手続（2）
－主として強制執行について－

地方自治法等の一部改正に寄せて
墨田区長 山田 四郎
点滴
税と英国人

都税に関する証明事務について
話し方・聞き方（1）
租税制度の見聞記（1）
－マラヤ連邦－

会社合併についての一考察
中央税務事務所整理課収納主査

付加価値税を中心とした一考察
職場の心理学（14 完）
収納主査制度に思う
資料
都税、道府県税および一人当り負担額
の堆移

租税制度の見聞記（3）
－インド－
ニューオルリーンズ市における市政機構
について（翻訳）
女子職員の悩みと希い

資料
法人企業の発展と現状（2 完）
都民分配所得

第 147 号（昭和 40 年 3 月）

電気ガス税
鉱産税・木材引取税・法定外普通税
及び目的税

第 149 号（昭和 40 年 5 月）

税制の改正について
小金井市長 鈴木 誠一

企業性の取入れ

点滴
多摩地区における都税事務運営の現状
と問題点

点滴
地方税務職員の質と量の側面

三鷹市長 鈴木平三郎

地方税法の一部を改正する法律案解説

地方税法の改正について
－都税条例をふくめて－

整理と思いつき

約手に“すて判”は必要か

話し方・聞き方（2 完）

租税制度の見聞記（4）
－インドネシア－

税務行政に関するアンケートについて
優秀課題研究の紹介について

第 148 号（昭和 40 年 4 月）

不思議な税金
－靴磨と先生－
資料
昭和 38 年度の市町村決算概況

特別区への事務移管に寄せて
協会だより
点滴
三税共同発送とサービスについて
特集／特別区税制改正の解説
新しい特別区税制度の発足にあたり
事務移譲に伴う特別区税制改正に際して

第 150 号（昭和 40 年 6 月）
納税貯蓄組合の活用
八王子市長 植竹 圓次
点滴
基地の町

特別区税制度のうつりかわり
税制改正の概要
改正後の各税目の解説
特別区民税（特別区民税及び都民税
の事務取扱要領について）

特集／市町村税関係
税と社会増人口
地方税制の沿革
座談会
市町村における税務行政の問題点（1）

軽自動車税
共同納税相談
特別区たばこ消費税

住民税をめぐる問題点
固定資産評価制度の改正を終って
法人格なき社団・財団に対する固定
資産課税上の問題点
諸税思い出すまま
資料
三多摩地域の都市化の傾向について

