東京税務レポート（税務月報）
(301～350) の発行実績
第 301 号（1981 年 3 月）
巻頭言

点滴
昭和 56 年度都税及び地方譲与税の当初
予算見込について
国と地方（大都市）の財源配分
－イギリスにおける RSG 改正と
大都市ロンドンに与える影響－

青梅市長 山崎 正雄
点 滴

投稿
税務実務の準拠規範と税法の解釈

昭和 56 年度の経済見通しについて

風向風速

地方団体税務行政実態調査報告
大阪市及び名古屋市における固定資産
税（家屋）の事務運営について
－比準評価を中心として－
石巻市における電気税非課税の取扱い
について

第 304 号（1981 年 9 月）
巻頭言
板橋区長 栗原 敬三
点滴
秀作車内ポスター展最優秀賞受賞に
寄せて

風向風速

第 302 号（1981 年 5 月）
巻頭言
杉並区長 菊地喜一郎
点滴
先進大都市の苦悩
－ニューヨーク市と通勤者税－
地方団体税務行政実態調査報告
滋賀県における法人二税電算化の状況
草津市における未申告調査等の状況
について

減量経営下における税務広報論序説
資本積立金額概要
（法人住民税均等割の改正によせて）
地方団体税務行政実態調査報告
兵庫県における税務研修の実績に
ついて
税財政資料
「特例」市の構想
－特別区制度の将来－
風向風速

第 305 号（1981 年 11 月）

風向風速

巻頭言
多摩市長 臼井 千秋

第 303 号（1981 年 7 月）
巻頭言

点滴
保谷市長 都丸 哲也
昭和 55 年度都税及び地方譲与税等の

決算見込について

風向風速

自治大学校税務専門課程（43 期）を
受講して

第 308 号（1982 年 5 月）
巻頭言

地方団体税務行政実態調査報告
盛岡市における納税事務に係わる
組織と機能について
栃木県葛生町における鉱産税について
税の勉強室（滞納整理）

立川市長 岸中 士良
点滴
土地税制の沿革と現状について（1）
地方団体税務行政実態調査報告
長岡市における市民税・県民税
（個人分）の収入管理及び徴収
体制について

風向風速

第 306 号（1982 年 1 月）

安城市における税務事務について

巻頭言
税制部長

玉井 宏夫

協会ニュース
税財務関係職員功労者表彰

点滴
主税局職員顕彰
地方税と自治体の役割
風向風速
昭和 55 年度特別区普通会計決算概説
昭和 55 年度東京都市町村普通会計決
算の概況

第 309 号（1982 年 7 月）
巻頭言
中野区長 青山 良道

風向風速
点滴

第 307 号（1982 年 3 月）
巻頭言
豊島区長

昭和 57 年度都税及び地方譲与税の当初
予算見込について

日比 寛道
まぼろしに終った税務出張

点滴
土地税制の沿革と現状について（2）
昭和 56 年度市町村民税の課税状況
について
地方団体税務行政実態調査報告
秋田市における税務行政の実情
について
金沢市における収納管理事務

地方団体税務行政実態調査報告
大阪市における料理飲食等消費税の
取扱状況について
風向風速

第 310 号（1982 年 9 月）

巻頭言

税の勉強室
五日市町長 栗原 昇作
風向風速

点滴

第 313 号（1983 年 3 月）

非木造家産評価上の留意事項等について
巻頭言
土地税制の沿革と現状について（3）
地方団体税務行政実態調査報告
一部事務組合による滞納整理
伊勢志摩市町村税等滞納整理組合

府中市長

吉野 和男

点滴
昭和 57 年度市町村民税の課税状況
について

新人の声
昭和 56 年度東京都市町村普通会計
決算の秋概況

風向風速

第 311 号（1982 年 11 月）
巻頭言
品川区長

地方団体税務行政実態調査報告
奈良市における個人住民税の課税
実態について

多賀栄太郎
協会ニュース
税財務関係職員功労者表彰

点滴
昭和 56 年度都税及び地方譲与税の決算
見込について

第 314 号（1983 年 5 月）
巻頭言

地方団体税務行政実態調査報告
岐阜県における税務行政について

足立区長

古性

直

点滴
投稿
豊臣秀吉・徳川家康の財政力
風向風速

第 312 号（1983 年 1 月）
巻頭言
主税局長

有竹 雅夫

大都市経営における経営的視点とは何か
投稿
府中市における家屋評価事務の現状と
課題について
地方団体税務行政実態調査報告
羽曳野市における税務諸証明の
電算化について

点滴
行政改革とこれからの地方行財政
投稿
プレハブ方式構造建物の再建築費
評点基準表の適用について

広島県安芸郡町村税等滞納整理組合
における滞納整理について
主税局職員表彰
樹陰寸暇

―座談会―
固定資産税家屋評価について（その 1）

第 315 号（1983 年 7 月）
巻頭言
東村山市長

市川 一男

豊島区における住民税のオンライン
システム

点滴
八王子市における税務行政について
品川区の納税
滞納整理とグループ制の活用
昭和 58 年度都税当初予算について
昭和 57 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

中央区における税務事務について
地方団体税務行政実態調査報告
自動車税の伸びとその地域間格差

樹陰寸暇

第 318 号（1984 年 1 月）

樹陰寸暇
巻頭言

主税局長

第 316 号（1983 年 9 月）
巻頭言

白賀 忠義

点滴
目黒区長 塚本 俊雄
江東区の税務事務について

点滴
昭和 57 年度特別区普通会計決算概説
大田区の税務行政
－座談会－
固定資産税家屋評価について（その 2）

たばこ消費税のあらまし
地方団体税務行政実態調査報告
盛岡市における軽自動車税事務行政に
ついて
税の勉強室
（法人都民税……均等割）

ゴルフと娯楽施設利用税
地方団体税務行政実態調査報告
徴税率アップ大作戦！
仙台市の現状と対策
不動産取得税における都道府県と
市町村の協力関係等について
－広島県と府中町の場合－

新人の声
樹陰寸暇

樹陰寸暇

第 317 号（1983 年 11 月）
第 319 号（1984 年 3 月）

巻頭言
国立市長

谷

清

巻頭言
荒川区長

点滴
点滴

町田 健彦

昭和 58 年度市町村税の課税状況について

樹陰寸暇

昭和 57 年東京都市町村普通会計決算の槻況
立川市における税務行政について

第 322 号（1984 年 7 月）
巻頭言

地方団体税務行政実態調査報告
伊勢志摩市町村等滞納整理組合について

文京区長 遠藤 正則
点滴

芦屋市における住民税事務について
武蔵野市における税務行政について
鈴鹿市における課税事務状況について
昭和 59 年度都税当初予算について
樹陰寸暇
世田谷区の納税事務

第 320 号増刊（1984 年 4 月）
昭和 58 年度税財政講演会
日本経済の現況とその見通しについて

｢ポケコン」利用による不動産取得税の
減額計算
固定資産（家屋）事務を担当して

協会ニュース
税務研修講師を離れて
昭和 58 年度税財務関係職員功労者表彰

第 321 号（1984 年 5 月）

地方団体税務行政実態調査報告
広島県および広島市における税務研修
制度について

巻頭言
東大和市長

尾崎清太郎

防府市における課税事務及び電算利用
の実情について

点滴
樹陰寸暇
杉並区の税務事務について

第 323 号（1984 年 9 月）

府中市における職員研修について
巻頭言
パチンコと娯楽施設利用税
昭和 58 年度税務関係職員功労者表彰式
における受彰者感想文

清瀬市長

渋谷 邦蔵

点滴
港区の税務事務について

地方団体税務行政実態調査報告
茨木市をこおける長期営農継続農地の帳
票類について
大阪府における軽油引取税課税事務に
ついて
税の勉強室

座談会
地方税をめぐる徴収実務について
新人の声
本年度新規採用職員の感想文
地方団体税務行政実態調査報告

盛岡市における口座振替による地方税
徴収の実施状況について

昭和 58 年度特別区普通会計決算について
北区の納税

武蔵野市における税金についての市民意
識調査について

「あなたなら、どう答えますか！」

樹陰寸暇

樹陰寸暇

第 324 号（1984 年 11 月）
巻頭言

第 326 号（1985 年 3 月）
巻頭言

世田谷区長 大場 啓二

東久留米市長 吉田 三郎

点滴

点滴

昭和 58 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

昭和 58 年度東京都市町村普通会計決算の
概況

三鷹市における税務行政について

女性係長・主査の抱負と意見

地方団体税務行政実態調査報告
新潟市における法人市民税の課税事務
について

地方団体税務行政実態調査報告
宮代町の税務行政視察記
地方税の延滞金の徴収について

来年が最後、特別税理士試験
青梅市における税務行政について
地方団体税務行政実態調査報告
福井県の税務トータルシステムと法人
二税の電算処理について

樹陰寸暇

第 327 号（1985 年 4 月）

樹陰寸暇

第 325 号（1985 年 1 月）
巻頭言

昭和 59 年度税財政講演会
昭和 60 年度の日本経済について
講演会資料

総務部長 山本 芳就
協会ニュース
点滴
昭和 59 年度税財務関係職員功労者表彰
板橋区の税務事務について
地方団体税務行政実態調査報告
金沢市における課税事務状況について

第 328 号（1985 年 5 月）
巻頭言
港区長 川原 幸男

寝屋川市における住民税課税事務につ
いて

点滴

葛飾区の税務事務について

調査について

料理飲食等消費税に係る不納入罪について

新宿区の税務事務について

固定資産税償却資産の評価と課税の概要

新人の声
今年度新規採用職員の抱負と感想

環境保全運動（ナショナル・トラスト）の
税制的側面
昭和 59 年度税財務関係職員功労者表彰式
における受賞者感想文
樹陰寸畷

第 329 号（1985 年 7 月）
巻頭言

地方団体税務行政実態調査報告
石川県における不動産取得税及び金沢
市における固定資産税・都市計画税の
減免事務について
事業所税とО・Ａ
（京都市における事業所税電算処理
システムを見聞して）
樹陰寸暇

三鷹市長 坂本 貞雄

第 331 号（1985 年 11 月）

点滴
巻頭言
昭和 60 年度都税当初予算について

八王子市長 波多野重雄

相続人不存在の場合の徴収

点滴

住民税賦課事務の基礎

昭和 59 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

個人住民税事例演習
住民税課税計算について
久留米市からのウーマン・パワー
昭島市における税務について
府中市における税務手続について
地方団体税務行政実感調査報告
京都府における料理飲食等消費税の滞
納整理の進め方について
樹陰寸暇

地方団体税務行政調査実態報告
岐阜市の納税事務視察報告
豊川市における住民税課税事務について
樹陰寸暇

第 330 号（1985 年 9 月）
巻頭言

第 332 号（1986 年 1 月）
巻頭言

千代田区長 加藤 清政

江東区長 小松崎軍次

点滴

点滴

中野区における税金についての区民意識

まあじゃんと娯楽施設利用税

昭和 59 年度特別区普通会計決算概説

渋谷区の納税事務について

独力でべ一シックをマスター

地方団体税務行政調査報告
神戸市における税務広報・広聴活動に
ついて

地方団体税務行政調査実態報告
姫路市における税務情報システム OA
化の実態について

昭和 60 年度税財務関係功労者表彰式にお
ける受賞者感想文

文京区の税務事務
樹陰寸暇
樹陰寸暇

第 335 号（1986 年 7 月）
第 333 号（1986 年 3 月）

巻頭言

巻頭言

中央区長
渋谷区長

横関 政一

天野 房三
点滴

点滴
座談会
「都民の納税意識と相談コーナーの役割」

調布市の税務事務について
久留米市における女性職員の活性化につ
いて

町田市の税務行政について

昭和 59 年度第 4 ブロック税務事務研修の
講師をつとめて

地方団体税務行政調査報告
広島市における固定資産税（償却資産）
の評価課税事務について

住民税課税事例について

昭和 61 年度都税当初予算について

税意識と広報の現状について

樹陰寸暇

秋田市の住民税について

第 336 号（1986 年 9 月）

昭和 59 年度市町村普通会計決算の概況

巻頭言
福生市長

田村 匡雄

樹陰寸暇
点滴

第 334 号（1986 年 5 月）

豊島区における税務事務について

巻頭言
武蔵野市長

土屋 正忠

西多摩地区研修会特別講演
税務職員としての心構え

点滴（目安はどこか）
研修主査始末記
講演記録
昭和 61 年度の日本経済について

新人の声新規採用職員感想文
江戸川区総務部納税課収納係

地方団体税務行政調査報告
広島県における料理飲食等消費税の滞
納整理について

税務行政を外から見ると

樹陰寸暇

昭和 60 年度特別区普通会計決算概説

第 337 号（1986 年 11 月）
巻頭言
墨田区長

住民税事例研究

地方団体税務行政調査報告
尾道市における固定資産税課税事務に
ついて

山崎榮次郎
大東町の税務行政視察記

点滴
昭和 60 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

佐伯・大竹広域行政事務組合における
住民税の滞納整理について
余暇の過ごし方 －税務職員の報告－

小金井市における税務の概要について
樹陰寸暇
西多摩地区市町村税務職員講習会について
地方団体税務行政調査報告
岩手県における法人二税の電算処理シ
ステムについて
金沢市における収納事務及び電算利用
状況について

第 339 号（1987 年 3 月）
巻頭言
稲城市長 森 直兄
点滴（税制改正をめぐって）

府中市における家産評価事務について
三つの改善

講演
これからの日本経済の展望と課題
㈱大和証券経済研究所

税条例のあり方

昭和 60 年度市町村普通会計決算の概要

余暇の過し方 －私の場合－

地方団体税務行政調査報告
宝塚市における電子計算組織と市民税
課税事務

樹陰寸暇

第 338 号（1987 年 1 月）

会社更生法により更生会社となった滞納
法人の処理について

巻頭言
点滴

投稿
固定資産税における家屋評価事務に従
事して

江戸川区の税務事務
余暇の過ごし方 －税務職員の報告－
滞納整理実務の一断面
投稿

昭和 61 年度税財務関係職員功労者表彰式
について

樹陰寸暇

巻頭言
新宿区長 山本 克忠

第 340 号（1987 年 5 月）

点滴

巻頭言
大田区長 西野 善雄
点滴
昭和 61 年度第 2 回税財政講演会
地方税財政制度の現状と今後のあり方

国民健康保健料（税）と租税滞納処分の
競合について
住民税の定期課税を終えて
中野区の税務事務について

滞納整理の喜怒哀楽
会社更生法により更生会社となった滞納
法人の処理について

会社更生法により更生会社となった滞納
法人の処理について
樹陰寸暇

地方団体税務行政調査報告
岡山県における電子計算組織の税務事
務に対する応用について

第 343 号（1987 年 11 月）
巻頭言

松山市における納税事務について

小平市長

千代田区の税務事務について

点滴

樹陰寸暇

差押と対抗要件について

第 341 号（1987 年 7 月）
巻頭言
昭島市長

伊藤 偲彦

点滴

瀬沼 永真

商品切手発行税について
地方団体税務行政調査報告
石巻市における住民税課税事務について
「新人の声」区市町村の部
昭和 62 年度税務職員新規採用者感想文

小平市の税務事務
日野市の税務事務
第 2 次納税義務追求の可否について
昭和 62 年度都税当初予算について

昭和 61 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

新たな税広報を目指して

樹陰寸暇

住民税の定期課税を終えて
樹陰寸暇

第 344 号（1988 年 1 月）
巻頭言
主税局長 玉井 宏夫

第 342 号（1987 年 9 月）

点滴

座談会
住民税をめぐる諸問題について

オーストラリアの税制について
『入居保証金と滞納整理』メモ

地方自治体税務行政調査報告
住基・住登外データーベースの住民税
課税事務における運用とそのあり方

昭和 61 年度市町村普通会計決算の概要
東村山市の税務事務

福井市における税務行政について
八尾市における滞納整理事務の改革と
現状
英国の地方税制事情
レイトとその改廃の動向について

地方団体税務行政調査報告
電算組織高度利用と市民税課税事務に
ついて
盛岡市の税務行政について
大阪府・大阪市における税務研修制度
について

樹陰寸暇

樹陰寸暇

第 345 号（1988 年 2 月）
巻頭言

第 347 号（1988 年 5 月）

練馬区長 岩波 三郎
巻頭言
点滴

豊島区長 加藤 一敏

差押債権の取立て

点滴

地方自治体税務行政調査報告
青森県における個人事業税の課税状況
について

税財政講演会（その 1）
地方税財政制度の現状と今後のあり方
北区における税務事務について

石川県における差押財産公売事務について
小松市における住民税課税事務について
昭和 61 年度特別区普通会計決算概説

税財政講演会（その 2）
昭和 63 年度の日本経済について

目黒区の税務事務

東京税務協会ニュース
昭和 62 年度税財務関係職員功労者表彰
式について

樹陰寸暇

樹陰寸暇

第 346 号（1988 年 3 月）

第 348 号（1988 年 7 月）

巻頭言

巻頭言
秋川市長 臼井

点滴

孝

田無市長
点滴

末木 達男

税法研究
地方税法第 14 条の 20 をめぐって
担保権財産が譲渡された場合の地方税
徴収の一実例
昭和 63 年度都税当初予算について（その 1）
住民税の定期課税を終えて

巻頭言
調布市長 吉尾 勝征
点滴（電算システムの共同開発について）
講演記録
滞納整理の心がけと実務
西多摩地区市町村税務職員宿泊研修参加
者感想文

国立市における税務事務について
講演記録
管理職のための健康管理（その 1）

地方団体税務行政調査報告
姫路市における税務行政について
福岡県における料理飲食等消費税の調
査事務運営について

樹陰寸暇

第 349 号（1988 年 9 月）

投稿
ポケットコンピユータで配特控除額を計算

巻頭言
北区長 北本 正雄

新人のこえ
昭和 63 年度新規採用職員感想文

点滴
樹陰寸暇
昭和 63 年度都税当初予算について（その 2）
講演記録
管理職のための健康管理（その 2）
納税課職員の感想 －三題－
納税者への通知について（投稿）
管見二題
新人のこえ
昭和 63 年度新規採用職員感想文
世田谷区の税務行政について
地方団体税務行政調査報告
京都市における市税の歳入に占める財
源率構成について
樹陰寸暇

第 350 号（1988 年 11 月）

