東京税務レポート（税務月報）
(351～400) の発行実績
第 351 号（1989 年 1 月）
昭和 62 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

巻頭言
日野市長 森田喜美男
点滴・雑感（純白のキャンバス）
THE DAY AFTER
中野ニュータウン
投稿
ポケコンで退職金の特徴額を算出

国分寺市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
岡山市の市民税課税事務について
道税における口座振替の現況について
徴収部計画指導課管理指導第二係主査

米国都市における税財政の運営の動向
について
地方団体税務行政調査報告
高松・松山両市の税務事務運営について
足立区の税務事務

仙台市における税務事務について
昭和 62 年度特別区普通会計決算概況
樹陰寸暇
樹陰寸暇

第 352 号（1989 年 2 月）
第 354 号（1989 年 5 月）

巻頭言
葛飾区長 小日向毅夫

巻頭言
品川区長 高橋 久二

点滴（延滞金について）
点滴・雑感（土地の評価）
地方団体税務行政調査報告
亀岡市の軽自動車税事務

昭和 63 年度普通交付税（市町村分）の
算定結果について

軽井沢町における固定資産の評価と課税
口座振替制度の現状と今後について
羽曳野町市における住民税課税事務に
ついて
昭和 63 年度第 1 回税財政講演会
日本経済の現状と課題について

講演
国際課税と地方税制
地方団体税務行政調査報告
電算システムの活用について

料理飲食等消費税の不納入犯に関する一考察
荒川区の税務事務について
優先権の主張は再度できる
協会ニュース
樹陰寸暇

第 355 号（1989 年 7 月）
第 353 号（1989 年 3 月）

巻頭言

足立の固定資産税から思うこと
武蔵野市長 土屋 正忠

点滴・「ペーパーレスヘの移行」に想う

新人のこえ
（平成元年度新規採用職員感想文集）

滞納整理主査会を開催して

納税義務の消滅

地方団体税務行政調査報告
姫路市における固定資産税電算システ
ムについて

狛江市における税務事務について
ふたつのめいだい

投稿
国民健康保険料の滞納処分

第 357 号（1989 年 11 月）

地方団体税務行政調査報告
鳥取市・松江市における土地評価事務
の実態について

巻頭言
稲城市長 山田

元

点滴
明石市の行政と市民税の課税事務につ
いて
投稿
国際化に対応した徴収部門の充実を
品川区の税務概要

停止後調査物語
投稿
ポケコンで公的年金等収入額を所得に換算
義務ですか、お願いですか

講演
「人生 80 年時代における生涯学習」
地方団体税務行政調査報告
香川県におけるイベント事業及び研修
について

新人のこえ
（平成元年度新規採用税務職員の
感想文集）
西宮市における住民税課税事務について
練馬区の賦課事務

滞納処分による差押えに後れて抵当権が
設定され、担保物処分としての参加差押
えがなされた財産の公売について

読むだけでは分からない地方税法
協会ニュース

協会ニュース
実務教材の作成発行について

第 358 号（1990 年 1 月）
巻頭言

第 356 号（1989 年 9 月）

主税局長 玉井 宏夫

巻頭言
千代田区長 木村
点滴

茂

点滴
講演記録
「日米経済の注目点」

ポケットコンピユーターで配特控除額を
計算

第 360 号（1990 年 5 月）
巻頭言

地方団体税務行政調査報告
大阪府における特別地方消費税の適正
申告の方策と検税調査事務
山形市における住民税システムについて
京都府における特別地方消費税の定着
状況等について
仙台市の税務について
岡崎市における家屋評価計算の電算処
理システムについて

東大和市長 尾崎清太郎
点滴「機械化に想うこと」
講演記録
「大都市における税制について」
平成 2 年度東京都予算の概要について
地方団体税務行政調査報告
高松市における国民健康保険料賦課状
況について
協会ニュース

事業所税に係る非課税施設としての
「廊下」相当部分の認定について

税務統計

富山市の税務行政の実態調査について
田無市における税務事務について

第 361 号（1990 年 7 月）
巻頭言
文京区長 遠藤 正則

協会ニュース
点滴・雑感「市民対応について」

第 359 号（1990 年 3 月）

税制・税収動向特集
平成 2 年度の地方税制改正について

巻頭言
足立区長 古性

直
平成 2 年度都税当初予算について

点滴「歴史好き」
投稿
国際化に思うこと
地方団体税務行政調査報告
軽油引取税脱税事件レポート
櫛形町における電算機自庁処理（単独
導入）方式について

経済動向と都税収入（前）
＝昭和 60 年度～62 年度＝
講演記録
「人生 80 年時代における生涯学習」
地方団体税務行政調査報告
高松市における電算事務について
俳句

江戸末期の面影を残す・鶴岡市を訪ねて
税務用語の解説
墨田区の税務事務について
税務統計
協会ニュース

協会ニュース

第 364 号（1990 年 11 月）

第 362 号（1990 年 8 月）
新人のこえ特集
平成 2 年度新規採用税務職員感想文集
協会ニュース

巻頭言
墨田区長 奥山 澄雄
点滴（みんなで語ろう都市問題）
区市町村税務事務管内事情紹介
中央区システムの開発

第 363 号（1990 年 9 月）

八王子市における税務行政について

巻頭言
羽村町長 井上篤太郎

韓国の新しい土地税制

点滴

租税債権と私債権との調整

税制・税収動向特集（続）
経済動向と都税収入（後）
昭和 63 年度～平成 2 年度

地方団体税務行政調査報告
札幌市における固定資産税の状況及び
課税体制について

平成元年度の東京都普通会計決算の概要

俳句（八首）

台東区の税務事務について

税務用語の解説
協会ニュース

投稿
ゴルフ会員権等の差押えと換価
地方団体税務行政調査報告
神戸市における税務行政について

税務統計
編集後記

第 365 号（1991 年 1 月）

盛岡市における税務行政について
巻頭言
兵車県における税務広報活動について
仙台市における税情報システムについて
俳句（八首）

主税局長 高木 美昭
点滴
講演記録
「21 世紀への日本経済の展望」

税務用語の解説
協会ニュース
税務統計
編集後記

区市町村税務事務管内事情紹介
立川市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
兵庫県における特別地方消費税の定着
化並びにその処理について

広島県（税）における滞納整理の実態
について

巻頭言

西那須野町における税務事務運営について

点滴

税務用語の解説

中野区長 神山 好市

税制視察報告
ニューヨーク市の固定資産税制度

協会ニュース
寄稿
特殊財産（絵画）の換価について
新宿都税事務所第一特整グループ

税務統計
編集後記

第 366 号（1991 年 3 月）
巻頭言
青梅市長

田辺 栄吉

区市町村税務事務管内事情紹介
調布市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
ふるさと創生
“過疎と高齢化のすすむ町”をたずねて

点滴
名古屋市の税務研修について
講演記録
「人生 80 年時代における生涯学習」
投稿
カード時代と商品切手発行税

市税の納税促進対策について
税務用語の解説
協会ニュース

区市町村税務事務管内事情紹介
板橋区の住民税（賦課）システムについて
地方団体税務行政調査報告
島根県における特別地方消費税の事務
運営について
鹿児島市における税務行政について

税務統計
編集後記

第 368 号（1991 年 7 月）
巻頭言
東久留米市長 稲葉三千男

姫路市における税務オンラインシステム
（主に個人住民税について）

点滴

税務用語の解説

平成 3 年度地方税制改正について

協会ニュース

平成 3 年度都税当初予算について

税務統計

区市町村税務事務管内事情紹介
保谷市における税務事務について

編集後記

第 367 号（1991 年 5 月）

地方団体税務行政調査報告
山口市の軽自動車税事務について

豊田市における電算システムと課税資
料の管理保管について

第 370 号（1991 年 10 月）
新人のこえ特集
平成 3 年度新規採用税務職員感想文集

伊丹市における収納事務について
寄稿
ブロック別事例発表会を開催して

第 371 号（1991 年 11 月）
巻頭言

東京都におけるブロック別不動産合同
公売の実施について

五日市町長 田中 雅夫
点滴

税務用語の解説
講演記録
これからの国際経済と日本

協会ニュース
税務統計

税務事務紹介シリーズ
町田市における税務事務について

縮集後記
地方団体税務行政実態調査報告
山口県の自動車二税に関する事務運営
について

第 369 号（1991 年 9 月）
巻頭言
江東区長 室橋

昭

観光地を抱える村財政について

点滴
講演記録
ニューヨークの子育て事情

寄稿
電算化 4 つの迷信

区市町村税務事務管内事情紹介
新宿区の税務事務について

税務用語の解説
協会ニュース

地方団体税務行政調査報告
金沢市における滞納整理事務について
加古川市における税収納事務の電算処
理状況について
寄稿
土地税制を考える

税務統計
編集後記

第 372 号（1992 年 1 月）
巻頭言
主税局長 高木 美昭

税務用語の解説
点滴
協会ニュース
税務統計

税務事務紹介シリーズ
葛飾区の税務事務について

編集後記

寄稿

平成 2 年度東京都普通会計決算の概要

税務統計

地方団体税務行政調査報告
大阪府法人府民税・事業税等の課税事
務の実態について

編集後記

旭川市における税財政

第 374 号（1992 年 5 月）
巻頭言
多摩市長 臼井 千秋

宝塚市における収納消込の電算処理
点滴
税務用語の解説
税務事務紹介シリーズ
豊島区における税務事務について

協会ニュース
税務統計

地方団体税務行政調査報告
盛岡市における市民税の会計処理につ
いて

縮集後記

第 373 号（1992 年 3 月）

倉敷市の固定資産税（土地・家屋）の
課税事務について

巻頭言
世田谷区長 大場 啓二

芦屋市の税システムについて

点滴

滞納整理のオンラインシステムについて

講演記録
首都高速 12 号線に架かる大吊橋について

倉敷市における住民税の課税事務について
税務用語の解説

税務事務紹介シリーズ
青梅市における税務事務について
寄稿
晒す手作り、さらさらに

協会ニュース
税務統計
編集後記

地方団体税務行政調査報告
青森市における路線価公開事務について
弘前市における滞納整理事務について

第 375 号（1992 年 7 月）
巻頭言
北区長 北本 正雄

浜松市の口座振替納税制度について
点滴
税務用語の解説
平成 4 年度の地方税制改正について
税務資料室からのお知らせ
平成 4 年度都税当初予算について
協会ニュース
税務事務紹介シリーズ

小金井市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
和歌山市における税務行政について
寄稿
新任主査によるブロック別体験事例発
表会を開催して

第 377 号（1992 年 10 月）
新人のこえ特集
平成 4 年度新規採用税務職員感想文集

第 378 号（1992 年 11 月）
巻頭言
板橋区長 石塚 輝雄

税務用語の解説
点滴
協会ニュース
税務事務紹介シリーズ
清瀬市の税務行政について

税務統計
編集後記

第 376 号（1992 年 9 月）
巻頭言

地方団体実態調査報告
福岡市における固定資産税の課税と
家屋評価について
仙台市における税務徴収事務について

三宅村長 桑原 秀雄
尾花沢市における農業所得について
点滴
税務事務紹介シリーズ
大田区の税務事務について
講演記録
高齢化社会における健康問題

投稿
国税徴収法の規定による「捜索」の
実施について
俳句
協会ニュース

地方団体実態調査報告
秋田市の市民所得と消費支出
京都府の特別地方消費税への取組について

税務統計
編集後記

松江市における税務事務について

第 379 号（1993 年 1 月）

寄稿
「外国税制調査報告書」を読んで

巻頭言

俳句

点滴

協会ニュース
税務統計

税務事務紹介シリーズ
杉並区の住民税賦課システムの改正に
ついて

編集後記

寄稿

東京都主税局長 竹内

敏

平成 3 年度東京都普通会計決算の概要
地方団体実態調査報告
京都市の滞納整理の現状

協会ニュース
税務統計
編集後記

佐賀市における課税事務のオンライン
化について
投稿
外国法人の滞納整理に携わり
「制度と言葉の違い」をのり越えて
自動車税総合事務所奮戦記

第381号（1993年5月）
巻頭言

木村

茂

点滴
講演記録
地方税制のあり方

協会ニュース
税務事務紹介シリーズ
江東区の税務事務について

税務統計
編集後記

第 380 号（1993 年 3 月）
巻頭言
三鷹市長 安田養次郎

地方団体実態調査報告
愛媛県における特別地方消費税
の課税事務について
熊本市における個人住民税の賦
課事務について

点滴

津市の滞納整理事務について

講演記録
これからの経済見通し

寄稿
都市税協活動の一年を顧みて
俳句

税務事務紹介シリーズ
多摩市における税務事務について
地方団体実態調査報告
北九州市における滞納整理の実態と
公売の実施状況

協会ニュース
税務統計
編集後記

岡山市における滞納整理事務について
出雲市における税の収納及び滞納整理
について

第382号（1993年7月）
巻頭言

渡辺 禮一

点滴
水沢市における課税・非課税証明書の
発行事務について
俳句

平成五年度の地方税制改正について
平成五年度都税当初予算について

税務事務紹介シリーズ
昭島市における税務事務について
地方団体実態調査報告
豊田市における税務事務の電算
化に対する研修の実態について

編集後記

第384号（1993年10月）
新人の声特集
平成５年度新規採用税務職員感想文集

橿原市における税収納システムについて

俳句

佐賀市を訪問して

編集後記

俳句

第385号（1993年11月）

協会ニュース

巻頭言

税務統計

点滴

編集後記

税務事務紹介シリーズ
福生市における税務事務について

第383号（1993年9月）
巻頭言

府中市長 吉野 和男

俳句

藤枝 和博

点滴

地方団体税務行政調査報告
函館市における税務広報・税務相談等に
ついて

講演記録
事業承継税制の十年目の見直し
について

宮城県における税務徴収事務について
鹿児島市における課税減免措置について

税務事務紹介シリーズ
千代田区の税務事務について
地方団体実態調査報告
神戸市の税務事務について

寄稿
福生市はじめての不動産公売
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう
その1（接続詞）

徳山市における木造家屋電算
評価システムについて

協会ニュース

事業所税に関する課税事務の実態について

主要経済指標

西宮市における滞納整理事務について

税務統計

俳句

編集後記

協会ニュース
税務統計

第386号（1994年1月）
巻頭言

東京都主税局長 竹内

敏

点滴

金沢市における住民税の賦課事務について

平成四年度東京都普通会計決算の概要

平成６年度税制改正の動向
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう その3（接続詞）

税務事務紹介シリーズ
文京区の税務事務について

俳句
地方団体税務行政調査報告
富山県における不動産取得税電算
システムの概要等について

協会ニュース
主要経済指標

広島市における滞納整理事務について
税務統計
福島市における固定資産税の課税について
編集後記
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう その２（接続詞）

第388号（1994年5月）
巻頭言

田無市長 末木 達男

俳句
雑感
協会ニュース
税務事務紹介シリーズ
渋谷区における税務事務について

主要経済指標
税務統計

地方団体税務行政調査報告
長崎県における個人事業税の課税及び減免

編集後記
名古屋市の税務事務について（償却資産）
平成５年度東京税務レポート掲載目録

第387号（1994年3月）
巻頭言

杉並区長 松田 良吉

青森市における個人住民税の
賦課事務について
姫路市における個人住民税に関する
課税及び電算事務

点滴
講演記録
滞納整理事務のあり方
税務事務紹介シリーズ
武蔵野市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
高松市における家屋評価事務について
新潟市の税務行政

寄稿
所有権保存登記について
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう
その3（以前、前、以後、後）
俳句
協会ニュース
功労者・優秀論文検証受賞者名簿

主要経済指標

第390号（1994年9月）

税務統計

巻頭言

編集後記

雑感

第389号（1994年7月）
巻頭言

調布市市長 吉尾 勝征

講演記録
知って得する相続の知恵

港区長 菅谷 眞一

雑感
特別寄稿
平成６年度の地方税制改正について

税務事務紹介シリーズ
東京都中央区における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
東大阪市における平成６年度
固定資産税評価替え業務について

平成６年度都税当初予算について
税務事務紹介シリーズ
三鷹市における税務事務について

他県における法人税割額から控除・還付
される道府県利子割の事務について
オーストラリア流全納報奨制度

地方団体税務行政調査報告
札幌市における税務広報・税務相談
について
松山市における住民税事務について

固定資産税の償却資産における
［事業用］及び［事業］の事務について
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう（期間計算）

水戸市における税務職員研修等に
関する調査について

幹部職員異動

税務職員名簿（都・区・市・町・村）

俳句

地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう（期間計算）

協会ニュース
主要経済指標

俳句
税務統計
お知らせ
区市町村税務職員の主税局研修への
参加について

編集後記

第391号（1994年10月）

協会ニュース
主要経済指標

新人のこえ特集
―平成６年度新規採用税務職員感想文集―

税務統計

編集後記

編集後記

第392号（1994年11月）

巻頭言

世田谷区長 大場 啓二

宇治市大村市における収納及び
滞納整理事務について

雑感
税務事務紹介シリーズ
東久留米市における税務事務について

一般寄稿
イギリスの地方自治制度について
自治省税務局長賞を受賞して

地方団体税務行政調査報告
福井市の税務事務について
（個人住民税の税務事務について）
一般寄稿
クルーザーの差押えから公売まで

地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう（準用、適用、施行）
俳句
主要経済指標

租税資料の開示と守秘義務の関係について
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう（見なす・推定する）

税務統計（平成５年度、区、市町村税
収入調定額決算）
協会ニュース

俳句
平成６年度東京税務レポート掲載
協会ニュース
編集後記
主要経済指標

第394号（1995年3月）

税務統計
巻頭言

国分寺市長 本多 良雄

編集後記
雑感

第393号（1995年1月）
巻頭言

東京都主税局長 竹内

雑感
講演記録
地方税制の現状と今後のあり方
税務事務紹介シリーズ
中野区における税務事務について

敏

特別寄稿（恒例分）
平成５年度・東京都普通会計決算の概要
税務事務紹介シリーズ
府中市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
石巻市における広報・功労者表彰・
納連について
鳥取市における税証明の発行について

地方団体税務行政調査報告
主要産業と税財政の関係について
―広島県と東京都との比較検討
山形市における固定資産税の
課税事務について

大分市における税務広報・税務相談等
について
税制情報
平成７年度税制改正（要旨）

地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう
（例による、従前の例による）

主要経済指標

俳壇

編集後記

税務統計

協会ニュース

第396号（1995年7月）

主要経済指標

巻頭言

税務統計

雑感

編集後記

特別寄稿
平成６年税制改革及び
平成７年度地方税制改正等について

第395号（1995年5月）
巻頭言

文京区長 遠藤 正則

雑感
税務事務紹介シリーズ
江戸川区における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
石川県の県税収入見込額の策定について

福生市長 石川彌八郎

平成７年度の都税当初予算について
税務事務紹介シリーズ
東大和市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
愛知県における法人事業税・県民税の申告
の審査及び課税事務の進行管理について
釧路市税務職員の新任研修について

新潟県における滞納整理について
大分県における滞納整理事務について
堺市における滞納整理事務について
寄稿
オーストラリアでの選挙権と税金の関係
研修情報
区市町村税務職員の主税局研修参加に
ついて
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう（その他、その他の）

大津市における個人住民税の賦課徴収に
ついて
神奈川県愛川町役場の課税・
収納事務について
地方税Ｑ・Ａシリーズ
慣用語を覚えよう
（法定納期限、法定納期限等）
俳壇
協会ニュース
主要経済指標

俳壇
税務統計
協会ニュース
平成６年度税財務関係職員功労者
優秀論文顕彰受賞者
名簿

編集後記

第397号（1995年9月）
巻頭言

江東区長 室橋

第399号（1995年11月）
昭

巻頭言

あきる野市長 田中 雅夫

雑感

雑感

講演記録
歴史に見る経営改革

平成６年度東京都普通会計決算の概要

税務事務紹介シリーズ
東京都北区における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
長野市の家屋に係わる不動産取得税
並びに固定資産税に関する評価事務の
実態について
下関市における資産税状況・土地を
中心として
一般寄稿
固定資産税における償却資産とは？

税務事務紹介シリーズ
武蔵村山市における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
愛知県春日井市の個人市民税課税事務
について
岐阜市における収納及び滞納整理事務
について
一般寄稿
税務行政とコンピュータ
バブル崩壊期の象徴的滞納事例
［退職金の差押え］を実行して

恵まれている日本のサラリーマン
地方税Ｑ・Ａシリーズ（12）
慣用語を覚えよう
（納税者、納税義務者、特別徴収義
務者）

方税Ｑ＆Ａシリーズ（13）
慣用語を覚えよう（期間制限と消滅時効）
俳壇
主要経済指標

俳壇
税務統計
協会ニュース
協会ニュース
主要経済指標
編集後記
税務統計（平成６年度区・
市町村普通会計決算概要）
編集後記

第400号（1996年1月）
新年のご挨拶
東京都知事

第398号（1995年10月）

巻頭言

新人のこえ特集
―平成7年度新規採用税務職員感想文集―

東京都主税局長
雑感

編集後記

青島 幸男

辰川 弘敬

講演記録
地方分権と地方税のあり方
税務事務紹介シリーズ
大田区における税務事務について
地方団体税務行政調査報告
米子市の滞納整理事務について
高知市における税務事務について
一般寄稿
オーストラリアの自動車と税金
あさきゆめみし－滞納処分を阻むもの－
口座振替納税制度の充実と拡大を
地方税Ｑ＆Ａシリーズ（14）
慣用語を覚えよう
（係る、関する、関係する）
俳壇
協会ニュース
平成七年東京税務リポート掲載目録
主要経済指標
税務統計
編集後記

