
東京税務レポート（税務月報） (501～529) の発行実績 

 

第 501号（2014 年 7月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………………日野市長 大坪 冬彦 

 

「不燃化特区支援税制」の創設について 

 

自動車取得税の不正申告を許さない！  

 

《特集 個人住民税徴収対策の取組》 

・オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間の取組 ―連携捜索から得たもの― 

・オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間の取組を通して 

・「高額滞納困難案件対策プロジェクト」 

―平成 25年度に行った武蔵村山市の新たな取組について― 

・初めてのＤＶＤ撮影 

 

オリジナル納付書兼催告書 ニコイチ君 

 

「みんなで活かそう!!所内公簿発掘探検隊」の取組 ―業務精度の向上を目指して― 

 

大規模震災発生時の家屋被害認定調査等及びり災証明発行業務について 

 

東京府から東京市・東京都への変遷及びその財政制度 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第６回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第７回） 

         

《マイ・レポート》 

私の好きな献血 

 

《税務行政調査報告》 

・個人住民税の特別徴収推進活動とその課題 ―静岡県三島市への調査を終えて― 

・長野県上田市における原動機付自転車のご当地プレート（新課税標識）の導入について 

       

《雑 感》 

写真って・・・ 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

歴史と文化と緑に育まれたみんなが主役のまち「文
ふみ

の京
みやこ

」 

―文京区における税務事務について― 

 



協会ニュース 

 

〔資料〕平成 25年度東京税務協会事業報告(概要) 

 

編集後記  

 

第 502号（2014 年 10月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………………港区長 武井 雅昭 

 

もうすぐ10年 ―法人調査係成長記― 

 

「夏休み親子租税教室」の実施について 

 

《特集 人材育成に取り組む》 

・都心の活力が鍛える翼 ―中央都税人材育成の取組（若手職員を中心に）― 

・杉並都税事務所の人材育成の取組 ―主税局構造改革マインドの継承―  

・江戸川人材育成プログラム「江戸川チャレンジ目標と行動」 

～創意工夫による活力ある職場づくり～ 

 

滾（たぎ）る！新宿都税事務所徴収課 

 

印税の差押えの取組について 

 

《特別寄稿》 

「徴収率右肩上がりの処方箋」 がんばろう・・・ 徴収職員 

 

固定資産税における相続人代表の表記 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第７回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第８回）  

 

《雑 感》  

記憶の中の「燃える山々」 

 

《マイ・レポート》  

クルマと私  

 

《税務事務紹介シリーズ》 

このまちが好き 夢かなうまち福生 ―福生市における税務事務― 

 

 全国の仲間と共に税務の実践力を磨く ―平成 26年度「東京税務セミナー」の開催― 

東京税務セミナーに参加して           

 



《資 料》 

税務統計 

  平成 25年度都税決算額 

   平成 25年度特別区税収入状況（決算） 

   平成 25年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

「東京税務レポート」創刊 500号記念アンケート実施結果について 

 

編集後記  

 

第 503号（2015 年 1月） 

巻 頭 言………………………………………………………………………東京都知事 舛添 要一 

 

新年の挨拶……………………………………………公益財団法人東京税務協会理事長 宮下  茂 

 

平成26年度東京都税制調査会答申について 

 

《特集 新しい年を迎えて―新人職員の抱負―》 

    

1円 2円を積み重ねて 1,056億円！ はじめまして、都民税利子割係です 

 

無償譲受人等の第二次納税義務の追及 

 

国立市の滞納整理の取組について 

 

《海外研修報告》 

アメリカの地方税徴収における民間委託の調査（1/2） 

 

《特別寄稿》 

相続人不存在の不動産公売への取組について 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第８回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第９回） 

    

《雑 感》 

十条銀座商店街から同窓会へ 

 

《税務行政調査報告》 

九州市町村合同公売会について 

堺市・名古屋市の業務委託実態調査 

 



《マイ・レポート》 

マイブーム遍歴 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市おおた 

―大田区税務事務について― 

 

平成 26年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

もっと身近に 

 東京都主税局長賞 

   私たちの暮らしと税金 

   暮らしと税金 

平和な日本が続くため 

    

平成 26年度「東京税務セミナー・北海道地区(滞納整理)」の開催 

 「滞納整理・基礎コース」に参加して 

 

協会ニュース 

 

平成 26年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 504号（2015 年 4月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………………国立市長 佐藤 一夫 

 

平成27年度地方税制改正について 

 

平成27年度都税当初予算について  

 

《特別寄稿》 

番号制度導入による地方税事務への影響等について 

 

《海外研修報告》 

アメリカの地方税徴収における民間委託の調査（2/2） 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第９回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 10回） 

          

《マイ・レポート》 

～私の視点からの東京のバリアフリー～ 

 



《税務行政調査報告》 

・大阪府における国税データ連携導入後の個人事業税課税事務について 

・現年課税分の収納率向上に向けた調査研究について 

             

《税財政講演記録》  

消費税増税時代と地方財政のあり方 

 

《雑 感》 

「小さい白いにわとり」のはなし 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して―府中市における税務事務― 

 

協会ニュース 

 

編集後記  

 

第 505号（2015 年 7月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………… 荒川区長  西川太一郎  

 

清算人選任後に公売した不動産共有持分付きリゾート会員権について 

 

東京都主税局のTwitter
ツ イ ッ タ ー

のさらなる活用に向けて 

～千代田都税事務所「課題研究研修」を通じて考えたこと～ 

 

外国人への課税の取り扱いについて 

 

《特別寄稿》 

個人住民税の特別徴収における税額通知の電子化の取組 

 

東京２３区における平成２７基準年度の土地評価替えの状況 

 

不動産取得税の事務改善の取組 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第 10回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 11回） 

    

《税務行政調査報告》 

小山市のクレジットカード収納サービス 

大阪市における固定資産（家屋）評価技術の維持・向上に係る取組について 

地方創生の実現を目指して ―鳥取県庁の挑戦― 

 



《雑 感》 

釣りと癒しの時間  

 

《マイ・レポート》 

当たり前のこと 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

誇りをもって継承できる持続可能な都市をめざして ―武蔵野市における税務事務について― 

 

協会ニュース 

 

【資料】平成 26年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 

第 506号（2015 年 10月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………清瀬市長 渋谷 金太郎 

 

葛飾都税事務所の接遇向上への取組 

 

東日本大震災被災市の固定資産税に係る業務について 

 

大手町土地区画整理事業地区の課税について 

 

《特別寄稿》 

市税滞納整理により空き家・ごみ屋敷を解消へ  

 

収納率Ｖ字回復をめざす―小金井市納税課の挑戦― 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１１回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１２回） 

       

《雑 感》  

「郷土愛」 

 

《マイ・レポート》 

「我が家のワークライフバランス」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

新しい成熟都市・練馬をめざして ―練馬区における税務事務について― 

 

「税務事務の情報の共有化」による知識の習得 ―平成 27年度「東京税務セミナー」の開催― 

東京税務セミナーに参加して 



        

《資料》 

 税務統計 

  平成 26年度都税決算額 

  平成 26年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 26年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記  

 

第 507号（2016 年 1月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………東京都知事 舛添 要一 

 

新年の挨拶………………………………………公益財団法人東京税務協会理事長 宮下  茂 

 

平成27年度東京都税制調査会答申について 

 

《特集 新しい年を迎えて―新人職員の抱負―》 

 

《特別寄稿》 

番号制度導入による地方税事務への影響等について   

 

固定資産税の祖である神田孝平 

 

窓口は都政の顔 

 

《特別寄稿》 

予納金のかからない相続財産管理人選任申立ての事例紹介 

  

市町村行政と徴税事務 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１３回） 

 

《雑 感》 

阪神「４番」打者のホームラン 

 

《税務行政調査報告》  

 仙台北県税事務所と黒川郡４町村間の徴税吏員の併任制度について 

高知県安芸市の特別徴収推進事務について ―法令遵守の徹底― 

 

《マイ・レポート》 

我が家のスポーツ事情 

 



《税務事務紹介シリーズ》 

やさしさとふれあいの西東京に暮らし、まちを楽しむ ―西東京市における税務事務について― 

 

平成 27年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

 私たちの安全を守る税 

 東京都主税局長賞 

 税金と、使う私達の課題 

  税金という名のバトン 

  未来へのチケット 

 

平成 27年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催  

「滞納整理・財産調査コース」に参加して 

 

協会ニュース 

 

平成 27年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 508号（2016 年 4月） 

巻 頭 言………………………………………………………………世田谷区長 保坂 展人 

 

平成28年度地方税制改正について 

 

平成28年度都税当初予算について 

 

オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間の「これまで」と「今」－合同動産下見会の初開催－ 

 

《特別寄稿》 

市民税・府民税納税通知書のユニバーサルデザイン化による市民満足度の向上の取組 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１２回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１４回） 

 

《マイ・レポート》 

昭和５９年からの十大ニュース 

 

《税務行政調査報告》 

預金差押えのオンライン化に向けて 

 自治体間の壁を越えて―宮崎県児湯郡の地域連携－ 

 先進的取組（広域連携による捜索・公売、ファイナンシャルプランナーを活用した 

生活再建型滞納整理、ふるさと納税）を続ける平戸市の組織風土及び人材育成について   



  

《税財政講演記録》 

これからの地域経営と地方税財政のあり方 

 

《雑 感》 

気持ちは“いつまでも青春“ 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

江戸川区における現年徴収の取組 ―江戸川区における税務事務―  

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

 

第 509号（2016 年 7月） 

巻 頭 言………………………………………………………………………武蔵野市長  邑上 守正 

 

軽油引取税 免税軽油に係る調査の新手法について 

 

給与の差押えについて（非協力的な第三債務者編） 

 

《特別寄稿》 

大阪市における地理情報システムを用いた固定資産（土地）評価について 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度について 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第 13回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 15回） 

 

《講演記録》 

滞納整理を行う上での心構えと進行管理 

                        

《税務行政調査報告》 

 福岡県における自動車税・自動車取得税の身体障害者減免に係る制度運用について 

大阪市における土地評価事務の更なる適正化、効率化に向けた取組 

  

《雑 感》 

「人工知能」のゆくえと「人の感性」 

 

《マイ・レポート》 

審判について思うこと 

 



《税務事務紹介シリーズ》  

―千代田区における税務事務― 

 

協会ニュース  

 

編集後記 

 

第 510号（2016 年 10月） 

巻 頭 言………………………………………………………………… 豊島区長 高野 之夫 

 

「税務の達人」への取組 

 

「東京における大規模事業用建築物の固定資産評価について～新たな評価方法を検討～」 

 

《特別寄稿》 

課税支援ツールとしての「ＧＩＳ」の活用  

 

地方税の連帯納税義務における不当性判断の問題 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１４回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１６回） 

 

《雑 感》  

「江戸開城」 

 

《マイ・レポート》 

 小学生の見た１９６４オリンピック 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

緑と水 文化の薫りにふれるまち  

―三鷹市における税務事務について― 

 

 

平成 28年度「東京税務セミナー」の開催 

―「個の力」を高める―   

東京税務セミナーに参加して 

 

《資料》 

 税務統計 

  平成 27年度都税決算額 

  平成 27年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 27年度市町村税収入状況（決算） 

 



協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 511号（2017 年 1月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………東京都知事 小池百合子  

 

新年の挨拶…………………………………………公益財団法人東京税務協会理事長 宮下  茂 

 

平成２８年度東京都税制調査会答申について 

 

特集 新しい年を迎えて―新人職員の抱負― 

 

被災地岩手県への支援活動の報告   

 

千代田広報プロジェクト「税法説明会」 

 －税に対する都民の理解促進に向けた取組－ 

 

不動産取得税における業務ノウハウの継承へ向けた取組 

 

江戸時代の幕府と諸藩の関係≪変則的中央集権国家≫ 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１５回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１７回） 

 

《雑 感》 

昨日も今日も坂道 

 

《税務行政調査報告》  

 超小型モビリティの導入促進と導入後の課税のあり方について 

 愛知県蒲郡市における特別徴収の口座振替制度について 

 

《マイ・レポート》 

「趣味について」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

公平・公正な賦課徴収や区民サービスの向上に資する荒川区の税務事務の取組について 

 

平成２８年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

 公園になる我が家 

 東京都主税局長賞 

 日本の「普通」を支える税制度 



  無限の可能性 

  地域の環境美化と税 

 

平成２８年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催  

「滞納整理・基礎コース」に参加して 

 

協会ニュース 

 

平成２８年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

512号（2017年 4月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………稲城市長 高橋 勝浩 

 

平成29年度地方税制改正について 

 

平成29年度都税当初予算について 

 

中野都税事務所における「租税教室」の取組について 

 

首都圏の政令指定都市の事例から検証する個人住民税の調定収入計画 

～より正確な計画を策定するための統計学的考察～ 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１６回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１８回） 

 

《雑 感》 

週末は畑に行こう 

 

《税務行政調査報告》 

自力執行権がない第三債務者に対する法的措置等について～岡山県債権対策室の取組～ 

マイナンバー運用開始に伴う税情報における個人情報保護の取組について 

熊本県八代市市民税課繁忙期被災時対応について   

 

《税財政講演記録》 

持続可能な財政システムの条件と地方財政の諸論点 

 

《マイ・レポート》 

ドラえもんは何処に 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

人と自然が調和した生活文化都市 東大和  



―東大和市における税務事務について― 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

513号（2017年 7月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………新宿区長 吉住 健一 

 

外形標準課税対象法人の調査実務紹介 

～納税者が間違いやすい１０のポイント～ 

 

都税事務所の相談広報事務と渋谷都税事務所の取組 

 

特集 「税務の達人」参加体験記                            

税務の達人（法人調査部門）に参加して 

「税務の達人」プロジェクトを通して得た新たな発見 

 

《特別寄稿》 

給与所得者に対する年末調整差押の取組 

 

家屋と償却資産の区分について 

 

「滞納処分の執行停止」をめぐって（第１回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１９回） 

    

《税務行政調査報告》 

不正軽油脱税事案に対する兵庫県・奈良県の取組から学ぶ 

不動産取得税の非課税調査事務及び減額調査事務について 

香川滞納整理推進機構の現状と今後の課題 

 

《雑 感》 

週末の楽しみ 

 

《マイ・レポート》 

スポーツの魅力について 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

世田谷区における税務事務について 

 

平成２９年度東京税務セミナー「長野・新潟・富山・石川・福井地区」(滞納整理)の開催 

 「滞納整理・財産調査コース」に参加して 

 「滞納整理・公売コース」に参加して 



協会ニュース 

 

編集後記   

 

第 514号（2017 年 10月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………東大和市長 尾崎 保夫 

 

「民有地を活用した保育所等整備促進税制」の創設について 

 

農地の評価、納税者の理解促進のための取組 

 

被災地岩手県の不動産取得税に係る業務について 

 

固定資産税、１０か月目の雑感 

 

「滞納処分の執行停止」をめぐって（第２回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２０回） 

 

《マイ・レポート》 

父を亡くして～現場検証から葬儀まで、さらにその後～ 

 

《雑 感》 

今、夢中になっていること 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

魅力あふれ ひとがつながる 文化都市国分寺 

－国分寺市における税務事務について－ 

 

平成２９年度「東京税務セミナー」の開催  

－「学び」を育成につなげる－ 

 

東京税務セミナーに参加して 

 

《資料》 

 税務統計 

  平成 28年度都税決算額 

  平成 28年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 28年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 



第 515号（2018 年 1月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………東京都知事 小池 百合子 

 

新年の挨拶……………………………………………公益財団法人東京税務協会 理事長 宮下 茂 

 

平成２９年度東京都税制調査会答申について 

 

《特集》 

 新しい年を迎えて－新人職員の抱負－ 

 

大規模捜索における留意点について 

 

品川都税事務所 家屋評価の挑戦 

～納税者ファーストの新たな取組～ 

 

大田都税事務所『特区民泊』への取組 

 

特別徴収の一斉指定にあたって 

 

《特別寄稿》 

 地方税共通納税システムの取組について 

 

地方税徴収職員のためのＱ＆Ａ 滞納整理の基本事例解説（第１７回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２１回） 

 

《雑 感》 

 香りにまつわる話 

 

《税務行政調査報告》 

 課税資料の電子的回送について 

 

《マイ・レポート》 

 冬の楽しみ～トリュフと豚と幸せと～ 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 板橋区における税務事務について 

 

平成２９年度 中学生の「税についての作文」 

 

平成２９年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催 

 

「滞納整理・基礎コース」に参加して 

 



協会ニュース 

 

平成２９年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 516号（2018 年 4月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………………文京区長 成澤 廣修 

 

平成30年度地方税制改正について 

 

平成30年度都税当初予算について 

 

第二次納税義務と事実認定 

 

徴収業務におけるタブレット及びスマートフォンの活用 

 

固定資産税のいわゆる「死亡者課税」の効力をめぐって 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２２回） 

 

《税務行政調査報告》 

倉敷市の償却資産課税事務について 

地方税法第 321条の４遵守のための事務手続きについて 

―静岡県下田市の事例から学ぶ― 

課税業務への民間委託導入検討 

 

《雑 感》 

「バイクあるけど、どう？」 

 

《税財政講演記録》 

「変容しつつある日本における税制の課題と将来像」 

～ＩＣＴの発達をめぐって～ 

 

《マイ・レポート》 

三日坊主 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

活力ある魅力あふれるまちづくり 新たな 100 年がスタート  

―八王子市における税務事務について― 

 

協会ニュース 

 

編集後記 



第 517号（2018 年 7月） 

巻 頭 言……………………………………………………………………… 羽村市長 並木  心 

 

東京23区における平成30基準年度の土地評価替えの状況 

                                                                              

いつか誰かがやらなければならない困難事案 今ここで、メスを入れます！ 

 

特集 「税務の達人」参加体験記                            

法人二税業務改革のためのヒント探し 

税務の達人（法人調査部門）に参加して 

税務の達人に参加して 

 

路線価の付設について 

 

分納誓約と換価の猶予（第１回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２３回）  

 

《税務行政調査報告》 

大阪府・京都市の民泊への宿泊税課税 

島根県における市町村と連携した徴収取組について 

個人住民税課税業務委託の取組について 

香川県高松市におけるＵＣＤＡ認証「伝わるデザイン」を取得した 

「市民税・県民税納税通知書」について 

 

《雑 感》 

しろのすすめ  

 

《マイ・レポート》 

渓流釣りの魅力 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

葛飾区における税務事務について  

 

平成３０年度東京税務セミナー「長野地区」(滞納整理)の開催 

 

東京税務セミナー「長野地区」に参加して 

 「滞納整理・事例検討コース」  

 「滞納整理・財産調査コース」  

 「滞納整理・公売コース」  

 

協会ニュース  

 

編集後記 



第 518号（2018 年 10月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………… 大田区長 松原 忠義 

 

個人住民税における滞納発生直後の滞納整理について 

    

被災地岩手県への支援活動の報告 

    

軽自動車税の減免について 

    

分納誓約と換価の猶予（第２回） 

    

「住民税」あんな質問 こんな質問（第24回） 

    

《マイ・レポート》 

 収穫の秋〈生産緑地の2022年問題をご存知ですか？〉 

    

《雑 感》 

 夜間飛行  

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 花と水のまち「はむら」 

  ―羽村市における税務事務について― 

    

平成30年度「東京税務セミナー」の開催 

  ―「スキル」の向上をめざして― 

    

東京税務セミナーに参加して 

  

東京税務セミナー（金沢）に参加して 

  

《資料》 

 税務統計  

  平成29年度都税決算額 

  平成29年度特別区税収入状況（決算） 

  平成29年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース  

編集後記  

 

第 519号（2019 年 1月） 

巻 頭 言 ……………………………………………… 東京都知事 小池百合子 

 

新年の挨拶 …………………… 公益財団法人東京税務協会理事長 宮下  茂 



 

平成30年度東京都税制調査会答申について 

   

《特集》 

 新しい年を迎えて－新人職員の抱負－ 

特集 新しい年を迎えて―新人職員の抱負― 

留置権を主張する第三者が占有する自動車の公売 

   

東京都と埼玉県における事務所レベルでの若手職員交流会の実施について 

～江戸川×さいたま 交流会２０１７～ 

    

《特別寄稿》 

 埼玉県滞納整理特別研修会について 

    

《特別寄稿》 

 ＡＩの現状と固定資産税賦課への利用 

   

仮差押えの執行された不動産と滞納処分 

    

「住民税」あんな質問 こんな質問（第25回） 

    

《雑 感》 

 シベリア鉄道の旅  

 

《税務行政調査報告》 

 広島市収納対策部の徴収取組について 

   

 特別区における自治体クラウド導入の検討 

 

《マイ・レポート》 

 見えないものを楽しむ    

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 中央区における税務事務について  

 

平成30年度 中学生の「税についての作文」  

  

平成30年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催 

「滞納整理・財産調査コース」に参加して 

    

協会ニュース  

平成30年「東京税務レポート」掲載目録  

編集後記 

 



第 520号（2019 年 4月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………… 青梅市長 浜中 啓一 

 

平成31年度地方税制改正について  

 

平成31年度都税当初予算について  

 

たばこ税手持品課税における事務効率化施策について 

    

品川都税事務所における職場研修計画の取組について 

    

《特別寄稿》 

 地方からの滞納整理論 

    

《特別寄稿》 

 地方税共同機構の設立について 

    

「滞納処分の執行停止」に関する若干の考察 

    

「住民税」あんな質問 こんな質問（第26回） 

    

《税務行政調査報告》 

  福岡市における地方税法第343条第２項後段の規定に基づく 

 所有者認定事務の取扱いについて 

    

 名古屋市における市税事務所及び特別徴収事務センターの活用と業務委託の取組 

    

 大阪府の自動車二税に係る業務委託 

    

《雑 感》 

 「二地域居住」へのチャンス？ 

    

《税財政講演記録》 

 公共経済学の視点から見た地方税財政 

    

《マイ・レポート》   

おしゃべりの相手 

    

《税務事務紹介シリーズ》 

 にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

 ―立川市における税務事務について― 

 

協会ニュース   

編集後記   



521 号（2019年 7月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………… 練馬区長 前川 耀男 

 

相続財産法人に対する課税にまつわる問題の総合的な解決に向けて 

   

特集 「税務の達人」参加体験記 

  税務の達人に参加して 

  滞納整理のキーワードは「現場」と「先着手」 

     

複合用途・複合構造家屋の評価・課税について 

    

《特別寄稿》 

ｅＬＴＡＸの最新動向について 

    

民法改正と地方税の賦課徴収実務への影響 

    

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 27回） 

   

民法第９５１条の法人と地方税の諸問題 

    

《税務行政調査報告》 

納税証明書申請等の行政手続き電子化の現状と課題（調査先 大阪市） 

  外国人住民に対する収納率向上の取組について（調査先 磐田市） 

  神奈川県伊勢原市における市税徴収事務の民間委託について（調査先 伊勢原市） 

    

《雑 感》 

 オリンピックへの想い  

 

《マイ・レポート》 

 舞台鑑賞の楽しみ  

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 「住めば、北区東京。」 

 北区における税務事務について  

 

2019年東京税務セミナー「長野地区」(滞納整理)の開催 

    

東京税務セミナー「長野地区」に参加して 

 「滞納整理・事例検討コース」 

 「滞納整理・財産調査コース」  

 「滞納整理・公売コース」  

 

協会ニュース  

編集後記  



第 522号（2019 年 10月） 

巻 頭 言 ………………………………………………… 東久留米市長 並木 克巳 

 

自動車の新たな税制と都の取組 

 ―令和元年10月１日から自動車の税が大きく変わりました― 

    

宅地以外の地目別評価について 

    

自動車税コールセンターにおける納税者サービスの高度化 

 （新コールセンターシステムによるサービス提供） 

    

民法改正と地方税の賦課徴収実務への影響 

    

「住民税」あんな質問 こんな質問（第28回） 

    

《マイ・レポート》 

 野球の思い出 

   

《雑 感》 

 「やさしい？日本語」  

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 小平市における税務事務について 

  ～都会から一番近いプチ田舎～ 

   

令和元年度「東京税務セミナー」の開催 

  ―「チャレンジ精神」を高める― 

     

東京税務セミナーに参加して 

  

東京税務セミナー（新潟・富山・石川・福井地区）に参加して 

  

《資料》 

 税務統計  

  平成30年度都税決算額 

  平成30年度特別区税収入状況（決算） 

  平成30年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

編集後記 

 

第 523号（2020 年 1月） 

巻 頭 言…………………………………………………………… 東京都知事 小池百合子 



 

新年の挨拶………………………………… 公益財団法人東京税務協会理事長 宮下  茂 

 

令和元年度東京都税制調査会答申について 

 

《特集》 

 新しい年を迎えて－新人職員の抱負－ 

 

練馬区におけるＡＩ導入に向けた共同実証の取組 

 

《特別寄稿》 

住家被害認定調査における経験から伝える 

～「的確な現地調査」と「迅速なり災証明書の発行」に向けて～ 

 

《特別寄稿》 

滞納分析に基づいた徴収事務マネジメント 

 

《特別寄稿》 

整理困難事案の解決に向けた取組 

 

民法改正と地方税の賦課徴収実務への影響 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２９回） 

 

《雑 感》 

旅先での被災体験  

 

《税務行政調査報告》 

ＲＰＡによる税務事務の自動化への取組について 

 

沈黙の次に最も美しい音 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

目黒区における税務事務について 

 

令和元年度中学生の「税についての作文」 

 

令和元年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催  

 

「滞納整理・基礎コース」に参加して 

 

協会ニュース  

令和元年「東京税務レポート」掲載目録 

編集後記 

 



第 524 号（2020 年 4 月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………… 江東区長 山﨑 孝明 

 

令和２年度の地方税制改正について 

 

令和２年度都税当初予算について 

 

令和元年度「直税課税研修」への取組について 

 

デジタル経済時代の企業課税の国際潮流と地方税 

 

《特別寄稿》 

滞納整理困難事案等の取組事例について 

 

民法改正と地方税の賦課徴収実務への影響 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 30回） 

 

《税務行政調査報告》 

福山市における固定資産ＧＩＳの家屋評価業務への活用について 

 

市税業務におけるＲＰＡの活用 

 ～伊丹市市民税課の異動届入力業務を例として～ 

  

つくば市におけるＲＰＡの活用について 

  

《雑 感》 

獅子っ狂い 

  

《税財政講演記録》 

デフレ脱却と財政健全化 

 ～税財政改革の今後の展望～  

 

《マイ・レポート》 

ただいま、楽しく「終活」中です！ 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

日野市における税務事務について 

 ～新選組のふるさと、そしてＳＤＧｓ未来都市～ 

 

協会ニュース 

編集後記 

 

 



第 525 号（2020 年 7 月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………………… 多摩市長 阿部 裕行 

 

就任挨拶  ………………………………… 公益財団法人東京税務協会理事長 西海 哲洋                  

 

事業譲渡による第二次納税義務の追及について 

 ～前例のない事案へのチャレンジ～ 

 

軽自動車税に関する照会について 

 

固定資産税の賦課徴収に係る問題点と制度改正の必要 

 …私の提案（概要）… 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第 31回） 

 

全国自治体税務職員向け講義のＷｅｂ配信等について 

 （公財）東京税務協会の新たな取組 

 

《税務行政調査報告》 

倶知安町における宿泊税の導入について 

 

ＡＩを活用した催告業務の支援について 

 

生活再建型滞納整理の実践について 

 

北九州市における収納管理業務の民間委託について 

 

《雑 感》 

可愛らしい見た目の割には知名度の低い動物たち 

 

《マイ・レポート》 

吾四〇にして再び学を志す 

 

《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 

【資料】令和元年度東京税務協会事業報告（概要） 

編集後記 

 

第 526 号（2020 年 10 月） 

巻 頭 言………………………………………………………………… 中央区長 山本 泰人 

 



税務署の内部事務のセンター化と自治体の対応 

―東京上野税務署と２区、２都税事務所― 

 

倒産情報をキャッチしたときの滞納整理について 

 

スマートフォン決済アプリ収納の導入について 

～都税キャッシュレス納税比率 70％への挑戦～ 

 

各種所要の補正について 

 

コロナ禍におけるオンライン研修について 

 

「皆で考えよう！身近な滞納整理実務」（第１回） 

 

民法改正と地方税の賦課徴収実務への影響 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第３２回） 

 

地方税の滞納整理Ｑ＆Ａ 

 

《マイ・レポート》 

絵本雑感  

 

《雑 感》 

徴収に携わる皆さんへ 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

東村山市における税務事務について 

～みどりと歴史とともに持続可能なまちに向かって～ 

 

令和２年度「東京税務セミナー」の開催 

―難題を如何に解決するか― 

 

東京税務セミナーに参加して 

 

《資料》 

 税務統計 

  令和元年度都税決算額 

  令和元年度特別区税収入状況（決算） 

  令和元年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

編集後記 

 

 



第 527 号（2021 年 1 月） 

巻 頭 言………………………………………………………………… 東京都知事 小池百合子 

 

新年のご挨拶…………………………………… 公益財団法人東京税務協会理事長 西海 哲洋 

 

令和２年度東京都税制調査会答申について 

 

《特 集》 

新しい年を迎えて―新人職員の抱負― 

 

一時宿泊療養施設の運営について 

 

アプリケーションソフトウェアによる滞納整理業務の効率化について 

 

「皆で考えよう！身近な滞納整理実務」（第２回） 

 

換価猶予制度の取扱いについて…私の疑問… 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第３３回） 

 

《雑 感》 

リーダーについて 

 

《マイレポート》 

いい湯だな 

 

《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～収納率の向上をめざして～ 

 

令和２年度中学生の「税についての作文」 

 

令和２年度「東京税務セミナー（滞納整理部門）秋季コース」の開催 

 

「公売（応用）コース」に参加して 

 

「財産調査コース」に参加して 

 

協会ニュース 

令和２年「東京税務レポート」掲載目録 

編集後記 

 

第 528 号（2021 年 4 月） 

巻 頭 言………………………………………………………………… 調布市長 長友 貴樹 



 

令和３年度の地方税制改正について 

 

令和３年度都税当初予算について 

 

《特別寄稿》 

固定資産税の役割と固定資産評価のあり方を考える 

 

《特別寄稿》 

預貯金照会システム導入による業務の革新 

 

債権に対する滞納処分手続の基本的な仕組み（第１回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第３４回） 

 

固定資産税Ｑ＆Ａ（第１回） 

 

《税務行政調査報告》 

岩手県久慈市におけるＡＩ－ＯＣＲ及びＲＰＡの活用について 

 

半田市における土地評価業務の適正化について 

 

 個人住民税におけるＲＰＡ及びＡＩの活用について 

 

《雑 感》 

令和２年度を振り返る 

 

《マイ・レポート》 

私の好きな歴史の話 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

国立市における税務事務について 

～コロナ禍を乗り越え、持続可能なまちへ～ 

 

協会ニュース 

編集後記 

 

第 529 号（2021 年 7 月） 

巻 頭 言 …………………………………………………………………… 目黒区長 青木 英二                                                               

 

東京２３区における令和３基準年度土地評価替えの状況 

 

特集「東日本大震災から１０年」支援活動報告 

被災地岩手県への支援活動の報告 



 

被災地石巻市への支援活動の報告 

 

被災地石巻市での応援業務と１０年目の復興の現状  

～沿岸部中心～ 

 

徴税吏員証の返還にあたって 

 

「皆で考えよう！身近な滞納整理実務」第４回 

 

猶予制度における担保不徴取の取扱いについて 

 

「固定資産税」Ｑ＆Ａ（第２回） 

 

《税務行政調査報告》 

都税における収納方法の拡大検討（調査先 小牧市） 

 

時代の変化に柔軟に対応した納税環境の整備～大阪 5E02～（調査先 大阪市） 

 

災害時における税務行政の対応～常総市を取材して～（調査先 常総市） 

 

家屋評価業務におけるタブレット端末の導入について（調査先 掛川市） 

 

《雑 感》 

評価の３要件について 

 

《マイ・レポート》 

コロナ禍での世間話 

 

《税務事務紹介シリーズ》  

コロナで変わった税務行政 

～港区における税務事務について～ 

 

令和３年度東京税務セミナー「長野地区」（滞納整理）の開催 

 

東京税務セミナー「長野地区」に参加して 

 「滞納整理・事例検討コース」 

 「滞納整理・財産調査コース」 

 「滞納整理・公売基礎コース」 

 

協会ニュース 

【資料】令和２年度東京税務協会事業報告（概要） 

編集後記 


