東京税務レポート（税務月報）
(151～200) の発行実績
第 151 号（昭和 40 年 7 月）
所感
豊島区長 木村 秀崇

－法人都民税・事業税申告書様式の
改正経過－
大島町町税 10 年のあゆみ
会社解散と特殊会計
租税制度の見聞記（5）
－タイ－

点滴
税条例の簡明化について

新人の声
東京都職員となって

税の話（1）

資料
昭和 39 年度都税調定収入対比表（決算分）

昭和 40 年度都税及び地方譲与税等の収入
見込額について

国民生活白書の概要

所有課税としての自動車税

第 153 号（昭和 40 年 9 月）

座談会（2 完）
市町村における税務行政の問題点

大火後の大島

公務員労使関係論（1）

点滴
個人都民税にたいする若干の考察

資料
1．昭和 39 年度地方財政の状況

大島町長 藤井豊乃輔

昭和 39 年度都税等収入決算見込額について

2．付加価値額構成表（製造業）

国民健康保険税について

3．世論調査…自治意識

自動車税カナ文字化について

第 152 号（昭和 40 年 8 月）
所感

公務員の労使関係論（2）
縁台夜話

稲城町長 高橋昌太郎
雑感
点滴
大都市周辺地域に於る税務行政
－主としてたばこ消費税について－

人間関係論

税の話（2 完）

新人の声
東京都職員となって（2 完）

都市問題（6 月号）
－税源配分－にふれて

資料
不動産取得税と固定資産税

“課題研究”の実施状況について

サラリーマンの住民税

協会だより

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（1）

第 154 号（昭和 40 年 10 月）

特別区民税と区民負担の現状

平凡な提案
国立町長 田島 守保
点滴
西多摩における税務行政の特色

広報雑感
職場愛
前年度所得のこと

安定成長政策と税制の改正
若き主査付職員への手紙
納付委託制度について
東京都都税条例施行規則の一部改正に
ついて

公務員の労使関係論（4）

自動車税の所有者課税と証紙徴収

資料
1．昭和 39 年度都道府県決算の槻況と
その説明（抄）

不動産取得税及び固定資産税における
店子付加資産の課税について
ブックガイド
日本財政図説 大内兵衝
内藤 勝 編

2．昭和 40 年度および 41 年度税収につ
いて
3．道路の利用と税金
協会だより

奥高尾縦走記

第 156 号（昭和 40 年 12 月）

公務員の労使関係論（3）
所感
ある整理係員の記録
資料
昭和 39 年度特別区税調定収入対比表
（決算見込）

世田谷区長 佐野 保房
点滴
農業所得の標準率作成について
東京都都税条例の一部改正について

事業税について
協会だより

第 155 号（昭和 40 年 11 月）
多摩川と多摩丘陵
多摩町長 宮沢 政鑒
点滴
税務担当者の呟き

税条例の調整機能について
（旧東京都特別区税条例の制度的考察
を中心として）
印鑑
ちょうちんに釣鐘
公務員の労使関係論（5）
資料

1．昭和 39 年度都下市町村調定収入状
況調べ（決算見込）

租税制度の見聞記
－シンガポール－

2．催しものと税金

資料
1．昭和 39 年度都下市町村調定収入状
況調べ（決算見込）町村関係

協会だより
1．税務講習会及び税務研究会実施報告
2・昭和 40 年度第 2 回評議員会

2．税務統計から見た法人企業の実態
（1）

第 157 号（昭和 41 年 1 月）
年頭の挨拶

第 159 号（昭和 41 年 3 月）
三種の神器

特別区長会長 井形 卓三

保谷町長 原田 彰俊

点滴
租税制度雑感

点滴
住民の意向

特集 地方団体税務行政実態調査報告
兵庫県－地方税の徴収事務について－

不動産鑑定へのアプローチ
繰上徴収における諸問題

長崎市－地方税の事務処理方式につい
て（特に住民税）－
不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（2）

電子計算機による宛名処理について
物価について
都税滞納処分の谷間の問題点

初春放談
公務員の労使関係論（6）

第 158 号（昭和 41 年 2 月）
喜んで納める税金
武蔵野市長 後藤喜八郎

資料
1．税務統計から見た法人企業の実態
（2）
2．昭和 40 年度東京都消費者物価指数
の概況
3．昭和 41 年度地方税制改正の大綱

点滴
自動車税の管外滞納分について

第 160 号（昭和 41 年 4 月）

不動産所得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（3）

所感

差押財産の公売とその市場について

点滴
税務雑感

品川区長 島本 正一

管理課長の記録より
退職所得の現年課税について
住居表示制度

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（4）

第 162 号（昭和 41 年 6 月）
白兎物語

不動産鑑定へのアプローチ（2）

久留米町長 藤井 顕孝

電子計算機による宛名処理について
（2 完）

点滴
第一種特例交付金についての雑感

自動車税制度の改革についての私案

昭和 41 年度都税及び地方譲与税等の収入
見込額について

自動車税税額早見表（ダイヤル式）の提
案と分室事務について

不動産鑑定評価へのアプローチ（3）

東京都税務統計年報について

滞納整理における面接（2 完）

事務評定のあり方に思う

電子計算機が果すもの

水虫君よさようなら

納税貯蓄組合係の内部事務の合理化につ
いて

第 161 号（昭和 41 年 5 月）

電子計算機による事業税の処理について
（1）

市長に三選して
町田市長 青山藤吉郎
点滴
地方税法の改正時期を早めに
東京都都税条例の一部改正について

随筆
算盤によせて
登山団体とその社会性（1）
協会だより

徴収と課税は分離すべきか

第 163 号（昭和 41 年 7 月）

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（5）

所感

滞納整理における面接（1）

点滴
税のゆくえに思う

港区長 小田 清一

納税貯蓄組合の沿革とその現況について
事務能率向上運動における事業所評定に
ついて

都における自主決定法人にかかる事業税
の更生、決定事務について
昭和 41 年度税務研修実施計画について

随集
鼻でものいう動物

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（6）

協会だより
広域税行政について

数字のマジック

1．協会役員異動

電子計算機による事業税の処理について
（2 完）

2．税務講習会

第 165 号（昭和 41 年 9 月）

随筆
娘と私（二年生の娘）

所感
羽村町長 井上 孝平

協会だより
点滴
税制改正にのぞむ

資料
地方税政一覧表

徴収計画について

第 164 号（昭和 41 年 8 月）
「人口」考

料理飲食等消費税の改正について
（2 完）

国分寺市長 星野 亮勝
滞納処分と電話加入権質
就任に際して
主税局長 関根

正

本庁引継ぎ受理分の処理について

主税局を去るにあたって
前主税局長 山田良太郎

新人の声
東京都職員となって（2 完）

点滴
住民税改正案に寄せて

随筆
スポーツ雑感

料理飲食等消費税の改正について

武蔵野の城跡を訪ねて

都税納付制度の合理化
（口座振替による都税の納付制度につ
いて）

納税思想普及標語入選発表選後感

住民税（特別徴収分）の事務処理につい
て

第 166 号（昭和 41 年 10 月）
所感
目黒区長 君塚 幸吉

海外研修雑記（1）
新人の声
東京都職員になって
随筆
下剋上

点滴
住民税の申告手続きの簡素化に思う
昭和 40 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について
不動産鑑定評価へのアプローチ（4 完）

碁聖寛蓮
特別徴収事務における退職時一活徴収論
協会だより

昭和 40 年度都下市町村における市町村
税の決算見込額について

海外研修雑記（2）
IDP と自動車税の事務処理（1）

退職所得の現年課税について（続）
随筆
夏日追想

仮処分の執行について
－滞納処分の一環として－

第 167 号（昭和 41 年 11 月）
財政

住民税の特別徴収における 12 回払いへの
改正に反対する

東村山市長 小山 林平
海外研修雑記（3）
点滴
台風等による災害の場合の税の減免に
ついて
昭和 40 年度特別区税の決算（見込）につ
いて

ＩDP と自動車税の事務処理（2）
随筆
テニス

第 169 号（昭和 42 年 1 月）

地方団体税務行政実態調査報告
松阪市－市税課税事務について

年頭のあいさつ
立川市長 桜井 三男

姫路市－税務行政について
更正、決定等の期間制限と無効の行政処
分

点滴
税務雑感
申告書の簡素化について

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（7）
我が家の建築（1）
－木造住宅新築の手引－

不動産取得税、固定資産税と関係諸税と
の比較について（8）
事務機械のはなし
江戸川税務事務所課税第二課長

随筆
潮来

自治大学校別科税務課程研修を終えて

木曽路かけある記

管理係一年の記

協会だより

随筆
主税局虚豪伝

第 168 号（昭和 41 年 12 月）

協会だより

税制所感
五日市町長 谷合
点滴
税務人として思い出すこと

昇

第 170 号（昭和 42 年 2 月）
所感
台東区長

上条

貢

点滴
徴税の思い出

随筆
おはなはんの悩み

カナ文字化私論
－付自動車税分室の立場から－

第 173 号（昭和 42 年 5 月）

料理飲食等消費税“税歴表”の試案につ
いて

偶感
－三多摩はどうなるか－
狛江町長
石井三四郎

我が家の建築（2 完）
－木造住宅新築の手引－

点滴
税務専門職の必要性

第 171 号（昭和 42 年 3 月）
所感
瑞穂町長 石塚幸右衛門
点滴
現行の自動車税制度について

昭和 42 年度都税及び地方譲与税等の収入
見込額について
減価償却理論と固定資産税（償却資産）
の評価理論について（2 完）
受取利子等に対する所得税額の処理
地方税制の合理化に関する十二章（2 完）

資産譲渡の会計処理
協会だより
地方税制の合理化に関する十二章

第 174 号（昭和 42 年 6 月）

海外研修雑記（4）
所感
随筆
符丁

江戸川区長 中里 喜一

第 172 号（昭和 42 年 4 月）
雑感

点滴
税制雑感
連帯納税義務の追求

千代田区長 遠山 景光
固定資産税窓口事務の合理化について
点滴
自主財政の確立を

「法人事業税の課非共通損益金あん分基
準早見表」の提案について

減価償却理論と固定資産税（償却資産）
の評価理論について（1）

海外研修雑記（5）

固定資産評価審査決定取消請求事件の一
審判決をめぐって

随筆
「カメラ狂」

Ⅰ・D・P と自動車税の事務処理（3 完）

協会だより

P・C・S と E・D・P・S（第 1 部）

第 175 号（昭和 42 年 7 月）

所感

所感
江東区長 伊藤 和助

八丈町長 池田 要太

点滴
退職所得の課税の特例について

点滴
税制度の簡素化と実務の問題

解説
地方税法等の一部を改正する法律

税法理解へのアドバイス
税務計算事務の共同委託

供託金差押の実務
滞納整理の効率化について

電子計算機による固定資産税の処理をめ
ぐって（2）

P・C・S と E・D・P・S（第 2 部）

管理課の窓口からみたメモ

税務相談へのオリエンテーション

新人の声
税務職員となって（3）

新人の声
税務職員となって（1）

協会だより

協会だより

第 178 号（昭和 42 年 10 月）

第 176 号（昭和 42 年 8 月）

税源配分
板橋区長 加部明三郎

税の再配分を
府中市長

矢部 隆治

点滴
改訂を望む都民税の徴収取扱費

点滴
税務雑感
昭和 41 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

軽油引取税に関する一考察
固定資産税の非課税規定における問題点

固定資産税・都市計画税の過年度随時分
に対する徴収猶予について

電子計算機による固定資産税の処理をめ
ぐって（1）

電子計算機による固定資産税の処理をめ
ぐって（3）

一滞納処分吏員の夢

海外研修雑記（6）

新人の声
税務職員となって（2）

協会だより

資料
所得税法の改正に伴う退職所得課税の
負担軽減

資料
国民所得に対する国税および地方税負
担率の累年比較

第 179 号（昭和 42 年 11 月）
第 177 号（昭和 42 年 9 月）

雑感

第 181 号（昭和 43 年 1 月）

青梅市長 石川 要三
点滴
理論と現実との間隙
昭和 41 年度特別区税の決算（見込）につ
いて
地方団体税務行政実態調査報告
奈良県の税務について
札幌市の税務行政
主に口座振替納税制度について
審査事例紹介①
錯誤による所有権移転に対する不動産
取得税賦課処分についての審査請求

年頭のあいさつ
（財）東京税務協会会長

美濃部亮吉

点滴
三税申告一本化について
特 集
自治大学校別科税務課程研修に参加して
＝演習課題＝
（1）第二次納税義務
（2）差押後に設定された抵当権とその後
の参加差押との関係
市民税の消滅時効
電子計算機による固定資産税の処理をめ
ぐって（4）

協会だより

第 180 号（昭和 42 年 12 月）

地方財政問題シリーズ②
国庫支出金

雑感
杉並区長 菊地喜一郎
点滴
地方財源の充実に関連して
昭和 41 年度都下市町村における市町村税
の決算（見込）額について

漫筆 屠蘇機嫌で
協会だより

第 182 号（昭和 43 年 2 月）
雑感
足立区長 岡崎十止雄

法人事業税・都民税統計事務の電算化に
ついて
簡素化された住民税申告制度による受付
事務の実際
地方財政問題シリーズ①
財政の硬直化
審査事例紹介
法人事業税不申告加算金決定について
の異議申立

点滴
国分寺市のおいたち
軽油引取税の保全担保並びに特別徴収義
務者の指定取消について
軽自動車税の電子計算機利用
地方財政問題シリーズ③
地方交付税
海外研修雑記（7）

協会だより
審査事例紹介

自動車の保有者に対する軽油引取税決
定処分についての審査請求

第 183 号（昭和 43 年 3 月）

年末年始の都税取扱いに対する考え方
－主に固定資産税第三期について－
地方財政問題シリーズ⑤
地方債及び公債費

所感
大田区長 橋爪儀八郎
点滴
我が町を想う

協会だより

第 185 号（昭和 43 年 6 月）
マボロシの税収

土地税制の変せん
P・C・S と E・D・P・S（第 3 部）

小平市長 大島 宇一
点滴
都市開発と石神井川

徴収猶予のあらまし
地方財政問題シリーズ④
財源調整

解説
地方税法の一部を改正する法律
企業経営と会計

審査事例紹介
法人事業税不申告加算金に係る督促に
ついての審査請求
公売窓ロと民主主義

自家用発電者等にかかる課税標準の算定
について
地方財政問題シリーズ⑥
予算の編成と執行

悲願を成就した喜び
資料
住民税の課税最低限の推移

税務事務におけるパブリック・リレー
ションズ
収納主査制度雑考

第 184 号（昭和 43 年 4 月）

上級簿記講習を終えて

あすの区政
中野区長 上山 輝一
点滴
明治百年

資料 地方債計画
税財政用語解説
協会だより

昭和 42 年度都下市町村の課税状況等の調
査結果 －市町村民税関係－

第 186 号（昭和 43 年 8 月）

マイクロ写真による法人事業税・都民税
課税資料の記録について

日本橋・京橋

電子計算機による固定資産税の処理をめ
ぐって（5）

点滴
税務雑感

中央区長 折田 進二

特集＝税務事務とコンピユータ
税務事務と電子計算システム
電子計算機による固定資産税の委託処
理について
0CR による税務事務システムの問題点
座談会
コンピユータにより税務事務の処理を
めぐって

不動産取得税、固定資産税及び都市計画
税の各賦課処分並びに電話加入権差押処
分についての審査請求
座談会
税務行政における不服申立て制度をめ
ぐって

新人の声

第 188 号（昭和 43 年 11 月）

コンピユータと私

市長に再選して
コンピュータ用語解説
（資料） 東京都、特別区及び市町
機械化状況

昭島市長 新藤 元義
点滴
税雑感

地方財政問題シリーズ⑦
交通安全対策特別交付金

課税の取消と還付にみる理論と実務

新人の声

口座振替の将来について

協会だより

換価処分の実例について
証券を供託してある債権の取立て

第 187 号（昭和 43 年 10 月）
所感
桧原村長 小泉 康作
点滴
少なすぎる基地交付金

地方団体税務行政実態調査報告
宝塚市の電子計算機による課税計算を
中心とした賦課事務処理について
福岡市の税務行政について
新人の声

昭和 43 年度都税及び地方譲与税等の当初
収入見込額について
特集＝税務行政における不服申立て
地方税に関する行政不服審査制度のあ
らましについて
－手続きを中心として－
弁明書について
裁決事例紹介
自動車税徴収金の滞納に係る差押処分
についての審査請求

協会だより

第 189 号（昭和 43 年 12 月）
所感
日の出村長 森田

清

点滴
新興市町の悩み
昭和 42 年度都税及び地方譲与税等の決算
見込額について

特集＝三税の申告手続の一本化と今後の
方向
三税共同受付の問題点とその将来
－共同電算化への提起－

古文書から見た昔の租税
昭和 42 年度都下市町村における市町村税
の決算（見込）額について

三税の申告一本化に伴う個人事業税の
課税実務について

固定資産課税台帳登録事項に関する不服
申立制度

三税申告書の共同発送、受付についての
随想

償却資産の評価の特例とその運用をめぐ
つて

座談会

電子計算組織による収納管理について
－特別区民税・都民税、特別徴収関係－

新人の声
見送られるたばこ消費税

第 190 号（昭和 44 年 1 月）
新春を迎えて
台東区長 上条

税法理解へのアドバイス
－基本概念から－

貢
協会だより

点滴
クロヨン随想

第 192 号（昭和 44 年 4 月）

昭和 42 年度特別区税の決算（見込）額に
ついて
特集＝固定資産税における家屋評価の
現状と問題点
家屋の認定について

区政を担当して
新宿区長 山本 克忠
点滴
我が家の C
都有財産所在市町村交付金について

評価基準について
－主として家屋－

固定資産課税台帳の閲覧、評価証明につ
いて

初心者向き家屋の調査実務
交際費について
座談会
固定資産税における家屋評価の現状と
問題点

税務広報－覚え書き（1）
税吏雑感

新人の声
上級簿記を受講して

第 191 号（昭和 44 年 3 月）

協会だより

雑感
田無市長 指田 吾一
点滴

第 193 号（昭和 44 年 5 月）
権力的配分

練馬区長 片

健治

点滴
免税軽油について

コスモス？カオス？
横割り組織と課税事務
電子計算組織による法人事業税
都民税統計事務の実施状況について

解説
地方税法等の一部を改正する法律

初心者向き非木造家屋の調査実務

昭和 44 年度都税及び地方譲与税等の当
初収入見込額について

地方税財政問題シリーズ②
地方交付税制度

昭和 44 年度税務研修実施計画について

新人の声
税務職員となって（2）

現行都区財政調整制度の概要
－主として財政学的手法による－
税務職員の必要的基礎知識

第 196 号（昭和 44 年 9 月）
住民税の減税政策に思う
調布市長 本多嘉一郎

協会だより

第 194 号（昭和 44 年 6 月）
葛飾の今昔
葛飾区長 小川孝之助

役員就任に際して
常務理事 今井

大

役員退任に際して
前常務理事 関根

正

点滴
古くて新しいこと

点滴
税務雑感

臨戸徴収廃止への道程

徴収成績の向上をめざして

固定資産税賦課徴収実務上の問題点

電算導入に伴う収納管理事務について

地方税財政問題シリーズ①
地方財政と地方税

改訂すべき都民税徴収取扱費交付金
税務広報－覚え書（3）

税務広報－覚え書（2）
新人の声
税務職員となって（1）

第 195 号（昭和 44 年 7 月）

地方税財政問題シリーズ③
地方譲与税と国有資産等所在市町村交
付金及び納付金・固有提供施設等所在
新人の声
税務職員となって（3）

税雑感
北区長 小林正千代
点滴
三多摩地区自動車税の問題点

協会だより

第 197 号（昭和 44 年 10 月）

雑感
荒川区長 村上勇三郎

第 199 号（昭和 44 年 12 月）
横田基地のおいたち
福生町長

点滴
税務雑感
昭和 43 年度都税及び地方譲与税等の
決算見込額について

石川常太郎

点滴
税務雑感
滞納整理の実施について

大都市財政の現況と問題点（1）
江東ブロック合同滞納整理研修について
決算審査・出納監査等諸監査について
差押実務について（1）
新人の声
税務職員となって（4）

地方団体税務行政実態調査報告（2）
米沢市の税務行政
岐阜市における税務行政について
名古屋市における賦課事務と徴収事務

協会だより
大都市財政の現況と問題点（2）

第 198 号（昭和 44 年 11 月）

個人事業税雑記帳

所感
奥多摩町長 川辺 七郎

第 200 号（昭和 45 年 1 月）

点滴
税務雑感

新春を迎えて

住民税の 12 回徴収に伴う事務処理等
について

点滴
税務雑感

納期前納付と報奨金制度について

固定資産評価審査委員会の審理のあり方

地方団体税務行政実態調査報告（1）
松原市の税務行政の実態

相続人不存在にかかる賦課処分について

仙台市における税務窓口事務について
神戸市における固定資産評価賦課の機
械化処理概要及び収納事務の機械化で
導入する「OCR」のテスト結果につ
いて
小規模自治体と専門職

町田市長 青山藤吉郎

特集〔事務改善研究発表〕
（1）償却資産種類別明細書の恒久使用化
による事務の合理化と経費の節減に
ついて
（2）税務事務の近代化について
－自主納税と口座振替納税制度－
（3）電算委託による収納消込管理
事務について

協会だより
（4）狛江町における税務事務の改善

－税務事務の電算処理－
地方団体税務行政実態調査報告（3）
愛知県における税務行政について
和歌山県の税務行政

