
東京税務レポート（税務月報） (451～500) の発行実績 

 

第 451号（2003 年５月） 

巻頭言 いまこそ求められる発想の転換…………………………………墨田区長 山﨑 昇 

 

特集 外形標準課税のさきがけ 銀行税 控訴審判決の疑問 

 外形標準課税についての一考察 

 銀行税控訴審判決の問題点とその背景 

 東京都銀行税訴訟「東京高裁判決」の評価 

 東京都外形標準課税訴訟に係る上告について 

 

特集 環境税は 地方から 

 今だからこそ地方環境税の導入を！ 

 水源環境保全の施策と税制措置等の検討について 

 高知県における森林環境税創設の取組み 

 

特集 電子自治体への時代 

 地方税電子申告制度の推進について 

 三鷹市における電子自治体推進パイロット事業への取組み 

 

平成15年度の地方税制改正について 

 

平成15年度都税予算について 

 

特別区財政調整交付金について（平成15年度都区財政調整の概要） 

 

償却資産へようこそ 

 

滞納整理に誇りを持って 

 

ロールプレイング研修を企画・実施して 

 

専門研修(ロールプレイング)に参加して 

 

《雑 感》 非日常性 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 大田区の税務事務について 

 

《税務行政調査報告》  

神奈川県の自動車税課税及び徴収の取組み報告 

北九州市における償却資産の調査事務について 

神奈川県箱根町における日帰り入湯客への課税について 



《シドニー通信》 

 州議会議員の手当不正請求・自治体間での境界争い・州議会議員の選挙結果と選挙制度 

 

読者交流の広場 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 452号（2003 年７月） 

巻頭言 活力あふれる、元気な東久留米へ…………………………東久留米市長 野崎重弥 

 

特集 環境税は 地方から その２ 

 全国初の広域的法定外目的税導入への取組み ～鳥取県産業廃棄物処分場税～ 

 岐阜県における乗鞍環境保全税創設の取組み 

  ～リンゴの木を植えよう～ 環境税を中心とする税務行政について 

 

特集 研究し 実践する 滞納処分 

 所有権移転登記未了不動産の差押 

  有価証券の差押と換価に適した財産調査について 

  「ひっくり返り」でびっくり！ ～譲渡担保財産からの徴収～ 

 

新縦覧制度への体制づくり 

 

団地内通路等非課税認定の見直し事例 

 

納税者にとってわかりやすい税制度のあり方 ～納税者主体の税の考え方～ 

 

《税務に取り組む現場から》 

新宿都税ステップアップマニュアル作成奮闘記 

 

《雑 感》 北区ってどこ？ 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 武蔵野市の税務事務 

 

《税務行政調査報告》 

 特区における税制のあり方について 

 終わりなき改革 ～北九州市における徴収強化策～ 

 秦野市における協力職員による市税訪問徴収について 

 

《シドニー通信》 

 当選回数と大臣就任の関係 NSW州自治体選挙の延期について 

 



協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 453号（2003 年９月） 

巻頭言 効率的な事業の運営と有効な町税の活用を目指して…………大島町長 藤井静男 

 

未来に光を －三位一体の改革を巡って－ 

 

「三位一体改革」について －「骨太 2003」と地方税財政制度改革－ 

 

特集 行動する広報 自動車税車検時納付はＮＯ！ 作戦 

区民祭り等でのＰＲ活動から 

 プロジェクトＴＡＸ －都税広報大作戦－ 

横断幕掲出に始まった自動車税納期内納税ＰＲ大作戦 

 

無申告法人調査奔走記 －無申告法人調査ってなんだ？ ＆ 孫の手システムの活躍－ 

 

損耗の程度に応ずる減点補正率の採用について 

 

思いを強く －平成14年度中野都税事務所徴収課の取組み－ 

 

初の都区合同捜索を体験して 

 

こうして徴収率は向上した ! －寄稿論文から－ 

 

《雑感》 100年前 100年後 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 e-Ｚeimuをめざす ～台東区の税務事務～ 

 

《税務行政調査報告》  

 新システムによる効率的な個人住民税の当初課税事務（鳥取市） 

 

資料 税務統計  

    平成14年度都税収入状況（決算見込額） 

    平成14年度特別区税収状況（決算） 

    平成14年度市町村収入状況（決算） 

    東京都固定資産評価審議会における審議事項資料（抜粋） 

 

《シドニー通信》 

 税務職員の心理テスト 市議会議員の免職 

 

読者交流の広場 



 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 454号（2003 年 10 月） 

増刊号（新人のこえ特集）      

 

都主税局配属職員 

 

特別区税務関係配属職員 

 

市町村税務関係配属職員 

 

編集後記 

 

第 455号（2003 年 11 月） 

巻頭言 法定外税の導入に向けて…………………………………………豊島区長 高野之夫 

 

三位一体改革と地域自治 

 

晴海・月島地区の市街地再開発事業に係る不動産取得税課税事務を終えて 

 

未登記家屋取扱いの法定化について －例規編纂の視点から－ 

 

口座振替加入拡大のポイントは継続と協力 －納期内納税の約束へ－ 

 

滞納整理を効率的に進める「進行管理表」の活用方法（一般事案と自動車税事案） 

 

現年徴収率 99％達成 多摩市の徴収率向上にむけた取組み 

 

京都府における不動産公売の到達点と課題 

 －第三者占有の建物への強制立入権限の付与について－ 

 

「教員研修」の講師を務めて －租税教育推進に向けた取組み－ 

 

《税務に取り組む現場から》 

 滞納整理に自動電話催告システムを本格導入 

  一区税・国民健康保険料・介護保険料に活用－ 

 

《雑感》 住民との身近な行政 

 

《税務事務紹介シリーズ》 



 合併に伴う事務事業の一元化と財政健全化への取組み 

  －西東京市における税務事務について－ 

 

《税務行政調査報告》 

 松岡町における町税等の滞納に対する特別措置に関する条例について 

 

読者交流の広場 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 456号（2004 年１月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶……………………………………………財団法人東京税務協会理事長 白戸 毅 

 

銀行外形訴訟の終結について 

 

銀行外形標準課税訴訟の経過 －関係論文・資料から－ 

 

平成15年度東京都税制調査会答申 「課税自主権の確立に向けて」の概要 

 

特集 地方自治体の連携で 動く 変わる 

 第 1回全国会議「徴収サミット」 ～組織の壁を越えた滞納整理に向けて～ 

 不正軽油撲滅に向けた自治体連携の新たな歩み 

 公売を通じての新しい連携 

 

駐車場業者に対する事業所税調査 ～事例発表会の事例から その１～ 

 

飲食店における避難通路非課税の認定について ～事例発表会の事例から その２～ 

 

大規模事業者に係る償却資産調査について 

 

Ｋ子の想い ～地方税法と現実のはざまで～ 

 

新連載 自治体に相応しい成果主義時代の『目標による管理』の模索 

 

《雑感》 危機管理について考える 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 サーバ機を利用した課税賦課システム ～江戸川区の場合～ 

 

《税務行政調査報告》 



 上川支庁の管内市町村に対する徴収指導及び旭川市における滞納整理事務について 

 

中学生の「税についての作文」（平成15年度） 

東京都知事賞 

税について今思う事 

主税局長賞 

  感謝の気持ちを忘れずに 

  生活と社会の土台、税金 

  私達の社会生活を支える税 

 

《東京税務セミナーに参加して》 

 事例演習の２日間 

 セミナーに参加して、いま思うこと 

 セミナー参加で自分再発見 

 東京税務セミナーを受講して 

 

税務広報資料室をご利用ください 

 

平成15年本誌掲載目録 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 457号（2004 年３月） 

巻頭言 地方主権時代への取組みを………………………………………多摩市長  渡辺幸子 

 

特集 研究し チャレンジする 滞納処分 

 株券を対象にした捜索 

 港区の挑戦!!―インターネット証券へのアプローチ― 

 実録 やってみなければ結果は出ない ―知的財産権の差押事例― 

 

東京都宿泊税の実務 ―その円滑な運営への取組― 

 

ミス撲滅への新たな挑戦「すてっぷあっぷ-失敗事例に学ぶ」のレシピ 

 

不存在地、不明画地、土地地積の認定について 

 

東京都における市街地再開発事業により建築された家屋の評価及び課税 

 

正常な短期賃借人が存在する建物の公売の経験から学んだもの 

 

連載 白治体に相応しい成果主義時代の『目標による管理』の模索 

 



《雑感》 滞納整理、只今奮闘中 

 

《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 

 

《税務行政調査報告》 

 北九州市「環境未来税」条例施行前後の動きについて 

 西宮市効率的徴収見聞録 

 「倉敷市における税務広報活動への取組」について 

 

読者交流の広場 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 458号（2004 年５月） 

巻頭言 千代田から地方主権の創造へ…………………………………千代田区長  石川雅己 

 

特集 環境政策と公平な税務運営の展開 

 硫黄分析の誕生物語 ～これが不正軽油発見の決め手だ！～ 

 築け 軽油引取税 脱税業者包囲網 ―香川県の軽油引取税に対する取組― 

 

特集 平成15年度 東京都主税局「企画形成」研修 

 税源移譲に向けた税制度の改革《企画形成研修》 

  税源移譲ファーストステップ ―個人住民税からはじまる地方分権― 

  今後の個人住民税のあり方について ―税源移譲とその問題点― 

平成16年度の地方税制改正について 

 

平成16年度都税予算について 

 

－住民税の基礎知識－「生計を一にする」という概念の一考察 

 

コンビニ納税への道 －企画・導入編－ 

 

固定資産税と抵当権との間の徴収上の優先劣後等をめぐる問題について 

 

連載 自治体に相応しい成果主義時代の『目標による管理』の模索 

 

税財政講演記録 

 三位一体改革 －主として地方税のあり方について－ 

 

《雑感》 担税力の較差と財源の偏在 

 



《税務事務紹介シリーズ》 

 最下位からの脱出を目指して －練馬区の収納対策－ 

 

《税務行政調査報告》 

 市街地再開発事業の実施に伴う税収への影響について －小牧市・川西市－ 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 459号（2004 年７月） 

巻頭言 市民の皆様とともに…………………………………………武蔵村山市長  荒井三男 

 

特集 環境政策と公平な税務運営の展開（その２） 

 不正軽油との闘い ―北海道庁における告発事件― 

不正軽油撲滅最前線 ―軽油引取税広域調査体制について― 

 

環境政策と税に関する論文 ―東京税務レポート掲載論文等から― 

 

東京都自動車税「コンビニ収納」導入について 

 ―納税者サービスと徴収率の向上に向けて― 

 

特集 《企画形成研修（その２）》税務行政改革―戦略的な業務運営の展開と専門性の向上― 

 都民の利便性の向上をめざして ―納税方法の拡充について― 

 

個人都民税徴収率向上のための東京都の取組 

 

滞納整理手法 匿名組合出資の法人に対する滞納整理 

 

イギリスの地方税について 

 

連載 自治体に相応しい成果主義時代の『目標による管理』の模索 

 

《雑感》 It’s a 台東区, all only one 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 東大和市の税務事務 ―課税・納税両輪で税収確保へ加速― 

 

《税務行政調査報告》 

  効率的な家屋評価事務をめざして ―仙台市の家屋評価事務調査報告― 

 

協会ニュース 

 

編集後記 



 

第 460号（2004 年９月） 

巻頭言 「文の京（ふみのみやこ）」の礎を築く………………………文京区長 煙山 力 

 

三位一体改革の戦略構想 

 

特集 徴収職場は進化する 

 新たなる連携をめざして ―個人都民税対策室における派遣業務の報告― 

 下り終着駅は上りの始発駅 ―徴収現場は進化する― 

  自動車（ＢＭＷ）公売を終えて 

 不動産公売から学んだこと 

  筆頭共有者の滞納市税について差押え それでも他の共有者に消滅時効が完成？ 

 

住民税の賦課徴収制度改革の必要性について －住民税を現年課税に－ 

 

大都市における固定資産税・都市計画税（土地）の農地課税について 

 

深度化する償却資産の調査 

 

ロンドンの道路混雑税（Congestion Charge）について 

 

連載 自治体に相応しい成果主義時代の『目標による管理』の模索 

 

《雑感》 道具昨今 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 滞納整理事務等の推進 

 

《税務行政調査報告》 

 －「りんご色の街」から－ 青森県弘前市の滞納整理 

 大阪府における税務行政組織の再編整備について 

 

資料  税務統計 

   平成15年度都税決算見込額 

   平成15年度特別区税収状況(決算) 

平成15年度市町村収入状況(決算) 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 461号（2004 年 11 月） 

巻頭言 市民の視点に立ったまちづくりを………………………………調布市長 長友貴樹 



 

特集 徴収職場は進化する その２ 

 「使用料等滞納金回収」のトライアル実施 －都税の滞納整理手法の活用― 

 脱皮 －成長は止まらない－ 

 相続財産管理人の選任の伴う滞納整理について（不動産を処分とした事例） 

  徴収職場は進化する －東京税務レポートの編集から学ぶ－ 

 

新税制「道府県民税配当割・株式等譲渡所得割」誕生に立ち会い 育てる 

 

外形標準課税の説明会の報告 

 

私のインターンシップ体験談 都民の目線を持つ税務のプロを目指して 

 

税についての相談事例 道路（私道）と税金 

 

《雑感》  マイブーム 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 国分寺市の税務事務 －現状紹介と課題への取組－ 

 

三宅島島民の帰島に向け ご支援を！ 

 

《東京税務セミナーに参加して》 

 的確な滞納整理をめざして 

 

読者交流の広場 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 462号（2005 年１月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶……………………………………………財団法人東京税務協会理事長 白戸 毅 

 

平成16年度東京都税制調査会答申 ｢－税源移譲を中心とした地方税制改革－」について 

 

特集 地方自治体の連携で動く 変わる 

 第２回全国会議「徴収サミット」 －自治体間越えた連携 なくせ滞納！－ 

 全国初！ インターネット公売の概要 

 インターネット公売を定着させるために 自動電話催告システム導入他 小規模自治体の取組 

 軽油引取税の犯則調査における都道府県間の協力について 

 



外形標準課税説明会開催の取組 －墨田都税事務所と関係者の連携－ 

 

滞納者を追い詰めた公売に向けた捜索 

 

スコットランドと自治財政権について 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第１回） 

 

《雑感》 ささやかな楽しみ 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 ｢攻めの滞納整理｣へ －収納率向上をめざして－ 

 

《税務行政調査報告》 

 若者達と考えた行財政改革 －北海道岩見沢市－ 

 

中学生の｢税についての作文｣（平成16年度） 

 東京都知事賞 

  税金と支援 

 主税局長賞 

  日本を支える税金、税金を支える国民 

  税は国境を越えて 

 

《東京税務セミナーに参加して》 

 徴収ネットワークの重要性 

 

平成17年度東京税務セミナー開催のご案内 

 

平成16年度本誌掲載目録 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 463号（2005 年３月） 

巻頭言 充実した生活を「大田の地」で…………………………………大田区長 西野善雄 

 

使用料等滞納金回収トライアルに臨んで 

 

身近で・便利なＩＴ化のご紹介 －土地評価事務２例について－ 

 

償却資産初期調査の必要性と効果を検証する 

 

事業所税における福利厚生施設の認定について －事例発表会における一事例の考察－ 



 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第２回） 

 

特集 税務行政調査報告 

 札幌市におけるホームページの活用について 

 究極の滞納整理法を求めて －苫小牧市・札幌市の滞納整理－ 

 高齢者介護事業に係る事業所税について －広島市の課税事務調査報告－ 

 個人住民税特別徴収の消込事務処理について －犬山市の税務行政調査報告書－ 

 

《雑感》 “山の朝” 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 八王子市「税務部運営方針」について 

 

《東京税務セミナーに参加して》 

 暑く、熱く、そして厚く 

 

東京税務セミナー案内 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 464号（2005 年５月） 

巻頭言 新たなまちづくりへの挑戦………………………………………府中市長 野口忠直 

 

銀行税訴訟への政策評価 

 

初の滞納処分が、｢石｣ －差押を体験して－ 

 

不動産取得税と資産流動化について 

 

平成17年度の地方税制改正について 

 

平成17年度都税予算について 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第３回） 

 

税財政講演記録「地方主権の時代に向けて」 

 

《雑感》 我が家の韓流 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 荒川区の税務事務 



 

《税務行政調査報告》 

 鉄軌道関係の評価を中心とした土地評価事務について －大阪市－ 

 三位一体改革後の地方税徴収のあり方を探る －三重地方税管理回収機構の取り組み－ 

 

《マイ・レポート》 

 主税局を離れるにあたって 

 

読者交流の広場 

 

「東京税務レポート」のリニューアルに寄せて 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 465号（2005 年７月） 

巻頭言 練馬の未来を区民と共に拓く…………………………………練馬区長 志村豊志郎 

 

特集 主税局の枠を超えた取組 

 「個人都民税対策室」の発足から１年を経て 

  －16年度の取組結果と 17年度の取組予定－ 

 脱税シンジケート団との闘い 第二ステージへ －不正軽油撲滅に向けた広域連携－ 

 使用料等滞納金回収の本格実施 

 

商業地等における固定資産税及び都市計画税の条例減額制度について 

 

文京都税二つの挑戦 －「国立大学法人の課税」と「停止の促進」－ 

 

全国初のインターネット不動産公売について 

 

自動車のせり売による公売 

 

死亡している納税義務者に対する滞納処分 

 

改築家屋の評価について －専門副参事部会報告会より－ 

 

東京都市における新たな財源調達と政策税制の構築 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第４回） 

 

ロンドンの広域自治体の歴史について（上） －ＧＬＣの成立から廃止まで－ 

 

「外国公館」雑考 



 

《雑感》 マンモス 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 税収確保と市民サービスの向上をめざして －羽村市の税務事務－ 

 

《マイ・レポート》 

 サッカー 雑感 

 

協会ニュース 平成16年度東京税務協会事業報告について 

 

東京税務協会ホームページのご案内 

 

編集後記 

 

第 466号（2005 年 10 月） 

巻頭言 市民の皆さまとの「顔あわせ・心あわせ・力あわせ」………西東京市長 坂口光治 

 

特集 さらに上位を目指して 

 着実な実行そして一歩進んだ取組 

 対現年超速攻滞納整理術 －文京区徴収率 95％への挑戦－ 

 収納率アップを目指して －調布市の試行錯誤－ 

 

東京都の自動車税の取組 －全国上位水準の徴収率を確保－ 

 

「達人」よ、出でよ！ －杉並都税事務所「人材育成プログラム」の実施－ 

 

《特別寄稿》 

 納税額の１％をＮＰＯ支援に －市川市の「納税者が選ぶ市民活動団体支援制度」－ 

 

地方税ポータルシステム（eLTAX:エルタックス）の現状と今後の取組について 

 

登録を受けた日本刀の差押 

 

「お役所の常識」に挑戦 

 

《マイ・レポート》 

 調理と陶芸と 

 

非課税地の中にある課税地の評価の取扱いについて 

 

償却資産「概観調査支援ソフト」の目指すもの 

 －調査技法の深化は捕捉調査の充実を促す！－ 

 



中核市移行２年目の飛躍的成果とその取組 －熱い熱い思いで戦う徴税吏員とともに－ 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第５回） 

 

地方分権時代における大都市東京の固定資産税のあり方について 

 

《雑感》 至大至剛 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 グループ制を生かした賦課と確実な徴収をめざして －板橋区の税務事務－ 

 

熱き思いを胸に －平成17年度「東京税務セミナー」を終えて－ 

 東京税務セミナーに参加して 

 

協会ニュース 

 

資料  税務統計 

   平成16年度都税決算見込額 

   平成16年度特別区税収状況(決算)7 

   平成16年度市町村収入状況(決算) 

 

編集後記 

 

第 467号（2006 年 1月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶……………………………………………財団法人東京税務協会理事長 白戸 毅 

 

平成17年度東京都税制調査会答申 

 －｢真の地方分権の確立に向けた税制のあり方」について－ 

 

自治体間を越えたさらなる連携を －第３回全国会議「徴収サミット」を開催して－ 

 

《特別寄稿》 

 神奈川における水源環境保全・再生のための施策・税制づくり 

 

特集 新しい年を迎えて －新人職員の声－ 

 

悪質な滞納者を許すな！ －世田谷区がはじめて行った大捜索－ 

 

インターネット動産公売奮闘記 －公売は一日にしてならず－ 

 

《税務行政調査報告》 

 電子自治体における新しいシステム構築の取組について －北海道－ 



 障害者等の自動車二税減免制度 －長崎県－ 

 収納率向上に向けての滞納整理事務について －宮城県多賀城市－ 

 

首都大学東京のインターンシップ実習生を受け入れて 

 

「外国語対応サポーター制度」の設置について 

 

《マイ・レポート》 

 ＤＯＧＳＬＥＤ 

 

業務委託のあり方について考える 

 

ロンドンの広域自治体の歴史について（下） －ＧＬＣの発足と今後の展望－  

 

《新連載》 

固定資産税（土地）のあらまし 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第６回） 

 

《雑感》 Ｊリーグサポーターの独り言 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 立川市における税務事務 

 

平成17年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  私達の暮らしの素は 

 主税局長賞 

  税が結ぶ社会の輪 

  税金は日本の大黒柱 

  税金のちから 

 

平成18年度「東京税務セミナー」のご案内 

 

平成17年度「東京税務レポート」掲載目録 

 

協会ニュース 

 

東京税務協会ホームページのご案内 

 

編集後記 

 

第 468号（2006 年４月） 

巻頭言 「区民と創る元気なかつしか」の実現に向けて………………葛飾区長 青木 勇 



 

平成18年度の地方税制改正について 

 

平成18年度都税予算について 

 

変わります！自動車税の月割課税 －広報の現場から－ 

 

その「競売」、ちょっと待った！！ －不動産公売の残余金を裁判所へ交付した事例－ 

 

《特別寄稿》 

 全国初！上越市の米公売 

 

個人住民税滞納整理のあり方 －滞納整理の基本・文書催告の見直し－ 

 

市町村における不動産公売の付随的役割について 

 

仮登記された根抵当権にかかる換価代金の供託 

 

《税務行政調査報告》 

 地方税徴収強化の展望について －愛媛地方税滞納整理機構の設立に向けての取組－ 

 小規模自治体の課税事務について －福島県塙町－ 

 

社会人を対象とした租税教室を開催して －租税教育を拡大推進するために－ 

 

《平成17年度東京都職員提案制度知事賞入賞提案》 

 新規採用職員へ税の重みを！ －「自動車税納期内納税キャンペーン」体験研修の実施－ 

 『心の健康診断』はじめました －主税局の「メンタルヘルス」パワーアップ作戦－ 

 きっかけは失敗から 

  －採油調査時におけるスポイト落下防止装置（スポッパー）の誕生－ 

 

《マイ・レポート》 

  パスカルの計算機 

 

《税財政講演記録》 

 分権化と地方財政 －地方の自主性をどのように発揮するか－ 

 

連載（弟２回） 固定資産税（土地）のあらまし 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第７回） 

 

《雑感》 そうだ、京都行こう。 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

  足立区における税務事務 

 



協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 469号（2006 年 7月） 

巻頭言 市民の皆様に「納税」を誇りと思っていただくために………三鷹市長 清原慶子 

 

特集 滞納整理から学ぶ 

 滞納整理方針の立たない事案の取組 

 －錯誤による再取得に係る不動産取得税の滞納整理－ 

 担保不動産収益執行事件への対応と滞納整理について 

 捜索を実行して －滞納整理から学んだこと－ 

 滞納整理“最後の砦”を担って －区職員が体験した東京都の不動産公売－ 

 

都税の納付機会の拡大について 

 －コンビニエンスストア収納の税目拡大とペイジー収納の導入－ 

 

東日本における不正軽油撲滅連携網 

 －「不正軽油撲滅連絡会議」にみる軽油引取税部門の広域連携について－ 

 

償却資産（固定資産税）に係る共有物等の取扱いについて 

 

外国人対応マニュアル「とっさの！英語で都税」の完成まで 

 

不動産公売に対する考察 

 

《税務行政調査報告》 

 神戸市における償却資産事務について 

 熱海市はなぜ別荘等所有税を創設したのか －静岡県熱海市－ 

 「徴税嘱託員制度」について －岡山県倉敷市－ 

 

平成17年度東京都主税局「企画形成」研修 

寄付促進税制について －民間が担う公共を支える税制－ 

個人所得課税のあり方及び個人住民税の現年課税について 

  －地方主権のための課税・徴収システムのあり方－ 

 

《マイ・レポート》 

 主税局における「人材の育成と知識の継承」のための一考察 

 

連載（弟３回） 固定資産税（土地）のあらまし 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第８回） 

 

《雑感》 クールビズ ウォームビズ 



 

《税務事務紹介シリーズ》 

 小平市における税務事務 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 470号（2006 年 10 月） 

巻頭言 「住みたいまち、住み続けたいまち目黒」の実現を目指して………目黒区長 青木英二 

 

東京都の外形標準課税への取組 

 

「豊島区放置自転車等対策推進税」が残したもの ―新税創設から廃止まで― 

 

特集 挑戦は続く 

 自動車税徴収率向上の歩み ―徴収率97.3％（全国順位第６位）を達成して― 

 新宿区の挑戦 過去から未来に向かって 

 滞納整理新人体験記 ―滞納者と向き合うことを恐れずに― 

 新たなる滞納整理への挑戦 ―低額譲渡にかかる第二次納税義務の適用― 

 

「民設公園」に対する減免措置について 

 

産業廃棄物税に関する税制上の諸論点について 

 

《誌上講義録》 

地方税務調査と質問検査権について 

 

日本から撤退した外国法人の滞納整理 

 

ドイツの協会税（Kirchensteuer）について 

 

《租税こぼれ話》 税法は、知らなかったじゃ、済まされない ―法の不知は許さず― 

 

《マイ・レポート》 

 レトロな風景 

 

集え！全国の税務職員 ―平成18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 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第９回） 

 

《雑感》 青天の霹靂 

 



《税務事務紹介シリーズ》 

 千代田区における税務事務 

 

《資料》税務統計 

  平成17年度都税決算見込額 

  平成17年度特別区税収状況（決算） 

  平成17年度市町村収入状況（決算） 

 東京都固定資産評価審議会における審議事項資料（抜粋） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 471号（2007 年１月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶 …………………………………………財団法人東京税務協会理事長 白戸 毅 

 

平成18年度東京都税制調査会中間報告について 

 

個人住民税が変わります －税源移譲による個人住民税の改正について－ 

 

特集 人材育成新たな取組み 

 江東都税における人材育成の取組み －「若手職員チャレンジプロジェクト」を中心に－ 

 所の全部門で体験実習を実施しています 

 港アドバイザー制度の導入 

 考える若手 －荒川都税事務所「若手の会」の試み－ 

 

市町村行政における徴税事務の職員研修的視点からの位置付けについて 

 

地方税電子申告における課題と東京都の取組み 

 

税源移譲に向けてパワーアップを！！ ―第４回全国会議「徴収サミット」開催－ 

 

国税局との合同不動産公売について 

 

《特別寄稿》 

 自立を目指す町づくりと商店街の活性化に向けた取組み 

  －納税・公共料金の支払いをスタンプ券・商品券で－ 

 

文京区の滞納状況の分析と活用 

 

声に出して読みたい交渉記録 －納税交渉事例集の作成－ 

 



《雑感》 未履修問題を機に考える 

 

《税務行政調査報告》 

 意義薄れる課税免除・減免措置を見直し －公平な市税の確立を目指す京都市の取組－ 

 岸和田市における収納率向上対策について 

 

《マイ・レポート》 

 八王子都税事務所の徴収課 

 

定年退職後の人生に希望を持って 

 

固定資産税（土地）のあらまし（第４回） 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第 10回） 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 徴収率向上を目指して 

 

平成18年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  税がつくる優しさの輪 

 東京都主税局長賞 

  私達が支える日本の未来と税 

  税金がつくる支え合いの輪 

 

協会ニュース 

 

「徴収率の知恵袋」を開発 －平成19年４月からサービス提供－ 

 

平成18年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 472号（2007 年４月） 

巻頭言 税源移譲「わかりやすく、かつ簡潔な説明を」……………国分寺市長 星野信夫 

 

平成19年度の地方税制改正について 

 

平成19年度都税当初予算について 

 

特集 現場からの発信 

 「捜索」――ある現場からの報告と方法論の検証 

 差押効果の定量化について －預金は電話の１．８倍－ 

 徴収の現場でできること 



 

市街地再開発事業地区における固定資産税（土地）の評価、課税 

 

「地位協定車（Ｙナンバー車）」考 

 

徴税吏員とはなにか 

 

《税務行政調査報告》 

 軽油引取税に係る地方税法違反事件について ―岐阜県― 

 軽自動車の課税に伴う現状及び問題点 －沖縄県那覇市－ 

 

《税財政講演記録》 

 東京都の都市政策と税財政制度 

 

《マイ・レポート》 

 「納税者を滞納者にしない」ための新たなサービスについて考える 

  －税金のクレジット納付の可能性などを中心に－ 

 

固定資産税担当者のための地方税法総則案内 第１話 租税法律主義 

 

固定資産税（土地）のあらまし（最終回） 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第11回） 

 

《雑感》 独りを慎む 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 文京区における税務事務 

 

特別セミナー「滞納事案個別相談会」に参加して 

 

「徴収力の知恵袋」の開発にあたって 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 473号（2007 年７月） 

巻頭言 日本一満足できるわがまちの実現をめざして………………江戸川区長 多田正見 

 

個人住民税の徴収支援対策について 

 

使用料等滞納金の回収について 

 



特集 若手職員からの提言 

 徴収嘱託制度の可能性 ―自治体間のさらなる連携に向けて― 

 新任職員研修「税の仕組み」と研修成果報告 ―法定外目的税を創設してみよう― 

 若手職員による職場の活性化～研修成果生かしていますか？ 

 電話加入権調査の効率化について 

 

《特別寄稿》 

 不正経由等譲受罪（購入者罰則）に係る反則調査の実施について 

 「過払金返還請求権」の差押え 

 

屋形船の公売に挑戦して 

 

進化する滞納整理事務の現状 ―平成18年度品川都税事務所徴収課の成果と取組― 

 

《マイ・レポート》 

 税における正義を貫く ―税務職員としての心意気― 

 

《税務行政調査報告》 

 大阪市の口座振替制度について 

 福島県富岡町における固定資産税の課税状況等について 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 東村山市における税務事務 

 

固定資産税担当者のための地方税法総則案内 第２話 納税義務の成立 

 

《雑感》 先島諸島の姉妹 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第12回） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 474号（2007 年 10 月） 

巻頭言 権利（受益）と義務（負担）………………………………………福生市長 野澤久人 

 

宿泊税５年間の実績と今後のあり方について 

 

宿泊税の運営 ―現場からの報告― 

 

特集 私たちの取組み 

 「45度の法則」の実行と成果 ―船橋市の市税滞納整理― 

 相続人不存在事案の解決に向けて 



 全国初、トラのはく製を公売 

 新築減免終了パンフの送付について 

 

《特別寄稿》 

 一人会社の事業譲渡による第二次納税義務の賦課 

 

捜索のすゝめ 

 

《雑感》 駒ヶ岳 

 

《誌上講義録》 自動車取得税の概要と要点整理 

 

《マイ・レポート》 

 徴税吏員の拠り所は「想像力」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 目黒区における税務事務 ―「住みたいまち 住み続けたいまち 目黒」の実現のために― 

 

固定資産税担当者のための地方税法総則案内 第３話 納税義務の確定と送達、期間制限 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第13回） 

 

受講生の思いはひとつ ―平成19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18年度都税決算見込額 

      平成18年度特別区税収入状況（決算） 

      平成18年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 475号（2008 年１月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶……………………………………………財団法人東京税務協会理事長 白戸 毅 

 

平成19年度東京都税制調査会中間報告について 

 

自治体間を越えた連携 徴収サミットオンライン始動！ 

 －第５回全国会議「徴収サミット」開催－ 

 



特集 新たな課題への取り組み 

 中央都税事務所の電子申告ＰＲ活動について 

 その場でわかる手順１００～ワーキングレシピ～ 

  －行動特性に着目したチェックリストによる業務改善－ 

 「滞納整理戦略タスクフォース（横断型機動部隊）」の設置 

 

多重債務者に対する滞納整理 －過払い金の差押え手続き－ 

 

合同公売（オークション）の実施について 

 

帝国データニュースに記載された事業停止法人の滞納整理を経験して 

 

《特別寄稿》 

 熊本県における滞納整理の取組について 

 

新潟県中越沖地震に係る業務応援報告 

 

《マイ・レポート》 

 「子ども連れお断り」でいいのか？ 

 

《税務行政調査報告》 

 徳島滞納整理機構について 

 名取市における土地・固定資産税の評価方法について 

  ―大規模店舗出店に伴う評価替え― 

 

《雑 感》 売ること、買うこと今、昔 

 

固定資産税担当者のための地方税法総則案内 第４話 納税義務の承継と連帯納税義務 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第 14回） 

 

《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 

 

平成19年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  大きな贈りもの 

 東京都主税局長賞 

  優しい税の横顔 

  「お買い物」という発想 

  快適な暮らしと税金 

 

平成19年「東京税務レポート」掲載目録 

 

協会ニュース 



 

編集後記 

 

第 476号（2008 年４月） 

巻頭言 簡素な税は説明責任から…………………………………………台東区長 吉住 弘 

 

平成20年度の地方税制改正について 

 

特集 課題解決に向けた事例研究報告 

 再開発・区画整理ＰＴの取り組み 

 事業所税の調査に係る留意事項について ―平成19年度事例研修会の事例から― 

 環境配慮型燃料に対する課税のあり方と普及策 

 

債権回収の現状について ―都債権特別回収班の取組事例― 

 

平成20年度都税当初予算について 

 

《特別寄稿》 

 選挙供託金の差押について 

 

《マイ・レポート》 

 法人事業税の改正に当たって 

 

《税務行政調査報告》 

 大阪府における個人事業税事務について 

 長崎県大村市における収納対策について 

 合併しないことを決めた長野県栄村の税務事情について 

 

《税財政講演記録》 

 地球温暖化防止へ向けた地方環境税の可能性と課題 

 

《雑感》私の三丁目の夕日 

 

《誌上講義録》 

 固定資産税における納税義務の承継、死亡者課税、連帯納税義務に係る諸問題（上） 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》第15回 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 未来へ ひびきあう 人 まち・としま ―豊島区における税務事務― 

 

協会ニュース 

 

編集後記 



 

第 477号（2008 年７月） 

巻頭言 次世代へつなぐ ―着実なまちづくり 人づくり―……あきる野市長 臼井 孝 

 

地方法人特別税ついて 

 

特集 主税局における最近の取組み 

 車に灯油はダメ！！ ―車両への灯油の直接給油に対する東京都の取組み― 

 複合利用鉄軌道用地の評価について 

 「東京型物納システム」始動！！ ―納税の新しいかたち― 

 

勤務先宛催告書の効果について 

 

市場価格がない財産の換価 ―ある名馬との出会い― 

 

一時職務代行者（取締役兼代表取締役）選任申請について 

 

《特別寄稿》 

 県・市町村合同公売会を実施して 

 

はじめての臨戸マニュアル ―「じゃ、リンコしてみるか」― 

 

滞納整理の様式・帳票類のポータル化 

 

《雑感》 遠いふるさとよりも…（ふるさと納税雑感） 

 

《税務行政調査報告》 

 土地区画整理事業施行中の土地における固定資産税の評価及び課税方法について 

  ―福岡市の取組事例― 

 高松市の口座振替加入促進キャンペーンについて 

 

《マイ・レポート》 

 思い出 

 

《誌上講義録》 

 固定資産税における納税義務の承継、死亡者課税、連帯納税義務に係る諸問題（下） 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》第16回 「納税の猶予制度と分納計画」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 武蔵村山市における税務事務 

 

協会ニュース 

 



編集後記 

 

第 478号（2008 年 10 月） 

巻頭言 「いたばしの力」ナンバーワンの夢の実現に向けて……………板橋区長 坂本 健 

 

つながってるね、暮らしと税。 

 ―平成20年度 都・区市町村連携 納税キャンペーンの実施― 

 

東京都におけるコンビニ納税の現況と展望 ―「東京都コンビニ納税白書」の発行― 

 

特集 私たちの工夫と取組み 

 あれもこれも、スピーディーにサポート！ 「滞納システムツールＢＯＸ」 

 「みんなで使ってみよう税務会話（外国語版）」ができるまで 

 

《雑感》 離島での思い出 

 

地方税法第17条の５と第315条 ―個人住民税と所得税の関係を考える― 

 

地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）の新たな取り組みについて 

 

新米徴税マンに贈る言葉 ―楽する・モメない・ガンガン稼ぐ― 

 

《マイ・レポート》 

 ここ一番で力を発揮するためには 

 

自治体税務の人材確保におけるＩＴ技術活用に関する考察 

 ―「徴収力の知恵袋」を題材として― 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 税務行政のパワーアップを目指して ―葛飾区における税務事務― 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第17回） 

 

滞納整理に王道はなし ―平成20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19年度都税決算見込額 

      平成19年度特別区税収入状況（決算） 

      平成19年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 



 

第 479号（2009 年１月） 

巻頭言 新年の挨拶……………………………………………………東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶……………………………………………財団法人東京税務協会理事長 鮎澤光治 

 

平成20年度東京都税制調査会答申について 

 

自治体間で連携強化、なくせ滞納！！ ―第６回徴収サミット開催― 

 

特集 人材育成に向けて 

 更なる税務力強化に向けて ―主税局人材育成実施計画（平成20年度版）― 

 江戸川人材育成プログラムについて 

 達人のワザ伝えます！仕事の達人講座＆インタビュー 

  ―品川都税事務所における人材育成の取組― 

 個性派ポスター大集合(？！) ―ポスター作成プロジェクトの取り組み― 

 

すぎなみ環境目的税の成立から廃止まで 

 

耐震化促進税制の創設について 

 

東京都における徴収初動業務と口座振替業務の集中化及び民間委託化について 

 

《特別寄稿》 

 税源移譲も怖くない！ ―特別徴収対象事業所 100％指定― 

 

長期累積事案を生じさせないための処理をめざして 

 ―「長期累積事案処理促進検討会」の報告書概要― 

 

ＯＢからの伝言「納税者対応と交渉能力」 

 

《マイ・レポート》 

 滞納整理について思う 

 

夕張の現状と将来について 

 

東京税務協会異聞 ―知は行の始め、行は知の成れるなり（伝習録）― 

 

《税務行政調査報告》 

 市民志向から考える税務事務のあり方 ―札幌市コールセンターを訪ねて― 

 市町村と府の税務共同化について ―京都府精華町― 

 

《雑感》 私達の世代 

 



平成20年度「東京税務セミナー（固定資産税部門）」の開催 

 東京税務セミナーに参加して 

  他自治体の事例から学ぶ 

  できることはすぐやる！ 

  資産評価のブラッシュアップを目指して 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 狛江市における税務事務 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第18回）「滞納処分と供託」 

 

平成20年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  助け合いは世代を越えて 

 東京都主税局長賞 

  税金で明るい未来が見えるために 

  税にこめられた願い 

  一パーセントの思い 

 

協会ニュース 

 

平成20年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 480号（2009 年４月） 

巻頭言 納税者と共にある行政サービス………………………………小金井市長 稲葉孝彦 

 

平成21年度の地方税制改正について 

 

平成21年度都税当初予算について 

 

特集 新たな事案に挑戦 

 チャレンジ！死亡者課税！！ ―課税・徴収部門の連携について― 

 長期累積案件の解決は家族総力で 

 トラベラーズ・チェックの差押えから取立てまで 

 

機械式立体駐車場の評価について 

 

自動車二税減免制度の改正について 

 

《特別寄稿》 

 目標は徴収率100％！ ―小規模自治体の挑戦―  

 



滞納整理の法則 ―新たに滞納整理事務を担当される皆様に― 

 

《税財政講演記録》 

 分権時代の地方税制のあり方 

 

《マイ・レポート》 

 この半年をふりかえって 

 

《税務行政調査報告》 

 いかんばい！不正軽油！！ ―福岡県の犯則事案に対する取り組み― 

事業所税を始めとする電子申告等の取組みについて ―京都の事例報告― 

家屋の適正な把握と課税について ―大阪府富田林市の取り組みについて― 

 

《雑感》 変化 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 「遊・職・住」世界へ発信 中央区 ―中央区における税務事務について― 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第19回）「振り込め詐欺により振り込まれた預金の差押え」 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 481号（2009 年７月） 

巻頭言 「安全」「安心」「元気」を中央区から全国に発信…………中央区長 矢田美英 

 

〈東京版〉環境減税について 

 

ｅＬＴＡＸによる電子納税の利用開始について 

 

特集 困難事案を経験して 

 過払い金返還請求権の差押を実施して 

 第二次納税義務の追及 

 

新規滞納者抑制への取り組み ―現年度課税分の未納者対策について― 

 

徴収率向上に向けて ―チャレンジＰＴでの検討結果の報告― 

 

《特別寄稿》 

「滞納は許さない」を合言葉に 

 ―平成 20年度の熊本県「地方税徴収特別対策室」の軌跡― 

 

東京都主税局「企画形成研修」の９年間を振り返って 



 

《雑感》 貨幣とプレミアム商品券に学ぶ 

 

《税務行政調査報告》 

 宮崎県におけるクレジット納税の取組について 

 郵政民営化に伴う固定資産税（土地・家屋）の課税について 

 ―名古屋市の取組事例― 

 滞納整理のノウハウを活用した市債権の直接回収について 

  ―北九州市の取り組み― 

 

《マイ・レポート》 

 多くの仲間に囲まれて、現場の管理職として想うこと 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(1) 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第 20回） 「各種調査と守秘義務、情報開示について」 

 

協会ニュース 

 

〔資料〕平成20年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 

第 482号（2009 年 10 月） 

巻頭言 躍動をかたちに ―進化するまち こだいら―………………小平市長 小林正則 

 

特集 私たちの取組と成果 

 民事再生と捜索 

 民事再生法適用法人に対する欠損金の繰戻還付金の差押 

 地味な事務所の２冠達成記 ―江戸川都税事務所の取組と成果― 

 

自動車の所有権移転代位登録の実現に向かって 

 

《特別寄稿》 

 地域自治区と地域コミュニティ税 ―地域コミュニティの再生を目指して― 

 

お問合せはおまかせください ―回答一発「けんさく君」― 

 

脱ニート職員奮闘記 ―ロケーション・コミッション照会― 

 

《マイ・レポート》 

 「攻めの滞納整理」に取り組んでいくために 



 

地方税法律関係に民法の意思表示のルールがどれほど適用等されるか 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(2) 

 

《雑感》 住民税について 1 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 荒川区における税務事務 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第21回） 

 

実践力と発想力の向上をめざして ―平成21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20年度都税決算見込額 

     平成20年度特別区税収入状況（決算） 

     平成20年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第483 号（2010 年1 月）  

巻 頭 言 ………………………………………………………… 東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶 …………………………………… 財団法人東京税務協会理事長 鮎澤 光治 

 

平成21年度東京都税制調査会中間報告について 

 

第７回全国会議「徴収サミット」を開催しました 

 

特集 進化する滞納整理 

 区市町村と東京都との初めての合同捜索 

 小平市における東京都徴収部との合同捜索 

 羽村市における過払金取立訴訟事例 ―過払金調査から取立訴訟の経過― 

 受刑中の滞納者の滞納処分について ―逃すな滞納！領置金から徴収を！― 

 

《特別寄稿》 

 ＩＳＯ9001の税務職場への導入 

人材育成の新たな取組み ～「所内留学」制度～ 

   ―他部門の業務を体験してみよう！― 

新燃料に対する調査体制の検証について 



 

《マイ・レポート》 

 税務職場の課題について思うこと 

 

相続財産法人の法的地位と課税上の疑義  

 

《雑 感》 

 春日山にて 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(3) 

 

《税務行政調査報告》 

 滞納者に対する電話催告の民間委託について ―福岡市における取り組み― 

 コンビニ収納の導入に向けた考察 ―滋賀県長浜市を事例として― 

 寄附金税制の拡充を活用した地域活性化について 

  ―岩手県住田町の「林業日本一の町づくり」への試みを通して― 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 さらなる税務行政の向上を目指して ―あきる野市における税務事務― 

 

平成21年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  誰かの幸せのために 

 東京都主税局長賞 

  税を納めるということ 

  くらしを支える税 

  互いに協力し合える社会へ 

 

協会ニュース 

 

平成21年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第484 号（2010 年4 月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………………… 足立区長 近藤やよい 

 

平成 22年度の地方税制改正について 

 

平成 22年度都税当初予算について 

 

特集 様々な手法を駆使して 

港都税事務所滞納削減への挑戦 ―ＭＭＴによる滞納圧縮強力推進― 

「足立の自動車税」対策 ―自動車専担・量・との戦い― 



奮闘する佐渡市の徴収職員 ―徴収率向上に向けての取組― 

 

電子申告制度の普及促進について 

 

《特別寄稿》 

 借金を理由に税金の滞納を認めない 

  ―愛知方式による多重債務者に対する滞納整理― 

 

新「保険法」の成立と滞納処分について 

 ―生命保険・傷害疾病定額保険に新設された「介入権」の影響― 

 

不動産評価研修に参加して ―資産評価係３年目職員の新たな驚きと成長― 

 

《税務行政調査報告》 

 個人市民税の超過税率による課税について ―兵庫県豊岡市の取り組み― 

 大阪府堺市における家屋評価について 

  ―大規模家屋調査室の設置と建築設備の「規模」補正― 

 徴収業務の民間委託の状況について ―静岡県浜松市の取組事例― 

 

《雑感》 

 生き残れ岩泉線 ―乗り鉄の独り言― 

 

《税財政講演記録》 

 地方環境税の実現に向けて ―総合政策の視点から― 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 区税の確保と徴収力の向上を目指して ―渋谷区における税務事務について― 

 

《マイ・レポート》 

 都税事務所への想い 

 

《滞納整理Ｑ＆Ａシリーズ》（第 22回） 

 「国民健康保険加入者の居住確認調査」 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 485 号（2010 年 7 月） 

巻 頭 言 …………………………………………………………… 八王子市長 黒須 隆一 

 

法人部門初の「法人調査『事例研究発表会』」を開催しました 

 

この一年間の努力と成果 



 ―平成 21年度大田都税事務所滞納整理部門の取組について― 

 

特集 新しい公売の取組 

知的財産権への挑戦 

広告随契による売却を実施して 

建設途中のマンションが存する土地の公売について 

 

とある新規採用職員の「管理一覧表」製作日誌 

 

未登記家屋の差押え 

 

《特別寄稿》 

 できることはすぐやる！償却資産実地調査入門 

  ―三島市における償却資産調査事務の取組― 

 日々の成長を感じることのできる仕事、それが滞納整理 

  ―捜索を中心とした業務を継続して― 

 

《税務行政調査報告》 

 大阪府における自動車税事務の委託化について 

  ―自動車税コールセンターについて― 

 マルチペイメントネットワークを利用した収納事務について 

  ―広島県三次市の取組― 

 

《雑感》 

 画眉鳥（ガビチョウ） 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 中野区における税務事務 

 

《マイ・レポート》 

 自己流仕事術指南 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(4) 

 

協会ニュース 

 

〔資料〕平成 21年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 

第 486 号（2010 年 10 月） 

巻 頭 言 …………………………………………………………… 渋谷区長 桑原 敏武 

 

新米徴税マンに贈る言葉（取るか落とすか、の落とす話） 



 

２３区一の納税環境を目指した取組 ―区税等の支払方法の拡充― 

 

特集 さまざまな形の「連携」 

地価下落・税負担据置説明専担ＰＴ奮闘記 

江戸川パートナーシッププラン 2010 

   ―江戸川区・江戸川都税事務所の新たな連携策について― 

エルタックスの「国税連携」に係る取組等について 

 

立川塾２１ 所内人材育成（立川塾）の概要 

 

個人都民税対策課の区市町村支援事業 

 

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について 

 

《マイ・レポート》 

 総合力を発揮して 

 

《雑 感》 

 「Shall we ダンス？」―生涯スポーツに如何― 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 「我々がやらなければ…」市税確保に不退転の覚悟 

  ―東久留米市における税務事務について― 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(5) 

 

実践能力をパワーアップ!! ―平成 22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 21年度都税決算見込額 

  平成 21年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 21年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 487 号（2011 年 1 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶 …………………………………… 財団法人東京税務協会理事長 鮎澤 光治 



 

平成 22年度東京都税制調査会中間報告について 

 

第８回全国会議「徴収サミット」を開催しました 

 

特集 土地評価・課税の課題 

農地の評価と課税 ―２３区に新しい農地は必要か― 

江戸川都税 みなす課税取扱い中!! ―土地の評価・課税実務を中心として― 

 

申告税目における申告書と私人の公法行為について 

 

特別口座における株式の換価について ―タンス株の公売― 

 

《特別寄稿》 

 公金徴収一元化について 

 

考証「連帯納税義務の疑義と法的展開」 

 

《マイ・レポート》 

 都税事務所において思うこと 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(6) 

 

《雑 感》 

 男の素は子供（？）の夢 

 

《税務行政調査報告》 

 和歌山県における特別徴収推進活動について 

 組織体制の転換を機とした平成 21年度の取組 ―札幌市徴収部門を訪れて― 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 さらに適切な賦課・徴収を目指して ―変革期を迎える墨田区の税務事務― 

 

平成 22年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  税金からの贈り物―愛する弟の命― 

 東京都主税局長賞 

  屋上からの祈り 

  つながり 

  感謝を運ぶゴミ収集車 

 

平成 22年度「東京税務セミナー・住民税コース」の開催 

 「住民税コース」に参加して 

 

協会ニュース 



 

平成 22年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 488 号（2011 年 4 月） 

巻 頭 言 …………………………………………………………… 立川市長 清水 庄平 

 

平成 23年度の地方税制改正について 

 

平成 23年度都税当初予算について 

 

特集 特別区からの発信 

都区のタッグによる困難事案の解決について ―都区・合同捜索の実施― 

港区における外国人に対する住民税の課・納税の取組 

個人住民税における賦課決定の除斥期間 ―始期としての法定納期限を考える― 

 

石原都知事お墨付き！電子申告のススメ ―ｅＬＴＡＸ体験ソフトの紹介― 

 

《税務行政調査報告》 

 明石市債権回収の取組 

 京都市における土地評価ＧＩＳシステムの運用状況について 

 夕張市の現状と個人市民税超過税率の検証 

  ―夕張市の歴史的経緯と導入までの経過― 

 

《マイ・レポート》 

 「出会った人が財産なり」 

 

《税財政講演記録》 

 人口減少社会における税財政のあり方 

 

《雑 感》 

 ハッピーフライト・グアム 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 豊かな自然、快適なくらし、ふれあいの街 青梅の実現へ 

  ―青梅市における税務事務について― 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(7) 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 



第 489 号（2011 年 7 月） 

巻 頭 言 …………………………………………………………… 中野区長 田中 大輔 

 

早期復興を祈って ―都第一次派遣隊活動リポート― 

 

地方土地税制が目指すべき方向性について 

 ―納税者にわかりやすい土地課税制度の構築に向けて― 

 

特集 挑戦する滞納整理の現場から 

「３年連続、前年度実績を上回る」整理収入歩合の向上を目指して 

―平成 22年度墨田都税事務所徴収課の取組について― 

江戸川都税事務所 流れに沿った滞納整理～機動的な捜索への挑戦 

   ―捜索・タイヤロック機動推進プロジェクトチームの取組― 

有価証券の委託売却に挑戦して ―事案解決までの軌跡― 

 

固定資産税に係る住宅用地の認定について 

 

《誌上講義録》 

 固定資産税における死亡者課税と無効行為の転換について 

 

《税務行政調査報告》 

 愛媛県における免税軽油不正引取事案について 

 これからの過払い金返還請求権の差押えについて 

  ―下関市の事例を参考― 

 日立市の市税徴収活動の取組 

 

《雑 感》 

 「番」がついた地名 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 調布市における税務事務について 

 

《マイ・レポート》 

 「大切なもの」 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(8) 

 

協会ニュース 

 

〔資料〕平成 22年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 



第 490 号（2011 年 10 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 狛江市長 矢野 ゆたか 

 

都税のクレジットカード収納の導入について 

 

地域とともに歩む都税広報 

 

現年未納者への取組 

 

特集 復興へ～広がる被災地支援の輪 

岩手県陸前高田市の被災地支援活動レポート 

東日本大震災被災地支援（宮城県石巻市派遣）に参加して 

ＫＩＺＵＮＡ ―福島県南相馬市への災害派遣を通じて― 

東日本大震災被災地（釜石市）における支援活動の記録 

 

港都税事務所における採油調査の取組について 

 

江東都税事務所徴収課若手ＰＴ ―Ｓ.Ｔ.Ｙ.Ａの活動― 

 

徳川幕府創生期の江戸城下町造成と拝領制度 

 

《誌上講義録》 

 共有不動産に係る固定資産税の納税の告知に対する法的疑問 

 

《特別寄稿》 

 静岡地方税滞納整理機構 ～設立から３年の軌跡～ 

  ―speed, tough, cost ＆ heart を合言葉に！― 

 

《マイ・レポート》 

 「東京税務レポート」と私 

 

《雑 感》 

 「旬の味覚を想う」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 「新宿力」で創造する、やすらぎとにぎわいのまち 新宿区 

   ―新宿区における税務事務について― 

 

「税務の達人」目指して切磋琢磨 ―平成 23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 22年度都税決算見込額 



  平成 22年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 22年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 491 号（2012 年 1 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 東京都知事 石原慎太郎 

 

新年の挨拶 …………………………………… 財団法人東京税務協会理事長 鮎澤 光治 

 

平成 23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― 

 

資産評価における重大な錯誤の考察 

 

目黒都税から地域への発信 ―社会人を対象とした租税教室― 

 

３行（40×３）提案制度について ―いつでも誰でも簡単に提案できる― 

 

10％ルールで所内をリンク！ 

 ―台東都税事務所における新たな所内連携の方針について― 

 

《雑 感》 

 北京に想う 

 

《税務行政調査報告》 

 富山市の公金徴収一元化の取組について 

 

明治維新における土地制度と土地税制及び東京府の対応について 

 

《マイ・レポート》 

 私のゴルフ道 

 

《誌上講義録》 

 地方税債権成立・確定・消滅の理論と実務（第一回） 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集(9) 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 税務三課が共同して正確・公正な税務事務を 

   ―町田市における税務事務について― 



 

平成 23年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  税金でつながる未来 

 東京都主税局長賞 

  税は生きている 

  架け橋 

  税に感謝 

 

平成 23年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催 

 「初・中級コース」に参加して 

 

協会ニュース 

 

平成 23年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 492 号（2012 年 4 月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………………… 墨田区長 山﨑  昇 

 

公益財団法人への移行にあたって 

 

平成 24年度の地方税制改正について 

 

東日本大震災に係る税制上の対応について 

 

平成 24年度都税当初予算について 

 

特集 私たちの検討・研究成果 

超大規模事業者に対する効率的な調査手法の探求 

   ―平成 23年度事業所税事例検討会から― 

足利学校？？足立学校？？ 足立ＳＴについて 

 

公益財団法人移行への取組 

 

西多摩地区インターネット公売合同下見会 

 ―職員のアイデアと西多摩のつながりで大盛況！― 

 

《特別寄稿》 

 納税者と一体となった過払金返還請求に対する取組 

 

《税務行政調査報告》 

 愛媛地方税滞納整理機構の取組について 



 愛知県半田市における個人市民税の減税導入の経緯等について 

 

《マイ・レポート》 

 サポーター 

 

《税財政講演記録》 

 税財政制度について、今、考える 

  ～抜本的税制改革の視点から 

 

《雑 感》 

 燻製つくり 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 にぎわい いきいき したまち台東 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 493 号（2012 年 7 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 東村山市長 渡部  尚 

 

個人住民税の徴収率向上に向けた区市町村との連携強化の取組 

 

賃料差押え―膠着した滞納整理の打開策― 

 

研修教材ＤＶＤ「財産調査～流れに沿った滞納整理～」クランクアップ！！ 

 

特集 資産評価・調査に関する報告 

東京 23区における地価動向と平成 24基準年度評価替えの状況 

償却資産の未申告解消に向けた新しい調査手法の開発 

   ―品川都税事務所による適正公平な課税へのチャレンジ― 

 

福島県庁への自治法派遣者として 

 

エコカー減税等に関する用語について 

 

《特別寄稿》新人女性徴収吏員の奮闘記 

 

明治維新政府の財政担当―三岡八郎（由利公正）の功績 

 

《誌上講義録》 

 地方税債権成立・確定・消滅の理論と実務（第二回） 

 



《税務行政調査報告》 

 大阪府における外形標準課税を始めとする法人調査の取組 

 奈良県における個人住民税対策について 

 埼玉県北本市市民税減税までの取組 

 

《雑 感》 

 ホノルルへの道 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ 

  ―品川区における税務事務について― 

 

《マイ・レポート》 

 「心に残ることば」 

 

協会ニュース 

 

〔資料〕平成 23年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 

第 494 号（2012 年 10 月） 

巻 頭 言 ……………………………………………………………… 北区長 花川與惣太 

 

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

 

不正軽油撲滅作戦の展開 ―12年間の取組と成果について― 

 

法人調査部門の更なる成長を目指して 

 ―調査能力レベルアップ・ワーキンググループの取組― 

 

特集 若手徴収職員による創意工夫 

 

数理的視点による滞納整理の進め方 ―線形計画法や統計分析を用いて― 

 

自動車差押えの新たな手法「ミラーズロック」の導入 

 ―江東都税事務所徴収課若手職員による活動報告― 

 

徴収一年生の仕事を効率的に ――あるマニュアルの試み 

 

研修のあり方への提言について ―国税庁における研修体系を参考にして― 

 

個人住民税の扶養控除の見直しについて 

 



《雑 感》 

 自転車ライフ 

 

《税務行政調査報告》 

 電子化時代の課税事務 ―模索する市区町村～秋田市の現状から― 

 知立市における歳入システム導入について ―収納率向上に向けた取組― 

 不動産取得税の課税事務における取得行為の認定について ―大阪府― 

 

《マイ・レポート》 

 「22世紀の主税局はどうなっているの？」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 みどりが萌える・子どもが育つ・きずなを結ぶ 小金井市 

  ―小金井市における税務事務について― 

 

「税務の道場」へ全国から集い、学び合う 

  ―平成 24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 23年度都税決算見込額 

  平成 23年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 23年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 495 号（2013 年 1 月） 

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 24年度東京都税制調査会中間報告について 

 

《海外研修報告》 

   固定資産税における評価業務の外部委託化の先進事例の調査（１/４） 

 

世田谷ガラパゴス 

 

資産税部門テスト方式職場研修の実施について 

   ―部門内における係間連携の向上を目指して― 

 

《特別寄稿》 

   地方税電子化協議会の現状と主な課題 



 

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１回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第１回） 

 

《雑感》 

   再びのピンポン暇なし 

 

《誌上講義録》 

   地方税債権成立・確定・消滅の理論と実務（第三回） 

 

地方税法を読み解くための地方税実務用語集（10） 

 

《税務行政調査報告》 

  岡山県における詐害行為取消請求訴訟等の積極的な取組について 

  森林環境税について ―高知県― 

 

《マイ・レポート》 

  「都庁漫画家生活三十年史」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 確かな納税、確かな社会、わがまち杉並 

   ―杉並区における税務事務について― 

 

平成 24年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  将来を信じるために 

 東京都主税局長賞 

  繋ぐバトン 

  税の役割 

  税金に支えられて 

 

平成 24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 24年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 496 号（2013 年 4 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 町田市長 石阪 丈一 



平成 25年度の地方税制改正について 

平成 25年度都税当初予算について 

特集 税収確保への挑戦 

個人住民税徴収対策会議の取組について 

泉佐野市における自治体収入確保への挑戦 

   ―空港連絡橋利用税の導入と「飼い犬税」の検討に関するレポート― 

《海外研修報告》 

固定資産税における評価業務の外部委託化の先進事例の調査（２/４） 

   福祉保健局高齢社会対策部（地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター派遣） 

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２回） 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第２回） 

《マイ・レポート》 

  「私の逸品」 

《税務行政調査報告》 

 北九州市の償却資産調査事務について 

 大阪府豊中市の携帯電話を利用した新たな納付方法について 

 口座振替率の向上を目指して ―名古屋市における取組― 

《税財政講演記録》 

 世界経済と日本財政～明日への展望 

《雑 感》 

 新年の挑戦 

《税務事務紹介シリーズ》 

 手をつなぎ、心をつむぐ、みどりの清瀬 

   ―清瀬市における税務事務― 

協会ニュース 

編集後記 

東京税務協会出版図書案内 

平成 25年度東京税務セミナー開催案内 

 

第 497 号（2013 年 7 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 品川区長 濱野  健 

 

パレスチナにおける固定資産税現地調査について 

 

宿泊税の現状 ―導入後１０年を経過して― 

 

特集 滞納整理の現場から 

 

滞納税 遠くへ越しても 逃がさない！ 

 

進行管理の役割分担について 

 ―滞納整理の現場における管理職と係長職の役割― 

 



平成 24年度の江戸川都税事務所の都区連携の取組 

 ―捜索（区連携）推進チームが行った都区合同捜索の取組について― 

 

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３回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第３回） 

 

《特別寄稿》 

 東京都主税局徴収部実務研修レポート 

  ―東京都最後の砦、最強徴収軍団の裏側― 

 

《海外研修報告》 

 固定資産税における評価業務の外部委託化の先進事例の調査（３/４） 

 

《マイ・レポート》 

 甲州街道散歩 

 

明治期の税制について ―地租改正から営業税・所得税の創設へ― 

 

《税務行政調査報告》 

 名古屋市における独自様式を始めとする事業所税適正課税の取組 

 熊本市における初期滞納対策事業（「公共サービス民間提案制度」モデル事業）について 

 前橋市の徴収業務と納税環境の整備について 

 

《雑 感》 

 富士登山に挑戦 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 みんなが笑顔 いのちにぎわうまち 多摩 

  ―多摩市における税務事務― 

 

協会ニュース 

 

〔資料〕平成 24年度東京税務協会事業報告（概要） 

 

編集後記 

 

第 498 号（2013 年 10 月） 

巻 頭 言 ………………………………………………………… 昭島市長 北川 穰一 

 

平成 24年度における杉並区の現年度対策について 

 ―自治体間の情報連携の強化に向けて― 

 



特集 業務改善の取組事例 

 

「還付事務事例集」について 

 

ＩＣＴの活用による税務事務の省力化について 

 ―税務職員のコスト意識向上と更なるスキルアップを目指して― 

 

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４回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第４回） 

 

《海外研修報告》 

 固定資産税における評価業務の外部委託化の先進事例の調査（４/４） 

 

《雑 感》 

 愛しの阪神タイガース 

 

《誌上講義録》 

 地方税債権成立・確定・消滅の理論と実務（第四回） 

 

《マイ・レポート》 

 「時間の大切さ」 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 みんなでつくる伝統、未来 水彩都市 江東区 

  ―江東区における税務事務について― 

 

「自治体の税務力向上」を目指して 

  ―平成 25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 24年度都税決算額 

  平成 24年度特別区税収入状況（決算） 

  平成 24年度市町村税収入状況（決算） 

 

協会ニュース 

 

編集後記 

 

第 499 号（2014 年 1 月） 

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 25年度東京都税制調査会中間報告について 

 

特集 新しい年を迎えて―新人職員の抱負― 

 

不動産公売の認知向上に向けて ―積極的な公売広報― 

 

間違い許さん！雷くんシステム ―個人事業税係におけるＥＵＣ活用の試み― 

 

固定資産税の納税義務者認定に関する諸課題について 

 ―地方税法第 343条第２項後段「法人が消滅しているとき」を一例として― 

 

オール納税課としての滞納整理の取組～３年間の軌跡（奇跡） 

 

法人市民税業務再考 

 

《特別寄稿》 

 先進自治体に学んで滞納繰越徴収率 40パーセント超え 

   ―「平戸市滞納整理」５年間の軌跡― 

 東京都主税局徴収部機動整理課実務研修レポート 

   ―徴収スペシャリスト達との半年間― 

 

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５回） 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第５回） 

 

《雑感》 

  子供の成長と地域との関わり 

 

《税務行政調査報告》 

  茨城租税債権管理機構の現状と今後の課題 

  徴収におけるファイナンシャルプランナーの活用について 

   ―福岡県春日市・宗像市における取組― 

 

《マイ・レポート》 

  四回目の年男 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

  ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま 

   ―昭島市における税務事務について― 

 

平成 25年度中学生の「税についての作文」 

 東京都知事賞 

  私の町と税 



 東京都主税局長賞 

  豊かな日本を持続させるために 

  税を身近に感じて 

  美しい循環 

 

平成 25年度「東京税務セミナー・北海道地区（滞納整理）」の開催 

  「財産調査コース」に参加して 

 

協会ニュース 

 

平成 25年「東京税務レポート」掲載目録 

 

編集後記 

 

第 500号（2014 年 4 月） 

巻 頭 言…………………………………………………………………………杉並区長 田中  良 

 

平成26年度地方税制改正について 

 

平成26年度都税当初予算について 

 

《特集 東京税務レポート500号に寄せて》 

 ・東京税務レポート 500 号までの歴史 

・地方税徴収制度の歴史、驚きの発見！ 

―税務広報資料室における古い参考図書・資料より― 

 

東京都主税局のＳＮＳ(ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ)を活用した都税広報の現状 

  

個人事業税におけるシステムエンジニア等に対する課税についての考察 

 

墨田都税事務所を例とする都税事務所における人材育成について 

 

《特別寄稿》 

給与支払報告書等電子的提出義務化に伴う eLTAXの利用率向上と今後の取組について 

 

「住民税」あんな質問 こんな質問（第６回）  

 

《マイ・レポート》 

津軽弁 

 

《税務行政調査報告》 

 ・大阪市の固定資産税に関する証明発行等窓口事務について 

・滋賀県における市町と連携した徴収対策について 

        



《税財政講演記録》  

地域づくりと自治体税財政 

 

《雑 感》 

銭湯巡り 

 

《税務事務紹介シリーズ》 

 やすらぎある世界都心・ＭＩＮＡＴＯ 

―港区における税務事務について― 

 

協会ニュース 

 

編集後記  


