
索引目次

平成21年度 所得税県市町村民税関係 水道部/総務課/総務係

文書日 公開用件名種別

書目 所属編集年度

No

種別

第３種

分類記号

C36

平成21年12月01日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

1

平成21年11月05日 起案
年末調整説明会の出席について（伺い）

2

平成22年01月26日 起案
平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等の提出について
（伺い）3

平成21年11月04日 起案
所得税年末調整に係る関係申告書の提出通知について（伺い）

4

平成21年05月08日 起案
源泉徴収票の発行について（伺い）

5

平成21年04月09日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

6

平成21年04月03日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

7

平成21年11月02日 起案
臨時補助員に係る平成21年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺
い）8

平成21年05月12日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

9

平成21年11月17日 起案
臨時補助員に係る平成21年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺
い）10

平成21年10月21日 起案
平成21年分給与所得に係る所得税年末調整説明会の開催について（伺い）

11

平成22年01月19日 起案
平成22年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出について（伺い）

12

平成21年12月18日 起案
平成21年分給与所得に係る所得税年末調整による還付通知について（伺
い）13

平成21年12月10日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

14

平成21年06月08日 起案
扶養控除等の是正結果回答書の提出について（伺い）

15

平成21年09月18日 起案
平成20年年末調整の再計算に係る給与支払報告書及び源泉徴収票の再発
行について（伺い）16

平成21年11月10日 起案
年末調整用支給明細書の送付について（伺い）

17

平成21年06月10日 起案
所得税追加納付税額の納付依頼について（伺い）

18

平成21年12月10日 起案
平成21年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）

19

平成21年12月16日 起案
源泉徴収票の発行について（伺い）

20

平成21年12月09日 起案
臨時補助員に係る平成21年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺
い）21
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C36

平成22年01月05日 起案
平成21年年末調整の再年末調整について（伺い）

22

平成22年03月24日 起案
退職者（再任用）に係る住民税の一括徴収について（伺い）

23

平成21年04月03日 起案
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

24

平成22年01月13日 起案
平成21年分給与所得の源泉徴収票の交付について（伺い）

25

平成21年05月25日 起案
扶養控除等の控除誤りの是正に係る照会について（伺い）

26

平成21年05月26日 起案
年末調整関係諸用紙の所要部数の回答について（伺い）

27

平成21年11月11日 収受
平成21年度遺族共済年金補完事業「きずな」年末調整資料の送付について
（供覧）28

平成21年05月07日 収受
平成21年度町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について（供覧）

29

平成21年07月15日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

30

平成22年01月15日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

31

平成21年10月16日 収受
平成21年度村民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

32

平成21年05月12日 収受
平成20年度市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

33

平成21年10月26日 収受
年末調整関係諸用紙の送付について（報告）

34

平成21年12月08日 収受
年末調整用支給明細書の送付について（供覧）

35

平成21年11月10日 収受
年末調整用支給明細書の送付について（供覧）

36

平成21年05月13日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について（供覧）

37

平成21年06月17日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

38

平成21年05月12日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について（供覧）

39

平成21年05月15日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について（供覧）

40

平成21年05月15日 収受
平成21年度町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について（供覧）

41

平成21年05月15日 収受
平成21年度市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

42
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C36

平成21年04月10日 収受
平成20年度町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書について（供覧）

43

平成21年05月18日 収受
源泉所得税改正のあらまし（平成21年４月）について（供覧）

44
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種別
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C81

平成22年02月25日 起案
機構資金の借入申込について（伺い）

1

平成22年03月04日 起案
平成21年度当初予算・第２次分簡易協議手続に基づく地方債の協議等につ
いて（伺い）2

平成21年08月17日 起案
平成21年度上水道事業債（１次分）の同意に係る機構資金臨時特利対象事
業について（伺い）3

平成21年05月25日 起案
財政融資資金貸付金残高の突合について（伺い）

4

平成21年10月19日 起案
勘定残高確認について（伺い）

5

平成22年02月19日 起案
平成22年２月24日以降の貸付利率について（供覧）

6

平成21年06月01日 起案
会計検査に係る起債事業調書の内容確認・修正等について（伺い）

7

平成21年10月29日 起案
平成21年度同意債に係る機構資金借入予定額調の報告について（伺い）

8

平成21年07月22日 起案
平成20年度銀行等引受地方債借入状況等について（伺い）

9

平成22年02月26日 起案
国の補正予算第１号（第２次分），補正予算第２号分及び個別協議に伴う平
成21年度同意（許可）債に係る借入予定について（伺い）10

平成21年11月20日 起案
平成21年度同意債に係る地方公共団体金融機構の貸付利率の改定につい
て（供覧）11

平成22年02月19日 起案
平成21年度協議等額一覧表等〈公営企業債分〉の提出について（当初予算
最終協議分）（伺い）12

平成21年05月11日 起案
資金不足額（赤字額）の算定・調査について（伺い）

13

平成21年05月21日 起案
平成21年度会計実地検査（会計検査院第１局総務検査課）に係る起債事業
調書の作成について（伺い）14

平成21年09月28日 起案
平成 22年度地方債計画策定に関する起債予定額調査について（伺い）

15

平成22年03月04日 起案
平成21年度補正予算第１号第２次分〈公営企業債分〉簡易協議手続に基づく
地方債の協議等 について （伺い）16

平成22年01月12日 起案
平成21年度起債予定額一覧表等の提出について（補正予算第１号・第２次
分）（伺い）17

平成21年09月16日 起案
起債協議について（伺い）

18

平成21年11月05日 起案
市債残高（地方公営企業等金融機構分）の確認について（伺い）

19

平成22年03月25日 起案
長期貸付借用証書の送付について（伺い）

20

平成22年01月07日 起案
財政融資資金借入金繰上償還承認申請書（平成22年3月実施分）の提出に
ついて（伺い）21
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C81

平成21年05月07日 起案
平成21年度起債計画書等の提出について（伺い）

22

平成21年05月14日 起案
平成22年度起債予定額調査について（伺い）

23

平成22年03月17日 起案
平成22年３月19日以降の貸付利率について（供覧）

24

平成21年05月15日 起案
公的資金補償金免除繰上償還調書について（伺い）

25

平成21年06月23日 起案
平成21年度地方公共団体金融機構の貸付利率の改定について（供覧）

26

平成22年02月04日 起案
平成21年度国の補正予算（第２号）等に係る地方債の取扱いについて（伺
い）27

平成21年12月17日 起案
平成21年度同意債に係る地方公共団体金融機構の貸付利率の改定につい
て（供覧）28

平成21年11月19日 起案
平成21年度起債事業計画書等の提出について（伺い）

29

平成21年07月30日 起案
平成２１年度旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還にかかる免除される
補償金の見込額の算定について（伺い）30

平成21年11月18日 起案
平成21年度単独災害復旧事業債箇所数調について

31

平成21年08月24日 起案
財政健全化計画等執行状況の確認について（伺い）

32

平成21年08月25日 起案
地方債保有状況等に関する調査について（伺い）

33

平成22年01月25日 起案
平成22年３月から５月までの貸付に係る借入申込期限及び機構資金借入予
定額調変更申込書の提出について（伺い）34

平成21年04月28日 起案
平成21年度起債計画書等の提出について（伺い）

35

平成22年02月02日 起案
平成21年度財政融資資金地方資金借入要領等説明会の開催について（伺
い）36

平成21年11月10日 起案
公営企業債に係る平成22年度起債要望額について（伺い）

37

平成21年11月16日 起案
平成21年度起債予定額一覧表等の提出について（当初第２次分）（伺い）

38

平成21年12月04日 起案
平成21年度公的資金補償金免除繰上償還額及び償還財源内訳について
(伺い)39

平成21年12月04日 起案
公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債について(伺い)

40

平成21年11月27日 起案
平成21年度公営企業退職手当債の起債要望調査等について

41

平成22年01月22日 起案
平成21年度同意債に係る地方公共団体金融機構の貸付利率の改定につい
て（供覧）42
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C81

平成22年02月09日 収受
「平成21年度財政融資資金地方資金借入等のの手引き」について（供覧）

43

平成21年11月04日 収受
平成21年度地方公共団体金融機構の公営企業債に係る臨時特別利率によ
る 貸付対象予定額について （供覧）44

平成21年10月13日 収受
国の予算等貸付金債に係る協議等について（供覧）

45

平成21年09月15日 収受
平成21年度上水道事業債の起債同意等予定額（第１次分）の決定について
（供覧）46

平成21年09月18日 収受
財政健全化計画等の執行状況に関するヒアリングについて（供覧）

47

平成21年06月03日 収受
「地方公共団体金融機構」への改組について（供覧）

48

平成21年09月08日 収受
「平成21年度融資の手引き」の送付について（供覧）

49

平成21年10月26日 収受
平成21年度上水道事業債に係る起債同意について（供覧）

50

平成21年04月30日 収受
償還年次表の送付について（供覧）／機構

51

平成22年02月25日 収受
財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付について（供覧）

52

平成22年03月31日 収受
免除される補償金額について（供覧）

53
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