索引目次
編集年度 分類記号
書目
所属
種別
平成24年度
C36
所得税県市町村民税関係
上下水道局/総務課/職員係
第３種
No
文書日
種別
公開用件名
平成23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）
1 平成24年04月13日 収受
平成23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）
2 平成24年04月16日

収受

3 平成24年04月16日

収受

4 平成24年04月17日

収受

5 平成24年04月24日

収受

6 平成24年04月25日

起案

7 平成24年04月26日

起案

8 平成24年04月26日

起案

9 平成24年04月27日

起案

10 平成24年05月08日

起案

11 平成24年05月18日

起案

12 平成24年05月18日

起案

13 平成24年05月21日

起案

14 平成24年05月28日

収受

15 平成24年05月28日

収受

16 平成24年05月30日

収受

17 平成24年06月05日

収受

18 平成24年06月11日

収受

19 平成24年06月11日

収受

20 平成24年06月21日

起案

平成23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）
平成23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）
平成23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）
平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
源泉徴収票の発行について（伺い）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
源泉徴収票の発行について（伺い）
年末調整関係諸用紙の所要部数の回答について（伺い）
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）
平成23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）
平成23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）
平成23年度町民税・県民税の過誤納金充当通知書について（供覧）
平成24年度市民税・町民税・村民税・県民税特別徴収税額の決定（変更）通
知書について（供覧）
平成24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）
平成23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）
平成24年分給与所得の源泉徴収票の再交付について（伺い）

索引目次
編集年度 分類記号
書目
所属
平成24年度
C36
所得税県市町村民税関係
上下水道局/総務課/職員係
No
文書日
種別
公開用件名
平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
21 平成24年06月22日 起案

種別
第３種

平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
22 平成24年07月17日

起案

23 平成24年07月17日

収受

24 平成24年07月31日

起案

25 平成24年08月15日

収受

26 平成24年08月30日

起案

27 平成24年09月06日

起案

28 平成24年09月21日

収受

29 平成24年09月25日

起案

30 平成24年10月02日

起案

31 平成24年10月05日

起案

32 平成24年10月16日

起案

33 平成24年10月24日

収受

34 平成24年10月25日

起案

35 平成24年10月25日

収受

36 平成24年11月01日

起案

37 平成24年11月02日

起案

38 平成24年11月05日

起案

39 平成24年11月15日

収受

40 平成24年11月22日

起案

平成24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）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
平成24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）
源泉徴収事務の適正な執行について（伺い）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
給与支払報告書及び特別徴収税額通知書光ディスク等による調整方法等に
ついて
平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
平成22・23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
平成24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）
年末調整関係諸用紙の送付について（報告）
年末調整用支給明細書の送付について（伺い）
年末調整用支給明細書の送付について（供覧）
年末調整説明会の出席について（伺い）
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）
臨時職員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
平成24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）
平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
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編集年度 分類記号
書目
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平成24年度
C36
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No
文書日
種別
公開用件名
平成24年分給与所得の源泉徴収票の送付について（供覧）
41 平成24年12月04日 収受

種別
第３種

42 平成24年12月14日

起案

平成24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）

43 平成24年12月18日

起案

臨時補助員に係る平成24年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺
い）

44 平成24年12月18日

起案

45 平成24年12月18日

起案

46 平成24年12月26日

起案

47 平成25年01月04日

起案

48 平成25年01月07日

起案

49 平成25年01月09日

起案

50 平成25年01月17日

起案

51 平成25年01月22日

起案

52 平成25年01月22日

起案

53 平成25年03月11日

起案

54 平成25年03月12日

起案

55 平成25年03月12日

起案

56 平成25年03月13日

起案

57 平成25年03月21日

起案

平成23年分所得税の追加納付等について（伺い）
再年末調整に係る平成23年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺
い）
平成24年分再年末調整について
平成25年１月以降の給与等に係る復興特別所得税の控除について
地方税ポータルシステム（eLTAX）の導入について
平成23年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
平成24年分給与所得の源泉徴収票の交付について（伺い）
平成25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）
平成24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）
平成24年分所得税の追加納付等について（伺い）
平成24年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の再発行について（伺い）
臨時職員に係る平成25年分給与所得の源泉徴収票の発行について（伺い）
平成24年分給与所得の源泉徴収票の再発行について（伺い）
給与所得者異動届出書の提出について（伺い）

索引目次
編集年度 分類記号
平成24年度
C54
寄附金
No
文書日
種別
1 平成24年10月29日

起案

2 平成24年10月29日

起案

3 平成24年11月05日

起案

4 平成24年12月06日

起案

書目

所属
上下水道局/総務課/総務係
公開用件名
寄附の受領及び感謝状の贈呈について（伺い）
寄附金領収証書について（伺い）
寄付金の受領について（報告・伺い）
寄付金の受領に関する広報掲載の校正について（伺い）

種別
第３種

