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クロ ーズ

アッ プ

納期限内の納付にご協力ください

市税等の債権回収に力を入れています

詳 し く は、 収 納 対 策 課（ 829・
1195、829・1962）へ。

さまざまな行政サービスを提供するには、市税等の自主財源の確保が重要です。また、納期限内に
納付している多くの皆さんとの公平性を保つことも大切です。そのため、本市では、さまざまな取
り組みを行い、市税等の回収に力を入れています。
債権回収の取り組み
納期限までに納付していただくた

めに、次のとおり取り組んでいま

す。また、滞納者の状況に応じ

て、効率的・効果的に徴収してい

ます。

■滞納を未然に防ぐ
口座振替を推奨して「うっかり」
を防ぐ

コンビニエンスストアでの収納

や日曜納税窓口の開設により、
納付機会を増やす

■滞納者への対応

納税催告センター

督促状を発送する

納税催告センターから納付の呼
びかけを行う

きめ細かい納税相談を行う

財産の調査を行い、預貯金や給
与、不動産などを差し押さえる

市税の収納状況
市税の平成24年度
（現年課税分）
の収納率は98.5％で、前年度か
ら0.2％増、金額で約8億8,000万

督促状を発送しても納付しない方
に 対 し、 市 が 業
務を委託した事
業者が、電話で、
納付の呼びかけ
を行います。
納税催告センターでは、口座を指
定して振り込みを求めることはあ
りません。市の職員などを装った
不審な電話が増えていますので、
注意してください。

円の増収になりました。

Q&A 納付に関する疑問にお答えします
Q.1…忙しくて納付に行けない場合は、どうしたら

Q.3…納付しないとどうなるの？

良いの？

A.3…納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状を

A.1…月〜金曜日に、金融機関などに納付に行けな

発送します。それでも納付されない場合は、納税催告

い方のために、原則毎月最終日曜日に、各区収納課・

センターや各区収納課又は債権回収課が、電話や文書

保険年金課、債権回収課
（市役所西隣・ときわ会館地

で催告を行います。また、給与や預貯金・不動産・自動

下1階）
で、日曜納税窓口を開設しています。

車などの財産を調査し、差し押さえることがあります。

また、納期限までは、コンビニエンスストアでも
納付することができます。※国民健康保険税など、
取り扱えないものもあります。

Q.4…差し押さえられた財産はどうなるの？
A.4…預貯金や給与などは速やかに取り立てます。
不動産や自動車などの動

Q.2…納期限までに納付できない場合は、どうすれ

産は、インターネットオー

ば良いの？

クションなどで公売し、現

A.2…そのまま放置すると、延滞金が発生したり、

金化して滞納された市税等

累積して滞納額が大きくなったりして、ますます納

に充てます。※インターネッ

めにくくなります。

トオークションでは、これ

期限までの納付が難しいと思った時は、各区収納

までに自動車、バイク、絵画、

課・保険年金課、又は債権回収課へご相談ください。

楽器などを売却しています。

？
納付

書

市が保有する債権は、市税以外にも貸付金や使用料など多くの種類があり、債権回収対策
基本計画に基づき債権回収を推進しています。回収にあたり、納付の意思が認められない
場合は、差し押さえの他に裁判所に訴えるなどの法的措置を行うことがあります。
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クロ ーズ

アッ プ

コンビニ交付をご利用ください！
住民基本台帳カード（住基カード）を利用して、住民票の写しなどの証明書を、全国のコンビニエ
ンスストアで取得できます。

利！

便
こんなに

❖早朝や夜間、さらに休日でも証明書を取得できる！
❖区役所などの窓口に並ばずに、最寄りのコンビニで取得できる！
❖申請書の記入不要！タッチパネルでの簡単操作で取得できる！
❖出先で証明書が急に必要になっても、コンビニがあればすぐに取得できる！

取得できる証明書の種類など
№
①

証明書の種類
住民票の写し

利用時間

手数料

印鑑登録証明書

個人市民税・県民税証 6:30〜23:00
② 明書
（所得・課税・非課
税・納税証明書）
戸籍全部・個人事項
③ 証明書
戸籍の附票の写し

利用するには

下表のとおり

住基カードと事前の利用登録が必要です。
※カードの発行には手数料（500円）が掛かります。
すでに住基カードをお持ちの方は、各区区民課など
で利用登録をしてください。

1件200円

ま市

さいた

●●●
●●●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●
●
●●●

9:00〜17:00
1件450円
（土・日曜日、祝・
祭日を除く）
1件200円

ゥ
竜 ヌ

つなが

※②は本人の最新年度分、③は市内に本籍がある方に
限ります。なお、いずれも年末年始及び機器メンテナ
ンス日は利用できません。

利用できる店舗
サークルK サンクス セブン-イレブン
ファミリーマート ローソン
※店内のマルチコピー機で取得できます。

詳しくは、各区区民課へ。

市長への提案制度

わたしの提案

をご利用ください

「わたしの提案」は、市政に関する意見・要望

などを、
市長に対して寄せていただく制度です。

いただいた提案は、市政への反映に努めます。

提出するには

2014.2

検索

市ホームページから投稿

０１２０・

市ホームページで

市役所、各区役所、各支所

等、 市 の 主

な施設など

に設置され

た専用の用

紙・封 筒 で

郵送
（送料無料）

専用ファクス
（

３１０・４４８）
で送信

※ファクスは市内からの送

市報

信に限ります。

詳しくは、広聴課
（８２９・１９３１、
８２５・０６６５）へ。
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わたしの提案

カード

本台帳

住民基

◀
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クロ ーズ

アッ プ

犬・猫の殺処分を減らすために

〜人と動物が幸せに暮らすため、繁殖抑制にご協力ください〜

２７６

この数字は、平成24年度に市内で殺処分された犬・猫の数です。

猫は1,116頭いました
（平成24年度）
。そのうち、276頭が、公示

による飼い主探しや譲渡活動にも関わらず、殺処分になりました。
か

い

また、収容後の哺育・治療の甲斐なく、残念ながら死亡した犬・

猫も合わせると636頭にものぼります。

犬・猫の殺処分数

迷子や負傷、
飼い主の飼育放棄などにより、
市内で収容される犬・

1000
（頭）

殺処分される犬・猫の数は、年々減っていますが
（右表参照）
、

殺処分数の推移
916

800
572

600

509

427

400

276

200

1頭でも多くの命を救うため、ご協力をお願いします。

0

H20

21

22

23

24
（年度）

少しでも多くの命を救うために
飼い主のみなさんへのお願い
飼っている動物がその命を終えるまで、愛情と
責任をもって飼い続けてください
みだりに繁殖することがないよう、不妊去勢手
術の実施など適切な処置を行ってください
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、
上記の2項目が、飼い主の努力義務として明記さ
れました。
また、地方自治体は、飼い主に犬・猫の引き取
りを求める相当の事由がない場合には、引き取り
を拒否できることになりました。動物の遺棄は犯
罪です。違反者には100万円以下の罰金が科せら
れることがあります。

猫は、病気や交通事故を防ぐため、室内で飼い
ましょう
飼い主を明らかにするため、マイクロチップや
名札などをつけましょう ※犬の飼い主には鑑

札・狂犬病予防注射済票の装着義務があります。

✿❀春先は猫の繁殖時期です❀✿
猫は年に2〜3回発情しま

すが、春先が最も活発にな

ります。猫は1度交尾をす

ると、90％以上の確率で妊

1頭のメス猫が…

娠します。

不要な妊娠や伝染病を避

け る た め、 不 妊・去 勢 手 術
を実施するとともに、野良

1年後には20頭以上…

猫への無責任な餌やりはや
めましょう。※無責任な餌

やりによる野良猫の繁殖は、
やがて栄養不良へと繋がり、

2年後には80頭以上…

こ

産まれてくる仔 猫の脳の発

達に影響を及ぼし、人への

攻撃性が高まることが報告
されています。

3年後には2000頭以上に!

さいたま市では、次の取り組みを行っています
施設に引き取りを求める飼い主に対し、飼い続けるよう粘り強く説得
譲渡事業の周知、動物愛護団体などと連携した、新しい飼い主への譲渡
収容した迷子の犬・猫情報を写真付きで、ホームページに掲載
犬・猫の適正な飼い方の指導・啓発
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費助成金交付事業を実施 ※平成25年度の受付は終了しています。

詳しくは、動物愛護ふれあいセンター（840・4150、840・4159）へ。
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クロ ーズ

アッ プ

さいたまスイーツバル
を開催します
期間

2月21日㈮〜23日㈰

チケットを使っておいしいスイーツ店をはしごする、食べ歩き・買い歩きイベントです。
各店舗では、この期間だけの特別メニューやお得なメニューを用意しています！

開催店舗 浦和駅周辺の洋菓子店、和菓子店、カフェなど約30店舗
※のぼり旗やポスターが目印です。なお、
市ホームページでご覧になれます。
チケット価格 4枚つづりで2,000円（前売りチケットは2月20日㈭まで、
1,700円で販売中）※参加店舗などで販売します。
詳しくは、商業振興課（829・1364、829・1944）へ。

をつなぐ
障害のある方の暮らしを支えるために
現場訪問で授産施設などに伺うと、知的障害、
精神障害、身体障害など、さまざまな困難を克服
しながら、ひたむきに働く方の姿を目にします。
本市では、障害のある方もない方も、共に支え

市報

んだりしています。
国においても、昨年4月
に「障害者優先調達推進法」

ながら暮らしていける地域社会を創ろうと、平成

を施行し、障害のある方の

23年に政令指定都市として初めて、「ノーマライ

作った製品の購入を推進し

ゼーション条例」を制定しました。障害のある方

ていくことになりました。

一人ひとりの能力を生かした働く場を増やし、ま

本市は今後も取り組みを

た、工賃を増やして働く喜びや生きがいを感じて

進めていきますが、市民や事業者の皆さんもご協

もらうため、
工賃向上プロジェクトを推進したり、

力をお願いします。

授産施設で作ったさまざまな製品をカタログで紹
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介し、売上の増加に取り組
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さいたま市長

