
 

市民部 目標 
 

【概要】 

  市民部は、市民課・課税課・納税課・天羽行政センター・環境保全課・広域廃棄物処

理事業室の５課１室で構成し、戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録、年金、自治の振興、

市民活動の推進、市民相談、市税、環境の保全、廃棄物の減量及び処理に関する施策に

取り組んでいます。 

市民部の目標（令和４年度） 市民部長 鹿島 和博 

【基本方向】 

 市役所の総合窓口であることを常に意識し、迅速・的確な窓口対応に努め、市民に信頼

されるサービスを提供します。市政運営の根幹となる自主財源の確保を図るため、的確な

課税対象の把握に努めるとともに、税の公平性を確保するため、滞納処分等について厳正

に対処します。広域行政の取り組みやごみの減量化・再資源化を推進します。 

【達成すべき目標】 

１ マイナンバーカードの交付率向上及び

コンビニ交付の推進 

  マイナンバーカードを利用して取得で

きる、諸証明のコンビニ交付の利便性や

制度の必要性を周知し、マイナンバーカ

ードの交付率の向上及びコンビニ交付の

推進に努めます。 

 

２ 市税徴収率の向上 

  滞納繰越額の減少が見込まれる市税口

座振替の加入率向上を図ります。 

 

３ 市民活動団体への支援の強化 

  市民活動団体登録制度の活用による地

域の活性化を図るとともに、市民活動推

進物品貸出制度の周知及び充実に努めま

す。 

 

４ 環境センター整備方針の検討・作成 

次期環境センター事業の業務形態や施

設の位置、業務委託の可能性などの検討

を進めた、施設整備に伴う「基本構想」

を「一般廃棄物処理基本計画」の策定と

併せ、作成します。 

 

 

【目標の達成度】 

 



 

 

５ 一般廃棄物最終処分場閉鎖に向けた取 

組み 

水処理形態の変更（下水道放流）等に

より、一般廃棄物最終処分場の閉鎖に向

けた取組みを推進します。 

 

６ （仮称）第２期君津地域広域廃棄物処

理事業の推進 

  ６市１町（木更津市、君津市、富津

市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸

南町）で協力・連携し、事業の推進を図

ります。 

 

７ カーボンニュートラルを意識し、エネ

ルギーや地球環境に配慮した行動の推進 

  ゼロカーボンシティー宣言に向けて再

生可能エネルギーの導入、効率的なエネ

ルギーの利用、電力の再エネ調達等の施

策の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

市民課 目標 
 

【概要】 

市民課は、市民係・市民活動推進係の２係 15人で構成し、戸籍・住民基本台帳、印鑑登

録及び年金事務、ＮＰＯ・地域ボランティアなどの市民活動支援、自治会・地縁団体の認

可・コミュニティセンター管理などのコミュニティ推進、人権・行政・結婚相談業務に取り

組んでいます。 

市民課の目標（令和４年度） 市民課長 小泉 等 

【基本方向】 

 極めて重要な個人の情報を扱っているという認識のもとに、正確かつ迅速な業務処理に

務め、来庁された市民等から信頼を得る窓口サービスを提供するとともに、市民の利便性

の向上を図ります。 

市民活動団体登録制度を活用しながら地域の活性化を図るとともに、自主的、自発的に

まちづくりに取り組んでいる、また、取り組もうとしている市民活動団体に対して市民活

動災害補償制度及び市民活動推進物品貸出制度の周知を図りながら支援を行います。 

また、区の自主的、主体的な活動に対して相談・指導・情報提供を行うとともに、区と

行政とが緊密な連携を図りながら支援を行います。 

悩みをもつ市民が気軽に相談できるよう、また、結婚を希望する市民に出会いの場を提

供できるよう、人権・行政相談、結婚相談を実施します。 

【達成すべき目標】 

１ マイナンバーカード交付率の向上及び

コンビニ交付の推進 

マイナンバーカードの必要性やコンビ

ニ交付証明の利便性を伝えるため、窓口

来庁者へチラシを配布するとともに、広

報ふっつ等で周知します。 

また、タブレット端末を活用した出張

申請の実施に併せて、マイナポイントの

出張受付を実施するとともに、月１回の

夜間交付と日曜開庁日交付を継続しなが

ら交付率の向上を図ります。 

 

２ 市民活動団体登録制度の活用による地

域の活性化 

市民活動団体の情報を市に登録してい

ただき、活動内容を市ホームページなど

で紹介する制度を活用しながら広く団体

や活動のＰＲを図るとともに、活動の活

性化及び団体同士の連携を図ります。 

【目標の達成の度】 

 



 

 

３ 区と行政との連携 

  相談・指導・情報提供などを行うとと

もに、区と行政とが緊密な連携を図りな

がら支援を行います。 

 

４ 人権・行政・結婚相談の周知 

  悩みを持つ市民が気軽に相談できるよ

う、また、結婚を希望する市民に出会いの

場を提供できるよう、その趣旨及び相談

開催日を広報ふっつ等で周知します。 

 

５ 結婚新生活支援事業の推進 

  結婚して新生活を始める新婚世帯へ住

居費及び引越費用の一部を補助すること

により、定住促進並びに若年層の人口流

入及び少子化対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

課税課 目標 
 

【概要】 

課税課は、市民税係・資産税係の２係18名で構成し、住民税（個人市・県民税、

法人市民税）、固定資産税、軽自動車税、諸税（市たばこ税、入湯税）の賦課業務

等に取り組んでいます。 

課税課の目標（令和４年度） 課税課長 平野 巳貴 

【基本方向】 

税務署や他の市区町村など、他機関との連携を密にし、課税対象の的確な把握と税務手

続きにおける地方税の電子化、簡素化に努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 適正かつ効率的な課税の推進 

  住民税・諸税について、税制度と各種

手続きについてわかりやすい情報発信を

行い適正かつ効率的な課税に努めます。 

固定資産税について、地番図システム

を活用し、土地の地目変更や家屋の未評

価及び滅失物件の把握を行い適正かつ効

率的な課税に努めます。 

軽自動車税について、所有者情報の的

確な把握を行い適正かつ効率的な課税に

努めます。 

 

２ 地方税電子化の推進 

 軽自動車保有関係手続のワンストップ

サービス（インターネット上での一括手

続化）について、地方税共同機構と連携

し実施に向けた準備を進めます。 

 税通（登記所からの土地・建物の登記情

報の通知）のオンライン化により、手入力

で対応していた作業を減らすことで、賦課

事務の簡素化に努めます。 

住民税及び償却資産の電子申告の利用

促進を図るため周知に努めます。 

 

 

 

 

 

【目標の達成度】 



 

納税課 目標 
 

【概要】 

納税課は、納税係・徴収対策係の２係10名で構成し、市・県民税、固定資産税、軽自

動車税、市たばこ税、入湯税等の収納管理業務、市･県民税、固定資産税、軽自動車税等

の市税及び国民健康保険税の徴収業務に取り組んでいます。 

納税課の目標（令和４年度） 納税課長 中山 貴弘 

【基本方向】 

安定した行財政運営に向けて、基本となる自主財源の確保を図るため、市税の的確な収

納に努めるとともに、税の公平性を確保するため、納税に対して不誠実な滞納者には積極

的に差押処分を実行します。 

【達成すべき目標】 

１ キャッシュレス納付の推進 

納税手続きにおいて納税者の利便性の

向上と収納業務の効率化のためキャッシ

ュレス決済を進め、口座振替の加入促進

と併せて、納付期限内での納付率向上を

図ります。 

 

２ 滞納処分の実施 

新規滞納者を増やさない取組みとし

て、現年度分滞納者に対しては、早期に

催告書を送付し、滞納処分を実施しま

す。  

過年度分滞納者に対しては、動産、不

動産の差押えを強化し、滞納額の縮減を

図ります。  

  また、公金収納移管を受けた強制徴収

債権についても、市税と併せ滞納処分を

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標の達成度】 

 



 

天羽行政センター 目標 
 

【概要】 

天羽行政センターは、市民係の１係５名で構成し、諸証明の交付、市税等の納付、各種届

出及び申請受付等の窓口業務に取り組んでいます。 

天羽行政センターの目標（令和４年度） 天羽行政センター所長 神子 丈夫 

【基本方向】 

天羽地区住民に対する窓口として、本庁各課と連絡調整のもと、地域住民の視野に立っ

た利便性の向上に努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 窓口業務体制の向上 

  窓口業務において正確性を基本に懇切

丁寧、迅速性を心がけ、関係部署との連

携を密にし、サービス向上を目指しま

す。 

 

２ マイナンバーカード交付率の向上及び

円滑な交付 

  マイナンバーカードの必要性やコンビ

ニ交付証明の利便性を窓口等で周知し、

交付率向上を図り、マイナンバーカード

の円滑な交付に取り組みます。 

 

３ 郵便局包括事務委託業務の円滑な実施 

  本年度から開始した郵便局包括事務委

託業務を円滑に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標の達成度】 

 



 

環境保全課 目標 
【概要】 

環境保全課は、広域廃棄物処理事業室・環境保全係・環境衛生係・環境センターの１室

３係17名で構成し、環境の保全、廃棄物の減量及び処理に取り組んでいます。 

環境保全課の目標（令和４年度） 環境保全課長 錦織 和則 

【基本方向】 

「豊かな自然が残り 多様な緑が織りなすまち 富津」を目指し、環境保全課が課題と

しているごみの減量化や今後の環境センターの在り方の検討、一般廃棄物最終処分場の閉

鎖に向けた事業等を推進します。 

【達成すべき目標】 

１ 一般廃棄物最終処分場閉鎖に向けた取り

組み 

新富地区にある一般廃棄物最終処分場の

浸出水の処理方法変更に伴い、下水道放流

施設を整備し、早期に閉鎖ができるよう努

めます。 

 

２ 環境センター整備方針の検討・作成 

次期環境センター事業の業務形態や施設

の位置、業務委託の可能性などの検討を進

めた、施設整備に伴う「基本構想」を「一

般廃棄物処理基本計画」の策定と併せ、作

成します。 

 

３「富津市ごみダイエット作戦100」の推進 

  広報ふっつ、市ホームページ等の活用に

より、各種情報を積極的に市民に提供し、

市民によるごみの減量化・資源化に向けた

取組を推進することで、第１段階の削減目

標としている市民一人当り20ｇの削減を目

指します。 

 

４ カーボンニュートラルを意識し、エネル

ギーや地球環境に配慮した行動の推進 

  ゼロカーボンシティー宣言に向けて再生

可能エネルギーの導入、効率的なエネルギ

ーの利用、電力の再エネ調達等の施策の推

進に努めます。 

【目標の達成度】 

 

 



 

広域廃棄物処理事業室 目標 
【概要】 

広域廃棄物処理事業室は、担務制５名で構成し、第２期君津地域広域廃棄物処理事業の

推進に取り組んでいます。 

広域廃棄物処理事業室の目標（令和４年度） 広域廃棄物処理事業室長 石井 太 

【基本方向】 

６市１町（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町）で協力・

連携し、今年度予定しているスケジュールに則り事業の推進を図ります。 

【達成すべき目標】 

１ 事業の進捗状況に関するモニタリングの

実施 

➀ 環境影響評価の実施状況の確認をします。 

➁７自治体・PFI事業者・日本製鉄㈱間での三

者協定や事業契約、要求水準に定める事業

条件など、関係主体による事業の履行状

況、留意事項の確認をします。 

 

２ 循環型社会形成推進交付金の適正手続き

の実施 

国の交付金制度を注視し、千葉県との情

報共有を図り、手続きを適正に実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標の達成度】 

 

 


