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【重点取組事項作成の目的】 

 ・令和４年度施政方針に基づき、今年度重点的に取り組む事項を具体的に整理し、明示することにより、市民の皆様に市の取り組みについて、一層

の理解を深めていただく一助とする。 

Ⅰ 全庁共通 

 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

全 庁 共 通 ― ●自治体 DXの推進 

●タブレット端末を活用したペーパーレス会議の導入 

○カーボンニュートラルを意識した行政経営 

○富津市みらい構想の策定 

○新型コロナウイルス感染症対策 

○業務効率の向上及びワークライフバランスの確保 

○安全・安心で災害に強いまちづくり 

○市民への各種施策の的確な情報発信 

○経営改革の推進 

○全庁横断的な協力による事務事業の実施及び職員間

のコミュニケーションの構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ― 【強靭化の推進】 

・災害予防 

・応急体制整備 

・迅速な復旧・復興体制整備 

 

【経営改革の推進】 

・業務改善の推進 

・民間活力を活用した行政サービス

の向上 

・公共施設再配置の推進 

・公共施設や未利用、低利用土地

の有効活用 

・広告収入事業の拡大 

・使用料・手数料の見直し 

・新たな資金調達手段の検討 

・事務事業の見直し 

・補助金等の見直し 

・繰出金等の見直し 
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Ⅱ 総務部  

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

総 務 部 ・議会との連絡調整 

・文書、法規 

・統計 

・職員の人事、給与、福利厚生 

・行政組織 

・防災対策 

・交通安全 

・総合計画、重要施策の企画、調整 

・ふるさと納税 

・公共交通 

・秘書、渉外 

・広報広聴 

・経営改革 

・予算、財務 

・契約、工事検査 

・公共施設の再配置 

・財産の管理 

・情報ネットワーク 

・情報セキュリティ対策 

・他の部の所管に属さないもの 

 

 

 

 

 

 

 

●タブレット端末を活用したペーパーレス会議の導入 

●男女共同参画計画の策定 

●交通空白地における移動手段導入の推進 

●移住相談及び移住案内の実施 

●自治体 DXの推進 

○次期富津市職員定員適正化計画の策定 

○避難行動要支援者の個別避難計画の策定支援 

○地域（地区）防災訓練の実施 

○ふるさとふっつ応援寄附の推進 

○空家バンクの活用による移住・定住の促進 

○市民便利帳改訂版の作成 

○中期財政計画【経営改革５か年計画】における財政

規律指標の維持・向上及び中期収支見込みの見直し 

○未利用財産の処分・有効活用 

・ふっつの魅力発信事業（広報ふっつ、

ホームページ、Facebook等の活用）

（P.44・P.49・P.78・P.95） 

・富津市地域公共交通網形成計画に

基づく事業（P.68・P.101） 

・民間事業者と連携した移住情報の

提供による転入促進（P.76） 

・空家バンクの活用による空き家情報

の提供・マッチング（P.79） 

・女性の雇用や職域拡大に取り組む

企業の表彰などのＰＲ（P.82） 

・閉校施設等を活用した企業誘致

（P.84） 

・ふるさとふっつ応援寄附（P.86・P.102） 

 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

総 務 課 ・庁議 

・文書の収受、発送、配布、保存管理 

・市の境界、字の変更 

・市民憲章 

・不当要求行為の調整 

・基幹統計、各種統計調査 

・議会の招集、議案の調整、議会との

連絡調整 

・条例、規則等の制定改廃 

・情報公開、個人情報保護の調整 

・行政手続の調整 

・訴訟、和解等の調整 

・公益通報者保護の調整 

・職員の任免、研修、給与、福利厚生 

・職員の定数 

・行政組織、機構 

 

●タブレット端末を活用したペーパーレス会議の導入 

●定年延長制度の整備 

●個人情報の保護に関する例規整備 

●行政文書の管理の見直し 

○次期富津市職員定員適正化計画の策定 

○職員の障害者法定雇用率の達成 

 【経営改革の推進】 

・能力と実績を重視した人事評価制度

の活用 

・職員研修による能力開発 

・組織・機構の見直し 

・職員定員適正化の推進 

防災安全課 ・防災対策 

・災害対策本部 

・地域防災計画 

・防災行政無線 

・自主防災組織 

・国民保護計画 

・安全安心メール配信システムの管理 

・交通安全 

・防犯 

 

●総合防災マップ・ウェブ版ハザードマップの啓発 

○要配慮者施設の避難確保計画の策定支援 

○避難行動要支援者の個別避難計画の策定支援 

○国土強靭化地域計画の進行管理 

○地域防災計画の修正 

○防災行政無線デジタル化の推進 

○自主防災組織の結成・育成の促進 

○地域（地区）防災訓練の実施 

○避難所運営委員会の設置 

 

 

・地域防災力を高める各種講座の実施、

自主防災組織促進事業（P.53） 

 

【強靭化の推進】 

・業務継続体制の整備 

・津波避難計画の策定・見直し 

・津波避難路・避難場所等の整備 

・南海トラフ地震防災対策計画作成

対象施設における計画策定の促進 

・ハザードマップの作成・活用 

・警戒避難体制の整備 

・災害情報伝達体制の整備 

・防災訓練の実施 

・避難所施設の安全確保、設備の充実 

・避難所運営マニュアルに基づく訓練 
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・公的備蓄による物資の確保 

・支援物資の調達・供給体制の構築 

・石油燃料等の確保 

・大規模災害発生後の電力や石油等

の早期供給体制の構築 

・地域における防犯体制の構築 

・復興計画策定体制の整備 

・避難行動要支援者避難支援体制の

充実 

・要配慮者利用施設等の避難確保

計画の作成等  

・情報通信基盤の整備、災害情報伝達

手段の多様化 

・孤立のおそれがある集落等における

通信手段の確保 

・外国人旅行者にも対応した観光施設

等における災害情報の伝達 

・関係機関、民間団体等と連携した

緊急輸送体制の整備  

・ヘリポートの整備等 

・津波避難意識の向上及び訓練の実施 

・災害リスクの周知 

・防災意識の高揚、家具固定の促進 

・市民による備蓄の促進 

・自主防災組織の充実・強化 

・企業防災の促進 

・地区防災計画の作成促進 

・減災・防災に関する市民運動の展開 

・帰宅困難者対策の推進 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

企 画 課 ・重要施策の企画、立案、総合調整 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・富津市みらい構想 

・男女共同参画の推進 

・出前講座 

・パブリックコメント制度 

・ふるさと納税 

・包括連携協定 

・公共交通 

・東京湾口道路の建設促進 

・首都圏第３空港 

 

●男女共同参画計画の策定 

●次期地域公共交通計画の策定 

●交通空白地における移動手段導入の推進 

○富津市みらい構想の策定 

○ふるさとふっつ応援寄附の推進 

○企業版ふるさと納税の推進 

○総合戦略の進行管理 

 

・富津市地域公共交通網形成計画に

基づく事業（P.68・P.101） 

・女性の雇用や職域拡大に取り組む

企業の表彰などのＰＲ（P.82） 

・ふるさとふっつ応援寄附（P.86・P.102） 

 

【経営改革の推進】 

・ふるさとふっつ応援寄附の強化 

・新たな資金調達手段の検討 

移住定住推進室 ・移住、定住 ●移住相談及び移住案内の実施 

●デジタルサイネージによる移住・定住プロモーション

の推進 

○空家バンクの活用による移住・定住の促進 

○地域おこし協力隊の活用による移住・定住の促進 

 

 

 

・民間事業者と連携した移住情報の

提供による転入促進（P.76） 

・ステイふっつ移住促進事業（P.77） 

・空家バンクの活用による空き家情報

の提供・マッチング（P.79） 

 

 

秘書広報課 ・市長、副市長の秘書、渉外 

・交際、儀式、表彰 

・名誉市民 

・市広報紙の編集、発行 

・市ホームページ管理運営 

・ソーシャルメディアによる市政情報の発信 

・市政の周知、宣伝 

・広聴 

 

 

○ふっつの魅力発信事業の推進 

○市民便利帳改訂版の作成 

・ふっつの魅力発信事業（広報ふっつ、

ホームページ、Facebook等の活用）

（P.44・P.49・P.78・P.95） 

 

【強靭化の推進】 

・生活再建支援体制の整備 

・情報通信基盤の整備、災害情報伝達

手段の多様化 

・風評被害防止のための情報発信体制

の整備 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

財 政 課 ・予算編成、執行計画 

・財政事情の公表 

・財務統計、財務分析 

・市債 

・地方交付税 

・経営改革 

・指定管理者の指定に関する総括管理 

・工事等、物品調達に係る入札、契約 

・工事の指導、検査 

 

○中期財政計画【経営改革５か年計画】における財政規

律指標の維持・向上及び中期収支見込みの見直し 

○経営改革の推進 

○事業シートを活用した PDCA サイクルの推進 

 

 【経営改革の推進】 

・業務改善の推進 

・民間活力を活用した行政サービスの

向上 

・使用料・手数料の見直し 

・事務事業の見直し 

・補助金等の見直し 

・積極的なＩＣＴの活用 

・繰出金等の見直し 

・中期収支見込みの見直し 

・財政調整基金の適正管理 

・市債発行額の抑制 

・公共施設等マネジメント基金の活用・

適正管理 

 

 

資産経営課 ・公有財産の管理、処分 

・公共施設の再配置 

・本庁舎の維持管理 

・電子計算組織の管理運営 

・情報ネットワークの管理運営 

・情報セキュリティ対策 

●自治体 DXの推進 

○公共施設再配置の推進 

○閉校施設の利活用の推進 

○未利用財産の処分・有効活用 

 

・閉校施設等を活用した企業誘致

（P.84） 

【経営改革の推進】 

・公共施設再配置の推進 

・公共施設や未利用、低利用土地の

有効活用 

・広告収入事業の拡大 

・企業誘致の推進 

・積極的な ICTの活用 

・公共施設等マネジメント基金の活用・

適正管理 
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Ⅲ 市民部 

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

市 民 部 ・戸籍、住民基本台帳 

・国民年金 

・市民活動 

・税 

・公害対策 

・自然保護、環境保全 

・環境衛生 

 

○市民活動団体登録制度の活用による地域の活性化 

○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 

○徴収率の向上 

○一般廃棄物最終処分場閉鎖に向けた取組 

○環境センター整備方針の検討・作成 

○第２期君津地域広域廃棄物処理事業の推進 

○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 

・出会いの場創出（P.41） 

・自治振興事業（P.47） 

・市民活動支援事業（P.48） 

 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 

 

課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

市 民 課 ・戸籍 

・住民基本台帳 

・マイナンバー 

・印鑑登録 

・外国人住民 

・火葬場使用許可 

・一般旅券事務 

・国民年金 

・市民活動の支援、推進 

・区長 

・人権、行政相談 

・結婚相談 

・コミュニティセンターの設置、管理 

○結婚新生活支援事業の推進 

○市民活動団体登録制度の活用による地域の活性化 

○マイナンバーカードの交付率向上及び円滑な交付 

○コンビニ交付の推進 

○窓口業務の効率化 

 

 

 

・出会いの場創出（P.41） 

・自治振興事業（P.47） 

・市民活動支援事業（P.48） 

 

【強靭化の推進】 

・ボランティア受入体制の構築等 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

課 税 課 ・市、県民税の賦課 

・軽自動車税の賦課 

・市、県民税、軽自動車税の証明 

・原動機付自転車等の登録、廃車申告 

・固定資産税の賦課調定 

・固定資産の評価、価格の決定 

・固定資産税の証明 

・土地、家屋等の異動処理 

・り災証明 

 

○適正かつ効率的な課税の推進 

○地方税電子化の推進 

 【強靭化の推進】 

・建物被害認定体制の充実 

納 税 課 ・市税の収納管理、督促 

・市税の口座振替 

・納税証明 

・市税の徴収 

・滞納処分の執行 

 

●公金収納業務移管による市税及び公金収納業務 

の開始 

○徴収率の向上 

○キャッシュレス納付の推進 

 

 【経営改革の推進】 

・市税等徴収率の向上（市税に限る） 

天羽行政センター ・行政センターに属する建物、敷地管理 

・国民年金 

・戸籍 

・住民基本台帳 

・マイナンバー 

・印鑑登録 

・外国人住民 

・火葬場使用許可 

・金谷及び関尻郵便局との事務委託 

 

 

●郵便局包括事務委託業務の円滑な実施 

○マイナンバーカードの交付率向上及び円滑な交付 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

環境保全課 ・公害対策 

・自然公園、自然保護 

・産業廃棄物 

・土砂等による埋立て等の規制 

・地球温暖化対策の推進 

・一般廃棄物処理計画 

・不法投棄 

・畜犬登録、狂犬病予防 

・火葬場の維持管理、運営 

・墓地、改葬 

・クリーンセンターの維持管理、運営 

・ごみの収集、運搬、処理、処分計画 

・最終処分場の維持管理運営 

 

 

 

 

 

○一般廃棄物最終処分場閉鎖に向けた取組 

○環境センター整備方針の検討・作成 

○木更津市新火葬場整備運営事業の推進 

○「富津市ごみダイエット作戦１００」の推進 

○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 

 【強靭化の推進】 

・地域における自立・分散型エネ

ルギー等の導入促進 

・災害廃棄物処理体制の整備 

・災害廃棄物を仮置きするストック

ヤードの整備 

・ごみ焼却能力の確保 

・し尿処理対策の推進 

・合併処理浄化槽の設置促進 

・有害物質流出対策の推進 

・広域火葬体制の整備 

・被災動物（犬・猫）への適切な対応 

広 域 廃 棄 物 

処 理 事 業 室 

・第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第２期君津地域広域廃棄物処理事業の推進 
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Ⅳ 健康福祉部 

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

健康福祉部 ・社会福祉 

・障がい福祉 

・児童福祉 

・高齢者福祉 

・介護保険 

・保健衛生 

・国民健康保険 

・後期高齢者医療 

 

●青堀保育園の円滑な移管 

●次期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定に

向けたニーズの把握 

●介護予防把握事業の実施 

●令和５年度国民健康保険税率等の見直しに係る調整 

○子育て世帯等臨時特別支援事業の適正実施 

○福祉避難所運営マニュアルの策定 

○子どもの学習支援事業の推進 

○第３次基本計画及び第６期障害福祉計画（第２期

障害児福祉計画）の推進 

○地域生活支援拠点の円滑な実施 

○子ども家庭総合支援拠点の円滑な実施 

○富津市ＤＶ・虐待防止計画の推進 

○需要の減少予測に基づく、公立保育所の再配置 

○第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画の中間年

の見直し 

○地域交流支援センターの周知及び世代間交流の推進 

○第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の推進 

○新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施 

○特定健診受診率、特定保健指導率の向上 

○君津中央病院企業団の適正な運営管理（負担金を含む） 

○１８歳以下の国民健康保険税均等割額の減額の拡充 

 

 

 

 

 

・地域交流支援センター事業（P.13・P.29・

P.56） 

・「福祉・子育ての話何でも聴きます窓

口」の出張窓口の開設（P.24） 

・子どもの学習支援事業（P.38） 

・基幹相談支援センター事業（P.61） 

・障がい者の雇用促進（P.62） 

・障がい者差別解消の理解促進（P.63） 

・特定健康診査事業（P.64） 

 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

社会福祉課 ・民生（児童）委員 

・日本赤十字社 

・被災者の生活再建支援 

・要援護者地域見守り事業 

・保護司、更生保護 

・生活保護法に基づく保護 

・生活困窮者自立支援法 

・行旅死病人 

 

○子育て世帯等臨時特別支援事業の適正実施 

○福祉避難所運営マニュアルの策定 

○要援護者地域見守り事業の推進 

○子どもの学習支援事業の推進 

○生活困窮者への積極的な支援の実施 

○生活保護の適正実施（不正受給の防止・後発医薬品の

使用促進） 

 

 

 

 

 

・子どもの学習支援事業（P.38） 

・要援護者地域見守り事業（P.60） 

 

【強靭化の推進】 

・要配慮者利用施設等の避難確保

計画の作成等 

・福祉避難所指定の促進、施設整備

や備品備蓄の推進 

・生活再建支援体制の整備 

  

福祉の窓口課 ・障害者福祉法（身体、知的、精神）に

基づく援護、措置 

・障害福祉サービスの認定・給付 

・障害者基本計画、障害者福祉計画 

・発達障害者支援法に基づく援護 

・障がいを理由とする差別の解消の推進 

・子ども家庭総合支援拠点 

・ＤＶ・児童虐待、障がい者虐待、高齢者

虐待 

・母子、父子自立支援 

・ＤＶ、虐待防止計画 

○第３次基本計画及び第６期障害福祉計画（第２期

障害児福祉計画）の推進 

○障害福祉サービスの適正な給付 

○障がい者への各種手当の適切な支給 

○医療費の適正な助成 

○基幹相談支援センターの円滑な実施・運営 

○地域生活支援拠点の円滑な実施 

○子ども家庭総合支援拠点の円滑な実施 

○富津市ＤＶ・虐待防止計画の推進 

○ひとり親家庭等の自立支援 

○福祉・子育ての話なんでも聴きます窓口の円滑な実施 

 

 

 

 

 

 

・「福祉・子育ての話何でも聴きます窓口」

の出張窓口の開設（P.24） 

・基幹相談支援センター事業（P.61） 

・障がい者の雇用促進（P.62） 

・障がい者差別解消の理解促進（P.63） 

 

 

【強靭化の推進】 

・要配慮者の状況に配慮した情報

伝達 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

子育て支援課 ・子育て支援施策の企画、調整 

・児童手当 

・児童扶養手当 

・子ども医療費の助成 

・地域交流支援センターの運営 

・市立保育所の管理運営 

・教育、保育施設の利用 

・保育料の決定、徴収 

・私立保育園、認定子ども園 

・幼稚園 

・児童遊園地等の整備、管理 

●青堀保育園の円滑な移管 

●市立保育所個別施設計画の策定 

○切れ目なくつながり続け、弧育てを防止するための

ふっつ子育てきずなＬＩＮＥの配信 

○新生児世帯へのすくすくギフトの支給 

○紙オムツ処理用ごみ袋の新生児世帯への支給 

○産前産後ヘルパー派遣事業の実施 

○子育て短期支援事業の推進 

○オンライン子育て相談窓口の設置など子育て相談を

しやすい環境づくり 

○赤ちゃん休憩室設置を促す働きかけ 

○ファミリーサポートセンターの会員登録増を図るため、

クーポンの活用 

○需要の減少予測に基づく、公立保育所の再配置 

○幼児教育・保育の無償化への対応 

○病後児保育、延長保育、一時保育、休日保育などの

保育サービスの維持向上 

○保育士の確保 

○保育士支援アドバイザーによる保育士のスキルアップ

及び離職防止 

○第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画の中間年

の見直し 

○担い手・地域資源の新たな掘り起こしと育成 

○放課後児童クラブの量的拡大及び質の確保 

○子ども医療費の助成 

○子どもの貧困対策 

○児童遊園地・子どもの遊び場の管理運営の見直し

（地域住民との協働） 

○地域交流支援センターの周知及び世代間交流の推進 

 

・ふっつ子育てきずなＬＩＮＥ配信事業（P.12） 

・地域交流支援センター事業（P.13・P.29・

P.56） 

・第三子以降の保育料、入園料の無料化

（P.14） 

・ファミリーサポートセンター事業（P.15） 

・産前産後ヘルパー派遣事業（P.16） 

・すくすくギフト支給事業（P.17） 

・新生児支給用指定収集袋支給（P.18） 

・赤ちゃん休憩室事業（P.19） 

・チャイルドシート貸付事業（P.20） 

・放課後児童クラブの充実（P.21） 

・子育て講座の開催（P.30） 

・ワークショップの開催（P.31） 

・子育て支援センター事業（P.32） 

・児童遊園地管理運営事業（P.69） 

【強靭化の推進】 

・地域子育て支援拠点の災害対策

の強化 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

介護福祉課 ・介護認定、給付 

・介護保険事業計画、高齢者福祉計画 

・介護保険料の賦課徴収 

・指定事業者の指定、指導 

・地域包括支援センターの運営 

・老人福祉法に基づく老人福祉施設への

入所 

・在宅医療、介護連携 

・認知症施策 

・老人憩の家の設置、管理 

・ふれあいシニア館の設置、管理 

●次期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定に

向けたニーズの把握 

●介護予防把握事業の実施 

●地域包括支援センターの選定及び指定 

○第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の推進 

○地域密着型サービス事業所の指定 

○フレイルチェックによる予防事業普及啓発 

○地域包括ケアシステムの深化・推進 

○居宅介護支援事業所の指導の実施 

○生活支援体制の整備 

○在宅医療と介護の連携の推進 

○認知症の人に対する支援体制の整備 

○老人憩の家及びふれあいシニア館の今後のあり方の

検討 

○介護保険料の徴収率向上 

○介護給付適正化事業（誤った請求や不適切あるいは

過剰なサービスの適正化を図るためのケアプランチェ

ックなど）の拡充 

○介護予防の推進（富津市いきいき百歳体操、口腔

教室、食生活教室等） 

○介護人材確保対策事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・富津市いきいき百歳体操（P.57） 

・老人クラブ活動事業（P.58） 

・地域支援事業（P.59） 

 

【経営改革の推進】 

・市税等徴収率の向上 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

健康づくり課 ・予防接種 

・疾病、感染症等の予防 

・君津中央病院企業団等地域医療機関

との連絡調整 

・母子健康手帳の交付 

・乳幼児健診、相談 

・若年健康診査、保健指導、栄養指導 

・がん検診 

・新型コロナウイルスワクチンの接種、

体制整備、関係機関との調整 

・国民健康保険被保険者の特定健診、

特定保健指導 

○新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施 

○特定健診受診率、特定保健指導率の向上 

○「健康ふっつ 21（第二次）」の推進 

○各種がん検診の受診率・予防接種の接種率向上 

○君津地域救急医療のあり方の検討 

○君津地域医療圏における大規模災害発生時の応急

医療救護体制の確立 

○君津中央病院企業団の適正な運営管理（負担金を含む） 

○乳幼児健診の受診率向上 

○新生児に対する聴覚スクリーニング検査の実施 

○妊娠・出産包括支援（産後ケアサービス）事業による

母子に対する支援体制の確保 

○妊婦に対する歯・口腔の健康増進の推進 

○歯科衛生士による歯・口腔の健康増進の推進 

○食生活指導の実施による健康の維持増進 

○骨髄移植におけるドナー支援事業の推進 

○第２期データヘルス計画（第三期特定健康診査等実

施計画）の推進による慢性腎臓病予防の取組 

 

・妊娠・出産包括支援事業（P.22） 

・特定不妊治療費の助成（P.23） 

・病院情報の発信（P.27） 

・電子母子手帳の活用（P.28） 

・特定健康診査事業（P.64） 

・成人歯科健康診査事業（P.65） 

 

【強靭化の推進】 

・医療施設の機能充実、ライフライン

等の確保 

・医療救護体制の強化 

・災害時用医薬品等の確保 

・心のケアなどの支援体制の整備・

強化 

・感染症対応体制の整備 

・予防接種の促進 

 

国民健康保険課 ・国民健康保険被保険者の資格、給付 

・国民健康保険税の賦課 

・後期高齢者医療保険料の徴収 

・後期高齢者医療制度に係る各種申請、

各種届出の受付 

・被保険者証、通知書の引渡し 

 

●令和５年度国民健康保険税率等の見直しに係る調整 

●後期高齢者医療の窓口負担見直しに伴う年度内２回

の被保険者証の円滑な交付 

○国保広域化の適正な事務執行 

○１８歳以下の国民健康保険税均等割額の減額の拡充 

○保険者努力支援制度による財源確保 

○後期高齢者医療保険料徴収率向上や保険給付の

適正な実施 

 

 

 【経営改革の推進】 

・市税等徴収率の向上 
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Ⅴ 建設経済部 

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

建設経済部 ・都市計画 

・公園 

・国土調査 

・公営住宅 

・建築 

・道路、橋りょう、河川、港湾 

・労働 

・商工観光 

・農林水産業 

●水上オートバイ等の走行にかかる「（仮

称）海辺のルール」づくりのための関係団

体等との調整 

○新型コロナウイルス感染症対策事業の

実施（事業者支援・農林漁業者） 

○地域おこし協力隊の活用による観光振興 

○管理不全空き家等の調査・指導 

○道路整備事業の計画的な実施 

○道路、河川(水路）の機能確保 

○有害鳥獣対策の実施 

○漁業振興対策の推進 

 

・ふっつの魅力発信事業（Instagram、フッツアー（観

光ガイドブック）の活用） （P.44・P.49・P.78・P.95） 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（観光看板の整

備）(P.46) 

・市民ふれあい公園管理事業（P.70・.105） 

・道路整備事業（P.71） 

・橋梁長寿命化修繕事業（P.72） 

・道路構造物修繕事業（P.73） 

・鳥獣対策事業（P.75） 

・創業支援事業(P.83) 

・閉校施設等を活用した企業誘致(P.84) 

・商工振興事業(P.85) 

・特産品開発調査、研究事業(P.87) 

・産地パワーアップ事業(P.88) 

・農業次世代人材投資事業(P.89) 

・強い農業・担い手づくり総合支援事業(P.90) 

・農作物被害対策事業（P.91） 

・農地中間管理事業(P.92) 

・農村の多面的機能の維持(P.93) 

・ノリ共同利用施設整備事業(P.94) 

・観光地整備事業（P.96・P.103） 

・海水浴場管理運営事業(P.97) 

・観光大使によるＰＲ (P.98) 

・歴史文化資源の活用(P.99) 

・観光協会との連携によるＰＲ(P.100) 

・君津地域４市による連携(P.106) 

・南房総地域による連携(P.107) 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

都市政策課 ・都市計画 

・生産緑地法 

・都市公園、市立公園等 

・屋外広告物 

・地籍調査 

・管理不全空き家 

・都市計画法に基づく開発行為  

・公営住宅  

・住宅施策 

・建築物の耐震改修の促進 

・公共建築物等の設計、施工監理、

修繕等 

 

○市民ふれあい公園施設整備の実施 

○地籍調査事業の実施 

○管理不全空き家等の調査・指導 

 

・市民ふれあい公園管理事業（P.70・P.105） 【強靭化の推進】 

・住宅・民間建築物の耐震化 

・市営住宅の耐震化 

・空家対策の推進 

・既存建築物等の総合的な安全対策 

・被災建築物・宅地の応急危険度判定

体制の整備 

・密集市街地の改善 

・防火地域等の指定 

・延焼遮断のための道路、緑地等の

確保 

・被災者の住宅確保 

・生活再建支援体制の整備 

・大規模盛土造成地の耐震対策 

・地籍調査の推進 

・市営住宅の老朽化対策 

建 設 課 ・道路の認定、廃止、変更 

・準用河川の指定、廃止、変更 

・認定道路及び準用河川の管理、処分 

・防犯灯の設置、維持管理 

・土砂災害警戒区域の指定、調査 

・道路、橋梁等の維持補修 

・交通安全施設の設置、維持補修 

・道路、準用河川、水路の境界確認 

・公共土木事業の施工に伴う用地の

取得、登記 

・道路、排水路の新設、改良、修繕 

・公共土木施設災害復旧事業 

 

 

●未登記処理事業の実施 

○道路整備事業の計画的な実施 

○橋梁・法面・トンネル長寿命化修繕事業の

実施 

○公共土木用地の早期取得 

○道路、河川(水路）の機能確保 

○地域排水整備事業の実施 

 

 

 

 

・道路整備事業（P.71） 

・橋梁長寿命化修繕事業（P.72） 

・道路構造物修繕事業（P.73） 

【強靭化の推進】 

・災害時の応急復旧体制の整備 

・延焼遮断のための道路、緑地等の確保 

・内水浸水対策の推進 

・道路法面防災等の推進 

・地下構造物の耐震化、点検、修復等 

・多重型道路ネットワークの整備 

・港湾・漁港施設の整備・適正な維持管理 

・災害時の道路啓開体制の確保 

・河川管理施設の整備推進 

・土砂災害防止施設の整備促進 

・道路、橋梁の耐震化、長寿命化対策 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

商工観光課 ・商工業の振興 

・企業誘致 

・創業支援、事業継承 

・中小企業資金融資、利子補給 

・消費行政、労働行政 

・観光振興 

・観光施設の整備、維持管理 

・海水浴場の開設 

・観光の広域連携 

・金谷海浜公園の設置、管理 

・高宕山自然動物園の設置、管理 

●水上オートバイ等の走行にかかる「（仮

称）海辺のルール」づくりのための関係団

体等との調整 

○新型コロナウイルス感染症対策事業（事

業者支援）の実施 

○地域おこし協力隊の活用による観光振興 

○第二海堡活用の推進 

○広域連携による周遊型観光事業の推進 

○企業誘致の推進 

○海水浴場管理運営の検討 

○高宕山自然動物園の維持管理 

○創業支援事業計画の推進 

○観光協会の組織強化の検討 

 

 

・ふっつの魅力発信事業（Instagram、フッツアー（観

光ガイドブック）の活用）（P.44・P.49・P.78・P.95） 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（観光看板の整

備）(P.46) 

・創業支援事業(P.83) 

・閉校施設等を活用した企業誘致(P.84) 

・商工振興事業(P.85) 

・観光地整備事業（P.96・P.103） 

・海水浴場管理運営事業(P.97) 

・観光大使によるＰＲ(P.98) 

・歴史文化資源の活用(P.99) 

・観光協会との連携によるＰＲ(P.100) 

・君津地域４市による連携(P.106) 

・南房総地域による連携(P.107) 

【強靭化の推進】 

・外国人旅行者にも対応した観光施設

等における災害情報の伝達 

・中小企業の BCP策定の促進 

・中小企業に対する資金調達支援 

 

【経営改革の推進】 

・企業誘致の推進 

 

農林水産課 ・農業施策の企画、調整 

・農畜産物の生産振興 

・林産物の振興 

・富津市民の森の設置、管理 

・農畜産物の消費、安全 

・水産業の振興 

・漁港、水産施設 

・農業、林業、水産業の災害 

●森林環境整備事業の実施 

●小規模分散型水インフラ整備 

○人・農地プランの実質化の推進 

○新型コロナウイルス感染症対策事業（農

林漁業者）の実施 

○新規就農者・担い手の確保 

○農業農村整備事業の推進 

○農道・林道維持管理の実施 

○水産基盤施設機能保全計画に基づく漁港

整備の実施 

○漁業振興対策の推進 

○漁港維持管理の実施 

・特産品開発調査、研究事業(P.87) 

・産地パワーアップ事業(P.88) 

・農業次世代人材投資事業(P.89) 

・強い農業・担い手づくり総合支援事業(P.90) 

・農地中間管理事業(P.92) 

・農村の多面的機能の維持(P.93) 

・ノリ共同利用施設整備事業(P.94) 

【強靭化の推進】 

・風評被害防止のための情報発信体制

の整備 

・農林水産物・食品等の生産・加工・流

通を含むサプライチェーンの機能確保 

・港湾・漁港施設の整備・適正な維持管理 

・農地・農業水利施設等の適切な保全管理 

・ため池ハザードマップの整備 

・農道橋等の安全対策の推進 

・強い農業・担い手づくり 

・産地ブランド力の向上 

・基幹農業水利施設の老朽化対策 

・森林の多面的機能の保全 

・荒廃地等における治山施設の整備 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

鳥獣対策室 ・鳥獣による被害防止 

・鳥獣の飼養登録、販売禁止鳥獣等

の販売許可 

●地域の実状に応じた有害鳥獣対策の体

制づくりを支援 

○有害鳥獣対策の実施 

・鳥獣対策事業（P.75） 

・農作物被害対策事業(P.91) 

【強靭化の推進】 

・風評被害防止のための情報発信体制

の整備 

・有害鳥獣被害対策の推進 
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Ⅵ 消防本部 

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

消 防 本 部 ・市民の生命、身体、財産を火災

から保護 

・水火災又は地震等の災害防除、

被害の軽減 

・災害等による傷病者の適切な

搬送  

○職員の適正化及び消防団員の確保 

○災害対応能力及び技術の向上 

○消防施設及び車両等の整備 

○消防広域化の検討 

・消防団を中核とした地域防災力の

充実、強化（P.54） 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 

 

 

課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

消防総務課  ・消防施策の企画、総合調整 

・消防に係る予算調整、執行管理 

・消防の相互応援 

・警戒、防御の計画 

・消防施設、資機材の整備、管理保全 

・開発行為に伴う消防水利の指導 

・消防団事務 

 

 

○職員数の適正化 

○個人装備及び消防施設並びに車両等の整備 

○消防広域化の検討 

○消防団員の確保、報酬及び装備品の充実 

 

・消防団を中核とした地域防災力の

充実、強化（P.54） 

【強靭化の推進】 

・消防活動拠点の耐災害性強化 

・消防の情報通信施設の強化 

・電源途絶に対する予備電源の確保 

・消防水利の整備推進 

・消防力の強化 

・消防広域応援体制の整備推進 

・消防団の充実・強化 

・ヘリポートの確保等 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

予 防 課 ・危険物製造所等の立入検査、規制、

違反処理 

・建築同意 

・消防用設備等の設置指導 

・火災等の原因、損害の調査、報告、

統計 

・火災予防啓発 

・危険物安全協会 

 

 

 

 

 

 

○消防法令重大違反対象物の違反是正  【強靭化の推進】 

・危険物施設等の災害時連携体制の

確立 

・住宅用火災警報器等の設置奨励 

・不特定多数が利用する施設への

消防用設備等の適正な設置促進  

 

消防署本署 

消防署天羽分署 

・火災の警戒、鎮圧、人命救助、

傷病者搬送等の消防活動  

・消防訓練の指導 

・救命講習等の開催 

○応急手当の普及啓発向上 

○災害対応能力及び技術の向上並びに消防団との連携

強化 

○消防水利等の維持管理 

 【強靭化の推進】 

・危険物施設等の災害時連携体制の

確立 

・ヘリコプターによる救急搬送体制の

確保 

・救急救命士及び指導救命士の養成等 
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Ⅶ 教育部 

部局名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

教 育 部 ・教育委員会 

・学校、給食施設 

・学校教育 

・生涯学習、社会教育 

・芸術、文化の振興 

・文化財 

・スポーツ振興 

●図書館の整備 

●鋸山日本遺産「候補地域」を活用した地域活性化事業

の実施 

●青堀小学校校舎改築に向けた基本構想・基本計画の

策定 

●給食費の徴収・管理業務の公会計化の実施 

●読書活動の推進 

●学校運営協議会の設置(モデル校３校) 

●公民館・市民会館の個別施設計画の策定に向けた検討 

○新共同調理場建設事業の実施 

○放課後学習教室の全校展開 

○市制施行 50周年記念事業（ふっつ学びの門）の実施 

○学校教育の指針に基づく学校教育の充実 

○ICT教育の推進 

○学校施設整備個別計画の着実な推進 

○登下校の安全確保 

○学校再配置の検討 

○地域学校協働活動の推進 

○文化財の保存・活用のための整備 

 

・ブックスタート事業（P.25） 

・家庭教育支援の充実（P.26） 

・子ども 110番の家、地域子ども見守り隊

（P.33） 

・富津の自然、歴史、社会の豊かさ活用事業

（P.34） 

・地元産物の学校給食への優先的使用 

（P.35） 

・きめ細かな学校教育推進事業（P.36） 

・読書活動推進事業（P.37） 

・子どもの学習支援事業（P.38） 

・食育推進事業（P.39） 

・学校における歯科保健指導（P.40） 

・鋸山日本遺産認定推進事業（P.45） 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（出前

講座の活用、観光看板の整備）（P.46） 

・市民文化祭事業（P.50） 

・図書館整備事業（P.51） 

・スポーツフェスタ（P.52） 

・市民のニーズに対応する公民館、市民会館

学級講座の開設（P.55） 

・歴史文化資源の活用（P.99） 

・市体育施設管理運営事業（P.104） 

 

 

 

 

【強靭化の推進】 

・各課に記載 

 

【経営改革の推進】 

・各課に記載 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

教育総務課 ・教育委員会会議 

・教育行政の施策総括 

・教育財産の取得、処分、管理 

・学校施設の整備計画 

・学校施設の建設、維持管理 

●青堀小学校校舎改築に向けた基本構想・基本計画の

策定 

○学校施設整備個別計画の着実な推進 

 

 【強靭化の推進】 

・学校施設の災害対策の強化 

学校教育課 

(教育センター) 

・学校の設置、廃止、組織編成、

管理運営  

・学齢児童生徒の就学、管理 

・学校の通学区域の設定、変更 

・スクールバスの管理運営 

・学校保健、学校安全の向上 

・学校給食 

・給食施設の維持管理 

・学校再配置に係る総合調整 

・コミュニティ・スクールの推進 

●読書活動の推進 

●学校運営協議会の設置(モデル校３校) 

●給食費の徴収・管理業務の公会計化の実施 

○新共同調理場建設事業の実施 

○放課後学習教室の全校展開 

○ICT教育の推進 

○登下校の安全確保 

○学校教育の指針に基づく学校教育の充実 

○学校再配置の検討 

・子ども 110番の家、地域子ども見守り隊

（P.33）  

・富津の自然、歴史、社会の豊かさ活用事業

（P.34） 

・地元産物の学校給食への優先的使用 

（P.35） 

・きめ細かな学校教育推進事業（P.36） 

・読書活動推進事業（P.37） 

・子どもの学習支援事業（P.38） 

・食育推進事業（P.39） 

・学校における歯科保健指導（P.40） 

 

生涯学習課 ・生涯学習事業の企画、振興 

・社会教育の振興 

・青少年健全育成 

・家庭教育 

・社会教育施設（図書関係施設）の整備 

・生涯学習バスの管理運営 

・芸術、文化の振興 

・文化財の調査、保護、活用 

・スポーツの振興 

・社会体育施設 

・スポーツ振興団体 

・社会体育、スポーツレクリエーション活動

の支援 

●図書館の整備 

●鋸山日本遺産「候補地域」を活用した地域活性化事業

の実施 

○地域学校協働活動の推進 

○文化財の保存・活用のための整備 

○体育施設の活用の促進 

○スポーツ行事等の充実 

・ブックスタート事業（P.25） 

・家庭教育支援の充実（P.26） 

・鋸山日本遺産認定推進事業（P.45） 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（出前

講座の活用、観光看板の整備）（P.46） 

・図書館整備事業（P.51） 

・スポーツフェスタ（P.52） 

・歴史文化資源の活用（P.99） 

・市体育施設管理運営事業（P.104） 

 

【強靭化の推進】 

・文化財の保護対策の推進 
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課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

公 民 館 ・公民館、市民会館の管理運営 

・社会教育事業の実施 

●公民館・市民会館の個別施設計画の策定に向けた検討 

○学級・講座の充実（次年度に向けた検証を行う） 

○市制施行 50周年記念事業（ふっつ学びの門）の実施 

○老朽施設（老朽箇所）の計画的補修及び施設整備 

 

・史跡めぐりや郷土史学習等の推進（出前

講座の活用）（P.46） 

・市民文化祭事業（P.50） 

・市民のニーズに対応する公民館、市民会館

学級講座の開設（P.55） 

 

【強靭化の推進】 

・公民館等の耐震化 
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Ⅷ 会計課・議会事務局・農業委員会事務局・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局 

課室名 

１ 主な所掌事項 ２ 重点的に取り組む事項 ３ 総合戦略の推進 ４  強靭化の推進 
（Ｒ４年４月１日） ●本年度新規事項 

○前年度以前からの継続事項 

第２期富津市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略実行計画 
５ 経営改革の推進 

中期財政計画 

【経営改革５か年計画】実行計画 

会 計 課 ・現金の出納、保管 

・歳入歳出決算 

・資金運用計画 

・物品の出納、保管 

・県証紙の売捌き 

○指定金融機関等の監査指導の実施 

○適正な会計事務の執行のため職員の事務能力の向上 

○会計事務の見直し及び事務の効率化 

○公金の安全かつ確実、効率的な資金管理 

    

議会事務局 ・本会議、委員会、その他諸会議 

・議案その他付議事件の処理 

・会議録その他会議の記録の調製 

●常任委員会委員等の任期満了に伴う臨時会の運営 

●議員用タブレットの導入及びその活用 

○法令等に基づく円滑な議会運営 

○会議結果、会議録等の正確・迅速な公表 

 
  

農業委員会 

事務局 

・農地法に基づく許可、調査 

 

○営農組織等の法人化の推進 

○遊休農地の発生防止・解消 

○担い手への農地利用の集積・集約化 

○新規参入の促進 

  

選挙管理委員会

事務局 

・選挙人名簿の調製 

・各種選挙の執行管理 

●参議院議員通常選挙の執行管理 

●千葉県議会議員一般選挙の準備 

○投票所における感染症対策の適切な実施 

○選挙時における事務従事者の任用及び人材確保 

○若年層の投票率向上に向けた啓発 

   

監 査 委 員 

事務局 

・法令の規定に基づく監査、検査、

審査、調査  

○監査基準に基づく監査等の適切かつ有効な実施 

○監査結果に対するフォローアップの実施 

○監査結果報告書等の正確・迅速な公表 
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