
市民生活部の運営方針

部名 課名

・ごみの減量化、資源ごみの
再資源化、リサイクルの推
進
・循環バススワロー号、おで
かけきららん号の運行
・交通安全対策の推進

平成27年度　市民生活部　目標宣言

部長 広野　義徳

市民と接する機会の多い市民生活部は、市民から満足してもらえる・納得してもらえ
るようにより一層の接遇力向上を目指し、市民の皆さんの快適な生活実現のために
仕事を進めます。

◆婚姻・出生お祝い記念サービスの定着と更なる充実を目指します。
◆消費生活相談窓口開設に伴う相談体制の整備と市民周知を図ります。
◆市税等の自主財源の確保を図るため、口座振替の推進や収納体制の見直し等を図
り、滞納整理の厳正化を進めるなど、収納率の向上を目指します。
◆資源ごみの再資源化を促進し、環境にやさしい循環型社会の実現と環境の美化、
環境意識の醸成を図りながら、快適な住環境づくりを進めます。
◆高齢者の交通事故を減らすため、「運転免許自主返納の推進」や「高齢者交通安全
フェア」等を開催するなど、「つばめ高齢者事故ゼロ作戦」を展開します。
◆第2次環境基本計画を策定します。

主な業務内容

市民生
活部

市民課

・戸籍等の届出及び証明書
の発行、パスポートの発給
・消費生活相談、法律・行政
相談に関する事務

税務課
・市税等の賦課
・各種税証明書の発行

収納課
・市税等4税2料と保育料等6
使用料等の収納及び滞納整
理

生活環
境課
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指標名 現状値 目標値

利用率
（婚姻：写
真、お祝
い状）

－ 70%

写真
38.3％

お祝い状
75.4％

利用率
（出生：写
真、お祝
い状）

－ 70%

写真
4.5％

お祝い状
83.6％

1

婚姻・出生お
祝い記念サー
ビスを展開し
ます！

大切な一生の記念になるものとして、記
念写真とお祝い状の発行を行います。

(1)記念写真は、背景となるメッセージ
ボードを用意し、届出者持参のカメラ、ス
マホ等で職員が撮影します。

(2)お祝い状は、婚姻届及び出生届それ
ぞれ3種類用意し、届出者が1種類選択で
きるようにします。

　記念写真とお祝い状の発行については、届出されるときに見本を見
ていただいて、このサービスをお勧めしています。
・記念写真については、婚姻の場合は二人で届出にきたとき、出生の
場合は誕生した子どもを連れてきたときとなるため、実績値では届出
全体に対しての割合は低く、目標値を大分下回っています。しかし、該
当となる方がそろっている場合は、人生の一生の記念になると喜ば
れ、ほとんどの人が記念写真を希望されています。
・お祝い状については、届出に来られる多くの方々からの希望があり、
目標値を上回っています。
　なお、記念写真がたいへん好評のため、平成28年1月からは、夜間・
休日等に届出をされる方々が撮影できるように、夜間休日出入口にも
背景シートを設置して撮影ができるようになり、多く利用されています。

・婚姻届出数　358件　 記念写真　137件　 お祝い状　270件
・出生届出数　580件　 記念写真　26件　 お祝い状　485件
     内、夜間・休日（平成28年1月1日以降)
     婚姻届出数　37件　　記念写真　 24件
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平成27年度　市民生活部　目標宣言　取組実績

部長 広野　義徳

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 2



平成27年度　市民生活部　目標宣言　取組実績

部長 広野　義徳

指標名 現状値 目標値

収納率
(一般会

計)

94.0％
(H25年

度）

94.0％
(H26年度)

95.0%

92.4%
（H28.3月
末現在・
前年同月

比
＋0.7％）

収納率
(国保会

計)

79.6％
(H25年度)

78.4％
(H26年度)

80.0%

72.3%
（H28.3月
末現在・
前年同月

比
△0.6％）

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

2

自主財源確保
のため、市税
等の収納率向
上に努めま
す！

(1)納税義務を啓発し、納期限内の納税を
推進するため、広報・ホームページの他、
市役所１階ホールの各種案内の大型パ
ネルに当月の市税等の納期限・口座振替
の案内等を表示します。

(2)市税等の口座振替をより推進するた
め、現在の様式の他に、口座振替依頼書
のハガキ化について、効果や必要な経費
について検討を行います。

(3)未納、滞納繰越を最小限にとどめるた
め、例年実施している10月、11月の納税
推進強化月間の他、適宜、電話や書面に
よる納税催告を行います。また、滞納状
況に応じ、催告と同時に訪問徴収を行い
ます。

(4)担税力がありながら、納税しない悪質
な滞納者に対しては現地調査、財産・不
動産調査等を行い、厳正な滞納整理を行
います。

(1) 納期限内の納税を推進するため、広報・ホームページの他、市役所１
階ホールの各種案内の大型パネルに当月の市税等の納期限・口座振替
の案内等を表示してきました。

(2) 口座振替の推進については、ハガキ化した依頼書を作成し、次年度分
の当初納税通知書に同封し、納税者の利便性の向上を図ります。

(3) 滞納状況に応じて、適宜電話による催告や、分納等の納税相談（これ
まで315件）に応じてきました。また、法的に定められている督促状発送の
他、７月に2,502通、12月に2,405通の催告書を送付し、納税等の催告を行
いました。保育料等についても8月に200通、12月に168通の催告書を送付
し催告を行いました。さらに10月、11月を納税推進強化月間とし、文書、電
話催告を始め、各種調査、相談、臨戸催告、徴収、差押え等、夜間を含め
集中的に催告を行いました。
　○強化月間の実績
　　・催告（電話・文書・臨戸）293件
　　・相談16件
　　・照会（自治体・給与・金融機関）161件
　　・納税誓約17件
　　・臨戸徴収47件　765,100円
　○強化月間の効果
　　・納付706件、23,023,064円
　　・差押え予告9件
　　・差押え11件

(4) 転居先や所得状況、財産状況等の調査を各自治体に66件、預貯金の
状況調査を10ヶ所の金融機関に１ヶ所あたり98件、生命保険等の調査を
15件、給与状況を2件、年金、携帯電話各１件調査を行いました。また、国
保税については、納税相談についての通知を352世帯に送付した後、納税
意欲の薄い281世帯に対し、短期証504件、資格証12件を交付しています。

※一般会計の市税収納率は前年同月を上回り、目標値に近づいたもの
の、国保税において収納率向上のため、様々な施策を講じてきましたが、
昨今の社会経済情勢の低迷や被保険者の年齢構成の高齢化が進捗して
いる状況等により、前年同月を上回ることができませんでした。
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〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 3



平成27年度　市民生活部　目標宣言　取組実績

部長 広野　義徳

指標名 現状値 目標値

缶回収量 －

1ｔ
（アルミ缶

で約
70,000本）

【ｱﾙﾐ】
457㎏

(約30,500
本)

【ｽﾁｰﾙ】
710㎏

(約22,200
本)

《合計》
1,167㎏
(1.16t)

(約52,700
本)

缶の売上
金額

－ 150,000円

【ｱﾙﾐ】
60,885円

【ｽﾁｰﾙ】
11,160円

《合計》
72,045円

【児童図
書購入冊

数】
47冊

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

3

資源ごみの回
収と子育て支
援を連係した
カンカン
ＢＯＯＫを開始
します！

市内の事業所からアルミ缶・スチール缶
を有価物として寄附していただき、資源ご
みのリサイクル率を上げるとともに、その
売却益を未来の燕市を担う子どもたちの
健やかな育成に役立てます。

(1)4月から広報等で事業のＰＲ、登録事
業所の受付を開始します。
・事業所から資源である「アルミ缶」、「ス
チール缶」を有価物として市に寄附してい
ただきます。
・月1回（第3水曜日）登録事業所から飲料
缶の搬入受入

(2)1月初旬には12月までに回収したもの
を買取業者に売却します。
・1月以降も登録事業所からの飲料缶の
搬入受入

(3)3月には缶の売却益を児童館、児童研
修館の図書、絵本の購入費に充てます。

●「カンカンＢＯＯK」事業について（PR）
　【広報つばめ】…記事を２回掲載しました。　→　4月1日号、8月15日号
　【燕市ホームページ】…事業の概要と様式（申請書等）を掲載しました。
　　トップ▶暮らし▶ごみ・リサイクル▶燕市のリサイクル▶カンカンＢＯＯK
　【市長定例記者会見】…6月30日の記者会見で事業所募集のPRをしまし
　　た。

●登録事業所（参加事業所）6事業所
　燕運送㈱／三宝産業㈱／和平フレイズ㈱／森井紙器工業㈱／燕三条エフ
　エム放送㈱／燕市役所職員互助会【順不同】

●月別回収量（登録事業所数）
　4月：152.03㎏（4事業所）
　5月：107.63㎏（5事業所）
　6月：97.18㎏（5事業所）
　7月：101.39㎏（6事業所）
　8月：135.13㎏（6事業所）
　9月：103.75㎏（6事業所）
 10月：112.89㎏（6事業所）
 11月：123.45㎏（6事業所）
 12月：104.29㎏（6事業所）
 　1月：129.26㎏（6事業所）

●感謝状及び児童図書贈呈式
　日時：平成28年3月29日（火）
　場所：燕市役所　1階　101会議室
　　〔趣旨〕登録事業所のご厚意により成果を上げることができたことに鑑み、
　　協力事業所（6社）に感謝状の贈呈を行い、児童館の関係者にも出席をい
　　ただき、購入した児童図書（絵本等）のお披露目と贈呈を行いました。

●アルミ缶・スチール缶の合計で回収量は達成できたが、売却単価の下落に
　より、売上金額は目標値の半分程度の結果となりました。
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 4月～10月 

 （売却済み） 

 ・810.00㎏ 

 ・52,837円 

 11月～1月 

 （売却済み） 

 ・357.00㎏ 

 ・19,208円 

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 4



平成27年度　市民生活部　目標宣言　取組実績

部長 広野　義徳

指標名 現状値 目標値

高齢者運
転免許自
主返納者

数

224人 250人 235人

高齢者事
故の件数

87件 78件 87件

高齢者の
交通安全
教室等へ
の参加人

数

239人 300人 341人

交通事故
による高
齢者の死

者数

3人
前年より
減らす

2人

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

4

高齢者が絡む
交通事故を
1件でも減らし
ます！

不幸な高齢者事故を防ぐため、高齢者の
交通安全意識の醸成や運転免許自主返
納制度を推進し、加害者事故及び被害者
事故の抑止を図ります。
(1)加害事故対策
運動能力の低下した高齢者に対して、運
転免許自主返納を推進することにより、
加害事故の抑止を図ります。

(2)被害事故対策
高齢者へ自転車運転講習を実施すること
により、交通法規の遵守とマナーの周知
を図ります。
高齢者交通安全家庭訪問やスーパー等
での反射材配付の際に夜間外出時に身
に付けていただくよう徹底を図ります。

(3)つばめ高齢者事故ゼロ作戦
6/27高齢者交通安全フェアを開催し、か
がやき号による運転適性検査や交通安
全クイズを実施するなど、交通法規の周
知を図ります。

・高齢者運転免許自主返納者数は、今年度235人と、昨年度の数値よ
りは上回ったものの、目標値250人に対してわずかに届かない結果と
なりました。
（広報つばめ4月15日号および1月15日号にPR文を掲載）

・平成27年1月1日から12月31日までの高齢者の事故件数として、
全事故件数　　　　　　　207件、前年比　-11件
高齢者事故件数　　　　　87件、前年同数
高齢者加害事故件数　　53件、前年比　+2件
と全事故件数は減少しましたが、高齢者事故件数は昨年と同数の87
件、高齢者加害事故件数は昨年より2件多い53件となりました。全事
故件数に対し、高齢者事故件数が依然4割を占める結果となりまし
た。

・高齢者交通安全教室等の参加人数
　①春の小中学校自転車、歩行教室　　　　　　30人
　②高齢者交通安全フェア　　　　　　　　　　　　 32人
　③粟生津地区高齢者交通安全教室　　　　　100人
　④燕市高齢者交通安全指導員総会　　　　　  30人
　⑤シルバードライビングスクール　　　　　　　　29人
　⑥燕市老人クラブ連合会女性会員研修会　 120人

・平成27年1月1日から12月31日までの交通事故による高齢者の死者
数は、減少したものの、全死亡事故件数2件ともに高齢者でした。

3

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 5


