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シニア

高齢者福祉課（☎
☎７２４・２１４６）へ。
生涯現役！

高齢運転者安全運転教室

シニア期に向けた暮らしと働き方セミナー

問東京しごとセンターシニ
アコーナー☎
☎０３・５２１１・
２３３５、町田市産業政策課
☎７２４・２１２９

子ども・子育て

加齢に伴い、運転に必要な認知機
●今後の生活設計に備えたプランニ
能・身体機能が低下していきます。こ
ング知識と再就職の働き方を同時に
の機会にご自身の運転を見直し、改
考える！
子ども創造キャンパスひなた村
めて安全運転について考えてみませ
対５５歳以上で働く意欲のある方日７
んか。
なお、
運転免許証の更新時に受
月２２日㈮午後２時～４時４５分場町田
●子どものための日本舞踊教室 浴
講が義務付けられている法定講習と
市文化交流センター内①これからの
衣を着て半幅帯を結び、所作や踊り
は異なります。町田ドライヴィング
ライフプランニング②シニア世代の
を体験して日本文化に触れます。
スクールの送迎バス
（町田駅発のみ） 再就職の現状と考え方講①サーティ
対市内在住、在勤、在学の小学生～
がご利用いただけます。運行時間、乗
ファイドファイナンシャルプランナ
１８歳の方日７月１３日、９月１４日、１０
車場所については同スクールＨＰを
ー・水谷恒夫氏②東京しごとセンタ
月１２日、１１月９日、いずれも水曜日
ご覧ください。
ーシニアコーナー職員定４０人（申し
午後５時～６時３０分定各１１人（申し
対市内在住の車を運転する６５歳以
込み順）申６月１５日午前９時から電
込み順）費３００円（４回申し込みの場
上の方日７月２１日㈭午前９時～午後
話で予約専用ダイヤル（☎
合は１２００円）申６月１７日午後１時か
☎０３・５４２２
０時３０分場同スクール（南大谷）内交
ら電話でひなた村（☎
・１３９９、受付時間＝祝休日を除く月
☎７２２・５736）
通安全講話、
運転適性検査、実車走行
～金曜日の午前９時～午後５時）へ
へ。その他の講座やワーク
等定２４人（抽選、結果は７月１４日ご
（申し込みフォーム〔右上記二次元バ
ショップについては、同キ
ろ郵送）申６月１６日正午～３０日にイ
ーコード〕で申し込みも可）。
ャンパスひなた村ＨＰ等を
ベントダイヤル（☎
☎７２４・５６５６）ま
たはイベシスコード２２０６１６Ａへ。
介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
問市民生活安全課☎
☎７２４・４００３
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ご覧ください。
国際版画美術館

夏

期

子

ど

も

講

座

●宇宙人のウキウキ夏休み～いろい
ろな材料で版画を作ってみよう
「宇宙人は夏休みに何をしている
の？」という想像の世界を、大学生と
一緒にコラグラフという版画で表現
しましょう。
対小学３～６年生日７月３０日㈯、３１日
㈰、午後０時３０分～４時（各回とも同
一内容）場同館講東京学芸大学教授
・清野泰行氏、同大学在学生定各１６
人（抽選、結果は７月１５日ごろ郵送）
費１０００円申７月１１日までにイベン
トダイヤル
（☎
☎７２４・５６５６）
またはイ
ベシスコード２２０６１４Ｈへ。両日への
申し込みはできません。
問同館☎
☎７２６・２８８９

納入・納税通知書をお送りします

湯

柔らかいボールを使った健康体操、
介護予防に関する講話を行います。
終了後、
銭湯で入浴いただけます。
対市内在住の６５歳以上で、全回参加
できる方日①７月８日、２２日、８月１２
日、２６日、９月９日、３０日、いずれも金
曜日午前１０時～午後０時３０分②７月
１３日、２７日、８月１０日、２４日、９月１４
日、２８日、いずれも水曜日午前１０時
～午後０時３０分、各全６回場①金森
湯（金森）②大蔵湯（木曽町）定①８人
②９人／抽選費１回３００円申６月２１
日まで（土・日曜日を除く）に、
電話で

問介 護保険料について＝介護保険課☎
☎ ７２４・４３６４、国民健康保険税について＝保険年金課☎
☎ ７２４・
☎ ７２４・２１４４
２１２４、後期高齢者医療保険料について＝保険年金課☎
それぞれの納入・納税通知書を下表のとおり７月か 【新型コロナウイルス感染症の影響による減免等】
ら順次お送りします。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入に相当の減
記載されている料（税）額は、市で把握した前年所得 少等があった方は、減免等に該当する場合があります。
等をもとに算出しています。所得の申告等により、料 詳細は、市ＨＰをご覧いただくか、お問い合わせくださ
（税）額が変更になる場合は、改めて通知します。
い。
※料（税）額の計算方法等の詳細は、各通知書、市ＨＰを 【還付金詐欺にご注意ください】
ご覧ください。
「還付金がある」
「住所や口座番号を教えて」等の、市
の職員を名乗る不審な電話がかかってきたら、いった
種 類
発送日
宛 先
介護保険料
7月1日㈮
本人
ん電話を切り、市役所代表（☎
☎７２２・３１１１）に電話をか
国民健康保険税
7月7日㈭
世帯主
けて確認してください。
後期高齢者医療保険料

7月11日㈪

本人

市民から信頼される市政を目指して

問経営改革室☎
☎724・2503

2022年度 部長の
部長の「仕事目標」主な
主な取組項目
部長の
「仕事目標」は、市長、副市長と各部長との約束であるとともに、市民の皆さんとの約束でもあります。2022年度は、特に他の
組織や自治体等と比較して「強み」や「改善すべき点」を整理し、部長の「仕事目標」を策定しました。
部長名
政策経営部長

神蔵重徳

経営改革室長

黒田豊

広報担当部長

遠藤雅子

総務部長

髙橋晃

情報システム担当部長
財務部長

髙橋晃

井上誠

営繕担当部長

原田功一

税務担当部長

増山哲生

防災安全部長

水越祐介

市民部長

樋口真央

市民協働推進担当部長

大貫一夫

文化スポーツ振興部長

篠崎陽彦

地域福祉部長

中村哲也

いきいき生活部長
保健所長

岡林得生

河合江美

臨時接種担当部長
子ども生活部長

樋口真央
神田貴史

主な取り組み
○まちだ未来づくりビジョン2040の推進
○アフターコロナに必要な施策の研究
○経営改革プランの推進
○市民参加型事業評価の実施
○シティプロモーションの推進
○情報発信する場の提供
○職員定数の適正化
○各課の法律上の問題に対する支援の強化
○情報セキュリティの確保
○デジタル政策の推進
○市債発行額と財政調整基金の適正管理
○市庁舎のエネルギー使用量の削減
○持続可能な修繕計画の検討
○施設の安全対策の実施
○市税と国民健康保険税の高収納率の維持
○社会保険料の徴収完全一元化実施方針策定
○まちだ防災カレッジの開設
○交通安全ミーティングの実施
○市民センター等の最適なサービスの構築
○マイナンバーカードの取得促進
○地域課題解決のプラットフォームづくり
○「（仮称）パートナーシップ制度」
の導入
○芹ヶ谷公園「美術エリア」
の整備
○パラスポーツの理解促進
○地域福祉の困りごと相談支援体制の強化
○生活困窮者等への就労や自立に向けた支援
○介護予防・フレイル予防の推進
○認知症の人やその家族の居場所づくり
○新型コロナウイルス感染症の情報発信
○市民の健康増進を支援するまちづくり
○ワクチン接種の実施
○わかりやすい情報の提供
○子どもにやさしいまちの実現
○待機児童解消に向けた教育・保育施設整備
しんちょく

部長名

詳細はこちら▲

主な取り組み
○地域活性化の促進
経済観光部長 堀場淳
○観光まちづくりの推進
○山林の再生と活用
北部・農政担当部長 守田龍夫
○市内産農産物の流通促進
○ごみの減量の推進
環境資源部長 野田好章
○次世代エネルギー等の利用促進
○一般廃棄物処理施設の適切な運営・管理
循環型施設担当部長 徳重和弘
○相原地区における資源ごみ処理施設の稼働
○予防保全型の計画的な道路施設管理
道路部長 萩野功一
○駅周辺施設の整備
○土地利用制度の活用と都市計画決定・変更
都市づくり部長 窪田高博
○地域支え合い交通の実現に向けた取組支援
○モノレール需要創出に資するまちづくり
多摩都市モノレール推進担当部長 窪田高博
○町田駅周辺エリアのまちづくりの推進
○鶴川駅周辺街づくりの推進
都市整備担当部長 平本一徳
○野津田公園スポーツの森の整備
○浸水対策事業の推進
下水道部長 荻原康義
○下水道施設の耐震化
○デジタル化等を見据えた業務の見直し
会計管理者 今國隆市
○職員の会計知識・事務処理能力の強化
○議場見学の推進
議会事務局長 鈴木秀行
○情報発信の研究
○公平・公正な選挙執行体制の確立
選挙管理委員会事務局長 若林眞一
○参議院議員選挙における円滑な選挙の実行
○市街化調整区域内農地の適正利用の促進
農業委員会事務局長 守田龍夫
○市街化区域における農地の適正利用の促進
○リスクアプローチ監査の充実
監査事務局長 岡田成敏
○監査業務の効率化
○新たな学校づくりの推進
学校教育部長 石坂泰弘
○中学校給食センターの整備
○市民が町田市の歴史に触れられる機会拡大
生涯学習部長 佐藤浩子
○ワタシが主役の図書館づくり
○中期経営計画に基づく病院運営
市民病院事務部長 服部修久
○医業収益の増収

また、
年度末には成果の確認と評価を行います。

【部長の「仕事目標」の流れ】部長は、年度当初に年度目標を設定し、
中間期に進捗状況を確認します。
各段階において、市長がその内容を確認します。

