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12月は「固定資産税・都市計画税」の納付月です ■問納税課☎724・2122

お知らせお知らせ
調理師業務従事者の
届 出 に つ い て

　次の方は、所定の用紙（都内の保健
所窓口で配布、東京都福祉保健局ホ
ームページでダウンロードも可）に
１２月３１日現在の就業状況等を記入
し、１月１５日までに指定届先へ郵送
して下さい。
対都内で調理業務に従事している調
理師（調理師免許保持者）の方
問生活衛生課☎７２２・７２５４

医療従事者の届出について
　法令に基づき、次の方は、２０１６年
１２月３１日現在の氏名・住所等を所
定の用紙（町田市ホームページでダ
ウンロード）に記入し、１月１６日まで
に町田市保健所へ提出して下さい。
対①市内在住、在勤の医師・歯科医師
・薬剤師②市内在勤の保健師・助産
師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士
問保健総務課☎７２２・６７２８
介護保険の住宅改修に伴う
施工業者向け研修会

　介護保険住宅改修の「受領委任払
い事業者登録」を希望する住宅施工
業者を対象に、登録・更新に必要な研
修会を実施します（参加は原則１事
業所１人まで）。
※今年度更新対象となる事業者には
案内をお送りしています。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者

日１月２３日㈪①午後１時３０分～４時
３０分②午後５時３０分～８時３０分（①
②いずれかを選択）
※新規登録事業者の方はなるべく②
を受講して下さい。
場市庁舎
申１２月２８日までに電話で介護保険
課（☎７２４・４３６６）へ。
追加指定を募集します
生 産 緑 地 地 区
対次の主な指定要件を満たす農地　
①市街化区域にある②現に農業の用
に供し、３０年以上農業経営等の継続
が期待できる③公害・災害の防止、農
業と調和した都市環境の保全等に相
当の効果があり、公共施設等の敷地
の用に供する土地として適している
（建築基準法の道路要件有り）④面積
が５００㎡以上の規模である
※詳細はお問い合わせ下さい。
申生産緑地地区追加指定願書（農業
振興課〔市庁舎９階〕に有り）に記入
し、必要書類を添えて１月１６日～３１
日（土・日曜日を除く）に直接農業振
興課へ。
問農業振興課☎７２４・２１６９
「町田市資源循環型施設整備事業」
環 境 影 響 評 価 書

【縦覧・閲覧】
日１２月１５日㈭～１月４日㈬、午前９
時３０分～午後４時３０分（土・日曜日、
祝休日、年末年始を除く）
場環境保全課（市庁舎７階）、市政情
報課（市庁舎１階）、忠生市民センタ
ー、町田リサイクル文化センター、東
京都環境局総務部環境政策課、東京
都多摩環境事務所管理課
問環境保全課☎７２４・２７１１

催し・講座催し・講座
和光大学ポプリホール鶴川
和光大学レクチャーコンサート

【身近な音楽「ＪＡＺＺ」の楽しみ方】
日１月２３日㈪午後６時３０分～８時３０
分
場和光大学ポプリホール鶴川
講ＭＪＱ（Ｍａｃｈｉｄａ Ｊａｚｚｏｏ Ｑｕｉｎｔｅｔ）
定２５０人（申し込み順）
費１０００円
申住所・氏名（ふりがな）・電話番号を
明記し、１月１６日まで（必着）にハガキ、
ＦＡＸまたはＥメールで、和光大学企画
広報係大学開放フォーラム（〒１９５－
８５８５、金井町２１６０、返０４４・９８８・
１５９４遍ｏｐｅｎ＠ｗａｋｏ．ａｃ．ｊｐ）へ。
問同大学企画広報係☎０４４・９８８・
１４３３、町田市文化振興課☎７２４・２１８４

親子の絆づくりプログラム
【赤ちゃんがきた！（ベビープログラ
ム）～思春期から花開く０歳時期の
育児】
　初めて赤ちゃんを育てる母親のた
めの「仲間」・「きずな」・「学び」の参加
型プログラムです。親子が一緒に参
加して触れ合いながら、絆をつくり
ます。
対市内在住の原則全回参加できる
２０１６年７月２８日～１１月１１日生ま
れの第１子と母親（市のベビープロ
グラム講座未経験者に限る）
日１月１１日～２月１日の毎週水曜日、
午前９時３０分～１１時３０分、全４回
場鶴川市民センター
定１０組（抽選）
費８６４円（テキスト代）
申１２月２２日までに電話、または町

田市ホームページでダウンロードし
た申込書に記入し、直接またはＦＡＸ
で鶴川地域子育て相談センター（☎
７３４・３６９９返７３４・３６８０、受付時間
＝午前９時～午後５時）へ。
ＡＳＶペスカドーラ町田
マイボトルキャンペーンを開催

　町田市ホームタウンチーム「ＡＳＶ
ペスカドーラ町田」と協働でマイボ
トルキャンペーンを実施します。１２
月１８日に行われるＡＳＶペスカドー
ラ町田のホームゲーム、対デウソン
神戸戦の会場にマイボトル（水筒）を
持参した方に、オリジナルステッカ
ーをプレゼントします（マイボトル
１本につき１枚、無くなり次第終了）。
無料給水コーナーも設置します。
　市では環境にやさしいマイボトル
の活用を推進します。
日１２月１８日㈰、キャンペーン＝午
後２時～５時、キックオフ＝午後４時
場市立総合体育館
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

スポーツにチャレンジ！
　今回は人気種目のトランポリンを
メインに子どもが親しめるスポーツ
を行います。
対市内在住、在学の小学生とその保
護者（小学４年生以上は子どものみ
の参加も可）
日１月２８日㈯午後０時３０分～２時３０
分
場サン町田旭体育館
講町田市スポーツ推進委員
定６０人（申し込み順）
費１人２００円（保護者も参加費が必要）
申１２月１６日正午～１月９日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６）へ。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

在 園 の し お り 広 告 募 集

第７回スポーツアワードまちだ
表彰対象を募集しています！

締め切り

迫る！

　市内の保育施設及び新制度へ移行
している幼稚園に在園する、市内在
住児童の保護者に配布する案内冊子
です。
　募集要項を保育・幼稚園課（市庁舎
２階）で配布します（町田市ホームペ
ージでダウンロードも可）。

対広告掲載希望の事業者
配布数９０００部
費１枠４万円
募集数最大６枠（裏表紙、縦８㎝×横
１０㎝、色紙に黒一色印刷）
募集期間１月１０日㈫まで
※掲載にあたっては審査等があります。

　全国・世界レベルで活躍し、町田
のスポーツ界に貢献した選手やス
タッフ等を公募・顕彰し、アスリー
ト等と市民をつなぐ「第７回スポ
ーツアワードまちだ」（３月４日開
催予定）の表彰対象者を募集して
います（自薦・他薦は不問）。
　グランプリ（記念品と副賞１０万
円）、準グランプリ（記念品と副賞
５万円）のほか、各賞を予定してい
ます。
対町田市のスポーツ振興に多大な
貢献をした個人または団体で、次
のいずれかに該当する方　①２０１６
年１月１日～１２月３１日に顕著な実
績をあげた②町田市出身で全国や
世界を舞台に活躍している③町田
市内で特定の競技の発展振興に尽
力した④町田市を中心に活躍する

アスリートを指導している⑤今後
の活躍が大いに期待される⑥スポ
ーツで町田市の名を広めた
※プロ・アマや居住の有無は問い
ません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田（フットサル）、
キヤノンイーグルス（ラグビー）、
北大樹関（大相撲）は、町田市がホ
ームタウンチームやスポーツ選手
として支援する特別な存在である
ため、表彰対象から除外します。
申１２月３１日までにＳｐｏｒｔｓまちだ
ホームタウン協議会ホームページ
のエントリーフォームで申し込
み。
※詳細は同協議会ホームページを
ご覧下さい。
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

測定場所 測定月
騒音発生回数（回） 月間最高�

音（ｄＢ）７０～７９
ｄＢ

８０～８９
ｄＢ

９０～９９
ｄＢ

１００ｄＢ
以上 合　計

本町田東小学校
７月 ５５ １２ ０ ０ ６７ ８９.２
８月 １７１ １２１ ２９ ２ ３２３ １０２.９
９月 ９５ ６ １ ０ １０２ ９６.９

小山小学校
７月 ２４５ ８ １ ０ ２５４ ９０.３
８月 ２５９ ４４ ２ ０ ３０５ ９６.８
９月 ２７５ １７ １ ０ ２９３ ９５.６

町田第五小学校
７月 １７２ １３ ２ ３ １９０ １０２.２
８月 ３１２ ８３ ３８ ９ ４４２ １０２.２
９月 １６３ １０ １ ０ １７４ ９４.７

忠生第三小学校
７月 ７０ ４ １ ０ ７５ ９０.２
８月 １６５ １４７ ２５ ０ ３３７ ９４.３
９月 ８１ ２３ ３ ０ １０７ ９３.４

南中学校
７月 １８ ７ ０ ０ ２５ ８４.６
８月 １６８ １４８ ９ ０ ３２５ ９５.５
９月 ５５ ２０ ２ ０ ７７ ９４.８

※�発生回数は、７０ｄＢ(デシベル)以上の騒音が５秒以上継続した回数です／音の目安は、
７０ｄＢ…新幹線の車内、８０ｄＢ…航空機の機内、９０ｄＢ…パチンコ店内、１００ｄＢ…電車
通過時のガード下の最大値

　市では、具体的な被害状況を把握するため、苦情をお受けする際に、お住
まいの町名、騒音の発生時間をお聞きしています。７月～９月に頂いた苦情
の件数は下表のとおりです。
　８月２３日～３０日に米軍機の着陸訓練が硫黄島で実施されました。また、
米空母ロナルド・レーガンが、９月３日に横須賀港から出港しました。着陸訓
練期間中及び着陸訓練期間の前後、空母の入出港時は、米軍機の飛行が特に
多くなる傾向があります。そのため、８月、９月は米軍機による騒音が多発
し、多くの苦情が市に寄せられました。
　市では、騒音解消に向けて国・米軍に対し要請活動を行っており、今後も、
粘り強く要請を行っていきます。なお、皆さんから頂
いた苦情は、国や米軍へ伝えるほか、要請の際の資料
として活用しています。苦情は企画政策課、環境保全
課で電話受付しているほか、Ｅメール（遍ｍｃｉｔｙ４７０＠
ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ）でも受け付けています。

問保育・幼稚園課☎７２４・２１３７

月 件　数
７月 ３９件
８月 ３２８件
９月 ７５件

2０16年7月～9月の航空機騒音測定結果（速報値）
問環境保全課☎７２４・２７１１

2０16年7月～9月の航空機騒音苦情受付件数
問市役所代表☎７２２・３１１１、企画政策課☎７２４・２１0３


