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お知らせお知らせ
町田国際交流センター　
～外国人のための

リレー専門家無料相談会
　弁護士・行政書士など、専門家が、
ビザ・在留資格・結婚・離婚・健康保険
・雇用保険・年金・子育てなど、日常
生活で困っていることの相談を受け
ます。
※通訳言語は、英語、中国語、
韓国語、スペイン語、ドイツ
語、フィリピン語です。
日３月１２日㈰午後１時３０分～３時３０
分
場町田国際交流センター

申電話、ＦＡＸ、またはＥメールで同セン
ター（☎７２２・４２６０返７２２・５３３０遍
ｓｏｕｄａｎ＠ｍａｃｈｉｄａ－ｋｏｋｕｓａｉ．ｊｐ）へ。
※内容、申し込みに関することは同
センターへお問い合わせ下さい。
問文化振興課☎７２４・２１８４
申請はお済みですか

２０１６年度幼稚園等補助金
対町田市に住民登録のある３歳に達
した幼児を、２０１６年４月～２０１７年
３月の期間に、私立幼稚園に通園さ
せている保護者で、今年度の補助金
申請がまだお済みでない方
※子ども子育て支援新制度に移行し
た幼稚園・認定こども園に幼児を通
園させている方は、委任状を園に提
出することで補助金が園に支払われ
るので、申請は必要ありません。

※満３歳児用プレ教室等の特別クラ
スは対象外です。
申お子さんが通園する私立幼稚園か
ら申請書を受け取り、３月３１日まで
（必着）に子ども総務課へ。
※申請期限を過ぎると受け付けがで
きません。
※申請書が幼稚園にない場合は、お
問い合わせ下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
町田新産業創造センター

創 業・ 起 業 に 関 す る 
な ん で も 相 談 会
　経験豊富な専門家があなたの起業
をサポートします（関連記事、本紙２
面をご覧下さい）。
日３月８日㈬、１７日㈮、２４日㈮、２９日
㈬、いずれも午後１時～５時
※相談時間は１人１時間です（要予約）。
場同センター
定各４人（申し込み順）

申電話で同センターへ（同センター
ホームページで申し込みも可）。
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業観光課☎７２４・３２９６
ご意見を募集します～２０１７年度

町 田 市 食 品 衛 生 
監 視 指 導 計 画（案）
　来年度の町田市保健所における食
品衛生監視指導の実施計画となる、
食品衛生法に基づく食品衛生監視指
導計画を策定します。
　資料は、町田市保健所（中町庁舎）
で配布及び町田市ホームページで公
表していますので、皆さんのご意見
をお寄せ下さい。
提出方法書面にご意見・住所・氏名
（団体名）・電話番号を明記し、３月２４
日まで（必着）に郵送またはＦＡＸで
生活衛生課（〒１９４－００２１、中町２
－１３－３、返７２２・３２４９）へ。
問生活衛生課☎７２２・７２５４町田市学長懇談会を開催しました第15回

問消費生活センター☎７２５・８８０５

　子ども服に付いているフードや
襟首のひもで首が絞まるなど、重
大な事故につながる危険性がある
ことをご存じですか？
　例えば、公園の滑り台から滑り
降りた瞬間に襟首のひもが遊具の
隙間や枠に引っかかり、ひもが引
っ張られて首が絞まり窒息してし
まう。また、上着やズボンの裾に付
いているひもを自分で踏んだり、
自転車のタイヤに巻き込まれて転
倒してしまうこともあります。家
庭内でも、フードがドアノブに引
っかかり転倒し首が絞まったなど
の事故事例があることが、２００６
年に都が実施した消費者アンケー
ト調査で分かりました。
　欧米や中国・韓国では既に子ど
もを事故から守るために、事故情
報を収集・分析し、子ども服のフー
ドや首回りのひもなどを規制した
安全規格が定められています。こ
れまで日本では統一した安全規格
はありませんでしたが、２０１５年
１２月２１日にＪＩＳ　Ｌ４１２９（ヨイフ
ク）「子ども用衣料の安全性－子ど
も用衣料に附属するひもの要求事
項」として定められました。
　私たちが子どもの服を選ぶと
き、どうしているでしょうか？可
愛い・似合う、値段、素材・品質など

でしょうか？これからはそれらに
加え、危険性が潜んでいないか？
ということも考えてみて下さい。
　子どもが活発に遊ぶとき、小さ
なケガはつきものですが、ひもが
ひっかかり宙づりになる等の重大
な事故に発展した場合、取り返しの
つかないことになる恐れがありま
す。また、子どもは大人が考える以
上に思わぬ行動をとることもあり、
親が四六時中子どもの行動を監視
するのは非常に難しいことです。
　大きな事故につながる可能性の
ある危険なひもなどはあらかじめ
取り除いておくほうが安心です。
　子どもの周りには、いつも危険
が潜んでいて思わぬ事故が発生す
ることがありますので、社会全体
で温かく見守ることが大切です。
　万一、事故に遭ったり、危ない目
に遭った場合は、再発防止のため、
事故情報の提供が大事です。消費
生活センターなど
に、こうした情報
を伝えることも忘
れないで下さい。
※「子ども服の安
全基準」に関する
詳細は、経済産業
省ホームページ
をご覧下さい。

くらしの
ミニ情報

「カワイイ」だけで選んでいませんか？
子ども服には思わぬ危険が‼

　平成２９年第１回市議会定例会が
２月２４日に開会されました。今議
会には平成２９年度一般会計予算
など３７議案が提案されました。
　議案等の内訳は予算１２件（平成
２８年度補正予算６件、平成２９年度
当初予算６件）、条例１２件、契約９
件、道路２件、その他２件となって
います。会期は今月２８日までです。

予 算 案
　平成２９年度当初予算は、国の経
済対策等により、日本経済は緩や
かな回復基調が見られる一方で、
急速な高齢化などの影響から社会
保障関係経費は増加を続けてお
り、依然として厳しい財政状況が
続く中での予算編成となりまし
た。
　さらに２０１７年度は、町田市基
本計画である「まちだ未来づくり
プラン」の６年目であり、また前期
実行計画での新たな発見や課題、
環境変化を織り込んだ後期実行計
画である「町田市５ヵ年計画１７－
２１」の初年度にあたります。
　予算額は、一般会計が１４６１億５７
０２万１千円、特別会計が１２１６億７６
７７万４千円、合計で２６７８億３３７９
万５千円となります。
　主な事業は次のとおりです。
○将来を担う人が育つまちをつく

るための「子育て世代応援事業」
「幼保小連携推進事業」「送迎保育
ステーション事業」など
○安心して生活できるまちをつく
るための「玉川学園コミュニティ
センター整備事業」「新たな地域協
働推進事業」など
○賑わいのあるまちづくりのため
の「シティプロモーション推進事
業」「南町田駅周辺地区拠点整備事
業」など
○暮らしやすいまちをつくるため
の「多摩都市モノレール延伸促進
事業」「公共施設等マネジメント事
業」など

条 例 案
○介護保険法の改正に伴い、関係
する規定を整備するため、所要の
改正をする「町田市高齢者在宅サ
ービスセンター条例の一部を改正
する条例」
○学童保育クラブ育成料を改定す
るため、所要の改正をする「町田市
学童保育クラブ設置条例の一部を
改正する条例」
○保育料を改定するため、所要の
改正をする「町田市特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担額等に関する条例の一部
を改正する条例」
など、１２条例です。

　２０１６年１１月２１日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を
行いました。測定結果は下表のとおりです。
※火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨損傷を防ぐため、棺の中に
副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご
協力をお願いします。
問南多摩斎場☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎７２４・４３４６
南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

調査項目（単位） 5号炉 7号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ/㎥N） 0.31 1.4 5（※1）
ばいじん濃度（g/㎥N） 0.009 0.024 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg/㎥N） 14 23 700（※2）
硫黄酸化物濃度（volppm） 2 4 無し
窒素酸化物濃度（volppm） 85 100 250（※2）
※1「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値
※2「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉の規制値

　地域の大学等と行政が連携・交
流をより深めていくことを目的
に、２月１７日に「第１５回町田市学長
懇談会」を市庁舎で開催しました。
　懇談会では、市内外の大学・短期
大学・高等専門学校の学校長と、市
長、教育長、両副市長が一堂に会
し、「２０２０年を見据えた市と大学
等の取り組み～東京２０２０オリン
ピック・パラリンピック競技大会
に向けて～」をテーマとした意見
交換を行いました。
　同懇談会は１９９５年５月に設置
され、青山学院・麻布・桜美林・恵泉
女学園・国士舘・昭和薬科・玉川・多

摩美術・東京家政学院・東京工業・
東京造形・法政・和光の１３大学、鶴
川女子・山野美容芸術の２短期大
学、サレジオ工業高等専門学校の
計１６校と市で構成しています。
問企画政策課☎７２４・２１０３

３ 月議会が開会 新年度予算
などを審議

南多摩斎場 ダイオキシン類調査結果


