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お知らせお知らせ
◯子医療証をお送りします
　市では、未就学児の医療費を◯乳医
療証（乳幼児医療費助成制度）で助成
し、小・中学生の医療費を◯子医療証
（義務教育就学児医療費助成制度）で
助成しています。◯子医療証には保護
者の所得制限があります。
　４月から小学生になる◯乳医療証を
お持ちのお子さんで、保護者の所得
が限度額未満の場合（◯乳医療証の負
担者番号下４桁が８３２６）は、４月１日
から有効の◯子医療証を３月末にご自
宅に郵送します。申請の必要はあり
ません。４月になっても届かない場
合は、子ども総務課へご連絡下さい。
　◯乳医療証の負担者番号下４桁が
２３２９のお子さんは、所得超過のた
め◯子医療証の対象になりません。
※生活保護受給中、◯親医療証・◯障医療
証（それぞれ負担なしの医療証）に該
当のお子さんは対象外です。
※現在、対象年齢のお子さんで◯乳医
療証、◯子医療証をお持ちでない方は
申請が必要です。
問子ども総務課☎７２４・２１３９

「（仮称）グループホーム　レガメ南
大谷」

入 居 者 募 集
　５月に、認知症高齢者グループホ
ーム「（仮称）グループホーム　レガ
メ南大谷」が開設します。
※入居者の決定方法は申し込み順で
はありません。入居の必要性等を総
合的に判断して決定します。
定１８人（全室個室）
申申込書（特別養護老人ホーム　レ
ガメ町田で配布）に記入し、直接また
は郵送で（仮称）グループホーム　レ
ガメ南大谷準備室（〒１９４－００３１、
南大谷１１７９－１、特別養護老人ホー
ム　レガメ町田内、☎７２８・１１１７返
７２８・０００８）へ。
※申込書の郵送希望者は電話または
ＦＡＸで取り寄せも可。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１

スポーツアワードまちだ 
表彰式典を開催しました

　市とＳｐｏｒｔｓ町田ホームタウン協
議会が主催し、競技を通して全国や
世界で活躍するアスリートやスポー
ツ団体を表彰する「第７回スポーツ
アワードまちだ」で１０組の受賞者が
決定し、３月４日㈯に市庁舎で表彰式
を行いました。
　各部門の受賞者は次のとおりです
（敬称略）。
【グランプリ】玉川学園ジュリアス
（チアダンス）
【準グランプリ】桜美林大学硬式野球
部（硬式野球）

【ベストホープ賞】岸龍之介（ＢＭＸ）、
畠田千愛（体操競技）、宮本和秀（アー
チェリー）

【ベストパフォーマンス賞】佐相宏明

（トライアスロン）、岩佐暖（スピード
スケート）

【ベストインパクト賞】松田瑞江（陸
上競技）

【市長特別賞】関根花観（陸上競技）
【アクティブシニア賞】水村春生（ウ
エイトリフティング）
問スポーツ振興課☎７２４・４０３６
ご覧（縦覧）いただけます

都 市 計 画 案
【町田都市計画下水道の変更】
　都市計画法第１７条に基づく縦覧
で、期間中、住民及び利害関係人は、
都市計画の案について、意見書を提
出することができます。
対住民及び利害関係人
日３月２９日㈬までの午前８時３０分～
午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
場都市政策課（市庁舎８階）
提出３月２９日まで（必着）に直接また
は、窓口縦覧後に郵送で都市政策課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。
問都市政策課☎７２４・４２４７

催し・講座催し・講座
ダンボールコンポストによる

生ごみ減量・資源化講習会
　参加者は、ダンボールコンポスト
１セットをお持ち帰りいただけます。
対市内在住の方
日①４月２４日㈪午前１０時～１１時３０
分②４月２５日㈫午後１時３０分～３時
場①市庁舎②鶴川市民センター
定各１５人（申し込み順）
申３月１７日正午～４月１４日にイベン
トダイヤル（☎７２４・５６５６コード
１７０３１７Ｃ）へ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田さくらまつり・さくらウォーク
のあとは…

さくら湯であったまろう
　３月２５日 ㈯から開催される
「２０１７町田さくらまつり」に合わせ
て、市内の公衆浴場でさくら湯を実
施します。
※３月２５日㈯～４月２日㈰に、両公衆
浴場で「２０１７町田さくらめぐり公
式ガイドブック」を提示すると、タオ
ルをプレゼントします（無くなり次
第終了）。
日・場３月２５日㈯、４月２日㈰、大蔵湯
（木曽町５２２）＝午後２時～１１時、金
森湯（金森３－２２－２１）＝午後４時～
１１時
費大人４６０円、小学生１８０円、未就学
児８０円

問大蔵湯☎７２３・５６６４、金森湯☎
７９６・５９２６、町田市産業観光課☎
７２４・２１２９
市立図書館・ＮＨＫ共催～「ミュシャ
展」

関 連 文 化 講 演 会
【ミュシャ展の見どころ－《スラヴ叙
事詩》を中心に】
　国立新美術館（港区）で６月５日ま
で開催される国立新美術館開館１０
周年・チェコ文化年事業「ミュシャ
展」を、展覧会担当者が解説します。
参加者には本展の招待券を１人１枚
差し上げます。
日４月２２日㈯午後２時開演
場中央図書館
講国立新美術館主任研究員・宮島　

綾子氏
定１１７人（抽選）
申往復ハガキ（１枚に２人まで）に参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を明記し、４月１３日まで（必
着）に、中央図書館講演会担当（〒
１９４－００１３、原町田３－２－９）へ。
問同館☎７２８・８２２０
おいで下さい

日 曜 朝 市
　市内の認定農業者が作った町田産
新鮮野菜の販売です。
※直接会場へおいで下さい。
日４月２日㈰午前７時～８時
場教育センター校庭
問農業振興課☎７２４・２１６６

　３月２６日に行われる町田市少年野球春
季大会開会式の会場にマイボトル（水筒）
を持参した方には、オリジナルステッカ
ーをプレゼントします（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、何回も繰り返し使える環境に
やさしいマイボトルの利用を推進してい
ます。

日３月２６日㈰午前８時～１０
時３０分
場町田市民球場（旭町）
※球場へは公共交通機関を
ご利用下さい。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０

　４月６日から始まる春の全国交通安全運動に合わせて開催します。
※町田市・町田警察署・町田ドライヴィングスクールの共催です。
日４月９日㈰
場町田ドライヴィングスクール（南大谷１－５５）
※駐車場はありません。

【①各種交通安全体験ブース】
時間午前９時～午後３時１０分
内飲酒ゴーグル、エアバッグプロ
テクター、自動車・二輪車シミュレ
ーターの体験等

【②ペーパードライバー教室】
　ペーパードライバーの方以外も
ご参加いただけます。
時間午前９時１５分～午後０時１５分
内指導員同乗によるコース走行、
交通安全講話等

【③白バイ隊員による二輪車実技
教室】
　講習中は安全のため長袖・長ズ
ボン・胸部プロテクターを必ず着
用して下さい。
※整備不良車での参加はできませ
ん。
※胸部プロテクターをお持ち下さ
い。
時間午後１時～３時１０分
内乗車姿勢の指導、コース走行等

�
定②③各３０人（市内在住の方を優先のうえ、抽選）
申①直接会場へ②③３月１６日正午～３０日にイベントダイヤル（☎７２４・
５６５６コード②１７０３１６Ａ③１７０３１６Ｂ）へ。
※雨天の場合、①②は実施、③は中止します。
問交通安全課☎７２４・１１３６、町田警察署☎７２２・０１１０、町田ドライヴィ
ングスクール☎７２３・２４８０

問環境保全課☎７２４・２７１１
　２０１５年度のＬｄｅｎ（年平均値）は東京都固定局３地点（★印）と市測定局５地点のうち４地点（小山小学校は指定区域外）で環境基準に適
合しました（忠生第三小学校では欠測日が１日ありました）。

測定者 測定場所 測定日数
（日）

騒音発生回数（回） 年間最高�
音（ｄＢ）

Ｌｄｅｎ
７０～７９ｄＢ ８０～８９ｄＢ ９０～９９ｄＢ １００ｄＢ以上 合　計 年間値 環境基準

東京都
町田第一小学校★ ３６６ １９８３ １６１６ ３９３ ６９ ４０６１ １０６.７ ６０ ６２以下
忠生小学校★ ３６６ １２１１ ８２２ １３１ ２ ２１６６ １００.０ ５２ ５７以下
鶴川第二小学校★ ３６６ ８２０ １０１ ２５ ６ ９５２ １０３.０ ４８ ５７以下

町田市

本町田東小学校 ３６６ １１８４ ８５１ １０４ ９ ２１４８ １０４.４ ５３ ５７以下
小山小学校 ３６６ ３７１６ ５１０ ２３ ０ ４２４９ ９８.２ ５０ 指定なし
町田第五小学校 ３６６ ２６９２ ６０７ １３４ ２２ ３４５５ １０５.４ ５５ ５７以下
忠生第三小学校 ３６５ １４２５ １０５５ ２７８ ２ ２７６０ １０１.７ ５４ ５７以下
南中学校 ３６６ ９１３ １４０３ ５０ １ ２３６７ １０１.１ ５２ ５７以下

※�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です／Ｌｄｅｎ＝２０１３年４月から航空機騒音の指標となったもので、単
位は（ｄＢ）です。昼夕夜平均騒音レベルとも呼ばれます。Ｌｄｅｎでは夕方や夜間の騒音に重み付けをして、１日の平均を算出します。

２０１５年度（２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日）の航空機騒音発生状況

町田市少年野球春季大会開会式で

「マイボトルキャンペーン」
を実施します

自動車・二輪車の安全運転を学ぼう!
町田市春の交通安全教室を開催します

配布予定のステッカー


