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米空母艦載機による　騒音問題の解消等を要請
問企画政策課☎72４・210３

家族介護者教室
問高齢者福祉課☎72４・21４0

平成２９年度東京都功労者表彰
� （スポーツ振興功労）を受賞しました

問スポーツ振興課☎72４・４0３６

第８回スポーツアワードまちだ
表彰対象者募集中！

問スポーツ振興課☎72４・４0３６

「イベント申込システム（通称イベシス）」で�
イベントの申し込みができます

問町田市イベントダイヤル☎72４・５６５６（受付時間＝午前7時～午後7
時）、広聴課☎72４・2102

公開している会議　傍聴のご案内
 

会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み
町田市都市計画審議
会

11月20日 ㈪
午前10時から

市庁舎3階第1
委員会室（予定）

10人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課
（☎724・4247）へ

町田市総合教育会議 11月24日 ㈮
午後1時から

市 庁 舎3階 会
議室3-1

30人
（申し込み順）

11月20日までに電話で企
画政策課（☎724・2103）へ

町田市公共施設再編
計画策定検討委員会

11月28日 ㈫
午後2時から

市 庁 舎2階 会
議室2-3

5人
（申し込み順）

事前に電話で企画政策課
（☎724・2103）へ

カワセミ通信
町田市長　石阪丈一
１３１

　台風２１号、２２号のあと、北風が入
り、冬、間近を思わせる朝が続きます。
　この時期になると姿を見せるオオ
タカが今年もやってきました。ジョ
ウビタキも、冬鳥のトップを切って
渡ってきました。シメやツグミも来
ています。
　広袴公園の調整池には、これまで
のカルガモに加えて、コガモ、オナガ
ガモさらにはオカヨシガモなどが入
って賑やかになりました。
　さて、先日、新しい町田消防署の落
成式と内覧会が行われました。現在
の中町の庁舎と比べると、敷地も建
物も何倍にもなりました。新庁舎の
場所は本町田で、旧緑ヶ丘小学校の
跡地、本町田小学校の向かい側です。
　消防車や救急車は、１１９番を受け
て、現場にどれくらいの時間で到達
できるかが最も重要な課題のひとつ
です。この場所は、市道町田６２３号線
に面していますが、町田市の中心市
街地方面に出動する場合は、現状で
は、西側の町田街道の木曽中原交差
点か、さらに西側の町田駅前バス通
りに出てから、左折することになり
ます。

　しかし、新消防署のすぐ西の木曽
団地南交差点を左折して、直接、町田
市民病院前に到達する都市計画道路
町田３・３・３６号線が数年のうちに開
通する見込みになりましたので、こ
のルートを使えば、短時間で中心市
街地に行けるようになります。
　この道路の開通によって、忠生地
区・常盤町方面と町田駅方面の道路
ネットワークは、常盤町方面から木
曽団地南交差点を経て町田市民病院
に至る路線を合わせ３本の道路が併
行して通る形になり、交通混雑の緩
和が期待されています。
　町田消防署は今月下旬には新しい
庁舎に引っ越しをします。災害対応、
救急対応の拠点として機能が強化さ
れることを期待しています。

2017年7月~9月の航空機騒音測定結果（速報値）

問企画政策課☎72４・210３
2017年7月~9月の航空機騒音苦情受付件数

測定場所 測定月 騒音発生回数（回） 月間最高音
（ｄＢ）70～7９ｄＢ 80～8９ｄＢ ９0～９９ｄＢ 100ｄＢ以上 合　計

本町田東
小学校

7月 ９９ 5 0 0 104 85.2 
8月 182 112 37 4 335 102.6 
９月 172 33 5 0 210 ９8.2 

小山小学
校

7月 188 7 0 0 1９5 83.2 
8月 241 21 0 0 262 87.0 
９月 207 26 0 0 233 88.8 

町田第五
小学校

7月 141 15 0 0 156 83.6 
8月 213 65 50 8 336 103.2 
９月 234 31 7 2 274 100.4 

忠生第三
小学校

7月 60 0 0 0 60 77.8 
8月 171 116 18 0 305 ９5.6 
９月 108 58 8 0 174 ９4.3 

南中学校
7月 30 1 0 0 31 80.6 
8月 182 162 5 0 34９ ９8.6 
９月 124 68 3 0 1９5 ９９.3 

※ 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…騒々しい工場内、大声による独
唱、100ｄＢ…電車通過時のガード下の最大値

※町田第五小学校では3日間、小山小学校では5日間欠測日がありました。

　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
苦情の件数は右下表のとおりです。
　９月１日~5日に厚木基地において
米軍機の着陸訓練が実施され、米空
母ロナルドレーガンは、９月8日に横
須賀港から出港しました。これらの
影響により、町田市上空でも米軍機
の飛行が多発したことから、8月~９
月は特に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まいりま
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mci
ty470@city.machida.tokyo.jp）で
も受け付けていま
す。

月 件　数
7月 41件
8月 212件
９月 ９0件

問環境保全課☎72４・2711市HP 航空機騒音測定結果  検索

市HP 航空機騒音苦情件数  検索

　米空母艦載機の騒音について、昨年度、市に寄せられた苦情は１９0２件
にのぼり、市民生活に重大な影響を及ぼしています。
　１日も早く騒音問題の抜本的解決が図られるよう、市は、神奈川県及び
厚木基地周辺市とともに、１0月２4日に内閣総理大臣、駐日米国大使、在
日米海軍司令官らに対し、航空機騒音の解消等を要請しました。
　今後も引き続き、厚木基地周辺の自治体と連携し、国と米軍に対し、騒
音解消に向けて粘り強く要請していきます。

　（一財）町田市体育協会・山本正
実理事長は、スポーツ・レクリエー
ション活動の普及・振興への功績
が認められ、１0月２日に平成２９年
度東京都功労者表彰（スポーツ振
興功労）を受賞しました。
　山本理事長は、学生時代からバ
レーボールの全日本級選手として
活躍され、引退後は町田市バレー
ボール連盟の理事長を務める傍
ら、ママさんバレーボールチーム
の監督や約5千人が参加する「武
相バレーボール大会」を主宰し、地
域のスポーツの発展に大きく貢献

　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8回スポーツアワ
ードまちだ」（２0１8年３月１0日開
催）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　①２0１7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・アマや町田市内在住の有無
は問いません。
※ＦＣ町田ゼルビア（サッカー）、ＡＳＶ
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）、北太
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。

しています。
　１0月２６日に市庁舎を訪れた山
本理事長は、「町田市体育協会とし
ては、4人目、平成になってからは初
めての受賞者となる。今後もスポ
ーツを通じて、市に貢献していきた
い」と受賞の喜びを話されました。

　町田市イベントダイヤルで募集
しているイベントは、電話による
申し込みのほか、パソコンやスマ
ートフォン等から「イベント申込
システム（通称イベシス）」で２4時
間申し込みできます。

　「広報まちだ」の発行より一足早
くイベント情報を検索することが
できますので、ご利用下さい。
市HP イベシス  検索

【毎日の食事で認知症予防！】
　認知症についての基礎知識や、
認知症予防におすすめの簡単なレ
シピを管理栄養士が紹介します。
対市内在宅高齢者の家族介護者

日１２月１２日㈫午後２時～３時
場徳永薬局（西成瀬）
定３0人（申し込み順）
申電話で南第３高齢者支援センタ
ー（☎7２0・３80１）へ。

11月1日に落成式が行われました


