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関係図書をご覧（縦覧）いただけます
野津田東土地区画整理 
事 業 の 事 業 計 画 変 更
　住民及び利害関係人で同事業計画
について意見がある場合は、東京都
知事に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
縦覧期間４月１４日㈰まで
縦覧場所４月１２日までの月～金曜
日、午前８時３０分～午後５時＝地区
街づくり課（市庁舎８階）、４月６日㈯、
７日㈰、１３日㈯＝南出入口警備員室
（市庁舎１階）、４月１４日㈰＝相談室Ｃ
－５（市庁舎１階）
意見書の提出４月２８日まで（消印有
効）に、直接または郵送で東京都都市
整備局市街地整備部区画整理課（〒
１６３－８００１、新宿区西新宿２－８－
１、東京都庁第二本庁舎１１階中央、☎
０３・５３２０・５１３２）へ。
問地区街づくり課☎７２４・４２６６
原町田一丁目駐車場の

指定管理者を募集します
対有料の自動車駐車場またはこれに
類似する施設における管理運営業務
の実績を有する法人、またはその他
の団体
※共同事業体として応募する場合
は、前記の実績を有する団体が含ま
れていることが必要です。
対象施設原町田一丁目駐車場、原町
田一丁目第２駐車場（２施設を一括で
管理）　
指定期間２０２０年４月１日～２０２５年
３月３１日（５年間）
※募集の詳細は、町田市ホームペー
ジをご覧下さい。
問産業政策課☎７２４・３２９６

助成金の受け付けを開始します
　既に契約や事業に着手している場
合は助成の対象外となります。詳細
はお問い合わせいただくか、町田市
ホームページをご覧下さい。

【木造住宅耐震改修助成金】
　木造住宅の無料簡易耐震診断、精
密耐震診断、耐震設計、耐震改修工
事、耐震シェルター等設置工事、除却
工事に関する助成制度です。
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅（賃貸
用の住宅は除く）を、自らが所有して
いる個人の方

【ブロック塀等撤去事業助成金】
　ブロック塀等の撤去工事に関する
助成制度です。
対道路等に面する一定高さ以上のブ
ロック塀等を、自らが所有している
方

◇
問住宅課☎７２４・４２６９
春号を発行しました！～町田市　講
座・イベント情報誌

生涯学習ＮＡＶＩ　好き！学び！
　市内や近隣で４
月～６月に開催ま
たは募集を開始す
る講座・イベント
等の情報を掲載し
ています。これか
ら新たな学びにチ
ャレンジしたい
方、学習の機会を探している方は、ぜ
ひご覧下さい。
配布場所市庁舎、各市民センター、各
市立図書館等
※町田市ホームページでもご覧いた
だけます。
問生涯学習センター☎７２８・００７１

生涯学習センター
障がい者青年学級新入生募集
対市内在住で、障害者手帳をお持ち
の１８歳以上の方
日原則第１・３日曜日、午前１０時～午
後４時
場生涯学習センター、ひかり療育園
内主に知的障がいのある方が中心と
なって「生きる力・働く力の獲得」を
目的とした、音楽・劇・スポーツ・創作
活動・料理・合宿等を行う
定若干名
※応募多数の場合、４月２８日㈰午前
１０時から抽選会を行います。
申住所・氏名・電話番号・年齢・障がい
の種類と程度・応募動機を明記し、４
月２２日まで（消印有効）に封書で、生
涯学習センター（〒１９４－００１３、原
町田６－８－１）へ。
問同センター☎７２８・００７１返７２８・
００７３
大地沢青少年センター～１０月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申４月６日午前８時３０分から電話で
同センター（☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※１０月１日、８日、１５日、１６日、２３
日、２９日は利用できません。
町田市自然休暇村　せせらぎの里～
１０月分の

利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申４月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込

みも可）。
※１０月２日、３日、８日、９日は利用で
きません。

催し・講座催し・講座
まちだ○

ま る

ごと大作戦
作戦 会 議 ｢大 交 流会～ 
語って、聞いて、つながろう」
　まちだ○ごと大作戦１８-２０は、皆
さんが「やってみたい夢」を、賛同者
の知恵や応援を得て実現を目指す取
り組みです。
　作戦会議は、自分の提案・アイデア
をPRし、参加者の提案を共有・共感
することで、仲間づくりやアイデア
磨きができる機会です。
　当日は、まちだ○ごと大作戦に関
する疑問や悩みを相談できる「なん
でも相談会」や、まちだ○ごと大作戦
で活動を始めている方の話を聞く
「体験者座談会」のほか、「子ども」「福
祉」「エンターテインメント」をテー
マに語り合う「○ごとトーク」を行い
ます。お気軽においで下さい。
日・内４月２０日㈯、午前１０時から＝
なんでも相談会、午後１時～２時＝体
験者座談会、午後２時～４時＝○ごと
トーク（入退室自由）
場市庁舎３階会議室３－２・３
問同実行委員会事務局（広報課まち
だ〇ごと大作戦担当）☎７２４・４０８４

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日４月１７日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎　
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

子ども創造キャンパスひなた村

指定管理者による運営を開始します
問子ども創造キャンパスひなた村☎７２２・５７３６、児童青少年課☎７２４・

　  ４０９７

南多摩斎場

ダイオキシン類等調査結果
問南多摩斎場☎７９７・７６４１、町田市市民総務課☎７２４・４３４６

ストーマ装具保管事業を行っています
問障がい福祉課☎７２４・２１４７返０５０・３１０１・１６５３

　ひなた村は児童館相当施設とし
て位置付けを改め、「町田市子ども
創造キャンパスひなた村」として
新たに運営を行います。
　併せて、提供サービスの質の向
上と施設運営の効率化を図るた
め、指定管理者制度を導入し、アク
ティオ（株）が管理運営を行いま
す。
　今後は指定管理者が「ひととな
かよくたのしいミライ」をコンセ
プトに、遊び、野外体験、創作活動
などさまざまな事業を提供し、子
どもたちの自由な発想や元気で健
やかな心身を育み、伸ばすサポー
トをしていきます。
　また、地域の方々と連携し、協力
を仰ぎながら、さらに市民の皆さ
んに愛される施設を目指します。

【子ども創造キャンパスひなた村
にｐｅｐｐｅｒがやってくる～ｐｅｐｐｅ
ｒ隊長のウォークラリー】
　ヒト型ロボットｐｅｐｐｅｒ（ペッ
パー）と一緒に遊んでみませんか。

隊長が示すコースのチェックポイ
ントを回って、答えを報告しよう。
※午後２時３０分までに直接会場へ
おいで下さい。
対市内在住、在勤、在学の１８歳以
下の方（小学２年生以下は保護者
同伴）
日４月１３日㈯午前１１時～午後３時
場子ども創造キャンパスひなた村
子どもサロン（スタート及びゴー
ル地点）
費１００円（保険料）

【子ども創造キャンパスひなた村
ホームページを開設します】
　今後もさまざまな講座やワーク
ショップを実施します。
　各事業についてはホームページ
等でご案内します。

　昨年１１月２２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。
　なお、火葬によるダイオキシン類

の発生や焼骨の損傷を防ぐため、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。

　市では、ストーマ装具を使用する
方が、災害時に自身のストーマ装具
を持ち出せない場合に備えて、個人
が使用しているストーマ装具を市内
３か所の施設で保管する事業を実施
しています。
対市内在住のストーマ装具使用者
保管場所ひかり療育園、（社福）町田
市社会福祉協議会（町田市民フォー
ラム内）、わさびだ療育園
申保管事業利用申請書（障がい福祉

課及び各障がい者支援センターで配
布、町田市ホームページでダウンロ
ードも可）に必要事項を記入し、直接
障がい福祉課（市庁舎１階）または各
障がい者支援センターへ（郵送で障
がい福祉課〔〒１９４－８５２０、森野２
－２－２２〕へ申し込みも可）。
※後日、保管事業利用承認書を送付
します。指定された搬入期間にスト
ーマ装具と併せて各保管場所へ持参
して下さい。

調査項目（単位） 6号炉 11号炉 指針値等
ダイオキシン類濃度（ng-ＴＥＱ／㎥N） 0.17 0.2 5（※1）
ばいじん濃度（g／㎥N） 0.008未満 0.007 0.15（※2）
塩化水素濃度（mg／㎥N） 18 7 700（※2）
硫黄酸化物濃度（volppm） 3 6 無し
窒素酸化物濃度（volppm） 93 97 250（※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

子ども創造キャンパスひなた村
ホームページ

ハスのんがお届けします。　詳細は、ＥＣＯまちだ 4 月 1 日号をご覧下さい。　問環境政策課☎724・4386


