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四方津駅バリアフリー化推進について

自冶会長 天野 実

11 月 9 日四方津駅周辺整備推進協議会が、江口市長と面談し「四方津駅バリアフリー化推進について」の素案
を提出しました。

（１）
「バリアフリー新法」による駅整備等は、その費用負担として、概略、事業者(JR)30%、国 30%、県費 20%、
市費 20%等となっています。即ち、市は 20%の費用負担で、80%は他からの補助金等となる有利な条件です。

（２）この「バリアフリー新法」の適用を受けるには、従来の都市計画のようなピンポイントの単なる
従来の都市計画のようなピンポイントの単なる駅施設整
従来の都市計画のようなピンポイントの単なる駅施設整
備計画のみでは適用されません。その地域内にある既存の公共施設、民間多数人収容施設、医療施設(官・
備計画のみでは適用されません。
民)等や将来の地域整備構想案、
住民要望案を含めて相互の都市機能関連性を内容とする基本構想を定める
ことが義務化されています。これは同法の適用を受ける必須の条件です。

（３）その基本構想に基づき、重点順位に従い先ず駅整備等を優先して行う
重点順位に従い先ず駅整備等を優先して行うことに
重点順位に従い先ず駅整備等を優先して行うことになります。
ことになります。その後重点地域内
なります。
の他の施設等も「バリアフリー新法」の適用を受けて相互の都市機能関連性を維持した整備がされること
になります。一定の面積地域のバラバラな整備を避けるためです。

（４）
「バリアフリー新法」は、住民参加の法律です。従来の都市計画のような「上からの発想」でなく、実際の
施設等使用者の「下からの発想」の基本構想による住民参加が定められています。
同法 27 条で「住民の発想による基本構想」の住民提案制度が採用されています。
この提案を受けた自冶体の長は、提案の取り扱い結果を公開で提案者に回答すべき法的義務があります。
これにより、上野原市は基本構想を立案し予算(概算)を組み山梨県へ提出することになると思います。

「これまでの経過」

（１）平成 21 年 12 月 15 日「JR 四方津駅等バリアフリー化に関する嘆願書」を上野原市長に提出(7823 名署名添
付)四方津駅周辺整備基本構想策定を市長に文書で請求。

（２）同上、山梨県知事に提出。

（３）
「国における整備基準の改正等をみながら検討する」の旨、市長・知事より回答。

（４）平成 23 年 3 月「国における整備基準の改正」一日の乗降客数 5000 名から 3000 名に改正され四方津駅も該
当。

（５）
「バリアフリー新法」第 27 条に基づき、四方津駅周辺整備推進協議会として、国土交通省関東整備局の指
導を受けながら「基本構想」素案を策定し、11 月 9 日市長に提出した。
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■ 赤い羽根募金について
本年の赤い羽根共同募金運動は 10 月 1 日より 12 月末まで全国一斉に展開されていますが、自冶会でもこ
の運動に賛同し皆様に募金をお願いしましたところ 11 月上旬下記の金額が集まり、JA クレイン巌支店に納
付しました。
皆様のご協力を感謝します。
(自冶会長 天野 実)

１丁目
２丁目
３丁目

62,532
71,706
48,940

４丁目
合 計

40,240
223,178

■ スポーツ公園の遊具撤去します
設置後 20 年を経過し腐食倒壊の危険性がありましたので、市建設課立ち会いで調査した結果、撤去するこ
とになりました。
(自冶会長 天野 実)

■ 茶話会を開催します
平素、自冶会並びに管理組合に対しご理解とご協力をいただいている会員皆様に直接ご意見・ご要望を伺
う茶話会を下記の日程で開催しますので、是非ご出席ください。今回より自冶会・管理組合共同開催にしま
した。自冶会より各地区会長と各地区役員・管理組合より理事長・副理事長が出席し懇談します。

１丁目集会所
２丁目集会所
３丁目集会所
４丁目集会所

1 月２２日(日)
1 月２２日(日)
1 月２９日(日)
1 月２９日(日)

９時３０分より１１時３０分
１３時３０分より１５時３０分
９時３０分より１１時３０分
９時３０分より１５時３０分
(自冶会長 天野 実)

■ 自主防災委員会からのお知らせ
－ 飲料水の備蓄について －
先頃、(株)サントリー社より上野原市に飲料水の提供がありました。
コモアにも備蓄用として 820 本の支給がありました。未だ備蓄倉庫がありませんので、各防災倉庫に保管し
ています。賞味期限は 2 年になっており、今後の取り扱いは役員会で検討します。
(防災委員長 天野 実)
－ 火災警報器の設置済みシールについて －
上野原消防署より、設置が義務化された火災警報器設置調査について、皆様のご協力をいただき有難うご
ざいました。調査票のなかに一部設置でシールを希望された方がおられますが、
「一部設置」ではシールは交
付されません。
寝室・階段・居間・台所等の消防署より指定された箇所に設置されなければ完全な設置になりません。一
部設置された方は出来るだけ早急に完全設置をされて、シールを請求してください。(防災委員長 天野 実)

■ 放射能測定結果のお知らせ
2011 年 12 月 11 日に、コモアしおつ内の１５箇所にて測定を行いました。
（次ページを参照下さい。
）
(自主防災委員会・マナー向上小委員会)
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■

体育部から『第２８回
体育部から『第２８回 巌地区球技大会』結果のお知らせ
第 28 回巌地区球技大会を 11 月 27 日（日）に上野原西中学校で実施され、コモアからはソフトボール 1
チーム、ソフトバレーボール３チーム参加頂き、ソフトバレーボールについては、優勝することができまし
た。なお、ソフトボールについては、惜しくも得失点差で３位でした。参加された方、応援頂いた方々、あ
りがとうございました。コモアの風にも掲載していますので、ご覧下さい。

＜ソフトバレーボール＞

＜ソフトボール＞

■ 青少年部から『もちつき大会』のお知らせ
青少年部から『もちつき大会』のお知らせ

日時： ２０１２年１月８日（日）１１：００ ～ １３：００
場所： コモアブリッヂ上部ステーション広場
新しい年を元気に餅つきをしてお祝いしましょう！多数の小・中学生の参加をお待ちしています。
（大人の方もご一緒に、ぜひどうぞ！）
※お餅がなくなり次第終了します
※エコロジーの観点から、自分用のお皿・お箸・お椀をお持ちください。
※当日、お手伝いいただける方、大歓迎です！

連絡先：自治会青少年部 設楽（しだらく）６６－４１９８

■ 自治会新規登録団体の訂正
１１月号でお知らせしましたハーモニカクラブの登録について、役員会の承認前にコモアニュースに掲載
してしまいましたので訂正いたします。正式登録については、役員会で承認後となりますのでご了解くださ
い。

■ 新規登録団体のお知らせ
登録番号：
団体名称：
代表者名：
内
容：

Ｈ２３－０６
コモア自然クラブ
川田 好博（街区番号 ４－１１－６
電話番号 ２０－６１５５）
自然と環境に関心を持つ方が集まり、フィールドワーク、勉強会などのとりくみをし
ます。
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■ 交通事故の未然防止に努めましょう
＜歩行者＞

安全：安全な場所（横断歩道・信号交差点）で横断する
確認：横断時、手を上げて渡る合図と左右の安全確認をする
安心：反射材をつけて、夜間の自己防衛

＜ドライバー＞

見る：目による安全確認を励行する
止まる：一時停止の徹底、黄信号で進入しない
ゆずる：譲り合いの精神に徹する「思いやり運転」
※反射材（反射タスキ、カカト用黒反射材、ペンダント反射材）について必要な方は
コモア駐在所に多少の在庫がありますので申し出て下さい。
（無料）
（マナー向上小委員会）

■ 振込み詐欺に注意を
「私は絶対大丈夫、そういう人ほど騙されやすい」在宅時でも留守番電話にしておけば、振り込め詐欺の犯
人と話をしなくてもすむため被害にあわず安心です。

※ 最近パソコンを利用したワンクリック詐欺が増えてきていますのでご注意を。なお被害にあった場合は
業者に連絡を取らず、市消費生活相談窓口（６２－３１１４）へ
（マナー向上小委員会）

コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場

上野原市社会福祉協議会の支援により、地域に住む高齢者を対象に参加者とボランティアが企画運営をし、楽しい仲間づくり、
自分の生きがいづくりの場として開催しています。
＜１月予定＞
日時：１月６日(第１金曜日） 10：00～15：00
場所：３丁目集会所
内容：新年会、七草粥
会費：なし

※１月9日（第１月曜）、1月16日（第２月曜）の開催はお休みです。
（問合せ先

井上 : 66－2068）

「上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部」からのお知らせ

日 時: 平成２４年１月１４日(土) ９時～１０時
場 所:上野原西小学校体育館前駐車場（荒天時は中止します）
お願い:ペットボトルのふたも回収しています。
ペットボトルの青いものは回収できません。また，つぶしていただけると大変助かります。
＊当日は，体育館前駐車禁止となります。ご協力をお願いします。
＊今年度は，回収日が土曜日に，また，回収時間は年間を通して９時～10 時になっています。
上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収部
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第８５回
第８５回 LP レコードコンサートのご案内
レコードコンサートのご案内

☆ ☆ ★ 2012 年 新春レコードコンサート ★ ☆ ☆
日

時：１月２１日(土)

場

所：４丁目集会所

午後 2 時～4 時 30 分

鑑賞曲目：1.モーツァルト ヴァイオリンソナタ K454
2.バッハ チェンバロのためのパルティータ BWV830
3.モーツァルト ディベルティメント K.136
4.ベートーヴェン 交響曲第 6 番 「田園」
（問合せ先

川島 : 66-2058 高田 : 66-4322）

「第１５回コモア秋祭り」お礼とご報告
去る９月３日、「第１５回コモア秋祭り」を開催いたしました。 当日は悪天候ではありましたが
予想以上の子供たちの参加もあり無事終了致しました。雨天にもかかわらず多くの皆様にご来場いた
だき有難うございました。

また当日設置しました「東日本大震災復興支援」募金と飲み物売上げの半分を「あしなが東日本大地震
津波遺児募金」に寄付致しました事をご報告させて頂きます。合計金額は 12,170 円でした。

コモア秋祭り実行委員会
コモア神輿会

広報部からのお知らせ
コモアニュース掲示板掲載原稿の受付
掲載希望の原稿は書面または E メールで受け付けます。次号の締め切りは１月１１
次号の締め切りは１月１１日（水）
次号の締め切りは１月１１日（水）です。
日（水）
（期日厳守
期日厳守でお願いします）
期日厳守
＊書面の場合は次の広報部員のポストまでお願いします。 鈴木〔3－8－6〕 平本〔2－21－15〕
commore2009@yahoo.co.jp

＊E メールの場合は右記へお送りください。

掲示物に関するお願い：次のことに注意してご利用下さい（A4
掲示物に関するお願い：
判が基本です）
。
禁止事項：営利目的、政治目的、誹謗中傷など
承認印は菊地〔2－22－11
☎ 66-3825〕で預かっています。
承認印
編集・発行：コモアしおつ自治会広報部
みんなの手で明るく住みよい街づくりを

安福（部長）菊地（副部長）
和智、加藤、車田、近田、鈴木、平本

発行責任者：コモアしおつ自治会長

天野 実 2－27－
27－11

コモアの風（コモアしおつ自治会/管理組合のホームページ）http://www.commore.jp/
http://www.commore.jp/
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