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■ 四方津駅バリアフリー化について

昨年１１月９日、四方津駅周辺整備協議会は四方津駅バリアフリー化に関する素案を江口市長に提出しまし
た。
市もこれによって動き出し、
本年３月の議会で四方津駅バリアフリー化のための調査費５６０万円が提案、
可決されました。そこで本年４月自治会では、先に提出した「素案」だけではなく、もっと具体的かつ詳細な
提案が必要であると、四方津駅バリアフリー化推進委員会に要請しました。委員会では早速４つの小委員会を
立ち上げ、７月２０日を提案提出期限としました。小委員会は短期間ではありましたが精力的に活動され、そ
の提案内容は７月２９日の推進委員会で承認されました。この提案は８月５日の役員会でも了承されましたの
で、その内容についてお知らせいたします。

第一委員会 コモアブリッジを公共土木施設として認定させ、災害時には災害復旧事業費国庫負担法の適用
対象物とする。

第二委員会 コモアブリッジから駅改札口までの特定経路によって、車椅子の使用者・障害者・高齢者が安
心して利用できる。
「地域公共交通確保維持改善事業費」や「都市再生整備計画事業費」等の国
家予算の利用。

第三委員会 駅前開発並びに「子育て支援センター」の設置。共働き夫婦が安心して働ける環境づくりを一
日も早く実現する。
「地域公共交通確保維持改善事業（２３年にＪＲが立ち上げた新規事業計
画）
」の利用。

第四委員会 上野原西中学校への通学路の整備。この通学路の道幅は狭いうえ危険箇所が数多くあり早急に
改善する必要がある。

以上の案をコモアの考えとして四方津駅周辺整備協議会に提出します。
四方津駅周辺整備協議会では近く審議し、市に住民提案として提出します。今後市としては住民代表を含め
た協議会を立ち上げ基本設計に着手しなければなりません。私達は２０年間我慢を強いられてきたこの苦しみ
から一日も早いバリアフリー化の実現を願っておりますが、今後は市長以下行政の取り組み如何であり注意深
く見守ってまいります。住民の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
（自治会長 天野 実）

■ デマンドタクシーの実証運行について

昨年１０月３日より路線バスが一日４便コモアに乗り入れました。
しかしながらバスの利用者が少ないため、
９月末で午前１０時４７分のバスの運行を廃止し、代わりに１０月よりデマンドタクシーの実証運行が実施さ
れます。
デマンドタクシーについては高齢者の利用が増えており、各地で増加していますが、詳細については８月２２
日午前１０時より３丁目集会所に市の生活環境課担当者が説明にまいりますので特に高齢者の方はご参集くだ
さい。

（自治会長 天野 実）
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■ 巌出張所並びに四方津公民館存続署名活動について
巌出張所並びに四方津公民館存続署名活動について

上記署名活動については、ご協力を賜わり有難うございました。
巌地区の総計２５４３名分の存続署名簿は８月２日巌地区岡本会長・萩原四方津公民館長・各利用団体代表・
天野が市役所を訪問し、副市長・総務部長・福祉部長と面談し署名簿を添付した陳情書を提出し、存続を強く
要望しました。
先の６月市議会でも私たちの請願書が取り上げられ議員全員が賛成し可決されています。市では保育所の開
設は２６年度を予定しているが、内容については、９月市議会で報告し、その後地元への説明会を開催すると
の回答でした。
なお、今回は紹介議員として服部議員に同席をお願いしました。

「コモア地区集計」
地区別

１丁目

２丁目

３丁目

４丁目

署名数

２８６名

２６１名

３７２名

３３７名

合 計
１２５６名
（自治会長 天野 実）

■ 環境防犯部からのお知らせ

日頃より会員の皆様には環境防犯部事業にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
また、７月２８日（土）の定期清掃には酷暑の中、多くの方々に参加いただきありがとうございました。
さて、今年も「時計の公園」内にあります上下の池の大掃除を７月２９日（日）～８月 1 日（水）にかけて
実施しました。池の中に投げ込まれた石、棒きれ等は土のう袋に９袋もかき出しました。非常に残念です。こ
の池は毎年夏には、小さな子供たちが水遊びをして楽しみます。どうか石等を投げ込まないようにご協力をお
願いします。また、そのような行為を見られた時は大人が厳重に注意してください。よろしくお願いします。

次回の定期清掃実施日：９月８日（土） ８：００～９：００
雨天の場合は９月１５日（土）に順延
（当日はマイク放送で実施か順延かをお知らせします。
）
※ 当日は飲み物を配布しますので、ブロック委員の方は参加人数を確認の上、近くの配布場所まで取
りに来て下さい。
※ 草刈機の貸し出しをします。
（全１８台整備済）環境防犯部まで
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■ 騒音について

夜になっても気温が下がらず窓を全開にして涼風を求められるご家庭が多いと思いますが、ここで気になる
のが騒音です。近隣に迷惑をかけぬようＴＶ・ステレオの音量、犬の鳴き声等には十分注意してください。
（マナー向上小委員会）

■ 防犯灯の電球が切れている場合

お気づきの方は近くのブロック委員へ、球切れ箇所の街区番号と位置をご連絡ください。ブロック委員は、
管理組合事務所（６６－３４８６）へ連絡してください。なお、電球の交換は２カ月毎になりますのでご了解
ください。
また、外周道路の街路灯については、市の所管となりますので各区長へご連絡ください。
（マナー向上小委員会）

■ 交通事故

今月上旬にコモア内で車同士の接触事故がありました。幸い人身に怪我はありませんでしたが車はかなり破
損していました。運転なさる方は、コモア内速度３０ｋｍと交差箇所での徐行運転を心掛けて安全運転をお願
いします。
（マナー向上小委員会）

■ 花火

スポーツ公園で花火をしている方にお願いがあります。花火が終わった後の使用済み花火は、その場に放置
せずに必ず自宅へ持ち帰って下さい。また、火のもとには十分注意してください。翌日、公園を使用される方々
のためにも・・・・・
（マナー向上小委員会）

■ 市の防災訓練

８月２６日（日）に市の防災訓練が実施されます。朝８時３０分にサイレンが鳴り訓練放送が流されますが、
コモアの防災訓練は１１月１８日（日）に実施します。
（自主防災委員会）

■ 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：

Ｈ２４－０４
ミツバチの会
沖田真澄（ 街区番号 ４－１－４ 電話番号６６－３５６７ ）
昨年、上野原市もみじホール（多目的ホール）において「ミツバチの羽音と地球の回
転」上映会後、参加者より今後“地域でエネルギーの転換を考えたり、活動をしてい
きたい”との要望を受け、有志により本年２月準備会を開催。４月、名称を決定し活
動を開始。
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コモアニュース 掲示板
ラジオ体操のお知らせ

今年も毎年恒例の夏休みラジオ体操を行います。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！
日時：前期 ７月２３日（月）～７月２７日（金）
後期 ８月２０日（月）～８月２３日（木）
時間：６時３０～６時４５分
（開始５分前までに集合してください）
場所：上野原西小学校体育館前広場
●雨天の場合は「中止」とさせていただきます。
●各期最終日（７月２７日、８月２３日）には参加賞を配布しますので、雨天でもお集まりください。
●皆勤賞もありますので、奮ってご参加ください。
連絡先：自治会青少年部 設楽（しだらく）66-4198

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。
＜９月予定＞
日時：９月３日（第１月曜日）10:00～15:00

日時：９月１０日（第２月曜日）9:00～12:00

場所：３丁目集会所

場所：３丁目集会所

内容：ふれあい広場「敬老会」

内容：小物作り ほか

会費：なし

会費：なし
（問合せ先

井上 : 66－2068）

第１６回「コモア秋祭り」開催のご案内
コモアの子供たちにもお祭りを楽しんで欲しいという趣旨で始まり、毎年恒例となった「コモア秋祭り」も年を追うごとに盛況とな
り、今年で１６回目を迎えることとなりました。下記の通り開催いたしますので、多数の方々のご参加並びにご支援・ご協力をお願
い申し上げます。
１．日時：平成２４年９月１日 土曜日
２．午後２時から午後８時（雨天決行）
３．場所：コモアブリッジ上部（渡御出発着、各種イベント）
・外周道路
４．開催内容：
①子ども神輿渡御

午後２時から
※ 運動靴でご参加ください。危険なためサンダル類では参加できません。

②こどもイベント： 午後４時頃から
輪投げ・スーパーボールすくい・かき氷・ビンゴゲームなど
③大人神輿渡御

午後６時から
担ぎ手大募集（運動しやすい服装でご参加ください）

どなたでも参加できます、中学生・高校生・大学生も奮ってご参加ください。
問合せ先・関本（4-13-13 電話 66-2432）
・原田（4-15- 6 電話 66-2110）
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９２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
－ クラシックを、ＬＰレコードの懐かしい音で土曜の午後のひと時をすごしませんか！ －
日

時：９月１５日(土)

場

所：４丁目集会所

午後 2 時～4 時 30 分

鑑賞曲目：1. ハイドン 弦楽四重奏曲 第５番 「セレナード」
2. ハイドン トランペット協奏曲
3. モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲
4. バッハ 管弦楽組曲 第５番
5. ヴィヴァルディ 「四季」
（問合せ先

川島 : 66-2058 高田 : 66-4322）

上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収
上野原西小学校ＰＴＡ資源ごみ回収のお知らせ
資源ごみ回収のお知らせ

日 時 ：９月１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

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
次号の締め切りは９月
日（水）
次号の締め切りは９月５
９月５日（水）です。
（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：
判が基本です）
。
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
するお願い：
禁止事項：営利目的、政治目的、誹謗中傷など。掲示期間（２週間）を厳守してください。
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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