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■ 市政懇談会が開催されました
実施日時 １１月６日（火）１９：３０～２１：３０
場
所 ３丁目集会所
参 加 者 市
側
市長・副市長・各部課長 19 名
コモア側
自治会長・副会長・管理組合理事長・副理事長 10 名

市より、上野原市を１０地区に分けて地区長・副区長と懇談したいとの申し入れがありましたが、勤務され
いる方が多く、出席が難しいため、管理組合正副理事長に参加をお願いしました。
冒頭、市長より市立病院建設・子供医療費支援・中学３年までの医療費無料化・デマンドタクシーの実証運
行等の４年間の成果の説明がありました。
今後も防災・医療・子育て・福祉を重点的に予算配分し、限られた予算の中で厳選し取り組んでいく。特に、
東日本大震災を鑑み、市として防災対策は街づくりの最重要課題と認識している。現在市としても備蓄食料
の配布や簡易トイレの購入、小学校での災害用品の備蓄に取り組むとともに市の危機管理を総合的に把握す
る「危機管理官」を４月から配置しているという話がありました。
皆さんの関心の高い四方津駅のバリアフリー化については、市として今後基本構想を作成することにしてい
るが、今年度は整備方針検討のための現況調査や、整備規模の比較検討等を行う事業を進めているというこ
とでした。

「コモア側からの質問」
（１） 大災害が発生してコモアブリッジが被害に遭った場合、公共施設であれば「公共土木施設災害復旧
事業国庫負担法」に準拠して処置されるので、その仕組みの道筋を行政で作って戴きたい。なお、
ブリッジの維持管理は従来のまま管理組合が行う。コモアブリッジはコモア住民の足であり、これ
無くしてはコモアに住むことは出来ない。市に負担がかかることはないので早急に考えていただき
たい。

（２） 四方津駅のバリアフリー化については８月にコモアの基本的な考えを市に提出している。コモアで
も高齢化がすすんで、高齢者や障害のある方にとっては四方津駅の利用の不便さはおおきな負担に
なっている。そのため、折角住み慣れた家を手放して東京に戻る方も出てきた。早急に実現される
ようお願いしたい。

（市長の回答）
コモアブリッジについては、過去に取り交わされた市とコモアの契約内容を精査して検討する。四方津駅
のバリアフリー化については第一段階として四方津駅の駅舎を二階にし、コモアブリッジと直結する通路
により、階段を使用しないで済むようにする。この通路は市道とする。ブリッジについても災害時のこと
を考えると市道にしないと対応できないと思うので当初の協定書を見直し、ブリッジの上から下まで市道
にしたい。ただし維持管理は管理組合で従来通り行う。
いずれにしてもバリアフリー化はＪＲ東日本との交渉が重要であり、今月中に訪問し設置順位を上げても
らうようにする。

その他として、地デジ対応・スクールバスのＵターン問題・樹木の剪定問題等について質疑応答がありま
したが、時間超過で終了しました。

（自治会長 天野 実）
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■ 巌保育所移設に伴う四方津公民館存続交渉結果について
１１月発行の「コモアニュース」で四方津公民館存続交渉についてお知らせしましたが、１１月１４日に市
長宛ての再陳情書と併せて四方津の一級設計事務所で作成した、保育所・巌出張所・四方津公民館を併設し
た、設計図面を持参しました。しかし、市側は予算超過で出来ない、子供の安全を最優先に考える、と拒否
されました。
市側は第一回の住民説明会前に保育所予算１憶円を既に県に設計図とともに提出しており、
我々
がいくら要求しても聴く耳は持たないわけです。
市側が決めたことの説明だけでそれに従えとの考えでした。
１１月２８日に開催された第二回地元説明会には、
今回も大勢の住民が参加し市側の対応に抗議しましたが、
これ以上交渉が長引けば保育所移設に影響もあり、終結しました。
最終合意結果は、旧巌中学校体育館跡地に建設する巌出張所の仮庁舎に４間×４間を二室設けること。その
一室に調理場を設けること。巌出張所会議室二室を公民館活動に利用できるようにすること。公民館が二か
所に分離することの不便さはありますが、止むを得ない結果でした。
高齢化が進むなか社会教育の重要さをまったく考えず、城壁に取り囲むような建物で子供を育てようとする
歪な教育委員会の考え方を改めることが出来なかったことは残念です。
住民に直接関係のある施設の場合は特に事前の説明があってしかるべきです。それがあればこの問題は拗れ
ることもなかったと考えられます。
最後に市側を代表して山崎副市長が「このたびの公民館・保育所建設に関する計画策定に際して、地元市民
の意見をはじめに聞くべきところが、後になり、手続きが逆になったことを深く反省している。今後の市政
推進に反映したい」旨の陳謝がありました。
（保育所に通う幼児を日当たりの良い広場で伸び伸びと元気に
育てるのが保育所の役目だと考えますが、子供の安全を第一に南側が二階になる日当たりの悪い保育所では
どのような子供に育つのでしょうか。
）
（自治会長 天野 実）

■ 日本瓦斯（株）と協定書を締結しました
コモアのガス供給元の日本瓦斯（株）と「災害時の応急対応の協力に関する協定書」について１２月５日付
けで調印しました。
（災害被害時の対応）
災害被害が発生したとき、甲（自治会）は乙（日本瓦斯）に対して以下に掲げる事項を要請することがで
きる。
・ ガスボンベ保管施設の火災等、二次災害を防止するために社員の派遣等必要な措置をとること。
・ 「災害被害」の程度を速やかに調査し、復旧のための手段と復旧までの見込みについて甲に通知する
こと。
・ 「災害被害」が続く間に、甲が行う緊急措置としての炊き出し等復旧支援活動に関して、代替の熱源、
および必要な資材等を提供すること。
・ ガス供給が復活する際に、住民に対してガスメーターの強制遮断からの復旧に関しての必要な指導を
行うこと
第６条 乙が本協定に基づき行った応援業務により生じた費用については、甲は原則としてこれを負担し
ない。但し、特別の事情があるときは、その負担について甲乙協議するものとする。
（自治会長 天野 実）
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■ 自主防災委員会からのお知らせ
去る１１月１８日(日)『コモアしおつ総合防災訓練』を実施しました。
当日は晴天に恵まれ多数の皆様に参加いただき、防災意識を高めていただいたものと思います。また、
ブロック委員、自主防災隊ボランティア隊員、並びにご協力いただいた関係各機関の皆様、たいへんお
疲れ様でした。
昨年度に比べて参加者が１／２程度で残念でした。年に一度の防災訓練ですので、今後ともぜひ参加
してください。災害は、いつ起こるかわかりません。年の瀬も押し迫ってまいりましたが、各家庭にお
かれましては『防犯・防火・防災の備え』をお願いします。

『コモアしおつ総合防災訓練』実施結果の概要
１ 日
時
平成２４年１１月１８日（日）午前８時３０分から正午まで
２ 場
所
上野原西小学校 校庭
３ 参加人員
１５０名
４ 実施概要
防災無線放送・サイレンと同時に各戸において『白色タオルの掲出』による安否確認後、
上野原西小学校グランドに集合し、下記の訓練及びイベントを行いました。
1.

『白色タオルの掲出』による安否確認結果
Ｈ24総合防災訓練『白色タオル掲出』による安否確認結果
タオルあり タオルなし

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

空き家等

合

計

未提出数

１丁目

226

80

19

325

3

２丁目

193

64

24

281

2

３丁目

186

98

24

308

2

４丁目

132

164

20

316

4

合

737

406

87

1230

11

59.9%

33.0%

7.1%

100%

計

巌消防団第四部及び自主防災隊消火班による放水
訓練
上野原消防本部による梯子車の展示・搭乗体験、煙体
験ハウスの体験、消火器訓練
山梨県警察による水陸両用車の展示
山梨県防災安全センターによる起震車体験
富士東部地域県民センターによる防災講座「防災の心
構え」受講
セコム、ニチガスによる防災用品の展示
上野原市より支給を受けた飲料水及び乾パンの配付
アルファ米(山菜おこわ)の炊飯実演及び配付
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■ 「時計の公園」の樹木整備計画について
昨年の秋に緑道の樹木整備が実施されましたが、時計の公園については未実施でした。
常日頃、時計の公園の近隣の方々から、樹木の葉（特にメタセコイア）が落ちて、
「ベランダなどに張り付
き大変困っている」との苦情が寄せられていました。
１２月の定例役員会で、以下のような整備計画を立て、検討・協議しました。
現在の状況は大略
・メタセコイア １０本
・ヒマラヤスギ １０本
・モミジバフウ
６本
・その他
が植栽されています。
整備計画として
・ メタセコイア１０本を、全部根元より伐採する。
・ ヒマラヤスギの半分の５本を、根元より伐採して５本は残す。
・ モミジバフウ６本の内５本は、２階建て住宅程度の高さにつめる。残り１本は、根が張り出し路面を
持ち上げているので、根元より伐採する。
今後は、２月開催予定の地区別茶話会で、会員の皆様のご意見ご要望、その他を集約していきます。
その間に、市とも整備依頼の協議をしていく予定です。
（副会長 金子久雄）

■ タバコのポイ捨て
タバコのポイ捨て注意！（火事のもと）
ポイ捨て注意！（火事のもと）
１２月１２日午後６時頃、ゴミ入れから火が出ているのを近隣の人が発見し、すぐにバケツで水を運
び消火しました。
（飛び火しないでよかった）
場所は、時計の公園から南へ外周道路に通ずる緑道です。２丁目と３丁目の境で、時計の公園に近い
ゴミ入れでした。
この時期は、乾燥して、風の強い日も多いので、特に火の始末は厳重に処理して下さい。
（副会長 金子久雄）

■ 体育部
体育部からのお知らせ ～『第２９回巌地区球技大会結果
～『第２９回巌地区球技大会結果』～
第２９回巌地区球技大会結果』～
１１月２５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：２チームが参加し、ソフトバレーボールは、優勝、準優勝することができました。また、
ソフトボールも優勝しました。
たくさんの方々に参加いただき、地域の方々との交流もできました。
「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
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■ 青少年部からの『もちつき大会』のお知らせ

日時：２０１３年１月１３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！多数の子ども達の参加をお願いします。
（中学生や高校生、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
※ 当日、お手伝いできる方、大歓迎です！
（連絡先：設楽（しだらく）６６－４１９８）

■ 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：

Ｈ２４－０７
てぶくろの会
小杉 紀久代（ 街区番号１－４５－７ 電話番号６６―４７２８ ）
読書を楽しむ会。本（童話や小説など）を読み合い親睦を深める。

■ 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：

Ｈ２４－０８
コーラスさくら
畠山 喜恵子（ 街区番号３－１６－２ 電話番号６６―２２６８ ）
コーラス好きな仲間が集まり、毎週練習。年１回、市民合唱祭参加を目標とする。

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７日（第１月曜日）10:00～15:00
※１月第２月曜日のふれあい広場は休会です。

場所：３丁目集会所
内容：新年会、七草粥ほか
会費：１００円

（問合せ先

井上 : 66－2068）

第９６回
９６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
～ 新春コンサート ベートヴェン・プログラムでスタートします ～
-- 午後のひと時 クラシック音楽に 耳を傾けませんか –日

時：１月１９日(土)

場

所：４丁目集会所

午後 2 時～4 時 30 分

鑑賞曲目：ベートーヴェン・プログラム

１.
２.
３.
４.

ヴァイオリン･ソナタ 第 5 番 「春」
ピアノ協奏曲第 4 番
ピアノ・ソナタ 第 23 番 「熱情」
交響曲 第 4 番
（問合せ先
平成 2４年度 第 8 号

川島 : 66-2058 高田 : 66-4322）
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「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２５年１月１９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）

HAPPY KIDS クリスマス会のお知らせ
クリスマス会のお知らせ

日 時 ： １２月２０日（木）１０時集合 ノース集会所（駐車場はありません）
持ち物 ： 飲み物・お料理一品・お皿・スプーン・フォーク・箸・持ち帰り用タッパー
みんなで一品持ち寄りのクリスマス会を行います♪

ＨＡＰＰＹ ＫＩＤＳへの入会希望者見学会も兼ねておりますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。
参加人数把握の為、前日までに小島まで連絡をよろしくお願い致します。

（問合せ・申し込み先 HAPPY KIDS 代表 小島友紀子：080－6555－3273 ayu20_aya25_yuk17@ezweb.ne.jp）

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１
次号の締め切りは１月９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
判が基本です）
。
掲示物に関するお願い：
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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