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自転車の 三百衝実 事故で舟■道拡 編 工 事促 進を要請
町会 は 12月 18日 、道路 計画課 に対 して、 自転車 同士の正
面衝突事 故が発生 した ことか ら、舟田道 拡幅
工事の更なる促 進 を要請 しま した.事 故が発生 したのは 11月
27日 7時 過 ぎ、高橋 マサ さん宅前で女子高
校生 (17歳 )と 会社 員 (28歳 )の 自転 車が正 面衝突 し救急車で
運 ばれ る事 故が発生 しま した .こ の場所 は ゆ
るやか な曲線 ですがス ピLド を出すと危険な場所 でもあ ります
。道路がも っと広 けれ ば事故 は防 げたかも し
れ ません 。 また 、事故では あ りませ んが道路 の途 中で車
同士が出会 つた際、車をバ ック してガー ドレールに
接触 して しまった とぃぅ高齢者や 女性 ドライバー も増 えてい ます
。舟田道 は船 田町会 のメーン道路 にもかか
わ らず この ような事態が想定 されるた めに多 くの住民 は迂
回を余儀 な くされてい ます。
舟 田道拡幅工 事 は構造 的 に難 しい箇所が 沢 山 あ り、 概略設
計を含 めて平成 30年 度 はほ とん ど前進 してい
ないこ とか ら、 町会 Iま この 自転 車事故を契機 に工 事の促進
を要請 しま した。 これ に対 して市側 は 『工 事の遅
延 は申 し訳な い。概略 設計 につ いて検査 し精査 した ものが上が
って きてい るので、修正をか け来 年度以 降、
用地 買収ができるよ う予算確保 に努力 してい きたいJと ぃ ぅ考え
方を明 らか に しま した。

□お悔 やみを 申 し上 げます
6区 藤井 ひさゑ様 (享 年 92歳 )12月

11日 こ逝去

□納涼祭の こども大太 鼓の修理完成 (町 会ホ ームベー ジ
掲載・ 参照 )
傷 みがひ どく、子 ども会か ら何 とか してほ しいと要望のあ った
納涼祭の大 太鼓の
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納涼祭 には皆様
前 にお披露 目 します 。

□舟田川清掃 へ破損 フェンス修復 と防草 シー トの
敷設を取 り付 ける (同 上 )
町会では毎年 9月 に舟 田川 (用 水路 )両 岸 の 草刈 りを実施 していま
す。 従来は刈 つた 草を下流 に流 してい
ま したが 、水 崎町会か らの意向もあ リボランティア で回
袋
収するや り方 に変更 しま した 。ただ し、川底か
ら地上 に上 げるの に 3メ ー トル以上 とな ることか ら、
危険な 労力のかか る作業 にな ってい ます。
12月 13日 、八王子市役所 の水再生 課 の職員 4名 に、船 田 町会 3名
、水 崎町会 1名 で現場 を歩 き様 々 な
要望を提出 しま した 。具体的 には①破損 フェンスを修復する
②草の生える部分を コン ク リー トで固める
③防草 シー トで覆 う ④除草剤を使用するな ど。その結 果、破 フェンス
損
について は市が順 次修復する。
草が生えるところについては、防草 シー トで覆 うとい う方
法で対処 したいとぃ う結論 にな りま した。
□年末夜警 :防 犯部 と消防団の皆 さんご苦労様で した
恒例 の年末夜 警は防犯 部が 12月 21日 か ら 25日 で延 べ 58人 、消防団が 26日
か ら 30日 で延 べ 42
人が厳 しい寒 さの 中を任務 を遂行 していた だ きま した
。多 くの住民か ら安全・ 安心 と感謝 されて います。
□平成 30年 度社会福祉協議 会会 員募集結果
11月 か ら 12月 にか けて実施 しま した。その結果、 前年度 よ り若 干減
したものの 224世 帯 か ら 12
1,000円 のご協力をいた だ き、 12月 10日 に納入 しま した.こ 協力あ少りが
とうこざいま した。
□凍結防止 剤 (塩 化 カルシ ウム)は 横 山事務所 ヘ
雪 に備 えて八 王子市横 山事務所 では凍結防止 剤を希 望者 に配
布 してい ます 。 個人 はボ トル 1本 (1.5〜 2
a)か ら 2本 との ことですので 早めに活用 して 下さい。
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