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船 田町会 だ よ り

NO

防犯カメラ の 設置 は来年 1月 予定 『運用基準 Jを 作成
町会は 9月 11日 の第 5回 役員会 で防犯カメラの設置場所を さ くら台入 □手前の 「ベ ス ト」 四つ角、施 工
業者 は地 元の 「こや までんき」 とそれぞれ決定 しま した。 これ らにもとづき 9月 13日 には高尾 警察署、 こ
やまでんき、町会 の 3者 で設置個所 での現地打 ち合わ せ を行 うとともに、町会 は、プ ライバ シー問題 との 関
連で近 隣 のお宅へ の周知を行いま した。その後、 9月 30日 には協 働推進課 へ事業補助金交付 申請書類―式
を提出 しま した。
防犯カ メラは 24時 間稼働 することがで き、防犯 カメラで記 録 された 映像 は、そこで起 こった場合の状況
証拠 ともな り犯罪捜査 に有効です。 一 方、撮影 された映像 は特 定の個人識別ができる場合、「個人 情報」 に
該当 し、適正 に管理 されないことによるプライバ シーの侵害が問題 とな ります。八王子市 には 「プライバ シ
ー に配慮 した防犯 カメラの設置及び運用を図るために 「ガイ ドラインJが 策定されていますが 、町会 はこれ
らに沿 つて、運用基準 (案 )を 作成 し、 市か ら承諾 を得 て、 10月 9日 の第 6回 役員会 で協議 し、承認 され ま
した。
なお、補助金交付決定が 当初の 11月 か ら 12月 になる と予定が変更 された ことが 明 らか とな り、 こや ま
でん きとの契約も必然的 に年末か ら年明 けとな り、設置工 事 はそれ 以降となる予定です。

今年 75歳 を迎えた方 は 17名 で前年同様
敬老の 日に合わせ 、総務省 は 65歳 以上の高齢者が 前年 よ り 22万 人増 えて 36
40万 人。総人 口に占める割合 は 29。 1%と 過去最高を更新 したことを発表 しま し
た。船 田町会 では敬老の 日に合わせ て 75歳 以上を対象 に敬老会 を毎年 開催 してき
ま したが 、 コロナ禍のため に昨 年 に引き続 き中止 し、今年 75歳 を迎えた方 と 88
歳 の方 には記念品をお届 け しま した。 75歳 の方 は前年度 と同 じ 17名 、 88歳 は
8名 (同 15名 )で した。なお 、敬老会対 象者数 は 339名 で 、初 めて 前年度 よ り 7
名減 とな りま した。
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□お悔やみを申 し上 げます
6区 谷村 くに子 様 享年
8区 佐藤
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□秋 の全国 交通安全運動 のべ 60人 が参加
交通ル ールの順守 と正 しい交通マナ ー の実践、交通事故 防止の徹底 を図ることを 目的 と した秋の全国交通
安全運動が 9月 21日 か ら 30日 まで実施 され ま した。船田町会 区域 では交通安全部 (渡 辺四郎部長 )が
3か 所 に 60人 を動 員 して無事終 了することができま した。 交通安全部の皆 さま、大変 ご苦労様で した。
□舟田道拡幅箇所 の砂 利道 は舗 装を計画
町会 は 9月 30日 、道路事 業部計画課 に対 して、 舟田道 を拡 幅 して砂 利が敷 いて ある道路の一部が陥没 し
ているこ とを指摘 して補修の要請 を行 いま した。 同時 に拡幅 した部分の早坂 さん宅前 と井上直樹 さん宅
前
及 び道路際の元 駐車場部分 について舗装を要請 しま した。陥没 した個所の補修 は 10月 1日 に実施 し、舗
装 につ いては実施する方向で業者を選定 していることを 明 らか に しま した。
□ 有志 9人 が船田会館の草刈 り実施 (船 田町会ホームページ掲載 )
川の清掃デーの 9月 5日 、船 田会館の草刈 り清掃を予定 していま したが 、雨が降 つたため に中止 しま した。
今年の夏 は雨が 多か ったた めに草木も伸び放題 で苦慮 していま した。その後、町会か ら協力 していただ く
ことを呼 びか けた ところ、 9名 の 申 し出があ り 10月 10日 、 8時 か ら草刈 りを実施することができま
し
た。 5年 前 に植樹 したみかん も黄色 く色づいてき ま した。草刈 りのよってよ り大 きな実をつけてく
れ ると
思 い ます。草刈 りに協力 して戴 いた方々に感謝申 し上げます。

