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緑道の剪定作業 終了
明るくなった緑道
★ 十月の初めから着手した緑道の剪定作業、一部季節要因のあるものを除き、十月末に完了しました。見
違えるように明るくなった散歩道、伐採をする事でバトンタッチをした今年度でしたが、専門家の意見
も交え議論を重ね剪定を選択しました。担当をして頂いた樹木医による一本一本丁寧な剪定による作業
は、来春の木の芽が吹く時にその効果がきっと確かめられることでしょう。ご通行の皆様・近隣の皆様
には、一部ご不便をお掛けしましたが、ご協力感謝いたします。

防災懇談会 開催
自主防災委員会
★

10 月 30 日に、自主防災隊・ボランティア隊・自主防災委員にお集まり願い、「コモアの防災を考える
懇談会」を、開催いたしました。従来「防災訓練」を終了すると、あとは年末の火災防止活動（夜回り）
で防災委員会は殆ど活動を終了していました。自治会として、防災問題を考える会合を一度持ちたいと
考えていました。各位へ連絡をしたところ快諾を得られ、開催の運びとなりました。

今回のテーマ

は、
「８月に実施した防災訓練の成果及び反省点、コモアの防災問題を考える、ブロック再編問題」等に
（詳細は、別途 自
ついて話を進めましたが、その他参加各位の提言・意見交換をすることが出来ました。
主防災委員会報告参照）

共同募金 集計結果
ご協力ありがとうございました
★

日本赤十字社の共同募金、今年も全戸に回覧協力をお願いいたし
ました。各地区毎に集計した結果、コモア全体で 139,932 円になりました。
11 月 7 日

巌支所に届けてまいりました。地区別の募金額は、右記のとお

りです。

一丁目

44,556

二丁目

40,976

三丁目

36,063

四丁目

18,337

合計

139,932

茶話会開催決定
★ 6 日の役員会で、12 月一杯を目途に、茶話会を開催することになりました。ブロック委員会で、ブロック
毎の開催日程・時間調整を行いましたので、間もなく皆様のところに開催日時のご連絡をいたします。積
極的にご参加願い、身近な問題、気になる事等、自由闊達な、意見交換の場にしていただきたいと思って
います。
（特に前号で触れた、お互いに顔が見える同士のブロック編成（再編）に関してのご意見もお聞かせ願え
ればと、思っています）
自治会長

川島秀夫
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第 7 回役員会

11 月 6 日第 7 回役員会を開催、各専門部から具体的な活動内容が報告されました。役員会議事内容は、以
下のとおりです。
総務渉外部

諸申請用紙類を、HP から出せるよう検討中、3 丁目のコピー機使用頻度が多いが古い、使用の
少ない 1 丁目の機械と交換を検討中。登録団体、ごんぎつね・ミニバス。

広報部

広報発行 11/19 予定。原稿締切

IT 部

コモアの風アクセス件数

11/9

2391 件、過去最高だった。メルマガ登録のお勧め。集会所予約

HP

と電話予約の割合はどんな状態か、総務渉外部に調査依頼。
文化部

ミュージック・フェアと文化芸術祭大盛況で終了出来た報告と、お礼。文化部として来年度へ向
けての検討会を行った。来年も協力をよろしく。

体育部

10 月 9 日巌地区体育祭は多数の参加者があったが、雨のため中止。今年度の、体育部関係のイ
ベントはすべて終了した。

青少年部

10 月２日四方津小で四方津地区球技大会に参加。本日（６日）市の大会に参加している。

環境防犯部

「ごみ箱のふた」修理は順調に進んでおり、残り３箇所のみです。緑道清掃は、11/26 AM 9:00
からです。緑道終了後 AM 9:40 より四方津小から下る道路の枯葉清掃を行います。役員各位の
参加お願いします。

厚生福祉部

特になし

会計

10/29 監査を受けた。自動引落しの領収証整備の指摘を受けた。茶話会の経費は、ブロック単位
で実費精算請求をしてほしい。

監事

先月末上期の会計監査を実施した。監事４名のチーフを未だ決めていなかったので、本日の午後
意見調整の予定です。

報告・検討事項
ミュージック・フェア盛況裡に終了、各位の協力に感謝。
樹木の剪定 10 月末に終了。
次年度に南北の緑道も検討課題としたい。
紅葉後の枯葉対策を、検討願いたい。
赤十字共同募金協力ありがとうございました。
12 月一杯を目途に、ブロック別茶話会開催を決定。

剪定された緑道の街路樹

連絡事項
20 号線からコモアに入る道路のトンネル内漏水防止工事が、11 月中旬に実施されます。工事中
は、通行にご注意ください。（青木あすなろ建設が、市から受注実施）

管理組合からの報告
公共下水道接続の具体的検討を進めている。（次期総会決議を目途にしている）
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第 7 回ブロック別委員会

今月のブロック委員会は、各地区会長を中心に、地区別に実施しました。
午前中の役員会の報告を中心に、各地区毎に問題点を話し合いました。
☆緑道樹木の剪定作業終了報告。
☆ミュージック・フェア、ブロック委員の協力により成功した。
☆赤十字共同募金活動、協力御礼。
☆茶話会の実施。
☆各部からの報告は、左記第７回役員会報告のとおり。
各地区とも共同募金の集計を行い、コモアとして一括して巌支所に届けることにした。集計結果は、
139,932 円でした。ご協力ありがとうございました。
茶話会
各地区とも茶話会の具体的な日程調整を行い、集会場使用時間調整も終わりました。近日中に各地区ブロ
ック委員より、日程・時間等連絡が届くと思います。茶話会には、多数の皆様の参加をお願いいたします。
自治会活動への要望、ご意見等、聞かせて頂きたいと思っています。
その他
Q. 道路の法面から繁茂している、雑草何とかならないか。
A. 法面は、市道に関する市の所有領域で即答は出来ないが、実態を検証して対処法を検討したい。
Q. ごみの捨て方、マナーを守らない方がいる。ケージの外に置いて行ってしまう。近頃カラスがこれ
を狙って出没する。
A. ブロック内で、再度相互マナーの徹底をお願いします。
Q. ４丁目の消防署用地横に、近頃同じ大型トラックが、よく駐車している。注意できないものか。
A. 実態を把握してから、対処したい。
Q.

コモアニュースの編集方針は？

A. 年初に、編集会議を開催。単なる事実の羅列のみの広報ではなく、今何が行われているか、自治会か
らのメッセージを発信（自治会 NOW）できる紙面づくり。同時に自治会マター（役員会・ブロッ
ク委員会報告）を、住民の皆様と共有できる情報提供の場としての広報紙面づくりを、基本方針と
しています。
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自主防災委員会
自主防災委員会では、今年度の活動予定にはありませんでしたが、自主防災隊・ボランティア隊・自主防災委
員にお集まり願い「コモアの防災を考える懇談会」を開催しました。
この趣旨は、従来「防災訓練」を終了すると年間の防災委員会活動は、殆ど終了でした。これでは災害多発の
昨今、有事対応は混乱のみの無防備都市のままであり、少しでも認識を深める機会を探りたかったからです。
（10 月 30 日実施）
懇談会のテーマは
1.

8 月２８日防災訓練の成果、位置づけ、反省点、感想、等々

2.

コモアの防災問題の今・これからを考える。
（1）コモア自身の備え

防災倉庫、備蓄品及び備品在庫管理

市（行政との連携）、巌消防団との連携をどうするか
（2）災害発生時
3.

情報伝達方法、避難場所、パニックに陥らない体制作り

コモア・ブロック再編成
顔が見えるブロック再編成が出来ないか。毎日顔を会わせる人達でのブロック編成が、
コモアの防災体制作り及び高齢化世帯対策作り上も、早急な検討課題ではないか。参加
各位のご意見を伺いたい。
（開催予定の茶話会でも、問題提起して広くご意見を伺う予定
です）

4.

その他

自由闊達な意見交換があり、数々の提言を頂いた。
*今年度の防災訓練は、自治会の取り組み動員力共に評価したい。
*有事対応問題、コモアは陸の孤島化する。
*コモアのロケーションから考えると、行政はあてに出来ない。
*備蓄飲料水、食料問題、基本的には自己責任で準備する。その他コモ
ア内の店舗、医療機関との事前協議・連携が必要。
*防災活動に役立つ壮年層は、日中殆ど東京方面に出ていて留守。交通・
通信手段対応。

中越地震で倒壊した家屋

*自主防災についての、住民の意識はまだ低い。
*災害時において住民の専門技術・技能を生かすべく、人材登録制度が必要。
（医療

救助

消火

通信

電気

ガス

カウンセラー

等）

*ボランティア隊員中心の防災組織でなく、自治会役員の位置付けをした組織に出来ないか。
*ブロック単位の見直し。区画単位ではなく、玄関を向かい合わせている住民同士の普段の人間関係を基本と
したい。
*救護訓練、応急手当 AED（心肺蘇生器）コモアにも備えたら・・
（AED 使用の応急手当、救護訓練を日本赤十字社の協力により、１月に実施予定）

以上のような意見・提言があり、今後の課題としたい。
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コモアの自主防災隊について
最近、災害に対する関心が高まってきています
が、過日、「コモアの防災体制について良く解ら
ないので教えて欲しい。」というお話がありまし
た。そこで今回は、少し堅い話になりますが、コ
モアの防災体制と、なぜ自主防災組織が必要な
のか、についてご説明させていただきます。
１、コモアの防災体制について
「コモアしおつ自治会規約」では
第 5 条 自治会は会員相互の親睦融和はかり、
快適で文化的な生活環境の維持向上に努め
るとともに、広く地域社会と強調し、その
発展に寄与することを目的とする。
第 6 条 自治会は、第 5 条の目的を達成するた
めに、次の事業を行う
（９）防火・防災・災害に関すること なお
そのための規則を定めて防災組織を設け
るものとする
と規定されおり、これを受けて「コモアしおつ
防災委員会規則」が定められております。
「コモアしおつ防災委員会規則」では、
「防災委
員会」と「自主防災隊」について定めており、
「自
主防災隊」の隊員は以下のように記載されていま
す。
第 15 条（隊員と組織）地区自治会の推薦する者
及び地区住民で防災・防火に熱意を持ち自
発的に参加する者と、自治会ブロック委員
を隊員とし、防災隊を組織する。
したがって、自治会のブロック委員になった
と同時に、自主防災隊員になることになってい
ます。
この結果、現在の隊員数は、次のとおりです。
自主防災隊 91 名・・・・
(内訳) ブロック委員：78 名
ボランテイア隊員：14 名

（参考資料）

２、なぜ自主防災組織が必要なの
自主防災組織については、災害対策基本法第５
条（市町村の責務）で、「市町村長は、前項の責
務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の
整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等
の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神
に基づく自発的な防災組織（第８条第２項にお
いて「自主防災組織」という。）の充実を図り、
市町村の有するすべての機能を十分に発揮する
ように努めなければならない」と定められていま
す。
また、同法第８条では、国、地方公共団体に「自
主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動
の環境の整備その他国民の自発的な防災活動の
促進に関する事項」の実施に努めることを求めて
います。
自主防災組織とは、前記のとおり、災害対策基
本法上は「住民の隣保協同の精神に基づく自発
的な防災組織」とされており、これを具体的にい
えば、地震、風水害、火災等の災害が発生し、又
は発生する恐れがある場合に被害を防止し、若し
くは軽減し、又は予防するため、住民が自主的に
結成し、運営する組織とういうことになります。
自主防災組織は、通常は地域（コミュニティ、
自治会、町内会単位又は小学校区単位など）で、
組織されるものですが、コモアにあっては自治会
を中心として組織され、その主力はブロック委
員という事になっています。以上がコモアに自主
防災隊が組織されている根拠です。
自主防災隊長

高柳友典

以上

コモアニュース掲示板
2005 年秋

コモア

フリーマーケットのお知らせのお知らせ

日時：１１／２３（水・祝）10:00〜12:00
場所：ブリッジ上部ステーション前広場
受付：

藤田

66‑3490，大橋

＊雨天時１１／２７（日）に順延
出店：１１／１２（土）AM８時〜

66‑3728

ひとこと：
コモアフリーマケットはこの回でいったん終了し無期限で幕をひかせて頂きます。
お世話になりました皆様とこれまで参加して下さった方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。
ありがとうございました。
問合せ
コモアフリーマーケット

66‑3558

小西（コモア 2‑27‑2）
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コモア文庫１２月の予定
12 月 7 日（水）

コモア文庫

クリスマス企画

文庫

14:00〜16:00

すてきなクリスマスカードを作りましょう！

移動図書館

14:30〜16:00

日時：１１月３０日（水）10:00〜11:00

11:00〜11:30

場所：３丁目（センター）集会所

12 月 21 日（水） おはなしの会
文庫

14:00〜16:00

移動図書館

14:30〜16:00

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

講師：富永京子さん

参加費：100 円

参加ご希望の方は下記へ電話または FAX で 11 月 25 日
までにお申し込み願います。
Tel/FAX

小杉

66-4063

なお、１２月７日（水）14:00〜16:00 のコモア文庫開架
時にもできます。１１月３０日に参加できない方はお越
し下さい。

自治会からのお知らせ
環境防犯部
１１月２６日（土）9：00-10：00 公園・緑道の清掃
当日は、9:40〜自治会役員を中心に外周道路の落ち葉拾いも計画しています。会員の皆
様のご協力もお願いします。
［環境・防犯部からのお願い］
公園で犬の放し飼いはやめましょう！
車上荒らしにご注意！
11 月８日午後 7 時頃 公正屋 2F 駐車場で ショッピング中の車のガラスを割られて車の中のカバン等盗
まれる事件が発生しました 須藤巡査部長が駆けつけ調査していますが 犯人は判っていません 駐車
する車は 施錠は勿論ですが 重要なものは目に付かないように 車の中に放置しないように 気を付け
てください。
青少年部
クリスマスリース作り参加者募集
青少年部ではお子さんを対象にリース作り体験教室を開催します。
日時：１２月３日（土）

10:00〜12:00

持ち物：軍手、花バサミ

場所：３丁目（センター）集会所
対象者：小学１年生〜中学３年生

参加希望者は、各ブロック委員または青少年部委員までご連絡下さい。
広報部
掲示物承認の受付
１０時〜１７時まで
不在時はポストへお願いします。
掲示物は自治会所定の掲示板に！
五十嵐 3-33-8
みんなの手で明るく住みよい街づくりを

コモアニュース掲載原稿の受付
お知らせの原稿は、書面にて受け付けさせて頂きます。最
寄りの部員宅ポストへお願いします。
内尾 2-19-4
関 3-40-5
荻野 4-3-2
編集・発行：コモアしおつ自治会広報部
山崎（部長）松浦（副部長）
萼、内尾、五十嵐、関、荻野

発行責任者：コモアしおつ自治会長

川島 秀夫

4-10-1

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/
パスワード coMMore996

