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防犯カメラ設置具体化に 一歩前進
機器設置検討資料作成へ「セキスイ」
★ １月のコモアニュースで取り上げた防犯カメラの設置について、多数の方からご意見をいただきました。
さらに「コモアの風」にも書き込みがあり関心が広がっています。事件多発の折、危機感を一番持って
いると思われる四方津小学校に「防犯カメラ設置」に関して説明かたがたご意見を伺いに、校長・教頭
両先生を訪問しました。「学校としては、大変ありがたいことです。現在下校時には全教師及び一部父
兄の手も借りて、生徒を安全に送り届けることを実行している。度重なる児童犯罪から生徒たちを守る
ために、コモア全体で防犯効果を挙げる手立てを考えてもらえるのはとてもありがたい。学校としても
実現に協力出来るところは、協力していきたい。」とのことでした。

一方で学校側から、防犯パトロ

ールについての協力要請もありました。
この話を具体的に進めるに際しては、まず設置機器関係の検討資料・ノウハウが必要であると思いセキ
スイハウスの田中課長に、セキスイの他所での具体的な設置事例を検討材料として提供してもらえない
か相談を持ちかけました。既に実施している事例で、コモアに置き換えて試算、概算見積りを快諾して
くれました。セキスイの積極的な姿勢に感謝。機器の検討が具体化すれば、それを基に運営面へと更に
一歩実現に向けて進めることができると思います。 防犯カメラと直接関係ありませんが、
「俊道ガス」
も「ガス会社としてコモアの安全管理のためにセキスイと共に協力したい。」との申し出でがあったそ
うです。安全で住みよいコモアづくりのため住環境改善に関する協力態勢の広がりうれしい限りです。

救護・応急手当訓練実施
★ １月 29 日（日）四丁目集会所で救護・応急手当訓練を実施しました。日本赤十字社・戸倉氏指導のも
当日訓練に参加いただいた約 40 名のかたがたが、真剣に救護活動を実施いたしました。
特に今回は、山梨県内でもまだ設置がほんの数カ所しかないという AED（自動対外式除細動器）を使
った最新の訓練でした。参加された方は、最初は大分戸惑っていましたがすぐに要領を覚え何度も繰り
返し練習していました。 今後さらに多数のかたがたに習熟していただき、将来的にはコモアにも設置
を検討していきたいと考えています。

読売新聞社から取材依頼
★ 地域社会の活性化をテーマに、活発な活動を行っている地域を訪問取材している読売新聞東京本社社会
部から取材依頼がありました。ホームページや、同種の活動をしているかたがたからの口コミも含めて
当コモアを取材先に決定したそうです。１３日の取材に応じ面談しました。テーマは「人口減がすすむ
なかで、ここで暮らしていく

元気な自治会活動」

Yomiuri Weekly に掲載予定。
自治会長

川島秀夫
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第 10 回役員会
2 月 5 日第 10 回役員会を開催、各専門部の活動報告がありました。役員会議事内容は、以下のとおりです。
自治会長

1

防犯カメラ設置・一歩前進（NOW 参照）

2

自主防災委員会

AED を使用した心肺蘇生訓練実施４０数名参加。巌消防団へ

地域協力

金を支払いました。
3

季節要因のあった残りの樹木の剪定すべて完了しました。

4

1 月 17 日自治会三役と管理組合理事長・副理事長で、奈良市長挨拶訪問実施。

5

総会に向けた各専門部の経過報告・新年度計画準備よろしくお願いします。

各地区会長 一丁目

樹木関係昨年の残り 7 本（イタリアン・サイプレス）の剪定終了。これで今年度の剪定
事業はすべて終了しました。南北の緑道については次年度の検討課題です。

二丁目

特にありませんが、先月問題にしたタバコのポイ捨て問題改善されました。

三・四丁目

特になし

専門部活動報告
総務渉外部

各専門部長あて連絡のとおり、総会に向けた準備経過報告・年度計画よろしくお願いします。

広報部

広報の原稿は 8 日締切

IT 部

編集会議は 11 日

コモアの風アクセス件数

発行 18 日

1821 件、一日平均 52 井戸端会議に「防犯カメラ」についての投

稿 1 件ありました。
文化部

2 月中に部会開催。今後のミュージック・フェア、文化祭についての検討実施。

環境防犯部

上野原市駅伝に交通安全協会として、4 名参加。安全協会にて懇親会実施。

会計

各地区茶話会経費清算、その他未清算分請求漏れのないようお願いします。

その他報告・検討事項
●管理組合栗生理事長から、「地上波デジタル化」について説明があ
った。管理組合だよりに記載された以降の動きはないようだった。
まだ方向は固まっていない様子、あと 5 年しかないが何とか良い方
向で決着がつくといいが・・・・
● 先日（1/17）時計の公園の池で大量の魚が、死んでいました。水
も濃紺色に変色していたので、何か混入していたのではと気になり市に連絡。県環境関係部署により
水質検査を実施してもらいました。特に異物は検出されなかったそうですが、気になることでした。

P. 3

第 10 回ブロック別委員会
2 月地区別ブロック委員会、活発な意見交換が行われました。
午前中の役員会のテーマと地区それぞれの課題についての意見交換を中心に、実施しました。
☆ 今回は

防犯カメラ設置その後の経緯に関して、自主防災訓練 ADE 救護訓練、樹木剪定完了、など

の役員会報告。午前中の役員会の進行を伝達しました。
☆ ブロック委員会の毎月実施は回数が多い。隔月若しくは 3 ヶ月に 1 回で良いのではないか、
役員会に出たのでブロック委員会にも出る必要があるのか、
(自治会の問題

先月と同じ方の意見だと思いますが、毎月実施は問題点を速やかに共有するためのも

の。役員がブロック委員会に同席するのはブロック委員として当然の責務と考えています。ご苦労か
けますが、今年度自治会活動活性化は、ここから始まっています。ご理解ください

自治会長)

☆ 防犯連絡所委員任命の選出基準は？
コモア駐在所（4 年前）に合わせて開設されたもので、上野原警察署長より自治会長あて推薦依頼が
あり、当時の自治会から推薦されたかたがたです。）
☆ 街灯が暗い。2 丁目の石の公園を入ったところ新規に設置できないか
☆ この前の積雪時凍結した雪かき、高齢者ばかりで若い人たちも動員できないのか
☆ 路上駐車

相変わらず道路を駐車場代わりにしている。

☆ ごみの分別出し方

これも相変わらず分別をしない人がいまだにいる。
（市から配布されたカレンダー

最終ページを、もう一度確認してください。）
☆ タバコを吸う人のマナー、ポイ捨ては厳禁。先月掲載した結果、今月は大幅に改善されています。
路上駐車、ごみ問題、たばこポイ捨て、いずれもマナーに関する問題です。ひとり一人が注意すれば改善
できる事ばかり。こんな問題が出ないコモアにしたいです。
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茶話会の意見特集（3）
前回までに紹介した以降に、開催された地区茶話会の、ご意見を紹介いたします。
◆

ブロック再編問題
現状は建設会社主体の編成であって、生活者主体の編成ではない。
提案の意味はわかるが、当面の問題は難しい。
現状の問題点と、改定のメリットがつりあわない。
いざとなったら、隣組で助け合っていけるのでは

◆

樹木の剪定
とても良かった。上手に剪定してあり、明るくなった。
すっきりして明るくなった

感じがよい

ご苦労様でした。

時計の公園周りに残っている高木はどうするのか。
樹木はむやみに伐採するべきではない

周りの住人の事情も尊重した今回の処置は良かった。

今年度の考えを、踏襲していってほしい。
大木は、コモアのシンボル・災害に直結しない限り保護の方針で行くべき。
◆

防災問題
断層とコモアの関係を知りたい。それに基づく訓練が必要。
ヘリポートが遠い。救急や非常物資の輸送は大丈夫か。
陸の孤島化の恐れから、個人の非常時への備えを強く呼びかける。
コモアの住宅の耐震強度は問題ないのか。

◆

その他
緑道清掃の参加者が少ない。出席をとったらどうか。
参加しない人に対してペナルティ 1000 円はどうか（500 円では喜んで払って出ない）
高齢化が進む中で、子供の参加も大切なこと。小学校、中学校ではどういう捉え方をしているのか。
ゴミ収集日以外にゴミを出したり、かごに入れない人もいる。収集されないゴミも出してある。モラルの
問題としか言いようがない。
ミュージック・フェアは、自治会内各クラブの発表の場・地域学校の発表会の場として活用すべきだ。
各地区共に、数ブロック一緒に開催したところが多く、初対面同士での交流の場にもなり、自由闊達な意
見交換が出来たようであります。
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自主防災委員会
救護訓練・応急手当訓練実施
1 月 29 日（日）4 丁目集会所で、日本赤十字社の協力により、AED を使用しての救護訓練を行いました。今
回の訓練には、大変関心が高く 40 数名の方々に参加いただきました。集会所で行う訓練では、これが限度か
なと思われるほどでした。
県内でもまだ設置は数カ所しかない機器ですが、いち早く最新の訓
練に取り組みました。
戸倉氏の懇切な説明で始まりました。参加された皆様も始めこわご
わと機器を扱っていましたが、慣れるに従い十分取り扱うことが出
来るようになりました。皆さまの様子を拝見していますと、やはり
日ごろの訓練の必要性が実感されました。
AED（自動体外式除細動器）は、昨年まで救命救急士や医師のみに
使用が限られていましたが、平成 16 年 7 月から救命のためであれ
ば一般市民でも使用できることになりました。

日赤

取り扱いに早く習熟されて将来的には、当コモアにも配置を検討し
ていきたいと思っています。

訓練風景

説明を聞いている参加者のみなさん

心臓マッサージの訓練風景

戸倉氏の説明
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コモアニュース掲示板
コモア文庫３月の予定

コモアふれあい広場へのお誘い

３月 1 日（水） 文庫

14:00〜16:00

日時：３月６日（月）午前 10 時〜午後 3 時

３月 15 日（水） 移動図書館

14:30〜16:00

場所：センター集会所

３月 22 日（水） おはなしの会

11:00〜11:30

会費：１００円
内容：毛糸のぼうし作り、犬のぬいぐるみ作り

場所はいずれも 3 丁目（センター）集会所

連絡先

井上

６６−２０６８

資源ゴミ回収のお知らせ
日時：

平成１８年３月５日（日）

９〜１０時

雨天決行

＊中止の場合は、校門入り口と小学校歩道橋下の分岐点の２ヶ所に「中止」の表示をします。
場所：

四方津小学校体育館前駐車場

回収物：新聞、雑誌、牛乳パック、コピー用紙、ダンボール（ボール紙

お菓子の空き箱も含む）

・ペットボトル（飲料用としょうゆのボトルのみ）
＊缶、ビンは回収物の中に入れないでください。
＊ペットボトルはふたとラベルを取り、中をよくすすいで出して下さい。
＊

新聞紙と雑誌はそれぞれ分別してください。
四方津小学校 PTA 資源ゴミ回収部

内田

６６−４５５１

自治会からのお知らせ
マナーを守りましょう！！
イヌの放し飼いはやめましょう・ペットを飼うマナーを守って下さい。
タバコのポイ捨て

危険です

喫煙場所でお願いします。

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

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

みんなの手で明るく住みよい街づくりを
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