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役員会からのご報告
【緑の募金ご協力へのお礼】
５月に実施しました「緑の募金」に対して、下記金額のご協力をいた
だき「
（財）山梨県緑化推進機構」へ届けました。
募金総額（一～四丁目の合計） １６４,４３２円
ご協力ありがとうございました。

自治会からのご報告

第１８回定期総会における質問（票）とその回答
平成２２年５月９日に開催されました『第１８回コモアしおつ自治会定期総会』には、たくさんの会員の
方にご出席頂き誠に有難うございました。総会に際して出された質問と、それに対する回答を掲載いたしま
す。今回の掲載は、スペースの関係から事前に提出された質問票に関するもののみになりますが、議事録は
ホームページコモアの風に掲載される予定ですので、そちらもご覧下さい。
〈質問票―１〉
予算案の中に一部特定団体に助成金が組み込まれていますが、自治会としては、全ての登録団体にくまなく
助成金を出すことは出来ないでしょうか。
〔回答〕
現在助成を行っている団体は、ご承知の通り「コモアクラブ」
、
「コモア神輿会」
、
「コモア盆踊りの会」の三団体です。
上記三団体を除いた登録団体も、同様に参加者を特定せず広く参加を求め、コ
モアの自治会規約第５，６条に沿う活動内容であれば、自治会として助成を拒む
ことは不公平と考えます。また助成金の使途は、秋祭り・盆踊りと同様、参加さ
れた子供たちに全額還元する等々条件は付きます。
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〈質問票―２〉
２-１ イベント費として JR 四方津駅１００年祭への協賛として３０万円計
上されていますが、どこからどのような形で要請されたものか、また主
催団体は誰か。
２-２ １００年祭は、どのようなものか知りたい。
２-３ 自治会費は、地域及び地域住民のより良い住環境の維持・整備に使用
されるものと認識していますが、一民間企業（JR）の周年祭になぜ使わ
なければならないのか理由を知りたい。また支出金額も３０万円は多す
ぎると思います。
〔回答〕
今年、四方津駅が東京電力（株）により八ツ沢発電所の一部である大野貯水池建設のため工事用駅として
創設（1910 年）されて１００年となります。そんな中、駅を取巻く地域で四方津駅バリアフリー化の運動
にコモアも加わり必死に取り組んでいます。
１００周年の記念行事に結び付け、行政と一体になって観光客の誘致等この地域の活性化を図りその上、
近隣地域の駅利用者の利便（駅バリアフリー化）を早期に実現したい。
２-１ 計画の主催者は、
「JR 四方津駅１００年祭実行委員会」
（JR 四方津駅バリアフリー化推進協議会）で
す。コモアを含む巌地区・大目地区・甲東地区・梁川地区の四方津駅を利用されている皆さんの協力で
実施する予定。
２-２ １００年祭は、計画中で近々計画の詳細をお知らせいたします。JR 四方津駅前広場に特設会場を設
け記念式典と文化祭を実施、地元小中高学校の演奏、任意団体の演奏のほか駅周辺の歴史資料の展示、
あるいは、地元物産販売コーナーで四方津駅周辺の PR、そのほか小学校統合される大目・甲東・沢松・
四方津の４小学校の歴史資料の公開ブースを設ける。このような事を計画中。
さらに山梨県は、東部地区（上野原市・大月市）の活性化
を図る為 JR 東日本とタイアップし「高尾山に続け」と言
う企画で首都圏よりのハイカーの誘致を検討中とのこと。
２-３ 費用については、各地区からの協賛と JR 東日本・
東京電力・積水ハウスと地元企業の協賛を頂きさらに、上
野原市にも予算計上をお願いしています。
コモアしおつ自治会は、規約第５条（目的）を達成す
るための事業として参加いたします。

〈質問票―３〉
３-１ 防犯灯の新設で１１０万円計上されていますが詳細を知りたい。また維持管理費用の共益費負担は、
理解しますが、設置となると行政と相談の余地があるのではないか。
３-２ 自治会規約の 13 条と 27 条の整合性について説明を頂きたい。また 15
条については、規約通りに開催されていないことは承知していますが、委
員会のあり方について要望します。
委員会は、総会まで猶予の無い事頄が発生したとき開催されますが、この
委員会に付議する事頄について、事前に周知し会員の意見・意思（賛否）
をブロック委員が吸収した上で、委員会決議することを強く要望する。
３-３ 施設問題協議会の協議事頄の中で集会所の大型修繕とは、どのような修
繕を指しているのか。ブリッジ前広場は、自治会の所有となった経緯は、
承知していますが、修繕費用については、自治会として負担すべきもので
はない。この機会に公道扱いにするべく交渉を進めて頂きたい。
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〔回答〕
３-１ 防犯灯設置について
具体的に報告いたします。まず２０年度自治会より付託された防犯灯設置場所は、３丁目３７-３付
近と１８-６付近、４丁目３９-５付近と２８-５付近の４箇所でありました。
ところが２０年度総会で４丁目４５付近の会員から意見（要望）が出され、調
査した結果４丁目３７～４８地域でさらに２～３箇所防犯灯の届かない所がある
ことが判明。
都合６～７箇所の内３丁目の２箇所は、東電柱に供架すれば宜しい。４丁目は、
東電柱２箇所とその他２～３箇所は、独立柱を立て架線を引く形になります。
当団地の街灯設備を施工した電気設備業者に前年度付託された４箇所の見積り
を依頼したところ２５０万円を越す金額が出ました。改めて照明器具の品番の確
認等を含め複数業者を選定し競争をさせる予定。よって今年度の１１０万円予算
では、全ての要望には応じられないと思います。複数年で順次検討し設置して頂
くことになります。
費用について市と交渉は、これから煮詰めて参りますが、
（現在市の対応は１灯
２万円の助成しか認めない）自治会として満足できる答えを引き出すのは困難。
しかし努力はいたします。
３-２ 自治会規約の検討
①１３条と２７条の整合性について
規約の改正の決議について第１３条（３）規約の改廃に関することは、「出席者の過半数で決する」
とあります。第２７条で本規約（自治会規約）は「４分の３の決議を得て上野原市長に届け許可を受け
る」とあります（地方自治法第２６０条の３によると構成員の４分の３で決する。
）以上の点から規約
改正は、１３条、２７条どちらで決すればよいのか明確でない。
②１５条について
質問票の通りと思います。開催指定月を外し会長の権限で何時でも開催できるようにすること。ほか、
どのレベル議案を委員会で採決するのが望ましいのか、あるいは妥当なのか過去の事例と前年度総会で
質問の内容を踏まえ検討いたします。
３-３ 施設問題協議事項
①２丁目集会所の大型修繕は屋根及び外壁の塗り替等を指します。
②ブリッジ前広場の舗装は、遠くない先費用の発生は明らかであります。質問票で指摘されている通り敷
地の公道扱いと修繕費用の負担については、セットで協議しなければならないと考えます。

バリアフリー推進委員会からのお知らせ
日頃は JR 四方津駅バリアフリー化推進委員会にご協力とご理解を頂き有難うございます、私達の活動を
受けて４月１日から上野原市では建設経済部の中に駅周辺整備推進
課を新設し四方津駅・上野原駅の整備を進めて行く事になりました。
JR 四方津駅は１９１０年（明治４３年）１２月１５日当時東京電
力により東洋一の規模を誇る八ツ沢発電所の建設が決定され、その施
設の一部である大野貯水池の建設資材の搬入口として四方津駅が開
設され１００年目にあたります、
そこでバリアフリー推進協議会では
駅周辺の整備とともに地域の観光開発による乗降客の増加など地域
の活性化を図る為に「JR 四方津駅１００年祭」を企画し更なるバリ
アフリー化の推進に繋げたいと考えております。
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「JR 四方津駅１００年祭」の概要
日
場
主
内

時
所
催
容

平成２２年１１月１３日（土）～１４日（日）
JR 四方津駅前広場特設会場
JR 四方津駅１００年祭実行委員会（JR 四方津駅バリアフリー化推進協議会）
１００周年記念式典・１００周年記念イベント・四方津駅１００年の
歴史展
地域活性化の為の中央線からのﾊｲｷﾝｸﾞの提案・地域特産品の即売コー
ナー等を現在検討中。
詳細は決定次第コモアニュース・回覧等でご連絡いたします。
お願い １００年祭の実施につきましても自治会の皆様の応援・ご協力をお願
い致します。

自主防災委員会からのお知らせ ―平成２２年度各地区別消防訓練実施予定―
平成２２年度各地区別消防訓練が行われます。実施予定日は次のとおりです。時間、場所等詳細は各地区
自治会長からその都度お知らせいたします。多数の皆さんの参加をお願いいたします。
また、一丁目の集会所の倉庫にまとめて保管してあった消火器を、身近な初期消火に素早く対応するため、
各集会所の玄関付近に分散いたしました。ご承知おき下さい
地 区 別
第 １ 回 目
第 ２ 回 目
第 ３ 回 目
1 丁 目 地 区
７月 ４日（日） ９月 ５日（日）
１１月 ７日（日）
2 丁 目 地 区
７月 ４日（日） ９月 ５日（日）
１１月 ７日（日）
3 丁 目 地 区
７月 ３日（土） ９月 ４日（土）
１１月 ６日（土）
4 丁 目 地 区
８月２８日（土） 11 月 27 日（土）
３月２６日（土）
※ 過去に消火栓使用後、水道水に濁りが発生したことがありました。十分注意して行いますが、もし
発生しました時は、しばらく水道水を出したままにして様子を見ていただきたいと思います。
コモア自主防災委員会

 総務渉外部からのお知らせ

－集会所の手摺り取り付けなどについて－

かねてから要望をいただいていた集会所の手摺り取り付け工事および床のワックス掛けがおこなわれ
ます。作業の当日は集会所の使用ができません。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
１・３丁目
２・４丁目

６月２３日（水）
７月 ３日（土）
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上野原市立病院建設説明
５月１７日市の説明会が開かれ、上野原市立病院の建設について市よ
り説明がありました。概要は以下の通りです。なお、詳細は市広報に掲
載されていますので、そちらも併せてご覧下さい。
１．建設地 旧上野原中学校跡地
２．規模 １３５床 鉄筋コンクリート３階建 延べ床面積 9,000 ㎡
３．診療科
外来 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、耳鼻咽喉
科、眼科、泌尿器科、リハビリテーション科（循環器科、放射線科及び
麻酔科は、標榜を必要とする。助産師外来を検討）
入院 内科、外科、整形外科、脳神経外科、
（産科を検討）
４．今後のスケジュール
造成工事 ２２年１０月頃開始
建築工事 ２３年３月頃着工
開院
２４年春

コモアニュース掲示板
第７０回 ＬＰレコードコンサートのご案内
-------------「大いなる喜びへの賛歌」-----------日時 7 月 17 日（土） 午後２時～４時３０分
場所 ４丁目集会所
曲目 ラベル
夜のギャスパール
ブラームス
ヴァイオリンソナタ 第１番
モーツァルト フルートによる ヴァイオリン・ソナタ 第２５番
マーラー
交響曲 第４番 「大いなる喜びへの賛歌」
（お問い合わせ 川島 66-2058 高田 66-4322 まで）

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。
７月予定
日時：７月５日（第１月曜）１０：００～１５：００

日時：７月12日（第２月曜） ９：００～１２：００

場所：３丁目集会所

場所：３丁目集会所

内容：小物作り

内容：小物作り

会費：２００円

会費：なし
井上：６６－２０６８
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四方津小学校ＰＴＡ 資源ゴミ回収部からのお知らせ
５／１５に実施いたしました第１回目の回収には、ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。次回の日程は以下の通り
です。
日 時：７月３日（土） ９時～１０時
場 所：四方津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、体育館前は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。
四方津小学校ＰＴＡ資源ゴミ回収部

第 11 回 コモア盆踊り開催のお知らせ
日 時：７月３１日（土）～８月１日（日） 午後７時～９時の間
会 場：コモアブリッジ上部ステーション前／広場
皆さまのお越しをお待ちしています。是非ふるってご参加ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
踊り練習日と場所（男女どなたでも参加大歓迎、服装自由です）
６月19日（土） 午後７時～９時

センター（３丁目）集会所

６月27日（日） 午前10時～12時

センター（３丁目）集会所

７月10日（土） 午後７時～９時

センター（３丁目）集会所

７月19日（月） 午前10時～12時

センター（３丁目）集会所

７月25日（日） 午後１時～５時

センター（３丁目）集会所 浴衣の着付けの講習あり
お問い合わせ

鈴木（実行委員、66-3426）、昆（踊り指導、66-3446）

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７月７日（水）です。
（期日厳守でお願いします）
＊書面の場合は次の広報部員のポストまでお願いします。
しんぽう

畠山：３－１６－２
進邦：４－４８－４
＊Ｅメールの場合は右記へお送りください。commore2009@yahoo.co.jp
2010 年度となりましたが、アドレスは変更していません。ご注意ください。
掲示物に関するお願い：次のことに注意してご利用ください（Ａ４判が基本です）
。
禁止事頄：営利目的、政治目的、誹謗中傷など
承認印は浅井（３－２５－５ ☎６６－２８２２）で預かっています。

みんなの手で明るく住みよい街づくりを

発行責任者：コモアしおつ自治会長

編集・発行：コモアしおつ自治会広報部
熊谷（部長）浅井（副部長）
楠本、和智、清水、敦森、畠山、進邦
栗生久志 ３－３１－１

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/
○編集後記○
早くも６月を迎え、２０１０年も半分が過ぎようとしています。梅雨入り宣言も出されましたが、ますま
す丌安になってくるこの陽気……丌作で主食の米まで輸入した数年前が思い出されてしまいます。
さくらんぼ、桃、ぶどう、柿などなど…ここからの数ヶ月が一番いい季節である山梨ですが、今年の実り
はどうなるのでしょう。多少の丌安をかかえつつ、そろそろ最初のさくらんぼ狩りの計画をたてて、出かけ
てみようかな、と考えています。
暑かったり寒かったりで、風邪がはやっているという話しも聞きます。みなさまどうぞご自愛下さい。
（Ｎ）

