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ご支援ありがとうございました
自治会長 天野 実
平成２３年５月の総会で皆様のご承認を得て発足しました２３・２４年度自治会は本年５月１２日の総会に
至る２年間、安心安全で快適な生活環境の維持向上に努力してまいりました。その間、数多くの課題の処理
と問題解決に当たってきましたが、未解決の課題も多々あり、次年度自治会役員の皆様には引き続き、ご検
討いただきたくお願い申し上げます。
自治会の業務は際限なく続きます。多数意見のみを取り上げることなく、少数意見にも真摯に耳を傾けなけ
ればなりません。会員の皆様の思いやりの心がなければ問題解決は不可能です。
この２年間自治会役員の皆様並びにブロック委員の皆様には、いろいろな問題でご苦労をかけました。心よ
り感謝申し上げます。
最後に皆様にお願いしたいことを幾つか記してみました。
◇ 毎月発行する「コモアニュース」や回覧板は必ずお読みください。
◇ 近隣の問題は自分達で話し合って解決してください。
（困難な場合はブロック委員や役員会に連絡してく
ださい）
◇ 定期清掃には必ず参加し、自分の住むコモアの街の美化に協力しましょう。
（いつも同じ家が不参加と
いわれることのないよう心がけて下さい。
）
◇ マナー向上を心がけ、住みよい街づくりに協力しましょう。

■ 時計の公園の樹木整備について
３月２４日（日）時計の公園において現地説明会を実施しました。おおよそ７０名の方々に参加（内１２名
のブロック委員を含む）いただき、活発な意見交換が行われました。内容は以下のとおりです。

１．天野自治会長の挨拶
時計の公園の樹木については、私が自治会長になってすぐに、
「落ち葉が多く始末に困っています」
「根
が敷地内まで張り出し、この先どうなるのか心配です」等の苦情がありました。遅くなってしまいまし
たが、今回このような計画を立て、皆様にお示ししました。何が何でもこの案を強引に進めようとは考
えておりません。本日の説明会で皆様のご意見を伺い、今後の進め方の参考にしたいと考えております
ので、どうぞよろしくお願いします。

２．現況説明（金子副会長）
公園樹木については、子供たちの遊び場並びに防犯上の安全安心の確保の点から、見通し風通しを良く
すること（目通しを良くすること）が大切と一般的に言われ、家庭の樹木の下枝を張らせることとは異
なるようです。
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今回の計画は、お知らせしましたように４つの観点をもって原案を作成しました。
① 公園の近隣の方からの苦情に対処する。
② 防犯灯のまわりの木は照度を確保するため根元より伐採する。
③ 公園の歩道部分に支障をきたす木は根元より伐採する。
④ 緑を確保して欲しいとの要望もあり伐採は最小限にとどめる。
また時計の公園の当初の設計は、西側部と東側部、そして中央部の３区画で構成されていたようです。
北西部と南東部には、やや多めの樹木を植え、岩を配置してガーデンロック様とし、夏場の暑さよけ、
涼しさを求める場、また憩いの場として、中央部には水場を配すると同時に２つの芝生築山を設け、日
当たりを良くして子供たちが水遊びを楽しみ、芝生の上では素足でも遊べるような場づくりが成されて
いたようです。しかしながら２０年余が経過し、路面の歩行の安全確保、池の水の循環、漏水対策、表
土の切削による築山の凹凸等々、公園全体の補修も必要になってきたこと、上野原市への要望や折衝の
時期もあり、併せて今回の整備計画を立案しました。

下記の図「コモアニュース 平成２４年度１０号（２０１３年２月号）
」を基に説明しました。

（１）メタセコイア①、②、⑨、⑩については、皆さんに見て頂いた通りの状況です。メタセコイアは
若木の時は成長が早く、丈３０～４０ｍ、幹径２～３ｍに達するそうです。 （ただし、生育場所
により異なる）
また、北東部④、⑤については、散水用水道管が施設されていて、やがて根がこれらを損傷する
恐れが考えられ、南東側⑥、⑦については、見通し風通しを図ることが根拠です。⑧はモミジバ
フウ（メタセコイアは間違い）で隣家に近いため高さを詰める。
（２）ヒマラヤスギ①、⑦は見通し風通しを図る。④は防犯灯の照度を確保する。⑨は芝生を整え日当
たりの確保をすることです。なお、南側３本、北側３本の計６本が、公園のシンボル的な要素を
持たせたものと考えられます。
（３）モミジバフウ⑥は、根が張り出し路面を持ち上げていますし、防犯灯の照度を確保する。他につ
いては落枝、落葉の清掃を考慮して、外周道路と同様の高さに整えることにしました。
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地区茶話会後に寄せられた質問の中には、公園近くの方々の伐採要望について、
「落葉などは我慢できる
範囲ではないか」という声や、時計の公園の現地説明会を含め「計画の今後の進め方」についてもご意
見をいただいています。コモアの生活環境を良好にしていくために意見交換をしながら、互いに助け合
い、互いに譲り合い、互いに認め合いながら、良い方向性を見出したいと思います。

３．質疑・意見交換（皆さんより発言された内容の大要）
（１） 公園は非常災害時の一時避難場所に指定されていて、樹木はとりわけ耐火災の要をなしている。
（２） 私が小さい時、長野県下山田温泉で大火があり多くの家屋を焼失した。その時、大木が熱風を防いで
くれた体験があり、樹木の大切さを痛感している。
（３） 私たちの家屋購入費には、これら公園部分を負担している。
（４） 倒木の恐れがあると言われるが、事例はあるのか。またマンホールなどへの影響は、付け替えするな
どで対処できないか。
（５） 近隣の方からの現状は、
・ 特に冬場の日照が遮られる。
・ 大風の時は、葉はもちろん折れた大きな枝までベランダまでも飛んでくる。
・ 根が敷地内まで侵入して排水溝が壊された。
・ 枝が家屋の壁に触れ傷がついた。
・ 桶に金網を付けているが、それでも細かいものは中に入り込み、積み重なって降雨のときはオーバー
フローする。
・ ２階の桶は清掃を業者に依頼しなければならない。
・ 大きな木で落雷が心配。
（６） 環境保全も大切だが、生活が第一だ。少数派の意見を尊重すべきだ。
（７） メタセコイアは大きく成長する。造成当時は他にも植えられた所もあるが、今は植えられることはな
い。現在の状況をどのように調和させていくかを考えていくことが大切だ。
（８） 人と自然のバランス、時計の公園は人口林だが共生の視点も大切だ。
（９） 確かに混みすぎたところもあり、間引きしたほうが良い。
（１０） 伐採後は代替のものを植える。
（１１） 根元から伐採するのではなく、丈を詰めるではどうでしょうか。
（１２） 公園の設計趣旨は、
「森へ帰ろう」がコンセプトであった。２０年を経過して様相は大分変わってい
る。
「切るなら切る」
「切らないなら残す」とはっきりすべきだ。
（１３） 建築協定との関わり、資産価値との関わり、景観の維持もある。自助努力が必要である。
（１４） 現在の公園法の設計指針には、
「とりわけ公園近くの方との調和を図ること」と示されていて、今回
の件についても近くの方の要望を大切にすべきだ。
（１５） 時計の公園の設計思想の考えもあるのだから、それらを生かした検討をしてほしい。
（１６） 公園の近隣の方の困った点や要望を聞いてみて、よく理解した。緑を大切にして自然との共生も大
事だということも改めて認識できた。今後は専門の人の意見も聞くなどして進めてほしい。
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４．コモア在住の市会議員の方々からも大所高所からの助言指導をいただきました。
（１）近隣の方の要望に対し、早急に対処する必要のあるもの、また公園全体の調和を図りながら長期
的なものと区分して検討してみたらどうか。
（２）第三者、専門的な見識を持った人たちによる小委員会を立上げ、検討していくのも一つの方法だ。

５．まとめ：挨拶(天野自治会長)
４月の役員会（４月７日）までには今日の意見の集約を行い、役員会で協議、検討のうえ方向性を出して
いきたいと思います。なお方向性については、定期総会の折に報告できればと考えています。
次年度の自治会役員の方々には、
大変な案件を引き継いでもらうことになりますが、
具体的な検討を経て、
早急に対処すべきものは、市役所との協議を進めてほしいと思います。

今後の方向性と進め方：４月７日（日）定例の自治会役員会にて、３月２４日（日）現地説明会での質疑・
意見交換の大要を整理して協議検討の結果、次のように確認了承しました。

１．公園の近くの方からの要望に応えて、早急に対処できるものを整理する。
２．公園全体の調和を考えた整備は、時間をかけて検討する。
３．前１、２項のいずれも、次年度の自治会役員に引き継いでもらう。
・第三者委員会、小委員会等の立上げ、構成等は次期役員会の検討に一任する。
４．２４年度定期総会へは、報告のみとし議案としては上程しない。

（副会長 金子久雄）

■ 火災警報器設置調査について
昨年１２月に実施しました、第二回火災警報器設置調査の集計が、上野原市消防署よりありましたのでお知
らせします。
（１丁目）７５％

（２丁目）７２％

（３丁目）８０％

（４丁目）９１％

コモア全体での設置状況は７９％です。
（目標１００％）
火災に気をつけることはもちろん大事なことですが、万一発生した場合には消火や避難に一刻を争います。
そのためにも火災警報器の設置は必要です。まだ設置されていないご家庭では自分や家族の大事な命を守
るために早急に設置して下さい。
（自治会長 天野 実）

■ コモア入口トンネル雨水の件について
コモア入口トンネルの側面コンクリートの打ち接ぎ部分から湧水・雨水が滴り出ていると会員の方よりご連
絡をいただきましたので、市建設課に問い合わせましたところ、本年７～８月ごろ専門家による市内に７か
所あるトンネルの検査を実施する予定であり、その際コモアのトンネルも検査をしますとのことでした。
（自治会長 天野 実）
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■ コモアの駐在所警察官移動のお知らせ
この度コモアしおつ駐在所の殿岡警部補が３月２４日付で上野原警察署刑事課に移動になりました。在勤一
年でしたが、大変お世話になりました。
後任に平本良警部補が着任され、ご挨拶に見えられました。これから何かとお世話になることと思いますが
宜しくお願いします。
（自治会長 天野 実）

■ 広報部からのお知らせ—掲示板へのポスター掲示について
広報部からのお知らせ—掲示板へのポスター掲示について
年間を通して定期的に掲示物のある下記の団体から、ポスター掲示に必要な承認印の押印を省略できる、自
治会への登録更新申請が行われました。各団体の掲示物はＡ４判で、承認印省略登録番号（No.☆）と掲示
期間（最長 2 週間）を明記し、期限が過ぎたら速やかに撤去してください。なお、新規登録申請の際は、定
期総会議案書内の自治会掲示板使用規程をご確認のうえ、広報部に申請書を提出してください。

＊No.1
＊No.2
＊No.3
＊No.4
＊No.5
＊No.6
＊No.7
＊No.8

にこにこママクラブ
＊No.9
コモア文庫
＊No.10
コモアクラブ（LP レコードコンサート）＊No.11
ウィングス・コモア
＊No.12
上野原ぞうれっしゃ合唱団
＊No.13
コモアアコースティッククラブ
＊No.14
コモアフリーマーケット
＊No.15
新舞踊千代瑞由の会
＊No.16

コモア盆踊りの会
コモアミニバスケットボールスポーツ少年団
上野原西小 PTA 資源ゴミ回収部
Happy kids
暮らしの安心・安全を考える会
コモア自然クラブ
元気っこくらぶ
ミツバチの会

■ 新規登録団体のお知らせ
登録番号：
団体名称：
代表者名：
内
容：

Ｈ２４－０９
上野原アルテアルＪＦＣ
西島 秀和（ 街区番号４－３０－６ 電話番号６６―５００６ ）
上野原西小のグランドをホームとする地域の小学校の子供たちのためのサッカー
チームです。

■ 平成２４年度中のコモア駐在所概要
―コモアしおつ駐在所ふれあい連絡協議会資料より抜粋―
１ コモアしおつ世帯数（25.03.01 現在）
世帯数
人口

１，３２９世帯
３，８３３人

２ 生活安全関係（平成２４年度中）
相談受理件数
１８件
（上野原署管内） １５２件
３ 犯罪発生件数（平成２４年度中）
１件（窃盗）
（上野原署管内）１２６件
４ 交通事故（平成２４年度中）
コモア
（上野原署管内）

１８件（内人身事故 １件）
５９５件（内人身事故７３件）
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※人身事故は車と自転車の事故
※コモア入口の交差点での人身事故等は含まれていない（管轄外）
なお、同交差点は事故が多発していますので注意して下さい（４月６日にも発生）
（マナー向上小委員会）

コモアニュース 掲示板
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。

＜ ５月予定 ＞
日時：５月１３日（第２月曜日）10：00～15：00
場所：３丁目集会所
内容：小物作り ほか
会費：１００円
※ なお、5 月第 1 月曜日のふれあい広場は休会です。
（問合せ先
井上 ： 66－2068）
第１００回
１００回 ＬＰレコード・コンサートのご案内
----------土曜の午後のひと時 クラシック音楽で過ごしませんか--------毎月１回 クラシックを LP レコードに拘わり楽しんできました。 今回で１００回を迎えました。
今月は、「ベルリン・フィルハーモニーとカラヤン」に、スポットを当てたプログラムです。
日
時 ： ５月２５日（土）
午後２時～４時３０分
場
所 ： ４丁目集会所
鑑賞曲目 ： １. ラベル 「ボレロ」
２. ベートーヴェン ピアノ協奏曲「皇帝」
３. ドボルザーク
チェロ協奏曲
４. ベートーヴェン トリプル・コンチェルト
川島 ： 66－2058 高田 ： 66－4322）

（問合せ先

広報部からのお知らせ

※自治会広報部の担当が変わります！
※自治会広報部の担当が変わります！
コモアニュース５月号から、新広報部のメンバーに変更になりますのでお知らせします。
部長：加藤さん（1－3－6） 副部長：舘野さん（2－7－12）
コモアニュースに掲載する原稿の送付先：池田さん（2－34－1） 天野さん（4－31－3)
＊E メールの場合は右記アドレスへお送りください。 commore2009@yahoo.co.jp
commore2009@yahoo.co.jp
みんなの手で明るく住みよい街づくりを
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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
http:
http://www.commore.jp/
【編集後記】この２年間、広報部として「コモアニュース」の発行を中心に活動を行ってまいりましたが、
次号からは新広報部の皆さんに引き継いでもらうことになりました。
皆さんのご協力を含め、よろしくお願いします。 ありがとうございました。(自治会広報部)
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