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■ 業務報告（１０月６日～１１月２日）
役員会開催日から次の役員会開催前日の間における、おもな活動業務を報告いたします。
月/日
お も な 活 動 業 務
（ ）内は担当
10/6
・第 6 回役員会開催：住環境の整備、四方津駅バリアフリー化推進の今後の進め方、最近の
苦情と対応、茶話会の開催要領など検討・審議
（役員）
10/6
・拡大自主防災委員会開催：10/20 コモア総合防災訓練実施要領の確認
（自主防災委員会）
10/8
・
「市道コモアループ線道路維持修繕工事」の連絡：掲示、一部回覧、広報
（会長）
10/12
・四方津公民館まつり：グランドゴルフの共催
（体育部、青少年部）
10/13・14
・文化芸術祭の開催：140 名の皆様に観賞いただきました
（文化部）
10/14
・巌体育祭りの共催：別項で報告
（体育部）
10/17
・公益財団法人「都市緑化機構」との打ち合わせ：別項で報告
・第１回上野原市交通バリアフリー基本構想策定協議会に出席：別項で報告
（会長）
10/19
・皆様の協力による定期清掃
（環境防犯部）
10/20
・総合防災訓練の実施：別項で報告
（自主防災委員会、自主防災隊）
10/24
・２丁目集会所となりの交差点に「左右確認」看板設置：別項で報告
（マナー向上小委員会）
・
「コモア時計の公園他整備工事」の連絡：掲示と回覧、別項でもお知らせ
（会長）
10/27～
・四方津駅バリアフリー化の請願・陳情および署名活動の準備
（会長・副会長）
10/28
・積水ハウスと慶応義塾大学から健康長寿調査について相談：別途具体化予定
（役員）
・市税務課から「コモアでの確定申告は 2 月 25・26 日」
：仔細は市から別途通知
（会長）
10/31
・市消防本部から「住宅用火災警報器の設置調査」依頼：別途調査
（地区長）
継続
・
「国民たすけあいの精神」に基づく平成 25 年度赤い羽根共同募金運動
（全員）
随時
・県、市、警察署、小学校ほかの広報紙等の回覧または配布
（ブロック委員）
・転居/入居手続き、苦情や要望受付、ブロック委員会開催
（会長 大塚義道）

■ 飼い犬の適切な飼い方のお願い
汚い、臭い、吠える、咬みつきそうなど、多くの方が相変わらず迷惑を受けております。
◇ 糞尿の放置はお止めください
公園、緑道、歩道だけではなく、よそ様の敷地内にまで糞尿の放置が継続しています。
飼い主さんには、スコップ、袋、紙、水のはいったペットボトルなどによる始末の徹底をお願いします。
◇ 犬の鳴き声を低減してください
となり近所の皆さんだけでなく、通行人までもが鳴き声にたいへん迷惑をしています。
飼い主さんには、しっかり躾をお願いします。
◇ 犬の脱走・逃走をなくしてください
家の中から、庭から、あるいは散歩中に、逃げ出してしまう事例が発生しています。
首輪、胴輪、リードをしっかり装着するだけでなく、確実な飼い方をお願いします。
（マナー向上小委員会）

■ 交通看板の設置
２丁目の通称ごましお通りと交差する、２丁目集会所となりの南北緑道の
２か所に「左右確認」の看板を、上野原市教育委員会が設置してくれました。
自動車はごましお通りを走ります。歩行者が緑道を歩くときには、ごまし
お通りの左右をよく確認してから横断をお願いいたします。とくに、西小学
校に通学する児童たちは、これからも気をつけましょう。
この看板の設置では、コモア悠悠会の皆さんにご尽力いただきました。
（マナー向上小委員会）
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■ 平成２５年度 第２四半期 コモアしおつ自治会 会計報告
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■ 平成２５年度 第１四半期 コモアしおつ自治会 会計報告（訂正版）
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■「上野原市交通バリアフリー基本構想策定」に関する請願・署名を提出
会員の皆様には、平成２５年コモアニュース１０月号で「四方津駅バリアフリー化推進に関する今後の進め
方について」をお知らせしてきました。
この中で、駅構内のバリアフリー化は当然実現すべきであり、また、四方津駅橋上化によるコモアブリッジ
からの直接橋上通路への乗り入れは、この機を逃したら今後いつになるか分からないことになり、今回、是が
非でも実現しなければいけない項目だとして、自治会は目的達成のため、署名運動にて請願を行う、としてい
ます。
こうした中、上野原市は自治会の念願でありました、
「上野原市交通バリアフリー基本構想策定協議会」を立
ち上げ、平成２６年度末までに整備方針などについて協議・調整し、基本構想を取りまとめることになり、１
０月１７日に第１回協議会が開催されました。
そこで、自治会は緊急案件として、上野原市交通バリアフリー基本構想策定に関して、四方津駅及び同駅周
辺を全ての人が安全で快適に利用できることを実現すべく実効性のあるものを求め下記の二点を請願すること
となりました。
（１）ＪＲ四方津駅の橋上駅の設置とエレベーターの設置（複数台）
、及び高齢者、障害者に優しい駅に付属
する諸設備の設置。
（２）橋上駅改札による、ＪＲ四方津駅とコモアブリッジ経路を直接結ぶ特定経路の設置。
自治会役員会は、会員の皆様に、至急回覧板を回し、期日が無い中請願のための署名お願いすることになり
ましたが、コモアしおつ住民の皆様の多大なご協力を得ることができ、１１月１６日までに２４９５筆の署名
が集まりました。
早速、請願の紹介議員の服部氏・川島氏両名の署名を頂き、平成２５年１１月１８日、上野原市議会議長杉
本弘文氏宛ての請願書及び請願署名簿を両議員とともに大塚会長が提出致しました。また、江口英雄市長宛て
の陳情書も合わせて提出しました。自治会役員会は、バリアフリー化の早期の実現をめざして活動をすすめて
いきます。
（副会長 恵本一信）

■ 第１回上野原市交通バリアフリー基本構想策定協議会の報告
１０月１７日、掲題の協議会に出席しましたので要点を報告いたします。
・ 協議会会長には学識経験者から飯島勤さんが、副会長には市議会議員から川島秀夫さんが就任しました。
・ コモアしおつ自治会長は、巌地区区長会長の立場で協議会委員として参画することになりました。
・ 第１回協議会では、会議の運営方法、基本構想策定の背景と目的、策定に向けた取り組みの流れ、策定の基本
的な考え方などを確認しました。
・ 基本構想は、平成２６年度末（平成２７年３月）までに策定する計画です。
・ 協議会の議事録は、市のホームページで公開されることになっております。
（会長 大塚義道）

■「公園と周辺の樹木の整備の活動計画」の今後の進め方について
標記の件については、平成２５年７月２１日付コモアニュース特別号でお知らせしました通り、樹木の専門家
である（公財）都市緑化機構の協力をえて進めていくことになりました。
６月２１日、第１回意見交換会を実施し、コモアしおつの公園・緑道を視察して頂いた結果を纏めて後日報告
することとしました。
第２回意見交換会を１０月１７日に実施いたしましたのでその結果とともに、
「公園と周辺の樹木の整備の活動
計画」の今後の進め方についてご報告させていただきます。
公益法人都市緑化機構との第２回意見交換会
１、件 名

コモアしおつ公園・緑道の改善の件

２、日 時

平成２５年１０月１７日(木) １３：３０～１４：２０

３、場 所

コモアしおつ 4 丁目集会所

４、出席者

・公益財団法人「都市緑化機構」研究部長鳥越昭彦様、同研究部会員３名。
・コモアしおつ自治会：大塚会長、恵本副会長、西山環境防犯部副部長。

５、打合わせ事項
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【鳥越部長の話】
（※「コモアしおつ公園・緑道の改善について」の資料を都市緑化機構より頂く）
自治会の皆さんと公園・緑道の改善について、共通の認識を持っていきたい、そのようなことをふまえ問題
解決をするにあたって中・長期からの観点で「コモアしおつ公園・緑道の改善について」を作成しました。
特にクリアーすべき事項として、本日、上野原市役所の建設経済部建設課尾形さんにお目にかかり現状の管
理等についてお聞きしてきました。今回提出した「コモアしおつ公園・緑道の改善について」には、本日の上
野原市とのヒアリング結果については特に考慮しておりませんが想定の範囲に入れてあります。
上野原市とのヒアリングの結果、大きなネックがあることがわかりました。上野原市では平成１５年開発業
者青木建設が民事再生に陥り、青木あすなろ建設に統合されました、そのため当時市は青木あすなろ建設と管
理組合との間で管理施設等の協定書原案を作成したが、コモアブリッジ等の取り扱いについて合意出来ず、今
もって自治会とも管理施設の協定は締結に至っていない。
（鳥越部長は、管理協定が上野原市と締結されない限
り、公園・緑道の管理計画が立たなくなってしまうとのことでした。
）
現在、土地・施設等の所有者は上野原市でその管理は自治会が行っているが、上野原市は公園・緑道の道路
上の段差など危険性のあるものは市でやっていると言っています。又、樹木の伐採・剪定については自治会の
意見が統一されず賛成・反対と意見が割れていると聞いている、特に平成１８年頃自治会から依頼があり市が
樹木を伐採した時は大論争になったと聞いている。
樹木も危険性があれば切るのは問題ないと言っているが、今の段階で（管理協定されていない状況で）どこま
でやれるのかは問題として残る。
樹木の管理については最低の事（予算面があるので危険性等がありどうしてもやらざるを得ない等の場合）
しかできないが、自治会が管理上お金を出せるなら管理協定の中で役割分担など記載して締結することは出来
る、と市は言っている
以上、上野原市からヒアリングした結果、緑化機構として今後の進め方としては、市との管理協定の締結が
出来て初めて公園・緑道の中長期の改善計画、事業計画、資金計画に繋がる、と考える。従って、今後、自治
会が上野原市との管理協定締結の可能性があるなら、緑化機構としてもお手伝いできると思いますので、自治
会の方で管理協定締結に向けて検討して頂きたい。例えば管理項目のすべてを一度に締結するのではなく優先
順位で何期かに分けて締結をしてもいいのではないか。
以上
「公園と周辺の樹木の整備の活動計画」の今後の進め方
（公財）都市緑化機構との意見交換会を通じて、コモアしおつ自治会役員会として公園・緑道の樹木の管理等
を進めていくためには、上野原市との管理施設等の協定をいかに進めていくかという事になりました。
上野原市との管理施設の協定問題では、管理組合所有のコモアブリッジを含め４８項目に上ります。従前か
ら管理施設の協定締結に至らない原因はコモアブリッジの問題
（上野原市への移管又は公道化）
がいつまでたっ
ても解決しないためです。また、都市緑化機構は提出した資料の中の「今後の進め方」について次の通り述べ
ております。
今後の進め方
問題解決、あるべき姿に近づけるための流れ、しくみを示します。
また、改善・改修にあたって、市の財産を勝手に改修することは出来ませんので、費用負担や責任の所在を含
め、市との十分な協議・調整が必要です。
①実行委員会の立ち上げ（当初は担当理事の選定からでもよい）
。
②専門家を交えた現状及び問題点の分析。
③意識調査（アンケート）
。
④問題点の共有。
⑤改善案の作成。
⑥中長期の改善計画、事業計画、資金計画。
⑦住民説明会（合意形成）
。
⑧事業計画の承認。
今回の訪問を契機に、目に見える問題・課題だけではなく、将来を見据えた改善に繋がるようなご検討を頂け
れば幸いです。
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以上の結果をふまえ自治会役員会としては、２年間の任期内で、自治会の管理対象施設に絞り且つ、運営上
の優先順位を付けて上野原市と管理施設の協定締結及び公園・緑道の樹木の管理問題について問題の解決を図
りたいと考えております。
尚、上野原市との管理施設の協定問題につきましては、自治会役員のうち会長・副会長５名で「管理施設協
定検討会」を立ち上げ、協定締結に向け進めていきますので、自治会会員の皆さんのご理解、ご協力をお願い
いたします。
（副会長 恵本一信）

■ 年内工事のお知らせ
10～12 月間に実施また予定の工事をお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。
工事名
市道コモアループ線
道路維持修繕工事
コモア時計の公園他
整備工事

工 期

該当場所

10 月 15 日～

3 丁目 15 番の南側付近から

11 月 5 日

駐在所にいたる区間 276ｍ

10 月 25 日～
12 月 15 日

備 考
終了しました

① 西小学校から２丁目緑道の入り口

左記の①～④の順で

② スポーツの公園

おもに、危険な凹凸

③ 石の公園

をなくす工事です

④ 時計の公園
不詳

年内の予定

（道路の白線引き工事）

20 号線のコモア入り口から

消えている白線を

四方津トンネルにいたる区間

引く工事です

注. 工期とは、この期間内のいつかに工事を実施することを示し、この期間に工事が継続するわけでは
ありません。

（会長 大塚義道）

■ 巌体育祭り開催 コモア３位入賞！
１０月１４日（月・祝）、秋晴れの絶好のコンディションの中、「第３３回巌体育祭り」が上野原西中学校で
開催されました。
コモア地区からは役員も含め、約７０名の方にご参加いただきました。得点競技、オープン競技ともに、子供
たちから年配の方まで楽しくご参加いただき、熱戦をくりひろげました。得点では、前回同様３位でしたが大い
に盛り上がった一日でした。
ご参加いただいた皆さん、お手伝いいただいた皆さん、本当にお疲れさまでした。
来年も、ぜひ多数のご参加をよろしくお願いいたします。

コモア選手に
よる縄跳び

コモア地区
の表彰

（体育部）

■ コモアしおつの世帯数と人口
巌出張所から提供を受けた、平成２
５年１１月１日現在におけるコモアの
世帯数と人口を、右表でお知らせいた
します。
（地区会長）

地 区
一丁目
二丁目
三丁目
四丁目
合計

世帯数
３７４
２９８
３３９
３２８
１,３３９

人 口
１,００５
７７４
９６３
１,０５５
３,７９７

前年同月人口差
－４
－２
７
５
６

■ 特別清掃のお知らせとお願い
平成２５年度の特別清掃を下記日程で実施します。
特別清掃とは国道２０号のコモア入口からトンネルを経て上野原西小学校に至るループ道路の落ち葉の清掃作業
です。
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実施日時：１２月７日（土） ９：００～１１：００
雨天の場合は１２月１４日（土）に順延します。
（実施に当っては当日８：００にマイク放送を通じて広く皆様にお知らせしますのでご確認下さい）
＊ 特別清掃はコモアの幹線道路の落ち葉を収集して清掃する一大作業です。
収集される落ち葉の量はゴミ袋にして毎年３００個に余る数を数えるほど大量で、従って大変多くの人
手を要します。
＊ 基本的には環境防犯部とブロック委員が担当して実施することになっていますので原則ブロック委員の
方は万難を排して参加頂きたくお願いします。
＊ 勿論住民有志の方の参加も大歓迎ですので、ご協力頂ける方は積極的に御参加頂きたくお願い申し上げ
ます。
＊ 当日は参加者の方には手袋と飲物を用意するようにします。
＊ その他詳細は環境防犯部で別途検討の上、改めて回覧等で今月中にお知らせする予定です。
（環境防犯部）

■ 総合防災訓練を実施 １８０人が参加
１０月２０日(日)、
「コモアしおつ総合防災訓練」を実施しました。
当日は雨天にもかかわらず、多数の皆様に参加いただき、防災意識の高揚が図られたことと思います。
ブロック委員、自主防災隊ボランティア隊員、並びにご協力いただいた関係各機関の皆様、有難うございま
した。また、大変お疲れ様でした。
雨天で参加が心配されましたが、昨年度よりも３０名ほど多い参加者がありました。
「防災講座」には１０
０名を越える参加者があり、自助・共助の重要性が確認されました。今後とも総合防災訓練に是非参加してく
ださい。災害は、いつ起こるかわかりません。各家庭におかれましては「防犯・防火・防災の備え」をお願い
致します。なお、役員会は、防災無線放送が聞こえにくい問題について、対応を検討していきます。
『コモアしおつ総合防災訓練』実施結果の概要
１
２
３
４

日
時
平成２５年１０月２０日（日）午前８時３０分から正午まで
場
所
上野原西小学校 校庭・昇降口前・体育館
参加人員
１８０名
実施概要
防災無線放送・サイレンと同時に各戸において『白色タオルの掲出』による安否確認後、上野原西小学校
体育館に集合し、下記の訓練及びイベントを行いました。
① H25 総合防災訓練『白色タオルの掲出』による安否確認結果（ ）内は H24
タオルあり
タオルなし
空き家等
調査家屋合計
1 丁目
231(226)
103(80)
22(19)
356(325)
2 丁目
198(193)
79(64)
20(24)
297(281)
3 丁目
180(186)
107(98)
37(24)
324(308)
4 丁目
126(132)
152(164)
14(20)
292(316)
合 計
735(737)
441(406)
93(87)
1269(1230)
％
57.9(59.9)
34.8(33.0)
7.3(7.1)
100(100)
② 巌消防団第四部及び自主防災隊 1 丁目消火班による放水訓練
③ 上野原市消防本部によるハシゴ車・救助工作車の展示・搭乗体験（雨天中止）
、煙体験ハウスの体験（雨天
中止）
、消火器訓練・火災報知機等の周知（昇降口）
④ 山梨県防災安全センターによる起震車体験（雨天中止）
⑤ 山梨県警察による水陸両用車の展示（警察側の事情により中止）
⑥ 富士東部地域県民センターによる防災講座「防災の心構え」の講演
⑦ セコム、ニチガス、山梨県警察による防災用品の展示
⑧ 飲料水の配付およびアルファ米(山菜おこわ)の炊飯実演及び配付

放水訓練 左:自主防災隊 右:巌消防団第四部 IT 部提供
平成 2５年度

防災講座 IT 部提供
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コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場
１２月予定
日時：１２月２日(第１月曜日) 8：30～15：00
場所：３丁目集会所
内容：大掃除 忘年会 ほか
会費：100 円

日時：１２月９日(第２月曜日) 9：00～12：00
場所：３丁目集会所
内容：小物つくり ほか
会費：なし
（問い合わせ先 井上 ☎66-2068）

第１０６回 LP レコード・コンサートのご案内
-----土曜の午後のひととき レコードによるクラシック音楽は いかがですか----日
時
場
所
演奏曲目

１２月２１日(土)
午後２時～４時３０分
４丁目集会所
1. ヴォーン・ウィリアムズ 揚げひばり、他
2. バッハ
フルート・ヴァイオリン・ハープシコードのための協奏曲
3. コレルリ
合奏協奏曲 第 8 番 「クリスマス協奏曲」 他
4. モーツァルト
クラリネット協奏曲
（ご連絡は 川島 ☎66-2058
高田 ☎66-4322）

コモア囲碁将棋同好会「例会」のお知らせ
日 時 ： 毎週金曜日および毎月第３日曜日の 13：00～17：00
会 場 ： センター（３丁目）集会所
会費はありません。囲碁、将棋とも、どなたでも参加できます。
直接会場へお出でください。
（問い合わせ先 コモア囲碁将棋同好会 蓑口 ☎66-2359）

県ボランティア情報を掲示される方の募集
甲府市にあるＮＰＯ法人・山梨県ボランティア協会から配布される県内ボランティア情報の掲示物をコモア内
の掲示板６箇所に定期的に掲示してくださるコモア在住の方を募集します。
掲示物の配布は月２回（隔週）で、内容は医療、科学技術、環境、教育、経済活動、芸術、国際協力、こども
の健全育成、雇用機会、災害救援、情報化、職業能力、消費者保護、人権擁護、スポーツ、地域安全、男女共同
参画、福祉、文化、平和、保健、まちづくり等多岐にわたります。どうぞよろしくお願い致します。
（連絡先 原 ☎66-2862）

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１２月４日（水）
、発行は１２月１５日（日）です。
＊書面の場合は次の広報部員のポストまでお願いします。
稲垣(1-28-6)、 天野(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
掲示物に関するお願い
掲示物はＡ４が基本で自治会の承認が必要です。
営利目的、政治・宗教目的、誹謗中傷などの掲出はできません。
承認は、舘野(2-7-12, ☎66-3937)まで。不在時は、稲垣(1-28-6, ☎66-2396)までお願いします。
編集・
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

発行：コモアしおつ自治会広報部
加藤(部長)、舘野(副部長)
稲垣、池田、前田、高橋、天野、金澤
大塚 義道 4-2-11

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/
平成 2５年度
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