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■ 業務報告（
業務報告（２月２日～３月１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
2/2
・第 10 回役員会開催：新規登録団体、助成金申請、軽トラの導入、組織の統合試行、定期総会の
準備スケジュール、茶話会状況、質問箱回答など検討・審議
（役員会）
・健康長寿を実現する住まいとコミュニティの創造に関する詳細調査説明会開催
（慶應義塾大学）
2/4
・雪かき：ブリッジ上部～外周道路間、駐輪場通路、集会所周辺ほか
（有志）
2/6
・４丁目集会所周辺のぬかるみに砂を投入し整地
（悠悠会）
2/7
・山梨県防災講演会に参加：新潟県見附市長による基調講演「自治体の危機管理への取組」
、シンポジ
ウム「災害時における地域の応急対策のあり方」などを聴講 （服部市議、栗生防災指導員、会長）
・巌地区区長会新年会に参加し地域交流
（会長）
・消防巌分団第四部へ挨拶、消防協力金お支払い
（自主防災委員会）
2/8～
・8 日大雪、皆々様と市の協力を得て除雪
（多くの皆様）
（消火栓と防火水槽周り、上部ステーション、各集会所周辺は環境防犯部が除雪）
2/9
・コモア内で飼い犬による噛みつき事故：別項でお知らせとお願い
（役員会）
2/13
・巌出張所で社会福祉協議会委員、防災指導員、青少年育成推進員など選出調整
（会長）
2/14～
・14 日記録的な大雪、皆々様と市の協力を得て除雪するも、通常の除雪では対応できずコモア
しおつ自治会及び住民の皆さんに雪災害について多くの課題を残す
（自治会、多くの皆様）
2/15
・市総務課から午後 9 時、四方津駅に立ち往生している乗客 120 名の一部避難引き取り要請：
3,4 丁目集会所で受け入れ準備をしましたが、午前 0 時に受け入れ解除。乗客の一部は奥平
集会所で休息後、午前 4 時ごろに臨時列車で高尾へ向けて出発
（地区会長、防災指導員）
2/16
・自治会広報「COMMORE NEWS」第 10 号の発行
（広報部）
・消防訓練中止(雪害のため)
（自主防災委員会）
2/18
・市との施設問題協議会中止(雪害のため)：平成 26 年度に開催の見込み
（会長）
2/19
・市総務課から除雪困難な２件のお宅の処置要請があり除雪（コモアしおつ住民から市へ通報が
あったため）
（役員有志）
2/23
・積水ハウス㈱、積水ハウスリフォーム㈱様と情報交換
（地区会長）
・巌分団第四部による消火栓と防火水槽まわりの点検・除雪終了
（消防団）
2/25,26 ・
「平成 26 年度市県民税及び平成 25 年度分所得税の出張申告のため３丁目集会所貸与
（会長）
3/1
・健康長寿を実現する住まいとコミュニティの創造に関する全調査終了：別項で報告
（地区会長）
随時
・市、警察署ほかの広報紙等の回覧または配布
（ブロック委員）
・苦情や要望受付、ブロック委員会開催
（会長 大塚義道）

■ 四方津トンネル
四方津トンネル内
トンネル内の水漏れ
水漏れ
20 号線のコモアしおつ入口と西小学校入口の中間にある、四方津トンネルの内部側壁コンクリートの打ち継ぎ
目付近から、降雨・降雪時に水漏れが発生しております。
市建設経済部 建設課 道路河川担当に確認しましたところ、
「昨年に、専門家による点検を実施した結果、安全
性に問題がないことを確認している。現在は、さらに確実を期すために経過観察中である」との報告を受けまし
た。
以上お知らせいたします。

（会長 大塚義道）
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■ 平成２５
平成２５年度
２５年度 第３四半期 コモアしおつ自治会
コモアしおつ自治会 会計報告

（会計）
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■ 健康長寿を
健康長寿を実現する
実現する住
する住まいとコミュニティの創造
まいとコミュニティの創造に
創造に関する調査終了
する調査終了
１月下旬から実施しました掲題に関する「アンケート調査」は、多くの世帯の皆様によるご協力によって終了
しました。この場を借りてお礼申し上げます。
コモアしおつ全体のアンケート回収率は５８％で、以下内訳です。
アンケート調査

１丁目

２丁目

３丁目

４丁目

コモア全体

配布数

３５４

２８３

３２１

３２０

１,２７８

回収数

２０２

２００

１７５

１６５

７４２

また、ほぼ同時期に実施した「詳細調査」では、３１世帯の皆様にご協力をいただきました。これらの調査にも
とづく結果は、慶應義塾大学伊香賀研究室から後日報告を受ける予定です（いつ頃になるかは連絡ありしだい報
告します）
。
なお、この２つの調査で得た皆様の個人情報は次のように処置することにしています。
個人情報の取り扱い
アンケート調査について
アンケート調査票は自治会ブロック委員が回収し、各丁目の区長の下に集められた後、慶應義塾大
学の研究グループである伊香賀研究室に渡されました。回収にあたっては、途中段階で開封されるこ
とがないよう、回収するブロック委員に徹底をお願いしました。また回収した紙媒体のアンケート調
査票は、データ入力後、同研究室がシュレッダーによって細断、廃棄します。
詳細調査について
詳細調査によって得た機器による測定結果は、伊香賀研究室が番号化を施して管理しますので、個
人名と測定結果が結びつくことはございません。また番号化とデータ入力の後、元の紙媒体のアンケー
ト調査票や測定結果を記入した日誌の原本は、同研究室がシュレッダーによって細断、廃棄します。
慶應義塾大学 伊香賀研究室
（地区会長 平野・恵本・新井・大塚）

■ 大雪被害にともなうモロモロのこと
大雪被害にともなうモロモロのこと
２月８日と１４日の降雪によって、被害をお受けになった皆様にお見舞いを申し上げます。
自治会が維持管理するものでは、６号公園と１１号公園（東西の緑道）にある東屋３軒の屋根破損、および２
丁目集会所の雨樋破損がありました。修繕をいたします。
３月３日には１１号公園（石の公園近く）から時計の公園、６号公園、風の公園を点検しましたところ、次の
問題点を発見しました。どうか積雪があってもマナーの維持にご協力をお願いします。
・ 点検で回収したゴミ類は、右写真のとおりたくさんありました。
・ 融けだした雪の上や中には、タバコの吸い殻が数十本、タバコ
の空き箱７つ、ペットボトルが８本ありました。
・ 残念にも、犬の糞をビニール袋に入れて雪の中に埋めたり、糞
をそのまま放置しているのが１０か所以上もありました。
・ さらには、焼酎の空きボトルが２本、酒の瓶が１本のほか、数
えきれないほどの飲料の空き缶、マスク、ティッシュ、ガム、
紙切れなどがありました。

（マナー向上小委員会）
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■ 茶話会開催の
茶話会開催の実施と
実施と参加者からのご
参加者からのご意見
からのご意見・
意見・要望事項等
１月１８、１９、２６日に各集会所で茶話会を開催しました。
参加者数：１丁目２８名、２丁目４６名、３丁目２５名、４丁目２４名
４地区合計１２３名（会長、区長、管理組合役員含む）
ご参加いただいた方からのご意見、ご要望は以下の内容です。
① 緑道の大木、街路樹の伐採、枝の剪定、樹木の根の成長による舗装の凹凸補修について。
② 公正屋への配送トラックによる騒音、振動について。
③ 防犯カメラの設置要望。
④ ゴミ置き場の籠の増設、籠の設置方法。
⑤ ゴミの出し方、マナーについて。
⑥ 集会所利用者の楽器演奏による騒音、集会所利用者の駐車違反について。
⑦ 緑道、公園内の吸い殻入れ、ゴミ箱の撤去について。
⑧ 自治会、管理組合の一本化について。
⑨ 軽トラック購入について。
⑩ コモアブリッジの公道化、市への移管についての質問、要望。市議会議員広報の内容について。
また、大塚会長より自治会が現在抱えている問題の説明、協力の依頼をしました。
ⅰ．コモア内を通行する車両のスピード違反について。
ⅱ．路上駐車、青空駐車について。
ⅲ．ゴミの出し方。
ⅳ．犬猫の糞尿処理、鳴き声による騒音。
ⅴ．たばこの吸い殻ポイ捨てについて。
ⅵ．住宅用火災警報器未設置の問題。
ⅶ．庭木の道路へのはみ出しについて。

以上のご意見・ご要望を踏まえて今後の自治会活動に反映していきたい所存です。
（総務渉外部）

■ 春の全国交通安全運動についてのお
全国交通安全運動についてのお知
についてのお知らせ
恒例の春の交通安全運動が下記要領で実施されますのでお知らせします。
１．運動期間 平成２６年４月６日（日）から４月１５日（火）までの１０日間
２．交通事故死亡ゼロを目指す日

４月１０日（木）

３．運動の重点
①自転車の安全利用の推進
②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④高齢者の交通死亡事故防止（山梨県重点）
４．期間中は全国で重点項目を主体に取締りが強化されるほか、
安全講話、
安全教育等が各所で実施されます。
５．自治会では交通安全運動期間中にあわせて、コモアプラザから国道２０号に至る道路の路側両側に、交通
安全キャンペーンを表示した各種のぼり旗を設置すると共に、西小学校前の横断歩道橋にスピード厳守表示
の横断幕を設置します。
６．コモアの外周道路の制限速度は３０km/hです、スピード厳守で新学期の児童生徒の安全確保と交通安全防
止をお願いします。

交通安全運動にかかわらず、コモアの皆様には日頃から交通安全には十二分に注意を払い、交通事故や違反の
防止に万全を期して頂きたくお願いします。
（環境防犯部）
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■ 新規登録団体のお
新規登録団体のお知
のお知らせ
登録番号：Ｈ２５－７
団体名称：メリーハウス
代表者名：西川 身知子（街区番号 １-１６-４ 電話番号 ６６-４０３５）
内

容：コモアスポーツクラブの健康体操の部を引き継ぎ、ストレッチ体操を中心にロコモ予防の健康体操
を行う。
（総務渉外部）

■ コモアしおつ内
コモアしおつ内で飼い犬による噛
による噛み付き事故発生
２月初旬ごろ、コモアしおつにお住いの住民が、街区道路を歩行中に、宅地内に繋がれていた飼い犬が街区道
路に飛び出し住民の右腕を噛んで怪我を負わせるという事故が発生しました。噛まれた住民の方は、現在も通院
中の状況です。
今回、衣服の上から噛まれましたが、それにも拘らず怪我を負いました。万が一同様な事故に遭われた場合は、
衣服に破れが無くても、その場で身体に怪我がないか確認しましょう。
犬を飼っている皆さんは、日頃ご自宅及び散歩時での飼い犬の引き綱をしっかり繋いで行っていると思います
が、今一度念には念を入れて確認いただけますようお願いします。特に引き綱は、飼い主と犬を結ぶ命綱です。
他の住民の皆さんに迷惑を掛けないためだけでなく、自分の飼い犬を守るためにも引き綱はしっかりするようお
願いします。又、綱、鎖等が切れないかどうか、および首輪がしっかりと装着されているかの確認と点検を日頃
から行っていただくようお願いします。
さいごに、犬を飼われている方は、ご存知の通り市への登録と狂犬病予防注射を行うことが義務付けられてい
ます。又、万が一自分の飼い犬が事故を起こした場合は、最寄りの保健所に文書で届け出ることが条例で義務付
けられています。
（上野原市の管轄の保健所は、富士吉田市にある富士・東部保健福祉事務所となります。
）
二度とこのような事故が起きないよう、
犬を飼っている住民の皆さんのご配慮とご協力をお願い申し上げます。
（自治会役員会）

■ 第２２回定期総会開催
２２回定期総会開催の
回定期総会開催の予告
コモアしおつ自治会の第２２回定期総会は、平成２６年５月１１日（日）の午前１０～１２時に、上野原西小
学校体育館において開催いたします。
自治会会員の皆様にはご出席を賜りますよう、ご予定をお願いいたします。
仔細は４月にご案内いたします。
（会長 大塚義道）

コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場
コモアふれあい広場
４月予定
日時：４月７日（第 1 月曜日）10:00～15:00

日時：４月１４日（第２月曜日）9:00～12:00

場所：３丁目集会所

場所：３丁目集会所

内容：小物つくり ほか

内容：小物つくり ほか

会費：１００円

会費：なし
(井上 ☎66-2068)
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第１０９回
１０９回 LP レコードコンサートのご案内
レコードコンサートのご案内
------- 土曜の午後のひと時、クラシック音楽をどうぞ！------日
時
場
所
演奏曲目

４月１９日（土）
午後２時～午後４時３０分
４丁目集会所
1． モーツァアルト
セレナーデ
2. ハイドン
チェロ協奏曲
3. ベートーヴェン
ピアノ・ソナタ 第３２番
4. シューマン
交響曲 第１番 「春」
（ご連絡は 川島 ☎66-2058

高田 ☎66-4322）

コモアクラブ（
コモアクラブ（老人クラブ
老人クラブ）
クラブ）へどうぞ！
へどうぞ！
「コモアクラブ」は、高齢者の生きがいと健康づくりのためにこんな活動をしています。
＊毎月１回の例会の開催（第２火曜日・３丁目集会所）
＊機関誌「ひなたぼっこ」の発行
＊新年会・年１回の親睦旅行
＊有志によるコモア地区を中心とした環境美化活動
＊グラウンド・ゴルフ（週２回、「火・金」スポーツの公園）
その他にも、会員相互の親睦のためのカラオケなど、いろいろと楽しい行事を企画・実行しています。
年会費 １，０００円（夫婦は２人で１，５００円）
申し込みは、田中 ☎66-3811 川口 ☎66-2468 松田 ☎66-2292 まで。

コモアのひとコマ

雪が舞う 2 月 8 日（土）午後 2 時ごろ

降雪の翌日 2 月 15 日午前 8 時ごろ

広報部からのお
広報部からのお知
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４月９日（水）
、発行は４月２０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。掲出期間は２週間です。
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。

みんなの手で明るく住みよい街づくりを

編集・ 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

発行責任者：コモアしおつ自治会長
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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://www.commore.jp/
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