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■ 業務報告（3 月 9 日～4 月 5 日）
月/日
3/9

お も な 活 動 業 務

（ ）内は担当

・いきいき百歳体操。
（体育部）
・巌区長会研修旅行。盛り沢山の研修となった。
（会長）

3/10
3/12

・巌区長会研修旅行。
（会長）
・3 月度管理組合理事会。
（会長）
・拡大自主防災委員会。Ｈ２８年度活動報告とＨ２９年度活動計画を議論した。防災活動は不断の努力が
必要との感を強くした。
（拡大自主防災委員会）

3/13

・いきいき百歳体操。
（体育部）

3/14

・1 丁目で防犯灯が点灯していないとの連絡を受け、調査したところ点滅器の交換で修復した。

3/15

・先日来、文化部・厚生福祉部・青少年部・環境防犯部・自主防災委員会と合同で行ってきた集会所倉庫

（環境防犯部長）
の備品整理が一応完了した。スッキリ整理された倉庫内を見て作業を行った者からは”もっと早くにや
っていれば”といった感慨も漏れた。
（総務渉外部長）
・上野原市議会３月議会の最終日で巌区長会提出の請願の採択日となっているので、千足区長他数名で議
会を傍聴した。請願は採択された。
（会長）
3/16

・いきいき百歳体操。
（体育部）

3/17

・1/6 から開始された外周道路等の樹木の剪定作業で、西小学校から桜扇にかけての市道脇に植栽されて
いるコブシの木の剪定につき「花が咲く程度の剪定にして欲しい」という依頼を市に要請し、 自治会
役員と業者で剪定の方法につき具体的に打ち合わせた経緯があったが、住民からコブシの花が咲いてい
るとの連絡があった。自治会の皆さんの努力の結果が目に見える形となり嬉しい限りです。
（会長）

3/18

・上野原市ごみ問題懇話会委員推薦のための巌区長会代議員会が巌コミュニティセンターで開かれた。市
はごみの適正な処理を推進するため委員 10 名程度（任期 2 年）で懇話会を 29 年度から立ち上げる意向。
（区長会代議員）

3/19

・第２５回定期総会議案書の第 1 回検討会開催。
（現新役員）
・コモアニュース 3 月号発行（広報部）

3/20

・いきいき百歳体操。
（体育部）

3/23

・いきいき百歳体操。
（体育部）
・第 18 回施設問題協議会が市役所で開催された。
（役員）
（2 頁に詳細）

3/25

・第 2 回目の議案書審議会を行った。
（現新役員）

3/26

・部会を開催し役割分担を決定後、引継ぎのため池の操作方法の打合せと 3 丁目倉庫の備品保管状況の説
明を実施した。
（環境防犯部）

3/27

・いきいき百歳体操。
（体育部）

3/28

・巌区長会が開催された。今年度の業務報告、会計・監事報告など。現在の区長・副区長による最後の区
長会であった。引き続いて次年度の区長・副区長による最初の区長会が開かれ、会長・副会長の選出な
どが行われた。
（現新区長・副区長）

3/29

・四方津駅周辺バリアフリー化事業地元説明会が巌出張所において夜 7 時 30 分から開催された。今回は
巌・甲東・大目の区長会を中心とした会議という制限がつき、他に管理組合から数名の理事の参加が許
されただけだった。
（区長）
（2 頁に詳細）
・3 丁目集会所の倉庫シャッターの交換工事の立会と完了確認を行った。
（環境防犯部長）
（4 頁に詳細）

3/30

・いきいき百歳体操。
（体育部）
・1 丁目集会所の倉庫シャッターの交換工事の立会と完了確認を行った。併せてスイッチボックスの塗装
も行った。
（環境防犯部長）
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・第 3 回目の議案書審議会を行った。会計監査を残してほぼ内容を固めた。
（現新会長・副会長、総務）

4/2

・4 月度役員会・ブロック委員会を開催した。ブロック委員会の後、28 年度下期事務嘱託員等の報酬の支
払いを各区で行った。
（役員・ブロック委員）
・定例の総務渉外部会を開催し、新部員も参加して総会の準備作業等につき検討した。
（総務渉外部）
・現新の安協評議員で春の交通安全運動ののぼり旗を設置し、現新の環境防犯地区部長で横断幕を設置し
た。
（環境防犯部）

4/3

・いきいき百歳体操。
（体育部）

■ 第１８回施設問題協議会の報告
上野原市との第 18 回施設問題協議会が以下の要領で開催されました。
日時：3 月 23 日（木） 午前 10 時 30 分～
場所：上野原市役所 2 階 会議室Ｅ（災害対策本部室）
○協議事項
(1) コモアしおつ自治会の協議事項
①公用・公共施設の管理移管について
コミュニティ道路、スポーツ公園、奥平・川合通学路
(2)その他
出席者 ：上野原市）総務部企画課 小澤課長、政策推進担当 守屋リーダー、石井担当
建設経済部・建設課 道路河川担当 関戸副主幹、池田担当
管理組合）土屋理事長、服部副理事長、森本・豊嶋理事
自 治 会）奥田環境防犯部長、山口監事、大本
議事結果 ： 市において議事録を作成することになりました。来月のニュースでご報告します。 （会長）

■ 四方津駅バリアフリー化事業地元説明会について
1/13（金）に市長から文書回答された「四方津駅周辺バリアフリー化事業地元説明会」が、3 月 9 日（水）19:30
～、巌出張所において開催されました。説明会は市の当初方針通り、事業に利害を有する巌地区の区長、大目
地区、甲東地区の区長会会長、管理組合から 4 名の理事が参加して行われました。市からは、 建設経済部から
天野部長、都市計画課 伊藤課長、曾根リーダー、山下・河野両担当が説明に当たられました。
市の説明によると「国土交通省による国道 20 号歩道整備事業につき道路設計が 29 年度完了に延期された関
係で、市のバリアフリー化整備方針決定は早くても 6 月議会以降となる」とのことでした。
”予算を勘案した事業案は？”との質問には、
”現在のところ市の負担額が 20 億円を超える案と、4 億円程度
となる案を検討している”との回答でした。また、
”県・国の補助金が受けられないかの検討はどの程度進んで
いるのか？”との質問には、
”市町村合併特例債は活用できず、社会資本整備総合交付金などの国庫補助金の活
用も見込めない”との回答でした。
なお、コモアの住民を対象とした説明会を別途開催し、コモアの住民の意見を聞く機会を設けて頂けないか
申し入れていますが、今のところ未定です。
（会長）

■ 上野原市集団検診・婦人科検診のお知らせ
5 月 20 日（土）に西小学校体育館及び前校庭でＨ29 年度集団検診・婦人科検診が実施されます。申し込みさ
れた住民の皆さんは忘れず受診してください。また、当日は西小学校横の駐車場やスポーツ公園に車が出入り
する予定ですからご注意ください。
（会長）

■コモアしおつ自治会 定期総会開催のお知らせ
以下の予定で第 25 回コモアしおつ自治会定期総会が開催される予定です。ご出席くださるようお願い申し上
げます。
日 時：平成年 5 月 14 日（日）午後 2 時から
場 所：上野原西小学校体育館
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受付は午後１時 30 分から開始します。ご出席の方は、上履き、下足入れ、議案書をご持参ください。
議案書は、4 月 22 日（土）
、23 日（日）の両日で配布の予定です。
出席届・委任状・質問票 4 月 29 日（土）午前 11 までに、自治会ブロック委員に提出してください。
現ブロック委員の方は、4 月 22 日（土）午前 11 時か 12 時の間に、3 丁目集会所へ議案書を取りに来てくださ
い。その際、袋等をご用意ください。
現ブロック委員の方は、4 月 29 日（土）正午までに、集まった出席届・委任状・質問票を各地区の担当総務渉
外部員までお届けください。
（総務渉外部）

■ 新規登録団体・掲示板使用承認印省略団体のお知らせ
下表の団体から自治会登録団体・掲示板使用承認印省略団体への申請があり 4 月度役員会で承認されました。
登録番号

団体名

代表者

目的

Ｈ２８－１

子育てサロン＊ぽかぽか＊
ひろば

阿部小百合（2-1-1）

Ｈ２８－２

さくらの会

掲示板使用承認印
省略団体登録番号

リズムにふれる。音楽を楽し
２７
む。
体操を通して交流を深める
北見悦子（3-24-4）
と共に健康を維持増進する。
（総務渉外部・広報部）

■ 清掃カレンダーとゴミ袋の配布について
4/22(土)の議案書配布時に合わせて、環境防犯部より清掃カレンダーとゴミ袋を配布致します。
・清掃カレンダー ：全戸に配布して下さい。
・ゴミ袋(50 枚入り)：現ブロック委員全員に配布致しますので、引継ぎ時に新ブロック委員に渡してください。
新ブロック委員は清掃活動に積極的に参加していただき、受け取りましたゴミ袋を清掃の都度住民の皆様に配
布してください。
住民の皆様には、
「コモアの清掃活動」に対して、ご協力をお願い致します。
（環境防犯部）
■ 春の全国交通安全運動について
以下の通り、春の全国交通安全運動が実施されます。
・期
間 ：平成 29 年 4 月 6 日（木）～4 月 15 日（土）
・運動の趣旨：県民一人ひとりに交通安全思想の高揚と交通弱者に対する保護意識の醸成を図ると共に、
正しい交通ルール順守と交通マナー実践の習慣付けにより、交通事故防止の徹底を図る。
・運動の重点：①子供と高齢者の交通事故防止
②歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
③後部座席を含めた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
④飲酒運転の根絶
・コモアの取組み：横断幕（30km/H の遵守）とノボリ旗の設置で、交通事故ゼロを目指します。

横断幕

ノボリ旗
（環境防犯部）
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■ 倉庫のシャッターを交換しました

2 月 13 日に 3 丁目倉庫のシャッターが動かなくなり、メーカーの三和シャッターを呼んで見てもらいました。
1 丁目倉庫のシャッターも異音と引っ掛かりがあるため一緒に見てもらった所、痛み具合は 1 丁目の方がひどく
何時動かなくなってもおかしくないことがわかり、2 台共修理することになりました。さらに修理工事と交換工
事の双方を比較検討したところ 1 台当たり 10 万円弱しか違わないことから、20 年後を考慮すると交換の方が良
いとの結論となり、3 月度の役員会で承認を得た上で 3 月 29-30 日に交換工事を実施致しました。
（環境防犯部）
■ LED 化後の街灯の不具合発生について
昨年の 10 月下旬より LED 化工事が実施され、完了致しましたが、LED 化後の街灯の不具合の発生状況を報告
致します。12 月：2 件、1 月：1 件、3 月：2 件の計 5 件の不点灯が有りましたが、これらはすべて、自動点滅器
の交換で不具合が解消され、LED ユニットに起因する不具合は皆無でした。自動点滅器は以前から設置されてい
るもので、自治会責任の部品になります。LED ユニットや LED ランプは 2 年間のメーカー補償の対象ですので、
街灯に不具合が有りますと、まず自動点滅器を交換し不具合が無くなれば、自治会責任で問題を解消したことに
なります。それでも点灯しない場合は、LED ユニットや電源を予備品と交換し、不具合を解消した所で推察でき
る問題部品をメーカーに送り、
メーカーが部品不良と確認した場合は、
部品の無償提供を受けることができます。
（環境防犯部）

コモアニュース 掲示板
コモアふれあい広場
5 月予定
日時：5 月 1 日(第 1 月曜日）9：00～15：00
場所：3 丁目集会所
内容：いきいき百歳体操 小物つくり ほか
会費：100 円

日時：5 月 8 日（第 2 月曜日）9：00～12：00
場所：3 丁目集会所
内容：いきいき百歳体操 小物つくり ほか
会費：なし
（井上 ☎66-2068）

広報部からのお知らせ
5 月 14 日の定期総会後から新年度の広報部が担当します。
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Ｅメールまたは書面で受付いたします。
次号の締め切りは 5 月 10 日（水）
、発行は 5 月 21 日（日）の予定です。
＊Ｅメールの場合は下記アドレスへお送りください。
広報部 commore2009@yahoo.co.jp
＊書面の場合は次の広報部員の郵便受けまでお願いします。青柳(2-15-3)、赤嶺(3-32-9)、伊東(4-10-3)
(定期総会後は新広報部員(予定) 柴田(2-22-12)、蔦木(4-42-7)、原(2-8-2)まで)
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、定期総会までは福井(1-4-7 ☎090-3334-2913)、不在時は青柳(2-15-3 ☎56-7655)まで、定期総会後
は(予定) 浦田(4-39-6 ☎090-4708-5250)、不在時は佐藤(1-9-8 ☎66-2980)までお願いします。
編集･発行：コモアしおつ自治会広報部

みんなの手で明るく住みよい街づくりを

佐藤(部長)、福井(副部長)
青柳、赤嶺、伊東、正田、不動田、保田

発行責任者：コモアしおつ自治会長

大本 修 3-27-5

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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