みんなで
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座間市緑ヶ丘地区自治会連合会
今年度も残り少なくなり、改めて力の結集の大切さ・偉大さを
痛感する今日です。 突然襲う自然災害は、至近時「忘れないよ
うにやってくる。」と言われるように、頻度・規模・地域を問わ
ず平穏な市民生活を破壊し尽くします。
自治会の存在意義・地域住民の人間的繋がりの重大さをその時
ほど思い知らされた人は少なくないでしょう。
これからも、一人ひとりの力を結集し自治会をより強力な
「つながりの輪」にするべく尽力しましょう。

「きれいなゴミ収集所へ」

「体験ツアー・施設見学をして」

緑ヶ丘地区自治会連合会
新緑ヶ丘自治会クリーンナップ委員会

さつき自治会 会長 加倉 久仁章
一年間、自治会・地区自連活動を通し色々
な事を学ばせて頂きました。
防災体験ツアーでは、地震・風水害・煙・
消火体験で、頭では理解出来ているつもりの
事が、規模にもよると思いますが、パニック
で行動がとても難しい事や、普段から家族、
自治会等、身近で訓練や話し合いをすること
の大切さを再確認させていただきました。
又、ごみ処理施設見学会では、生ごみは24
時間体制で燃やし続けていて、資源として再
利用されている事が分かりました。
ペットボトル・ビン・缶においては、人の手
による選別が行われており、その中には中身
が残ったままの物もありました。
普段当たり前のように捨てているごみです
が、やはりそれを取り扱う側の気持ちを考え、
危険もあり得る事を想定し捨てなければなら
ない、捨てる側のモラルも考えさせられまし
た。
皆さんも、是非！体験・見学をしてみてい
ただければと思います。

それまで、「収集所」はカラスや猫の恰
好の餌場と化し、散乱するゴミのために居
住者の平穏な日常生活が脅かされていた。
この現実をなんとかしたい当自治会では
専門委員会を立ち上げ要因分析、対策立案、
対策実施、歯止めと言う改善手法を駆使し
取り組んだ。
一世帯当たり収容量の割り出し、極端に
収容量が不足する場所に集積所を増設(資源
対策課と連携)、覆うネットの面積拡大(費
用自治会負担)、利用者の氏名掲示、利用者
全てによる「一週間単位」の「清掃当番制」
(チェック表の持ち回り) を実施し、試行錯
誤の状況ではあったが改善の兆しも見られ、
道なかばではあるが格段の実質効果を上げ
るに至った。
今後は利用者個々のモラール向上が喫
緊の課題であり、弛まぬ努力の必要性を実
感している。
(環境担当役員)
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「美化活動と生き方」
緑ヶ丘南自治会 会長 森 繁
テレビでクールジャパンについて放送
していた。日本の小学校では教室の掃除
をしており、雑巾がけの映像を見てもら
い、これはクールかどうかと外国人に聞
く。彼らの国では掃除は清掃業者の仕事
とのこと。生徒が清掃をすることにより
物に対し愛着と公共心を育むからクール
との事。一部の国では学校教育に導入さ
れていると紹介していました。また今年
七連覇の帝京大学ラグビー部では上級生
が率先してトイレ掃除
をしているとの事。
当自治会では利用者
が当番を決め順番にご
み置き場の清掃とネッ
トの管理をしておりま
す。また防犯パトロー
ルの時にレジ袋とトン
グ持参の役員が巡回ついでに目に付いた
『ごみと空き缶』を拾っています。
朝の散歩ついでにごみ拾いをしているお
年寄りを何人か見かけたこともあります。
この様な方々が行政の仕事の隙間をフォ
ローして綺麗な環境をつくっているので
はないでしょうか。
私達の周りでは無分別にごみを出す人
やポイ捨てをする人がおります。ごみは
小さい事ではありますがその人の生き方
を表現しているように思います。時に振
り返って自分はどうだったか考えてみて
はいかがでしょうか。

や、空き地も少なく、また各家庭の公道に面す
る場所は駐車場の出入り口なっていることが多
く、まとめてごみを置く集積所を新設するのは
とても困難です。
さらに高齢で一人暮らしの
家庭も増え、二三軒先のごみ
集積所へ搬出するが大変な方
も見受けられます。
座間市のごみ収集は、諸般の事情はあるかと
思いますが、他の自治体で実施してる例が見受
けられる、各家庭からの個別収集を希望してい
ます。

「ミニあじさいロード(並木)を目指して」
緑ヶ丘六丁目自治会 会長 大塚幸伸
市役所前の道を歩いて小田急線の相武台前
駅に向かいますと、踏み切りがありますがそ
の左前方奥が緑ケ丘六丁目自治会です。
そこに約２０本の桜並木があります。４月
には見事な花が咲きます。しかし花が咲いた
後は、花柄が落ちこの後始末が大変です。
又１２月半ばまでには、毎日枯葉が落ちこの
清掃も大変です。近所の人達がボランティア
清掃できれいにしています。
この桜並木の歩道脇にスイセンが植えてあ
り１２月半ばから咲きますが、ここは市から
許可をえて自治会で管理しているところです。
去年、この桜並木の脇に
小木がうっそうとしていた
のを市にお願いして伐りま
した。その空いた場所にボ
ランティアであじさいを植
えました。挿し芽です。無事であれば３～４
年で咲くでしょう。
あじさい並木です。
残念なことに心ない人が犬の散歩で、この
中に犬を入れて花はいためつけられています。
あじさいを植えた隣にはツツジの生垣があ
りますが、市による剪定の時期が花芽をつけ
た後の夏のため花が咲いたのを見たことがあ
りません。
踏み切り左方奥陸橋までの沿線にも桜並木
があり、花の咲く時期には鉄道マニアが写真
を撮りに来る場所でもあります。

「ゴミの収集」について
相武台緑ヶ丘自治会 会長 黛 克彦
私共の集積所は、各家庭きちんと分別され、
どこの集積所も比較的きれいに管理されていま
す。しかし、時にカラスによって生ごみが散乱し
ていることもあります。特に搬出家庭数の多い
集積所が被害に会うことが多いようです。ごみ
の量が多く新たに入居される方が、搬出するの
をためらわれるようなケースもあるようです。
集積所を増やしたいにも、自治会内には公園
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「ごみ」について
緑ヶ丘中央自治会 会長 増山昭男
【７班・野島 】昨年夏、７班が使用している
ごみ集積所で、ネットが破けてしまった箇所
がありました。
カラス避けの黄色い物だったのですが、修復
不可能な状態になり、利用者13世帯で話し合
い、新しい物に取り替えようという事になり
ました。
最初は市役所の方に問い合わせたのですが、
ごみ集積所の設置というのは、近隣住民で自
主的に設置・管理するもので、ネットを含む
備品についても利用者で解決するように、市
からのネット貸与は５年に一度とのことで、
該当しませんでした。
まず、集積所利用者を確認し、この件に付
き全ての世帯に説明し、話し合いの場を持ち
ました。７世帯の出席で、欠席した６世帯も
話し合いでの決定に同意する事を約束して下
さり、結果、集積所利用者が所有するネット
を快く寄付していただきました。
今回の件で、集積所利用者の把握、及び管
理等は利用者でやらなければならない事を知
ることができました。また、集積所の掃除当
番を敢えて決めず、「利用者みんなできれい
に使おう」という事になり、現在に至るまで、
きれいな状態を保っています。また、集積所
利用者の把握、話し合いの場を設けた事で、
ルール違反も無く、快適に利用できています。
今後もこの状態を保てるよう、利用者みん
なで努めていきたいと思います。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
【10班・瀬戸】私が今まで「ごみ」の問題で
気になったことは
１．固定されているごみ集積所の設置場所を
決めるのが難しい。
２．ごみの出し方で、ルール違反をされる。
特に困るのが１ヶ月に1度しか収集されない
燃えないごみの時に、そのごみが残されてし
まい集積所を設置している家では、そのごみ
を１ヶ月間保管して置かなければならない。
３．カラスや猫などにより、ごみが散乱する。
このような問題を解決する一番の方法は、
大和市のように戸別収集方式を採用し、各家
庭で責任をもって玄関先にごみを出す。また、
ごみを有料化することにより、ごみの減量に
なると思います。そして、焼却炉への負担も

軽減され、なお、市への 収入も増えるので良い
かと思います。ただ、市のごみを収集する方の負
担は増えるので困難になるとは思います。
数年前の班編成により、10班は広い範囲になっ
てしまったので、10班では我が家だけ11班の方々
と一緒にごみを捨てています。私のところでは、
話し合いにより、ごみ集積所を１つの場所に固定
させるのではなく、ごみ収集車が通る道路に隣接
して建物を所有している家の人が、各自ごみの集
積所の場所を決め、1ヶ月ごとに集積所プレート
と網を次の近隣の家へ移動させる輪番制にしてい
ます。自治会から配布された網は４～５年位で穴
が数ヶ所空き修繕していましたが、その後すぐ大
きな穴が空き使用できなくなったので、その集積
所使用者でお金を出し合い、丈夫な素材の網と紐
を買い使用しています。掃除当番もなくスムーズ
にいっています。

「最低限のルールを守りましょう」
第一住宅相武台団地自治会 会長 高橋澄子
当自治会のゴミ置き場は約10～15世帯毎に場所
が決まっていますが、ゴミ置き場専用の用地では
なく、道路の角切り箇所等、道路の片隅を利用さ
せていただいています。掃除や
ネットの管理はグループにより
輪番制にしたり、管理者を決め
たりしています。
最近問題になっているのは、
他の地区からゴミを捨てていく
方がいること、その方のマナー
の悪さ、散歩中のペットのフン
の始末についてです。通勤途中
に車から投げ捨ててく方やネットに入れない方が
おり、当然のごとくカラスに荒らされます。また、
ペットのフンの始末をしない方等、マナーの悪さ
が目立ちます。役員が注意を促すステッカーを貼っ
たりしていますが、多分他の自治会でも同様の問
題を抱えていることと思います。
価値観の違いはあるでしょうが、最低限のマナー、
ルールを守ることは社会人として当然のことです。
ヘタに声を掛けたら怖い、と思う反面、注意しな
ければ変わらない。簡単なことですが勇気が必要
だと思います。一人ではなく皆で声を掛けていく
ことが大切ですね。
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「地域のつながりと美化の大切さ」

「緑の環境」

小田急相武台南自治会 会長 畑野暁子

地区自連 専任理事 小出秀二
わかば自治会

今年度の自治会活動も残りわずかとなり
ました。皆さまのご協力に誌面を借りてお
礼申し上げます。振り返ってみますと、自
治会活動を通して地域のつながりの大切さ
を実感するとともに、さまざまな要素が互
いに関係し合っていることを知る一年でし
た。なかでも地域の美化と防犯、まちの高
齢化の関係は将来的にも留意すべき課題で
あり、年度の終わりに書き記したいと思い
ます。
住人が協力し合って良好な環境を保って
いるまちは自然と防犯効果も高まります。
手入れの行き届いたゴミ集積所に不法投棄
はあまり見られません。しかし、美化に取
り組んでこられた住人の高齢化が進むと地
域の美化と防犯は後退してしまいます。同
時に少子化が進んでいるため、将来的にも
若年層のマンパワーだけに頼ることはでき
ません。
そこで期待したいの
はやはり行政です。住
人による維持管理が難
しくなってきた地域の
集積所を再整備したり、
他市で導入例のあるゴ
ミの戸別収集を検討したり。既存条例に照
らし合わせて可否を決するだけでなく、あ
らゆる可能性を検討する必要がありそうで
す。そして私たち住人も、自治会という地
域コミュニティを通して、将来に渡りきれ
いで安全なまちを保つための取り組みや共
有意識をもつことが求められているのだと
思います。

現在、市内の公園は谷戸山公園
を筆頭に41か所あります。総面積
61.5haの約半分は谷戸山ですが、
それ以外のベスト３:芹沢、かにが
沢、富士山公園も当緑ヶ丘地区を
取り囲んでいます。
加えて栗原遊水地を臨む斜面緑地も貴重な緑
を提供しております。
これだけ緑に囲まれた当地区は、名実ともに市
内一番の環境ではないでしょうか。
平成24年度のアンケートによると、公園、緑
地保全施策に対する市民の関心度は90％と高い
一方、現状の満足度は42％と低い結果でした。
行政としても当面は50％、近い将来には55％に
満足度を高めていく目標を掲げています。
近年の大口案件として、昨年完成した相模が
丘仲よし小道の整備や、来年度完成を目指す芹
沢公園の拡張工事が進められております。
この緑豊かな自然は、ただ眺めるだけでも気
分を癒してくれますが、折角ですから少し散歩
してみてはいかがでしょうか。
毎日15分運動するだけでも、平均寿命は３年延
びると言われております。
お互い緑ヶ丘の自然環境を満喫、健康長寿を全
うしようではありませんか。

♪～ 編集後記 ～♪
今回のテーマは、美化と環境問題についてです。
実は、この原稿依頼の直前の定例会で、各自治会が
抱えているごみ問題や周囲の美化について、熱い討
論が繰り広げられました。 普段なかなか聞けない事
がたくさん挙げられ、大いに参考になり、是非！皆さまに
もご紹介させていただけたら…そんな思いから、この
テーマしかないと！！ 自治会に携わってこの一年、新発
見の連続でした。そして、何よりも支え合いの大切さを
改めて実感できた事が大きな収穫です。(広報: 中元 )
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