
コミュニティ事務局には毎日のように電話やメールで環境に関する問い合わせと要望をいただいてい

ます。対応は管理組合が2019年12月1日に発効した「コリーナ矢板環境整備マニュアル」に基づいて

行っています。HPにも環境整備Q&Aなどを掲載中。こちら。

主に以下の4つで、所有者、管理者がそれぞれ異なります。

1.道路・歩道(所有者、管理者ともに矢板市)

◎倒木や通行の妨げになっている物には市に対処をお願いしています。

処置はすべて市の判断です◎私有地からはみ出している枝木、建築限界に違反しているものは所有者

に処置を依頼します。処置は所有者が行います◎歩道に設置された花壇は市の所有で、管理は市とコ

ミュニティが共同で行っています。使用する場合は花壇登録をお願いします。

2.公民館前庭、運動公園、公園、遊歩道(所有者は市。管理は市とコミュニティが共同)

◎倒木や隣家への危害がある場合には市に処置を要請します◎頻繁に不特定多数の方が使用される場

所(公民館前庭など)で市が対応できない草刈りや簡単な樹木の処理はコミュニティ環境整備予算から

予算内で処理します◎公共地の樹木によって私有地に日照や落ち葉などの影響がある場合は市の許可

を取って自費で処理してください。その場合はコミュニティにご一報を◎公園や遊歩道は予算内で草

刈りを行っています。予算の関係ですべてが常に満足のできる状態にならないことはご理解ください。

気になる部分は一斉清掃時に、班世話人を中心に自主整備をお願いします。

3.ケーブル線(東京電力、テレビ共聴用、NTT)

◎3種類のケーブル管理者がいます。皆さんから指摘のあったものはすべて各々の管理者に依頼し、

管理者の判断で処理をしています。ケーブルにかかる枝木の個人処理は事故の原因になるので絶対に

行わないでください。私たちが見て不安に思われる状態でも、各事業者の担当者が問題ないと判断す

ることが多くあるということもあります。

4.私有地間

◎私有地間の環境に関する問題は当事者同士で対応してください。事務局は私有地間の問題は原則対

応しません。該当所有者の連絡先が分からない場合で、事務局が危険や環境への悪影響が明らかと判

断した場合は連絡先を開示します。(総会での承認事項)
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・スーパーつぼみん号運行日程
11月から毎週木曜日に移動スーパーが運行中。
お野菜やお弁当、惣菜、日用品などを
積んだ2台のトラックがやってきます。
週によって場所が違うのでご注意ください。
＊12月1日・15日・29日 公民館前庭
＊12月8日・22日 第3調整池横
これからも継続できるよう、
積極的な利用をお願いします。

・管理組合の役員改選について
コミュニティの役員会は管理組合役員の兼任と若干名の専任コミュニティ役員で構成さ
れていますが、その管理組合役員が来年4月で改選となります。管理組合兼コミュニ
ティ役員として活動していただける方を募集しています。活動の詳細などについてご説
明させていただきますので、事務局までお知らせください。

コリーナコミュニティ事務局
電話：0287(48)1553 メール：colina.commu@gmail.com

歩道や道路、公園や個人のお庭など、自然あふれるコリーナ。季節の移ろいを感じら
れる場所だからこそ、気になる点や手のかかる場所があることも事実です。
こんな時はどうすればいいの？という環境整備についてまとめました！

これからも住みやすい街であるよう、みんなで協力して環境整備に努めましょう！

自然や住環境に対する価値観は人それぞれ。それぞれの価値観を尊重したうえで、コリーナが
1.安全・安心・快適な街 2.自然と共生する持続可能な街 3.資産価値・幸福価値の高い街

となるよう、住民みんなで取り組みたいと思っています。ぜひご協力ください！
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現在コリンタ号は週5日､平日の8時15分から19時までの8便を6
人のレギュラー運転手で運行しています。仕事や療養などで長
期に運転できない場合もあり、運転手の皆さんには過度の負担
をかける月も出てきています。
コリンタ号はコリーナの重要なインフラです。自動化運転が実
現するまでコリンタ号を運行し続けたいと思っています。
＊運転手登録の方法について
週に一度、半日程度、ピンチヒッターとしてスポットでの運行も
歓迎です！ぜひ、運転手登録してみませんか？
2種免許をお持ちの方はご連絡いただければ即運行可能です。普
通免許の方は､一日運転講習を受けて運行可能となります。3，4
人の講習受講予定者が揃った段階で実施します。
＊みんなで運行するコリンタ号
コリンタ号はコリーナの皆さんで運行する､栃木県唯一の地域共
助型バスです。運転する方、運営する方、乗ってくれる方の3者
が一体となって初めてコリンタ号は運行が可能となります。是非
皆様のご協力をお願いいたします。
＊年間パスも運行の大きなサポート
年間パスの期限が切れる方は更新を
お願いします。コリンタ号を応援し
て下さる方、サポーターとしてパス
の新規購入や更新もよろしく
お願いいたします。

展示作品募集と無料スケッチ画実演講座開催のお知らせ
【展示ブース】・・・バックパネル、展示台、照明付き
■展示パネル タテ９０㎝×ヨコ９０㎝（畳半分位）
■展示台 ヨコ７５㎝×奥行き６０㎝（トレニア半分位）
■利用料金 展示パネル・展示台…１ブースに付き各￥２００
■展示期間／2週間
■作品設営・撤去／毎月第２・第４(日)（作業はメンバーで協力）
【 無料スケッチ画実演講座 開催のお知らせ 】
■ 講座テーマ／『コツで描く、風景スケッチ画』
プロ講師の作画実演を見て、スケッチ画の楽しみ方を知ろう
■開講日時／12月11日、25日（日） 10：00～11：00
■会場／コリーナ公民館
■講師／江森ケンジ（大手カルチャースクール絵画講師・世話人）
作品を展示したい方、スケッチ講座参加希望の方は事務局まで。

お問い合わせ先
応募・掲載依頼ご意見ご要望はこちら

○メール：colina.commu@gmail.com
○℡：０２８７－４８－１５５３
○ポスト：コリーナ公民館玄関横ポスト

オレンジカフェなんくるないさー（どうにかなるよ）

マイホームコリーナ（C-812）℡48-8260

毎月、どなたでもご参加いただけるオレンジカフェを開催してい
ます。企画も様々です。12月の日程、企画内容についてはお問い
合わせください。どなたでもぜひ参加してください。
ご相談などもお受けしています。
お待ちしています。送迎も可能です。
場所：マイホームコリーナ

みんなの広場
コリンタ号からのお知らせ

運転手大募集！！

お祝いの会が無事に終わり、秋のイベントもひと段落。サークル
活動も活発になってまさに秋らしいコリーナの特集となりました。
参加募集している活動もたくさんあります！公民館の最新空き状
況についても事務局までお気軽に。(編集&お祭り担当：長田)

年末年始もきれいに使おう
10月から11月のゴミステーションは清掃登板の廃止後も皆さ
んの尽力のおかげで、大きな問題もなく大変きれいに使用さ
れています。ありがとうございます。
これから年末年始の大掃除の季節になります。また多くの方
がコリーナに滞在する時期でもあります。粗大ごみで収集の
対象にならないごみの投棄などの不法投棄が予想されます。
そのような現場を目撃された場合は事務局にご連絡ください。
今後、不法投棄の持ち主がわかった場合は持ち主にお返しす
るようにいたします。また、あまりにもひどい事例の場合は
警察に不法投棄として届けることも検討します。

1面「コリーナの環境整備」の2に該当する「公民館前
庭、運動公園、公園、遊歩道」の樹木が、あなたの家屋
に危険を及ぼしていたらお知らせください。公有地の樹
木が私有地の家屋に著しい危険や環境悪化（枝が屋根に
落下する、枝葉が繁茂し日照権が侵される）などの事実
をコミュニティで取りまとめています。
今までもそのような事案は市に対処を依頼してきました
が、市は倒木以外の処理を基本的にはいたしません。
公有地の木の伐採は、市に許可を得て、伐採を望む土地
の持ち主の方それぞれが私費で処置をしています。
今後もこの対処は変わりませんが、至近距離まで樹木が
迫っている場合をコミュニティで把握し、枝だけは環境
整備予算で対応できればと考えています。コミュニティ
で現場を確認して優先順位をつけ、差し迫ったものから
予算内で枝の処理を致します。（公有地に生えている樹
木に限ります）
ただ、すべてに状況に一度に応えることは不可能ですの
で、お知らせ頂いた現場を確認し役員会に諮り、状況の
深刻度に従って処理していく予定です。

運行情報

時刻表など

コリーナ矢板は地デジをケーブルテレビで視聴しています。
施設管理組合はこの共聴施設の維持の為、保守点検を行う
会社と契約し定期的な点検や緊急時の対応を図っています。
今回、コリーナの初期から保守を実施して頂いた専門会社
が急遽、廃業する事となり新規の専門会社に委託する事と
なりました。コリーナ地区のケーブルは複雑な地形に沿っ
て全長11Kmにもなります。また対象家屋は525戸程あり管
理、保守は簡単ではありませんが、新たに委託する会社は
旧会社と協業関係にあったことから諸々のノウハウも引継
がれており、今回、新たに保守契約を締結予定です。
新 トランセンス（株）（宇都宮市）
旧 （有）日本ＢＳ通信工事(鹿沼市)2022年9月30日廃業優しくて・安全・安心

みんなのコリンタ号は今日も運行中

10月に発生した不法投棄と全く同じ場所、同様のごみがま
た捨てられていました。前回同様、事務局が清掃・分別し
て処理しました。これは不法投棄、犯罪です！！
今後繰り返されるようであれば犯人の特定や警察への届け
出を検討していきます。
住民の皆様も、何か
お気づきの点や目撃
情報などをお持ちでし
たらお知らせください。
皆さんのご協力を
お願い致します。

11月の役員会で防災倉庫の点検を行い
ました。備品に使用する電池やガス等
の確認を行い、不足分は追加購入しま
した。コミュニティでもいつ起こるか
わからない災害への備えを忘れずにお
きたいと思います。

長方形のこたつ 譲ります！！
5年前に購入し2年ほど使用していました。引き取りに来られる方
Ｃ905 090(5561)9794 山田さん まで直接ご連絡ください。

mailto:colina.commu@gmail.com

