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季節のご挨拶
５月２０日に湧水量１００万ｍ３／日の柿田川が、

天然記念物として国の文化審議会に答申されたとの
ニュースがあり、５月２７日に東海地方が早くも梅雨
入りしたようだと気象庁から発表がありました。
ダイヤランドは、玄岳から大仙山につながる稜線の
標高６００～２２０ｍの北斜面に広がる森の街です。
そのため、大雨や、台風時には、大量の雨水や湧水
が、低地に向かって怒濤のように流れてゆきます。
ダイヤランドを源流とする川は、資料－１１に示し
ましたが４本あり、この川は、柿沢川に流れ、来光川
を通じて、狩野川に流れ込みます。
山里に生まれ育った経験を持つ人は、森の力を出来る
範囲ですが自分達の地域で、維持管理する義務がある
と普通に思っています。森の力とは、雨水を蓄えて
時間をかけて川に流すことや、土砂の流出や崩壊を防止
することや温暖化防止することを云います。

そのためには、森林の整備と共に雨水や湧水を隣接
している川へスムースに流すための水路の整備も検討 第２野鳥公園／水路整備
の対象となります。（土地の崩壊を防止する意味でも）

現在、区民の会も管理会社と協議しながら、水路の整備と改修に力を注いでいます。
その１つとして、今迄水路として閉塞していた第２野鳥公園の整備事業（写真）が
あります。これも、環境整備費等で実施しており、ダイヤランドの住民として誇れる
事業の１つではないでしょうか。今後も、景観、散策を考慮に入れた整備事業を管理
会社と協議をしながら、進めてゆければと思っています。

さて、会報２８号ですが、前号から３ヶ月経過しましたので、盛りだくさんの内容
になってしまいました。かなり過ぎ去った情報もありますが、新しい情報も多く含ま
れています。肩の力を抜いて頂き、ご一読頂ければ幸いです。
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Ａ 第８回定期総会の報告（３月２７日）

「ダイヤランド区民の会」第８回定期総会が、３月２７日（日）１３：００より、
ダイヤランドホールで開催されました。「ダイヤランド区民の会」の規約において
総会は、正会員の１／２以上（委任状を含む）であれば、成立することになっています。
小松総務部会長が、現在の正会員数は、７８３世帯、３９２世帯以上であれば
成立する事になるという説明の後、委任状が４３２世帯あり、出席者６４世帯、
合わせて４９６世帯となり、本会が成立することを告げました。

総会は、開会宣言の後、議長に初代会長である西村明男氏が選出され、議事に
入りました。議事は、中村圭一会長の総括でスタートし、各部会の活動報告（個別に
記載）及び、会計・監査報告が有り、いずれも拍手多数で、承認されました。続いて
平成２３年度の会長選任と各役員の承認と紹介、そして活動方針、続いて予算案と
議事は進みました。この審議・決議事項も、一応問題無く承認されました。

今年の総会は、区民の会に関していろんな意見をお持ちの方がおられ、いろんな
意見が飛び交い、良くも悪くも考えさせられる場面が多くありました。

管理会社が、新しい契約書の導入を平成２４年度から考えている為、どのように
なるのか・・・という不安の声も多くあったのも現実です。

ダイヤランドが、販売を開始し始めて４０年、あまり知らされることなく時代の事情
に合わせて変わっていた契約書も、平成２４年度から、大きく変わる事になります。
また、常住者も増え、自治会の機能を持つ「ダイヤランド区民の会」も立ち上げて８年
目、前任者の苦労もあり、今では、管理会社と対等に協議できるようにもなりました。

これから、まだまだ荒れようとする世の中、地元は地元で協力して住み良い場所に
する必要があると思います。今は過渡期ですが、いずれ協力しあいながら良い方向に
向かって進みたいものです。

「区民の会」も、発足以来７年が経ちました。設立の目的である、より住みやすい
「ダイヤランド」を目指し、各役員・幹事・班長各位及び各部会活動を行ってまいり
ました。

１）函南町行政への対応
森町長新体制に代わり、これからは、従前とは違う行政サイドの対応に期待
したいと思っています。

２）管理会社への対応
管理契約見直し作業を、重点に「検討チーム」を発足させアンケートの検討及び
回答集の集計並びに内容検討と精力的に活動していますが、新しい管理契約の
作成が完了するのは、来年度の予定になります。
但し、アンケート等で指摘された事項などで、実行可能なものは、即刻実践に
移す様にしています。

Ａ－１定期総会概況 ・・・・・・広報部会 川原 徳重

Ａ－２議事
１－１会長総括 ・・・・・・会長 中村 圭一
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１．防災訓練の実施
１）総合防災訓練（８月２９日）地区別防災訓練を実施

各地毎に、訓練内容を決めて行いました。（暑気対策も考慮して）
２）地域防災訓練（１２月１１日）集合防災訓練を実施

①体験訓練は、初期消火訓練及び救急救護訓練を行いました。
特に、救急救護訓練は、函南町では、始めて「トリアージ」体験訓練を
行いました。

２．防災施設の整備（函南町よりの補助金受け入れ事業 ￥２，８２５，０００－）
主な工事内容
１）防災倉庫の新設［３地区に新設、全地区設置（１０箇所）となります。］
２）消火栓の新設（かじか沢、第２源泉の２箇所）
３）ホース格納箱更新及び新設 １５箇所（新設 ２箇所）
４）消火ホース更新及び新規分 ２１本（新設用８本）
５）粉末消火器粉末剤の入替 ２０本

３．函南町主催の防災行事への参加（水防訓練、防災フェア、防災セミナー、他）

１．土木建設工事
１）平成２２年度分 ①町道伐採工事・・・松の木通り、箱根通り施工済み

２）平成２３年度分の要望書提出件数 ７件

２．防犯灯設置
１）平成２２年度分 要望５件・・・・内２基設置済み
２）平成２３年度分 要望８件・・・・新設分６基、移設分２基

３．交通安全施設
１）平成２２年度分 一時停止線・・・１７箇所設置済み
２）平成２３年度分 要望５箇所・・・全て新設

４．自主防犯パトロール活動
１）犯罪発生の抑制を期待し、隊員による継続的な防犯パトロールを実施。
２）定例連絡会の開催

丹那駐在所・管理会社を交えて情報交換を行い、情報の共有化を図った。
３）本年度は、別荘荒らしは、無かったが、駐車場に止めておいた乗用車の

盗難があった。

５．交通安全週間と広報活動
街頭広報活動への参加（年４回 ４月、７月、９月、１２月）

7:00am 函南町役場に集合
7:30am ダイヤランド第１警備室前にて広報活動実施

１．活動への想い
ダイヤランドには、２９箇所のゴミステーションがあり、燃やせるごみ、燃やせ
ないごみ、リサイクルごみ、粗大ごみを函南町の分別方法に従って、出すように
指示されていますが。出しておられないケースをよく見かけます。
違反したごみの出し方をされると、函南町の指定業者は、持ってゆきません。
そのため専任者が、指定業者が持ち出せるように毎日、環境整備費で分別作業を

１－２部会報告
自主防災会 ・・・・・・・・ 会長 中村 圭一（兼任）

１－２部会報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 三木 謙二

１－２部会報告
環境美化部会 ・・・・・・・・ 部会長 羽原 哲志
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しているのが現状です。
私達の心がけと監視により、このような作業が少なくなり、きれいな環境を維持
するダイヤランドになるように活動を続けてゆきたいと思います。

２．活動報告

実施月日 イベント名 概要 備考

5/30 春のクリーン作戦 ・道路・ゴミステーション分別 函南中学校
日 調査。清掃活動 環境美化部会

・函南中学生によるﾚｸﾚｰｼｮﾝ 管理会社。共催
・勉強会

①生ごみの堆肥化（その１）

7/4 勉強会 ①生ごみ処理／堆肥化（その２） 環境美化部会主催
日

11/7 秋のクリーン作戦 ・道路・ごみステーション分別 環境美化部会主催
日 調査、清掃活動

12/12 初冬清掃活動 ・谷下の通りの清掃 環境美化部会
日 有志の方の活動

管理会社

その他 １）ペットボトルキャップの収集⇒分別⇒洗浄⇒乾燥⇒箱詰め
⇒エコキャップ協会指定収集先へ発送
２０１０／０５／１５ １６，９１６個 ４２．３ｋｇ
２０１０／１２／２１ ２５，０００個 ６２．５ｋｇ

２００８年からの累計 ６６，２３６個 １６５．６ｋｇ

１．会報発行への想い
平成２２年度からは、「区民の会」の会員の方々が、班長さんと同じ情報内容を
共有して頂けるように「定例会」で報告される内容を全て記事として書くように
しました。このことで、原則的には、正会員の方であれば、どなたでも班長さん
になって頂く事が、可能になるのでは・・・・と思っています。

２．会報発行報告

発行日 号数 内 容 ﾍﾟｰｼﾞ数 備 考

5/15 ２２ ・平成２１年度 第７回定期総会 １６
・平成２２年度第１回定例会

7/15 ２３ ・平成２２年度第２回定例会 ８
・管理契約検討ﾁｰﾑ

9/26 ２４ ・管理契約検討ﾁｰﾑ活動報告 ４ 臨時特集号

10/15 ２５ ・平成２２年度第３回定例会 １０ 会報の紙の色
・特集 漏水に関する１つの事実 が変わった

12/15 ２６ ・平成２２年度第４回定例会 １０
・特集 ダイヤランド周辺の直売店

3/15 ２７ ・平成２２年度第５回定例会 １４
・特集 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ別指定袋入替枚数

１－２部会報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重
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１．従来の出納の記載方式を変えました。
「区民の会」を通して出入りする金額が一層わかりやすくなりました。
１）費目毎、全体予算の管理を行いました。
２）「自主防災会」会計と「区民の会」会計を統合してわかりやすくしました。
３）前年度通過勘定を特別勘定として収支を管理しました。

下記の役割をしました。

１）総会・各会議（役員会・幹事会・定例会・他）の事務局
２）住民名簿の管理

期首「区民の会」会員数 ７８９世帯
現在の区民の会会員数 ７９２世帯
名簿に於ける正会員／準会員／賛助会員の振り分け作業

３）各班長への配布部数の管理・行政への報告事務

１．函南町関係
１）各部会よりの要望事項の実現に側面より努力しました。

（自主防災会、環境整備・交通安全部会、環境美化部会よりの要望事項）
関係各部署への働きかけを、密に要望実現に努力しました。

２．管理会社関係
１）環境管理サービスの実施状況について

毎月、定例連絡会議を開催し、実施状況・進捗状況を、確認すると共に
提案事項の討議を行っています。

２）管理契約見直し作業について
管理会社よりの申し入れもあり、平成２２年５月１５日に「管理契約検討
チーム」を立ち上げ、チームメンバーの協力のものに、現在、契約内容を
固める為、検討を進めています。
第１回アンケートの検討・回答開封立ち会い、第２回アンケートの検討・
回答開封立ち会いと精力的に活動しています。
現在（平成２３年２月）までの会議等の開催回数は

アンケートの検討会議 １３回
アンケートの開封立ち会い ９回
管理会社との協議 ７回

メンバーの方々には、大変ご負担を掛けておりますが、今後とも御協力
宜しくお願い致します。
尚、「管理契約検討チーム」の活動状況につきましては、会報「２３号、
２４号、２６号」にてお知らせしておりますので、ご覧下さい。
新しい「管理契約」作成完了まで、引き続き活動を続けます。

平成２２年度会計（決算）報告書を資料－１に示します。その監査報告書を
資料－２に示します。

１－２部会報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 石田 敬三

１－２部会報告
総務部会 ・・・・・・・・ 部会長 小松 健治

１－２部会報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村 圭一

１－３平成２２年度会計（決算）及び監査報告 ・・・ 監査 千葉 武
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２．平成２３年度の体制について 広報部会 川原 徳重

２－１「ダイヤランド区民の会」の組織について（資料－３）
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２－２平成２３年度の本部組織表について（資料－４）
会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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２－３平成２３年度地区組織表について（資料－５）・・ちょっと見づらいですが
会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）



- 10 -

「区民の会」も発足以来８年目となり、設立当初より一貫して推進してきた目標
指針である「より住み良い安心・安全のダイヤランド」を目指し、各役員・幹事・
班長各位及び各部会活動を行ってゆきます。

ダイヤランドも開発以来４０年を経過し、インフラ再整備の時期に来ていると考え
ていますので、本年度より、その準備期としての活動に入りたいと思っています。

「自分の命は自分で守る」「地球は、みんなの力で守る」という意識の基に
次の物件に力を注ぎます。

①組織体制の再構築
②防災害対策設備の充実
③防災訓練の充実

環境整備・交通安全部会の本分である下記の実務を実施してゆきます。

１．自然・住環境の維持並びに道路補修整備
２．防犯灯・交通安全設備等の検証、整備
３．交通安全運動の推進・啓蒙活動
４．防犯パトロールの継続実施

下記の活動を実施する計画です。

開催日 イベント名 概要 主催／共催

５／２９ 春のクリーン作戦 ・道路・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ分別調査清掃 函南中学校
日 ・函南中学生のﾚｸﾚｰｼｮﾝ 環境美化部会

・勉強会「電池の種類別使用法」 管理会社

７／３ 勉強会 ・電池の種類別使用法とﾘｻｲｸﾙ 環境美化部会
日 ・未来の電池

・照明の種類とﾘｻｲｸﾙ

１１／１３ 秋のクリーン作戦 ・道路・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ分別調査清掃 環境美化部会
日 ・勉強会

浄化槽について

１２／１１ 初冬清掃活動 ・谷下通りの清掃 環境美化部会
日 ・拾得ごみの分別 管理会社

有志の方々

その他 １）年度を通じての協力は、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟの収集です。
エコキャップ協会に賛同して協力しています。
使用済みのｷｬｯﾌﾟを収集箱にお願いします。

２－４平成２３年度活動方針
基本方針 ・・・会長 中村 圭一

２－５平成２３年度各部会活動方針
環境美化部会 ・・・ 部会長 奧田 伸江

２－５平成２３年度各部会活動方針
自主防災会 ・・・会長 中村 圭一

２－５平成２３年度各部会活動方針
環境整備・交通安全部会 ・・・部会長 三木 謙二

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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平成２３年度の会報その他の発行予定は次の通りです。

項 目 概 要 備 考

発行回数 ・定期発行が５回位 臨時の発行が増えるかも
・臨時発行が２回位 しれません。

内容 ・定例会での報告内容 特集は、できるだけ身近な
・独自で収集又は取材した特集記事 役に立つものを記事にして
・管理会社情報 ゆきたいと思っています。

ページ数 Ａ－４換算で、１２～１６ページ位 読みやすくするため、12 Ｐ
にしています。
でも、大きなルーペが
あった方が良いかもしれま
せん。

１）出納の適正な運用と管理
２）別紙（資料－６）平成２３年度予算の管理を行います。

平成２３年度の総務部会の部会長を担当して頂ける方がまだ選出されていません。
担当して頂ける方が選出されるまでは、中村が代行させて頂きます。
総務部会の業務は、次の通りです。

１）総会・各会議（役員会・幹事会・定例会・他）の事務局
２）住民名簿の管理
３）各班長への配布部数の管理・行政への報告事務

１．函南町関係
１）各部会よりの要望事項の実現に側面より支援します。
２）生活基盤並びに防災害対策を考えて、基盤施設整備づくりを検討します。

２．管理会社関係
１）環境管理サービスの実施状況について

・毎月実施される管理会社との連絡会議を通じ、身近な問題の改善に繋げ
たい

２）管理契約見直し作業について
・今年度、新しい「管理契約」の作成が完了するまで、引き続き活動を

続けます。
「検討チーム」での検討状況等につきましては、会報にてお知らせします。

２－５平成２３年度各部会活動方針
広報部会 ・・・部会長 川原 德重

２－５平成２３年度各部会の活動方針
会計 ・・・・・ 責任者 河野 功二

２－５平成２３年度各部会の活動方針
総務部会 ・・・部会長 中村 圭一（代行）

２－５平成２３年度各部会活動方針
特別委員会 ・・・会長 中村 圭一

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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平成２３年度「ダイヤランド区民の会」予算書

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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Ｂ 平成２３年度第１回定例会：５月２８日（土）

平成２３年度第１回の定例会（班長以上が集まる報告会）が、５月２８日（土）
１４：００からダイヤランドホールで開催されました。
本来は、日曜日ですが、場所が予約できず土曜日になってしまいました。
以下、報告内容をお知らせします。

函南町の自治会の区長が集まる区長会が毎月１回ありますが、５月は、１３日に
ありました。その時の報告をします。

１．各種団体からの依頼事項
１）東京電力からの節電のお願い

この夏の契約停電の「原則不実施」を継続する為に、供給力の更なる確保
に努めますが、引き続き広くお客様の節電への御協力を御願いします。

この夏の電力需要見通し

［参考］４／１５にお知らせ
項 目 ７月末 ８月末

７月末 ８月末

需要予測 注１ ５，５００ ５、５００ ５、５００ ５，５００

供給力 注２ ５，５２０ ５，６２０ ５，２００ ５，０７０

東北電力へ融通 １４０ １４０ － －

需給過不足 △ １２０ △ ２０ △ ３００ △ ４３０

注：１）昨年夏の最大需要電力は、５，９９９万ＫＷ（7 月２３日）
この夏の想定最大需要電力は、節電協力や自家発電を勘案し、昨年より
５００万ＫＷ低い水準を見込んでいます。

注：２）中部電力の浜岡原発停止により
中部電力からの融通７５万ＫＷ予定（４／１５）は、今回、ゼロとして
計画しています。

２）社会福祉協議会：一般会員の加入促進と会費納入の取りまとめ
会費は、一世帯：５００円
会費納入期限 ：平成２３年７月末日（一応の目安として）

ダイヤランドの社会福祉協議会／会費の取りまとめは、管理センターへ

３）日本赤十字社：平成２３年度社費納入及び社員加入の推進
社費は、一世帯：５００円（又は５００円以上）
社費納入期限 ：平成２３年 ７月 １５日

ダイヤランドの日本赤十字社／社費の取りまとめは、管理センターへ

Ｂ－２区長会報告 ・・・ 会長 中村 圭一

Ｂ－１定例会概要 ・・・・広報部会 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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２．函南町からの依頼事項
１）平成２３年度の自治会の固定資産税減免申請について（税務課）

ダイヤランド区は、固定資産の保有が無いので、該当しない。
注釈：これは、［地方自治法第２６０条の二］に関するものです。

自治会として活動の為の不動産又は不動産に関する権利を保有して
いる自治会だけに関係するものです。（川原 記）

２）農業委員会選挙日程について（総務課）
告知日 平成２３年 ７月 ５日
選挙期日 平成２３年 ７月 １０日
定数 １５名
これは、農業従事者より選出されるものです。

３）自治会の行事に消防団の協力を依頼する手続きについて
自治会の行事に消防団の協力を必要とする場合は、別途依頼書を提出願います。
例：お祭りやどんと焼きの警備等、
防災訓練等は、対象外とします。

４）自治会の区長・防災委員長・交通安全会長会議の開催
日時 ： 平成２３年 ６月 １日（水） 午後７時～
場所 ： 町役場 ２階 大会議室

５）自治会活動保険の申込について
加入申込期限 ： 平成２３年５月 ２７日（金）
ダイヤランドの申込世帯数は、７５０世帯（前年と同数）
コース ：Ｃコース
保険料 ：￥９６，４５０－ [(¥242 x 0.8 - ¥65) x 750]
適用 ： クリーン作戦、防災訓練、等

３．講演会の開催「地域と防災を考える講演会」
日時 ： 平成２３年 ５月 ２９日（日） 午後２時 ～ ４時
会場 ： 函南町保険福祉センター ２階 多目的研修室
＊ご興味のある方は、参加して下さい（事前申込不要）

４．函南町消防団第２分団結団式へ出席
日時 ： 平成２３年 ４月 ２９日 午前 １１時～
場所 ： 農村改善センター及び付近農道
お祝い金 ： ３万円

５．平成２３年度 消防協会田方支部消防操法大会へ出席
日時 ： 平成２３年 ５月 ２２日（日）午前１０時～午後２時３０分
会場 ： 熱海観光港 芝生広場
出場分団 ： 函南町消防団第１分団（ポンプ車努力賞を受賞）

第５分団（小型ポンプ 第３位受賞）
本番前の壮行会へ出席 消防協会田方支部 消防操法大会壮行会
日時 ： 平成２３年 ５月 １７日（火） １９時～
場所 ： 函南町役場 東側駐車場

１）静岡県主催 「地域防災活動基礎講座」の開催のお知らせ
日時 ： 平成２３年 ６月 １６日（木） １０：３０～１５：３０
場所 ： 静岡県地震防災センター（静岡市葵区駒形通り５－９－１）
参加希望者は、６月２日迄に、中村まで連絡お願いします。

電話 ９７４－２９０３
２）ダイヤランド内の地区別防災訓練の実施

８月２８日（日）に実施予定。

Ｂ－３各部会報告
自主防災会 ・・・会長 中村 圭一

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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１）交通安全施設等設置（修理）要望書の提出の件
対象施設 ： ①カーブミラー、②通学路標識、③各種看板（行き止まり等）

④センターフラッシュ（交差点鋲）、⑤ガードレール、
⑥ガードパイプ、⑦路側帯、
⑧一時停止、速度規制、横断歩道、進入禁止、等

提出期限 ： ７月１０日頃迄に
提出先 ： 管理センター内 区民の会／投函箱へ
提出書類 ： 交通安全施設設置要望書（新規、修繕）

２）交通安全パトロールの実施
該当安全パトロールの実施

３）環境整備事業の年間計画表の提出依頼を管理会社にしました。
管理会社から環境整備費に関する予算化した年度計画を出して頂く用に
しました。（一部を資料－８に記載）

１）春のクリーン作戦の開催
日時 ： ５月 ２９日（日） ９：００－１２：００
集合場所 ： 晴れの場合 ダイヤランドホール前駐車場

雨の場合 ダイヤランドホール
進行 ： 晴れの場合 ４班に分かれて、対象とするゴミステーション

に行き、ごみの分別状況を調査し清掃します。
雨の場合 １０：００よりダイヤランドホールにて

イベントを開催
内容 ： ①函南中学生によるレクレーション

ビンゴ／手品
②勉強会（説明者 川原徳重）

・ゴミステーション生ごみ指定袋年間入替枚数統計から
見えてくるものは・・・

・電池の特長と種類別使用方法、及び廃棄方法について

２）７／３（日）の勉強会のお知らせ（説明者 川原徳重）
日時 ： ７月 ３日（日） １０：００－１２：００
場所 ： ダイヤランドホール
内容 ： ①電池のリサイクルの現状と開発中の電池の話

②省エネ照明の話

１）ダイヤランド区民の会／会報２８号発行のお知らせ
本日（５月２８日）、定例会が実施されました
ので、今回報告された内容と３月２７日に実施
された第８回定期総会の内容を記事にする予定です。
２８号は、記事の内容が大変多いので、配布日
としています６月１５日に間に合わせることが
できるかどうか疑問ですが、努力してみます。

Ｂ－３各部会報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・ 部会長 三木 謙二

Ｂ－３各部会報告
環境美化部会 ・・・・ 部会長 奧田 伸江

Ｂ－３各部会報告
広報部会 ・・・・ 部会長 川原 徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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１）地区活動費が、１万から３万になりました。
平成２２年度迄は、地区防災訓練等で使用していた費用は、別会計でしたが
平成２３年度からは、地区活動費として計上願います。
これらの精算は、平成２４年２月に精算書として提出願います。
余った分は、返金願います。

１）配布物／掲示物の配布の件
配布物 ： 日本赤十字社社員加入促進と社費納入（全戸配布）
掲示物（各地区の掲示板へ掲示）

①丹那小だより（５月号）
②箱根路「平成２３年４月号」
③自主防災＃７８（２０１１年４月）
④函南町保健委員だより（第９号）
⑤津軽三味線スクールコンサート

平成２３年 ６月 １０日（金）午前１０時～
丹那小 体育館

⑥函南中学校だより「４月号」
⑦東中学校だより「４月号」

２）会員の出入りに関する情報提出用紙をフォーマット化します。
来月配布する予定です。

３）「ダイヤランド区民の会」の会議・行事予定表のお知らせ
役員、幹事、班長、会員用の会議・行事予定表を資料－７に示します。
かなり多くの会議が組み込まれています。

［写真］

平成２２年度物件
第３源泉上
第１配湯所バス停
横の水路整備事業

ダイヤランドは
雨水、湧水に
関する治水事業
が大変重要な地
でもあります。

放置された自然は
荒廃し崩壊して
ゆきます。

自然を整備し
維持管理する事で
森はいろんな宝物
を私達に授けて
くれるようです。

Ｂ－３各部会報告
会計 ・・・・ 責任者 河野 功二

Ｂ－３各部会報告
総務部会 ・・・・ 部会長 中村 圭一（代行）

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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管理会社との定例連絡会（５月２０日（水） １０：００～）
１）平成２３年度の主な環境整備事業について

資料－８に示します。

２）平成２２年度の環境整備費収支実績報告について
現在集計中のため、６月の定例連絡会（６月１５日予定）に提出予定
営業施設の収支状況については、個別収支にして、わかりやすくするとのこと。

３）４月よりお客様窓口を開設（管理会社の項目で説明します）
担当 ： 袴田課長

４）月間（４／２０～５／１７）環境整備事業について
紙面が無いので、次回の会報（２９号）に掲載します。

１）第３回アンケートについて
第３回アンケートの最終〆切を５／３１日にしていますが、提出状況があまり
よくありません。
５月２５日に第１回開封作業を実施しましたが、５３０通でした。
提出された方の多くが、別荘所持者でした。常住者は、まだ少ない状況です。
回答期限を延長する事を考えていますが、常住者の方の早めの提出をお願い
します。

２）管理契約検討チームの座長が替わりました。
中村圭一氏から砂村一彦氏に替わりました。

理由
今迄座長は、会長の中村圭一氏でしたが、業務多忙（①区民の会／会長、
②自主防災会／会長、③総務部会長代行、④特別委員会会長、そして、
⑤自治会の区長を兼任）であるため、本チームの設立者でしたが、砂村一彦氏
と交代されました。（川原 記）

１．平成２３年度の環境整備事業計画について
今年度より環境整備費による事業の年度計画書を管理会社より提出して頂くよう
にしました。その内容を資料－８に示します。
今回は、項目だけですが、予算も記入して頂く様にし、関係者で協議できるように
してゆきたいと思っています。

平成２２年度の環境整備費の決算は、７月号の「枉顧」に掲載されますが、
今迄よりもっと詳細な内容になるとのことです。

２．環境整備作業の月別出動回数統計について
実施された環境整備作業については、毎月の特別委員会で管理会社より提出して
頂いています。その内容を項目別にして６ヶ月の統計としてこれから区民の会
の会報に掲載する予定にしていますが、今回は、紙面の関係で、掲載できません
でした。会報２９号にまとめて掲載させて頂きます。

３．ゴミステーション別月毎生ごみ指定袋入替枚数統計について
各ゴミステーションの生ごみの指定袋入替枚数に関しても、６ヶ月間の統計として
掲載しますが、今回は、掲載できませんでした。会報２９号に掲載します。

Ｂ－３各部会報告
特別委員会 ・・・・ 会長 中村 圭一

Ｂ－３各部会報告
管理契約検討チーム ・・・・ 中村 圭一

Ｃ 管理会社に関する情報 ・・・・ 広報部会 川原 徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第２８号（２０１１年）
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４．お知らせ

管理センターに、４月からお客様窓口が開設されました。

電話番号 ０５５－９７４－２２２２（代表）

担当 袴田課長
対応 管理センターにお客様窓口ができました。

ご相談事は、全て窓口として袴田課長にお電話願います。
袴田課長が、相談内容に応じ、専門の担当者に相談物件を依頼します。
また、相談された物件の進捗状況については、期間を要するものは
その経緯を相談者にお知らせする予定です。
相談事の依頼を受けてから完了までを、依頼を受けた担当者が管理
して頂くようになりました。

今迄は、担当と思われる方に個別に電話をして、相談し、完了した
のかまだなのかが不明なまま、うやむやになっていることがあった
のでは、ないかと思いますが、これからは変わる予定です。

でも、いつも袴田課長が在室というわけでは、ありませんので、
不在の場合は、連絡先をお伝え下さい。
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６月９日、会報２８号の原稿が書き終わり、明朝印刷所に持参する予定です。
なんとか、１５日の配布に間に合いそうです。今回は、２０ページにもなってしまい
ましたが、掲載できない資料もあり、残念です。次回まとめて掲載させて頂きます。

ところで、ダイヤランドや丹那地区を流れている川の名前をご存じでしょうか？
ダイヤランドの水路の流入先を調査する事でわかりました。その名前を資料－１１
に示します。函南町役場／建設課にある地図で調べたものです。ご参考までに。

会報「ダイヤランド区民の会」 第２７号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重

２０１１年 ６月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

５．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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