
- 1 -

季節のご挨拶

ここダイヤランドでは、７月１０日頃にヒグラシ
の声が聞こえ始め、７月１７日に東海地方の梅雨
明け宣言、そしてその週は、涼しい日が続きましたが、
次の週から、熱帯夜が続くようになりました。
でも、このような時期が、”梅干しの土用干し”に
適しており、各地で土用干しをされたようです。
（写真）土用干しをすることで、皮が柔らかくなり、
口当たりの良い梅干しになるようですね。
ここで作られる梅酢は、冬、紅ショウガ等に使います。

さて、３３号の内容ですが、７月２２日に実施
された定例会の報告とともに、自主防災会の今後の
活動方法を主体としました。次に区民の会の役職別
の役割や第３２号で書けなかった管理会社の平成
２４年度の事業計画と今年度前期（４月～６月）の作業内容をお知らせします。
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７月２２日（日）に第２回「区民の会」定例会が開催されました。その報告内容です。

通常定例会は、本部役員／地区幹事／地区班長が集まり、本部役員席と地区
（１０地区）をブロックに分けて席を作り、そこに幹事さんと班長さんが座って、
会が進行します。

今迄は、幹事会で承認された報告と意見交換が終了すると、そこで、閉会になって
いたのですが、今回から定例会終了後、各地区毎の打合せ時間を取るようにしました。

そこで、各地区内の報告事項や相談をして頂きたい・・・というのが目的です。

A．平成２４年７月度 函南町区長会報告 ７／１５開催時の報告内容

Ａ－１．町などからの依頼事項

１）ｉｎ狩野川かんなみ猫踊りの開催（函南町観光協会）
日 時：平成２４年８月４日（土）「雨天の場合（８月５日（日）に実施）」

１５：００ ～ ２０：３０
場 所 函南町 肥田簡易グランド

＊花火打合せ予定時刻 ２０：１５頃～
協賛金の依頼・・・１口 １万円以上でお願いします。
会場への交通・・・シャトルバス（無料）を利用（会場には駐車場無し）

ＪＲ函南駅／函南町役場／伊豆仁田駅から発着

２）「災害時１人も見逃さない運動」（民児協）

依頼事項：（１）自治会役員と民生委員との話し合う機会設定
（２）情報の共有

災害時要援護者マップ等の情報共有と今後の情報取得への
協力

（３）防災訓練等での「要援護者に対する援助活動」採り入れ

３）飼い主のいない猫に関する調査協力について（環境衛生課）

町内全域の野良猫の実態（総数）把握を行い、今後の対策に役立てる。
★野良猫の避妊や去勢を行い、再び野良猫がいた場所へ戻し長期的にその場所

の野良猫を減少する方法（これを「ＴＮＲ］と云う）を考慮している。
町内の組（ダイヤランド区は、班）単位で、アンケート調査を行う。
アンケート用紙・・・各班長へ配布
回収期日：函南町／環境衛生課提出 Ｈ２４年 ８月 ２７日迄に

・班長 ⇒ 幹事へ Ｈ２４年 ８月 １７日迄に
・幹事 ⇒ 総務担当へ Ｈ２４年 ８月 ２２日迄に

（区民の会 投函箱へ入れて下さい）

［写真］：
毛布で、けが人を運搬する訓練

1)両側を少し丸めた毛布にけが人を
乗せます。

2)丸めたところを持って運搬します。

運搬には、最低３人以上必要です。
高齢者では、６人位必要になります。

１－１区長会／報告及びお知らせ ・・・・・・・・ 区長 中村圭一

１．平成２４年７月度「区民の会定例会」の件
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４）平成２４年度「敬老会」開催及び祝い金支給の案内について（福祉課）

敬老会
対象者 ：函南町在住の万７４歳以上の方（４，７９７人）
対象者数：４，７９７人（対前年比 １５１人増）
日 時 ：Ｈ２４年９月７日（金） １０：００ ～ １４：００
会 場 ：熱海後楽園ホテル

敬老祝い金の支給
本人への通知：９月始めにはがきにて通知
支給対象者 ：函南町在住の昭和１７年９月１５日以前生まれの方
対象人数 ：６，７８１人
支給品 ：現金５、０００円又は「湯～トピアかんなみ」入場券

（１２枚綴り）
支給日 ：Ｈ２４年９月１８日（火）～２１日のいずれかの日
支給場所 ：ダイヤランド・ホール
備 考 ：当日来れなかった方は、後日、町福祉課へ

５）自主防災組織 実態調査の実施について（総務課）
（主催：県／危機管理部）

提出期限：Ｈ２４年 ９月３０日（返信封筒で投函）
備 考：３年に１回の実態調査

６）函南町「総合防災訓練」の実施について（総務課）

日 時 ：Ｈ２４年 ８月２６日（日）
実施場所：ダイヤランド区は、各地区（１０地区）毎で実施
同報無線：同報無線放送は、２回実施。下記の時刻にて（函南町全域）

同日 ① ８：００
② ８：１５

ＭＣＡ無線の交信：町災害対策本部（総務課）と各地との交信を行う。

Ａ－２その他

１）自治会活動保険の加入申込みについて（企画財政課）

申込手続き：Ｈ２４年６月４日終了
備 考 ：明細書等の関係書類受領（保険証券は、区長会で保管）

保険は、区長会全体で入っているので、保険証書は、１通のみ
保険期間 ：Ｈ２４年７月１日より１年間

Ａ－３配布物（区民の会掲示板に掲示）

①「狩野川東部浄化センター見学会」パンフレット（県下水道公社）
②夏の節電・冬の省エネ取組（県環境政策課）
③丹那小だより ７月号（丹那小）

Ａ－４ポスター（区民の会掲示板に掲示）

①ｉｎ狩野川「かんなみ 猫踊り」

Ｂ．会議・催事等への出席状況
Ｂ－１丹那小学校区「防災連絡会議」

日 時 ：Ｈ２４年６月２９日（土） １９：００～
場 所 ：丹那小学校／ランチルーム
内 容 ：①広域避難場所（丹那小学校）としての運営について

②各区の抱える問題について、等
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Ｂ－２Ｈ２４年度「函南町／青少年健全育成大会」

日 時 ：Ｈ２４年７月８日（日）９：３０ ～ １２：００
場 所 ：函南町／中央公民館／大ホール
内 容 ：①「私の主張」発表

発表者：各小／中／高より各１名
（函南／丹那／桑村／東／西の各小学校

函南／東の各中学校
田方農高

②ＤＶＤ放映：青少年を取り巻く「有害情報環境」対策
（携帯電話のメール／インターネット裏サイトによるいじめ）

Ｂ－３管理会社との連絡会

日 時 ：Ｈ２４年７月１８日（水） １０：００～１１：３０
場 所 ：管理会社／会議室

Ｃ．今後の予定
Ｃ－１第２６回まちづくりセミナー「防災研修会」

日 時 ：Ｈ２４年 ７月 ３０日（月） １０：００～
場 所 ：中央公民館／大ホール
演 題 ：「想定を越える災害から子供達の命を守るために」
講 師 ：群馬大学／広域首都圏防災教育センター長 片田敏孝 教授
備 考 ：興味のある方は、参加して下さい。

経過説明・・・川原記
ダイヤランド区における自主防災組織は、「ダイヤランド区民の会」が発足する

２年前の２００１年に「自主防災会」として発足しました。そして、２０１０年より
その会計が、区民の会に組み込まれて一体運営されることになりました。

しかし、その組織としての活動は、２００９年頃迄は、会員に対して役割を決めて
活動するように一応組織化していましたが、その後、救護班以外は、決まった組織
活動が無くなりました。
しかし、昨年の東日本大震災を始め、多くの災害を身近に経験し、その経験者の話を
聴くに付け、地域の自主防災組織の必要性を役員／幹事／班長と多くの人が感じた
ものと思われます。そこで、改めて、ダイヤランド内にも再度、自主防災組織を作る
必要があるということになりました。

１．自主防災の組織作りについて

１）５／２７定例会で配布した出席班長によるアンケートの件
本件については、会報「区民の会」（第３２号）でお知らせ済み

２）各部会報告の後、時間を頂き下記の内容でお話しをします。
①防災士：馬籠正明さん（１０地区幹事）のお話しとビデオ放映
②西村明男さんの話（自主防災会長）

３）８／２６（日）の自主防災訓練について
夏の防災訓練は、地区ごとで実施。

夏 夏
昼の女王 夜の女王

やまゆり 月下美人

１－２部会報告
自主防災会 ・・・・・・・・ 会長 西村明男
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１）Ｈ２４年度「夏の交通安全県民運動」に参加

期 間 ：７/１１（水）～７／２０（金）
スローガン：「安全を つなげて広げて 事故ゼロへ」
運動の重点：①子供と高齢者の交通事故防止

②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶
④各市町交通安全対策協議会が決定する事項

統一行事 ：７／１１（水）・・初日該当指導／広報の日
７／１３（金）・・飲酒運転根絶推進の日
７／２０（金）・・子供と高齢者の交通事故ゼロの日

区民の会の活動
①７／１１（月） 交通安全週間 街頭立ち会い（第１警備室前）
②７／２０（金）迄、ノボリを立てて広報活動

２）Ｈ２３年度に要望を提出した道路整備交通安全関連工事の実施調査

実施日 ：７／１９（木）
内 容 ：①カーブミラー ８件中１件のみ

②ガード １件中０件
③停止線 ０件

１）８／１２の夏祭りの件
①区民の会として参加を予定していた「盆踊り」は、中止となりました。

②テントによる催し物は実施します。
1)わなげ 2)ポテトチップスの販売、3)クラッカーチーズの販売
販売での収益金は、「野良猫を減少対策」の費用に充てます。

２）函南ウオッチングの件
［１－４お知らせ］に記載します。

３）アマチュアのための音楽会の実施の件
期 日 ： H ２４年 １２月１日(土） １４：００～１６：００
場 所 ： ダイヤランドホール

４）「野良猫を考える会」に協力する件

１．会報３３号の発行の件

発行日 ８月１５日を予定
内 容 １）７／２２定例会の報告内容

２）区民の会／役職者の役割
３）管理会社の平成２４年度の環境整備事業計画と作業状況
４）お知らせ、等

１－２部会報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 郷 千恵子

１－２部会報告
環境美化・文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田伸江

１－２部会報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原徳重
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１．半期分を締める作業をします。
９月には、４月～９月までの半期分を締める作業をします。

特にありません。

１．管理会社との連絡会
６月 ：６／２０（水） １０：００～ 実施
７月 ：７／１８（水） １０：００～ 実施
内容
１）管理会社の各月度の作業内容の報告と確認
２）区民の会からの要望

管理会社との連絡会での報告事項は、「４．管理会社関連報告」でお知らせ
します。

２．「ダイヤランド夏祭り２０１２」開催について

自主防災器具ミニ知識①

１－２部会報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 河野功二

１－２部会報告
総務部会 ・・・・・・・・ 部会長 中村圭一

１－２部会報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村圭一
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１－１ある団体の防災セミナーの DVD の放映
１）東海／東南海／南海地震が発生した場合の特徴

① 地震の揺れが強くて長い
② 津波がすぐに来る
③ 液状化現象が発生する
④ 日本の１／３が被災することになる
⑤ 多くが被災するので、救助無し
⑥ 東日本大震災の５倍位の被害が予想される

２）覚悟すること
① 自分の命は自分で守る（自助） ７０％
② 互いに助け合う （共助） ２０％
③ 公の助けを受ける （公助） １０％

３）確認しておくこと
① 日頃から家族と話し合っておく
② 自宅を安全にする（圧死防止等）
③ 家屋の強度を確認しておく

１９８１年以前に建てた家は、調査が必要（無料で調査を受けられる）
④ 消火の備え
⑤ 非常持ち出し品の準備（１次持ち出し品／２次持ち出し品、等）

１－２ １０地区の地区防災訓練の実施状況説明
１０地区は、ダイヤランドでは唯一「土砂災害地区」になっています。

１）１０地区での地区防災活動について
① 地区での自主防災組織は、難しいので担当（防火／情報／給食／救護等）

は作らない
② 出来る人ができる事を実施
③ 地域リーダーを決めておく
④ 地区活動プログラムの中で臨機応変に各自機能を実施
⑤ 発火時は、早い情報伝達が必要

班長まで、無線機を持つ必要がある。（今後の課題）
⑥ 自助の啓蒙活動を実施する

1)自宅の耐震化調査（役場４ F 都市計画課で対応）
2)家具の転倒防止
3)非常食の備蓄（個人個人で用意する／１週間分）
4)非常時の持ち出し品の準備

２）今後検討を必要とする項目
① 防災倉庫の資材リストの作成
② 防災倉庫の鍵の所有者のリスト作成
③ 発災時のトイレ問題
④ 湧水場所の調査
⑤ トラクターの借用調査

備考：
上記馬籠正明さんの「自主防の話」は、地区別防災に大変参考になると思って
川原が、メモ書きしたものを記載しました。
急いでメモ書きしていたので、多少内容が違っている部分があるかもしれません
が、ご了承願います。

１－３その他
自主防災の話 ・・・・防災士 馬 籠 正 明

（１０地区幹事／班長）
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１．考え方
１）災害への準備（自助／６０％、共助／３０％、公助／１０％）
２）共助の仕組みとしての自主防
３）実際的、持続的な活動計画と組織が必要

２．地区別活動・組織
１）地区を中軸とした組織・訓練
２）各地区で情報、防火、救護、給食担当を設定
３）各地区の要支援家庭を把握

３．本部機能の必要性
１）情報統合と外部（町対策本部・隣部落）との連携・交渉
２）全体の防災機能把握（総合訓練実施計画）
３）本部役員（情報、防火、救護、給食、総務、管財、等）

４．問題点
１）役割分担（幹事・班長の分担、区民への呼びかけ）
２）情報連絡（電話、携帯、無線機をどう活用するか）
３）避難場所、物資補給路

５．８月２６日（日）地区別防災訓練について

６．全所帯対象アンケート（案）の件（以下に記載）（８／１５に全世帯に配布予定）
案のため、アンケート内容が変わることもあります。

ダイヤランド自主防災アンケート（全所帯対象・重要）＜案＞
ダイヤランド区民の会・自主防災会

・ロット番号 ・所帯主名 ・班名
緊急時、被災時の防災活動を充実させるため、ご意見を伺います。
１．下記の災害についてどう思っておられますか

・東海大地震：近い将来起こると思う 思う／思わない／わからない
・富士山噴火：近い将来起こると思う 思う／思わない／わからない
・集中豪雨による災害：近い将来起こると思う 思う／思わない／わからない

２．貴方の家に一番近い消火栓の位置を 知っている／知らない

３．防災倉庫の中を見たことがありますか ある／ない

４．ダイヤランドでの防災訓練に参加したことがありますか ある／ない
今後も参加したいですか したい／したくない

５．防災訓練の目的について
①災害、防災についての情報を得る。②近所の人と顔見知りになる
③訓練を経験する（放水訓練、救護方法、給食方法、簡易消火器の使い方）

６．あなたが自主防災活動に参加頂けるとしたら、どの役割を引き受けて頂けますか
①情報班、②消火班、③救護班、④給食班、⑤避難誘導班、⑥その他

７．災害時の情報連絡のため、個人情報（電話番号、血液型、近親者への連絡方法等）
を限定した範囲の人（自主防と同地区の人）に知らせる事についてどう思われます
か？ 差し支えない（承諾する）／困る（承諾しない）

８．一人暮らし高齢者、障害のある方、乳幼児がいる子育て家庭等については、あら
かじめ登録頂き、災害時に安否確認、近親者への連絡などを行う事が必要と考えて
います。

要支援家庭として登録したい。
理由：

御協力ありがとございました。 以上、

１－３その他
ダイヤランドの自主防災について（案） ・・・ 自主防災会 西村明男

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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「ダイヤランド区民の会」という自治会で役職を依頼されても、どのようなことを
しなければならないのか、どのような会議や打合せそして行事があるのか、等がわから
ないで、請け負う方がおられます。（私もそうでしたが・・・）

しかし、そのようなことをまとめた資料が全体に配布されていないのも事実で、多く
の役職者が、わからないなりに役職を努めておられるのではないでしょうか。

そこで、平成２０年に作成された資料がありましたので、それを一部改訂して、
ここに掲載する事にしました。この表は、現在の役割内容と若干異なっているように
思われますので、参考として扱って頂ければ幸です。

役職名 主な役割 注記

会長／区長 ①会務を統括する。
②函南町／区長会に出席する
③函南町の行事に参加し、行政との関係を密にする。
④大災害時、災害対策本部長の任に当たる。

副会長／副区長 ①会長を補佐する
②必要な場合、会長の職務を代行する
③災害対策本部設置時、本部詰めをする

自主防災会長 ①自主防災会を統括する。
②独自の活動・運営・組織計画を策定する。
③災害を想定した防災訓練の計画と実施をする
④函南町／安全係・消防署・分団と連携して業務を遂行
⑤常に管理センターと連携・協議し集合場所・消防施設の

活用・訓練・整備を行う
⑥消防施設・資機材等の補助金を申請する
⑦啓蒙のための広報活動をする
⑧その他自主防災活動に関する事項を遂行する

環境整備・ ①環境整備・交通安全部会を統括する。
交通安全部会長 ②安心・安全の為、環境整備に関し管理会社と協議連携

する。
③道路補修及び保守の申請
④街路灯の新設及び保守の申請
⑤公園整備に関する提言
⑥交通安全機関に委員として参画し交通指導の人に当たる
⑦その他環境整備交通安全に関する事項を遂行する

環境整備 ①環境美化活動及び文化活動を統括する。 注記１
文化部会長 ②ごみの正しい出し方、マナーの徹底、減量、分別の推進

③ゴミステーションの新設・改装の調査と申請
④ゴミのポイ捨て、犬の糞の放置防止活動の推進
⑤クリーン作戦、清掃活動勉強会の実施。

広報部会長 ①区民の会会報の発行（４回／年）

特別委員会 ①行政との交渉窓口
②管理センターへの要望改善等の交渉
③住民の要望・提言を役員会に報告

総務部会 ①総務部会を統括する。／区民の会全体の事務局
②組織管理（名簿）／部会に属さない事項の受付。
③全体会議の通知・資料・段取り業務。
④幹事会／定例会の司会を務める

２－１「区民の会」役職者の主な役割（参考）
・・・・・ 広報部会 川 原 徳 重

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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役職名 主な役割 注記

会計責任者 ①出納・経理業務

監査役 ①経理が適正に行われているか、監査し総会に報告する

顧問 ①「ダイヤランド区民の会」全般について提言

幹事 ①地区内を統括し、地区内の情報意見を収集、伝達する。
②班長と連携を密にし班長を補佐する
③地区ミーティングを補佐する。
④幹事会に出席し、その内容を地区に報告する。
⑤配布物を班長に届け、配達を依頼する。
⑥発災時、地区内の防災活動の任に当たり、被災状況を

連絡システムにより報告する。

班長 ①班内の会員である定住者を掌握する。
②函南町の配布物を各世帯に配布する。
③「区民の会」定例会に出席し、配布物を各世帯に配布

する。
④「区民の会」の行事に参加し、幹事を補佐する。
⑤防災活動に参加し班内の安否状況を確認し幹事に報告

する。
⑥要安否確認者リストの所持（災害発生時開封可）

注記１ 環境美化・文化部会は、平成２４年度からの名称なので、拡張業務
については、まだ設定されていません。

「ダイヤランド区民の会」での役職者は、どのような会議や・行事に参加する必要が
あるのかわからない場合が、多いと思います。この表も平成２０年度に準備された
ものです。現在とは、多少異なっている部分もありますが、大いに参考になると
思います。

会議／行事名 出席者 開催回数 概要

定期総会 本部役員：８名 １回／年度 ・最高の議決機関
幹事 ：２１名 ・役員の選出
班長 ：６４名 ・各部会からの報告
全会員 ・決算／予算の承認、等

役員会 本部役員：８名 １２回／年度 ・函南町からの報告連絡
毎月第 3 月 ・管理会社との打合せ事項調整

・地区の問題点に関する意見
調整

・幹事会で審議する課題の調整
・地区選出町会議員との意見

交換

幹事会 本部役員：８名 ４回／年度 ・役員会からの報告連絡
幹事 ：２１名 ・役員会で提示された課題の

審議及び決議
重複無しの場合 ・地区の問題点を吸引する機関

２－２「区民の会」会議・行事開催概要（参考）
・・・・・ 広報部会 川 原 徳 重

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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会議／行事名 出席者 開催回数 概要

定例会 本部役員：８名 ４回程度／年度 ・幹事会で決定したものの報告
幹事 ：２１名 会
班長 ：６４名 ・決定機関ではない
重複無しの場合 ・この定例会で報告された内容

は、会報で会員に報告される
・地区班内の問題点を吸引する

機関

特別委員会 本部役員 ８名 １２回／年度 ・管理会社との連絡協議会
管理会社 ４名 ・管理会社が関係する地区の

毎月第３水 問題や確認事項を一緒に
協議する会

運営委員会 区民の会：３名 ３回位／年度 ・環境整備事業が、適切、適正
DCC ：３名 に行われているか、どうか
管理会社：3 名 H24 年度から チェックする。

開始

防災訓練 自主防災会 ２回／年度 ・夏の地区別防災訓練
防火／救護／ ・冬の全体防災訓練
給食／情報／ ・防災倉庫／消火栓調査
バイク隊 ・地区別防火訓練（地区毎）
管理会社
全会員

環境整備 環境整備交通 ・街頭広報 ・交通街頭
交通安全活動 安全部 ４回／年度 ・防犯パトロール

同上部会員 ・防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊 ４回／年度

環境美化活動 環境美化文化 ３回～ ・春のｸﾘｰﾝ作戦（函南中学校
部会 ４回／年度 と共催）
管理会社 ・秋のｸﾘｰﾝ作戦
函南中学校 ・初冬清掃活動
全会員 ・勉強会等

文化活動 環境美化文化 ３回～ ・春の遠足
部会 ４回／年度 ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ夏祭り参加
全会員 ・タウンウオッチング

H24 年 度 か ら ・音楽発表会
実施

地区ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 各地区幹事 随時 ・各地区で個別に実施
班長／地区会員 ・地区の親睦をはかる

・地区の問題点を打合せ、等

［写真］:夏エビネの花
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ダイヤランド区民の会として各地区毎に防災倉庫(１０ヶ所）を装備しています。
しかし、現在どのようなものが収納されているか、ご存じの方は、少ないと思います。

８月２６日（日）に地区別防災訓練がありますので、ここに防災倉庫の収納品を掲載
します。このものは、５地区の防災倉庫のリストですが、１０ヶ所ほぼ同じ内容と
思います。５地区は、参加者全員でリストを見ながら確認しています。

No 収納品名 数量 No 収納品名 数量

０１ 投光器 １ ３５ 脚立ハシゴ １

０２ 発電機（ヤマハ） １ ３６ 三角巾 ６０

０３ コードリール １ ３７ 仮設トイレ １

０４ チェーンソウ １ ３８ Q マスク １０

０５ 鉄線ばさみ（大／小） 各１ ３９ 会議用机 １

０６ バール（大） ２ ４０ 折りたたみ椅子 ３

０７ バール（小） ３ ４１ 軍手 ２０

０８ のこぎり ３ ４２ サバイバルブランケット ３０

０９ 大ハンマー １ ４３ 混合ガソリン １

１０ 片手ハンマー ２ ４４ ビニール極薄手袋 １０

１１ ポリタンク（２０ L) ２ ４５ テント １

１２ ペンチ ５ ４６ 整理用収納ケース １

１３ ビニールシート １０ ４７ 防錆剤 １

１４ ロープ（９／１２） 各２ ４８ タッパー １

１５ 砂袋（土嚢） 200 ４９ ゴミ袋（３５枚入り） ３

１６ いわみ ２ ５０ ガムテープ ３

１７ なた（大） １ ５１ 油性マジック（黒大） ２

１８ なた（小） ２ ５２ サランラップ ３

１９ スコップ（剣先） ３ ５３ ピンセット １

２０ 鍬 ３ ５４ はさみ １

２１ かけや ３ ５５ 滅菌ガーゼ（L) ３０

２２ バケツ １５ ５６ 滅菌ガーセ（M) ６０

２３ なべ １ ５７ リバーガーゼ（大） ３０

２４ 一輪車 １ ５８ 脱脂綿 ２

２５ 強力ライト（乾電池付き） １ ５９ 滅菌綿棒 ２

２６ ガソリン缶 １ ６０ サラシ ２

２７ 非常用ローソク ２０ ６１ オキシドール（大） ２

２８ 救急セット木箱／袋 １２ ６２ イソジン（うがい用） ２

２９ 伸縮２つ折り担架 １ ６３ 水（２ L)消毒用 ６

３０ 釜（かまど付き） １ ６４ 包帯（大／小） 各１

３１ メガホン １ ６５ 絆創膏（大／小） 各１

３２ 緊急ラジオ １ ６６ トリアージュタグ １０

３３ ジャッキ １ ６７ カセットコンロ／ボンベ １

３４ 伝言板 １ ６８ ボールペン／画用紙 各１

３．防災倉庫の収納品リスト（参考） ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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４－１平成２３年度に実施した主な環境整備事業 （枉顧１５５号より抜粋）（注記）
（注記：但し号数表記間違いで１５１号と記載されています）

No 事業名 実施額 主な工事内容

０１ 水路改修・補修に 12,584,000 ・バス停「第１配湯所前」改修工事
関する工事 ／転落防止用フェンス設置

・さくら公園浚渫工事
・２５地区水路護岸改修工事
・７３地区横断排水管改善工事
・３３地区水路護岸補修工事

５月／６月／９月実施
・４３地区水路護岸、樹木伐採工事
・１３地区水路護岸、道路横断管工事
・５５地区水路底盤補修工事

０２ 公園・緑地整備に 8,416,000 ・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ６箇所、花壇４箇所植栽
関する工事 ・第１野鳥公園／管理センタ周辺草刈

・７３地区傾斜面緑地苗木植栽／除草
・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ内整備工事
・その他緑地の除草
・谷下公園管理地間引き伐採整備作業
・第１野鳥公園改修工事
・第２野鳥公園水路散策路駐車場整備

０３ 道路に関する工事 5,562,000 ・道路沿線草刈
・N-1 配湯所前道路改善整備
・３５地区管理地伐採
・道路越境樹木の枝落とし
・除雪／融雪剤散布（６回実施）

０４ ゴミ処理施設に 9,414,000 ・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ８箇所に網／扉取付工事
関する工事 ・No17 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ壁改修工事

・No14 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ集積場交換工事
・臨時ｺﾞﾐ集積場用ﾌｪﾝｽ購入

０５ 道路清掃・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 3,958,000 ・清掃車による道路清掃
関連 ・人力清掃作業（階段道路等）

０６ 自主防災関連 790,000 ・ﾎｰｽ格納箱 17 ヶ所取替
ﾎｰｽ 15 ヶ所補充、消火栓ﾊﾝﾄﾞﾙ４本

・地下式消火栓新設
・消火栓噴霧ﾉｽﾞﾙ２個新設

０７ 街路灯設備修理 17,471,000 ・街路灯電気代
・街路灯電球交換

高所作業車のレンタル料含む

０８ 樹木整備工 1,141,000 ・桜テング巣病対策
・倒木処理
・倒木ﾁｯﾌﾟ化工事及びﾁｯﾌﾟ材散布

０９ 側溝・排水管等工事 274,000

１０ その他 2,897,000 ・名義変更破損ﾌﾟﾚｰﾄ交換工事(400 枚）
・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ区域外との境界測量

合計 62,507,000

４．管理会社関連報告 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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４－２平成２４年度の主な環境整備事業計画 （枉顧１５５号より抜粋）
今年度から、事業計画表を出して頂く様にしました。

No 事業名 予算額 主な工事内容

０１ 水路改修・補修に 8,000,000 ・３３地区水路護岸／底盤改修工事
関する工事 ・３５地区水路整備工事

・その他緊急発生水路／護岸補修工事

０２ 公園・緑地整備に 9,200,000 ・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ６箇所／花壇４箇所植栽
関する工事 ・第 1 野鳥公園と管理ｾﾝﾀｰ周辺草刈

・７３地区東斜面緑地苗木植栽除草
・その他緑地の草刈
・第２野鳥公園の整備

０３ 道路に関する工事 5,800,000 ・道路沿線草刈作業
・道路越境樹木の枝落とし
・除雪／融雪剤散布

０４ ゴミ処理施設に 8,600,000 ・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ５箇所網／扉取付工事
関する工事 ・臨時ｺﾞﾐ集積場ﾌｪﾝｽ設置

０５ 道路清掃・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 6,400,000 ・清掃車による道路清掃
関連 ・人手による階段通路の清掃

０６ 自主防災関連 800,000 ・ﾎｰｽ格納箱１９箇所新設／１箇所取替
ﾎｰｽ 18 本補充、消火栓ﾊﾝﾄﾞﾙ新設

・消火栓１箇所新設
・消火器２０本粉末取替

０７ 街路灯設備修理 17,500,000 ・街路灯電気代
・街路灯電球交換

０８ 樹木整備工 1,000,000

０９ 側溝・排水管等工事 500,000

１０ ﾌﾟﾚｰﾄ作成 2,200,000 ・名義変更／破損区画ﾌﾟﾚｰﾄ交換
450 枚

１１ その他予備費 2,000,000 ・自然災害対応等

合計 62,000,000

４－３平成２３年度環境整備／付帯事業の収支計算 (枉顧１５５号より抜粋）
赤字分（▲）は、環境整備費より補填します。
今年度から、新しい契約書を元に、運営委員会で、本件の改善を進めていく
ようにしています。

項目 収入の部 支出の部 差額（収入-支出）

シャトルバス売上 7,922,000 13,680,000 ▲ 5,758,000
テニスコート使用料 2,299,000 124,000 △ 2,175,000
プール入場料 1,236,000 2,502,000 ▲ 1,266,000
ホール使用料 1,017,000 1,127,000 ▲ 110,000
ゲストハウス（森の里） 41,020,000 59,690,000 ▲ 18,670,000
サービスセンター売店 53,416,000 57,630,000 ▲ 4,214,000

106,910,000 134,753,000 ▲ 27,843,000

注記：支出の部は、減価償却不含
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４－４環境整備作業月別出動回数
管理会社と毎月１回連絡会議を開催しますが、その時、過去１ヶ月間に実施した

環境整備に関する作業の説明を受け、質疑応答をしています。
この表は、４月～７月中旬までに実施した作業項目です。

清掃車による道路清掃は、専任オペレーターが担当するようになり、嵐等の後以外
は、常時きれいに維持されています。

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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４－５ゴミステーション別月度毎生ごみ指定袋入替枚数統計とワースト５
生ごみを入れるコンテナ内で、レジ袋や他都市のゴミ袋、ダンボールや紙袋等に

入ったものは、専任者により全て函南町のゴミ袋に入れ替えています。
函南町の燃やせるごみを収集する車は、指定ゴミ袋に入っているものしか収集しない
からです。ダイヤランドでは、Ｎｏ．３とＮｏ．３０のゴミステーションが、常時
この入替枚数が多いゴミステーションです。

この頃は、作業を終了した業者の人が、数カ所のゴミステーションにゴミを分散
させながら、廃棄した後を見受けるとのことです。常住者の方々の協力で、このような
業者やマナー違反者を少なくしてゆきたいものです。

このようなごみの分別費は、環境整備費から出しています。
今年度は、昨年度より入替枚数が多くなっており、注意が必要です。

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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平成２４年度「夏の地区別防災訓練」を下記の日程で開催しますので、

多勢の皆さんの参加を、お待ちしています。

開催日 ： 平成 ２４年 ８月 ２６日（日）

注記：地区により、開催日が変わるかも知れませんので、お住まいの地区の

区民の会の幹事／班長に確認願います。

夏の防災訓練は、各地区毎（１～１０地区）に開催しますので、おのおのの

地区毎に幹事さんよりの開催案内に従い、所定の集合場所にご参集ください。

災害発生時、お互いに助け合う共助の面からも、普段から地域の方々と顔見知りに
なっていることも大切な事と言われています。

ぜひ、多勢の方々の参加を期待しています。

この頃、ゴミステーションをチェックしていると、扉の前に置いてある
剪定枝や雑草の入っている函南町のごみ指定袋の中に、ビニール袋に入れた
「犬の糞」を押し込んで入れている場面を目にすることがあります。

状況から推測すると、犬と散歩中に犬が糞をしてそれをビニール袋に入れた後、
自宅まで持ち帰るのが面倒で、道路脇にあるゴミステーションの剪定枝の袋
の中に押し込んだものと思います。

捨てた人の自分勝手な低いマナー
が目に付きます。

函南町／ダイヤランドにおいては、
犬の糞の処理は、自宅のトイレに
流すか、次のように廃棄することに
なっています。

１）散歩中の犬の糞は、ビニール等
に入れて持ち帰る。

２）自宅で、燃やせるごみとして
函南町の指定袋に入れる。

３）ゴミステーションの生ごみを
投入するコンテナに入れる。

ビニール袋に入った犬の糞

５－１お知らせ 「夏の地区別防災訓練のお知らせ」
自主防災会 西 村 明 男

５－２お知らせ 「犬の糞の処理で恥ずかしい行為をする人が増えています」
広報部会 川 原 徳 重

会報 ダイヤランド区民の会 第３３号（２０１２年）
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「函南町タウンウオッチング」参加者募集
日 時 ： １１月 １日（木） １３：００ ～ １６：００

集合場所 ： 管理センター前 １３：００迄に集合

募集人数 ： ４０名

持ち物 ： 入館料 ２００円
ケーブルカー代 ３７０円

見学コース
（晴天時） ①十国峠 （６０分）

②かんなみ仏の里美術館 （６０分）

（雨天時） ①ごみ焼却場・リサイクルプラザ（６０分）
②狩野川東部浄化センター （９０分）

申込先 管理センター／区民の会／投書箱へ

締切日 １０月 １５日（月）

お問い合せ 環境美化・文化部会 奧田伸江宛 （電話 ９７４－０３４５）

＜おさそいメモ＞
昨年に続き、「函南町タウンウオッチング」に申込を致しました。
今回は、中型バスでゆったり行けそうです。
秋の１日晴天を願いつつ、バスの中でも楽しみましょう。
＊飲み物、おやつもお忘れ無く

切り取り線

管理センター／区民の会／投書箱へ ［１０月 １５日（月）迄に］

「函南町タウンウオッチング」参加申込用紙
１１月１日（木） １３：００～１６：００

ロット No

電話

お名前①

お名前②

環境美化・文化部会 奧田

５－３お知らせ 「函南町タウンウオッチング」参加者募集
・・・・環境美化・文化部会 奧田伸江
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出演者募集 「アマチュア音楽家のための発表会」
開催目的 ダイヤランドには、各種のジャンルの音楽を演奏したり、歌ったり

されておられる方々がおられますが、同じ音楽という趣味を持った
方が一同に集まって、演奏を聴きながらお話しをする機会が今迄
なかったように思います。
そこで、今回「アマチュア音楽家のための発表会」というのを
企画しました。是非ご出演を！！！

出演者例 ・ダイヤランドホールでのお食事会の出演経験者の方々
・近隣の方々と音楽を楽しんでおられる方
・私（奧田）のように自己練習のみの方

日 時 ： １２月 １日（土） １４：００ ～ １６：００

場 所 ： ダイヤランドホール

出演予定 ： しの笛、声楽、チェロ、等

演奏時間 ： １０ ～ ２０分位

申込方法 ： 下記の申込用紙に内容を記載して頂き、
管理センター／区民の会／投書箱へ投函ください。

申込締め切り： ９月 ３０日（日）までに

問い合わせ先： 環境美化・文化部会 奧田 宛へ （電話 ９７４－０３４５）

切り取り線

管理センター／区民の会／投書箱へ ［９月３０日（日）迄に］

「アマチュア音楽家の為の発表会」出演申込
１２月１日（土） １４：００～１６：００

ロット No

電話

代表者名

団体名
お持ちの場合

演奏のジャンル

環境美化・文化部会 奧田

５－４お知らせ 出演者募集 「アマチュア音楽家の為の発表会」
・・・・環境美化・文化部会 奧田伸江
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ダイヤランドミニ知識②：消火栓の吐出圧の低い箇所ベスト５

注記：実情を踏まえた上で、対応願います。

No 消火栓 No 吐出圧(Kg/cm2) 標高(m) 備考

１ ４６ １．８ ３９０ 標高が高いところに多く
２ ９８ １．９ ５４９ あります。
３ ６５ ２．０ ５８８
３ ８２ ２．０ ５５２
５ ２２ ２．６ ４７９
５ ５０ ２．６ ４２０
５ ８０ ２．６ ５２６

ダイヤランドミニ知識③：消火栓の吐出圧の高いところベスト５

No 消火栓 No 吐出圧(Kg/cm2) 標高(m) 備考

１ ８６ ７．８ ２６５
２ ７７ ６．９ ４４１
２ ７８ ６．９ ３９０
４ ９２ ６．８ ３１０
５ ７６ ６．７ ４７０

注記：消火栓の情報は、会報の２９号に掲載されています。

区民の会の会員の方が自宅の近くで問題を発見したり、発生した場合、いろんな
相談ルートがあります。

１）地区の班長／幹事に相談する
２）管理センター／区民の会／投書箱に相談内容を書いたメモを入れる
３）管理会社の［お客様相談室］に相談する

これらの問題は、次のような分類が考えられます。

１）函南町が管轄している物件（対応に時間がかかる場合が多いです）
２）管理会社が管轄している物件
３）他人の所有地に関する物件（対応に時間がかかる場合があります）

現在、区民の会に上がってくる物件や、管理会社に上がってくる物件で、対応が
必要な物件は、年間約２０件位あるようですが、町役場／管理会社／区民の会との
協議で、ほぼ解決しているようです。

問題等がありましたら、一人で抱え込まず、上のルートで相談してください。

今年のダイヤランドの夏祭りは、区民の会もテントを借りて、楽しさを盛り上げ
たのでは、ないでしょうか？ まだまだ暑さが続きます。
熱中症に注意をしながら、楽しく夏を過ごしましょう。

会報「ダイヤランド区民の会」 第３３号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重

２０１２年 ８月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

６．身近に問題を発見した、発生した場合の相談方法について

７．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重
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