
- 1 -

季節のご挨拶
７月中旬から、１０月１２日まで、殆ど

毎日最高気温が３０℃を越えていましたが、
１週間後の１０月１９日には、最高気温が
２０℃以下になるという急激な気候変動を
１０月は、迎えました。同時に、遅ればせに
富士山が初冠雪を迎えました。（写真）

今年は、例年になく多くの台風が日本に
接近するだけでなく、寒冷前線と共同作業で、
日本各地に多くの大雨の被害を与えました。

２０１３年も異常な気候が続きましたね。

南箱根ダイヤランドは、自然豊かな森の街
です。森の自然は、１年でも管理されて
いないとジャングルになってしまい、災害
を大きくしてしまいます。
そのため、自然豊かな森に住む住民としては、 平年より１９日遅い富士山の初冠雪
安全、安心のため、そして、函南町の治水 昨年より３７日遅い。
のためにも、住民全員でこの森を管理して ダイヤランドからは見えなかった。
いく必要があると思います。 １０／１９，富士市上空からの写真

「ダイヤランド区民の会」の重要性の１つ 出典：MSN 産経フォト
は、管理会社に対して住民側の要望点を提示
し管理会社だけでは、対応が無理な場合は、協力しながら、知恵を絞って解決して
いくことが必要なります。このような作業は、開発後４０年を経過したダイヤランド
において、メンテナンス箇所が多くなればなるほど、より多くなってくるものと思わ
れます。そのため、より「ダイヤランド区民の会」としての結束力と御協力が必要に
なってくるのではと思っています。
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１．平成２５年度 第３回定例会の報告（１０月２７日開催）

Ａ．平成２５年度１０月度区長会報告（Ｈ２５年１０月１５日開催）

１．町・各種団体からの依頼事項他
１）保健委員の推薦について（健康づくり課）

任 期：Ｈ２６年４月１日～Ｈ２８年３月３１日（２年間）
推薦人員：１名
推薦条件：函南町在住、健康で活躍できる方
推薦期限：Ｈ２６年２月末

２）Ｈ２５年度 函南町土砂災害対応訓練の実施について（総務課）

期 日：平成２５年１２月１日（日） ８：００～１２：００
会 場：函南町平井地区内 及び 函南東小学校／体育館
実施団体：函南町関係部署、平井区自主防災会＆区民、函南町消防団、

田方消防本部、国土交通省関係部署、静岡県関係部署

３）（情報伝達訓練）エリアメールの送信について（総務課）

日 時：Ｈ２５年１２月１日〔日）９：００ａｍ（静岡県）
９：１０ａｍ（函南町）の２回

対 象：ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ，ソフトバンクの携帯電話
送信ｴﾘｱ ：静岡県（危機管理部） ・・・・静岡県内全域

函南町（総務課安全係） ・・・・函南町内全域

備考 ：メール文には、必ず「訓練」の文字が入ります。

４）環境・健康都市推進フォーラム in かんなみの開催について（企画財政課）

日 時：H25 年１１月４日〔月）１３：００～１６：３０
場 所：函南町文化センター／大ホール（入場無料）

（旧函南町中央公民館）

講演内容：①特別講演 「人のこころ 観音の心」
特別講師 京都清水寺 貫主 森 清範 氏

②基調講演 「心とからだの健康」
講 師 静岡県立静岡がんセンター 総長 山口建氏

③パネルディスカッション「新しい時代を拓く環境・健康都市」
パネリスト 山口 建氏（静岡県立がんセンター総長）

粟津 明氏（粟津総合計画事務所代表取締役）
三輪真知子氏（梅花女子大学看護学部教授）
森延彦氏 （函南町長）

コーディネーター 澤木久雄氏（SBS パーソナリティー）

５）H ２６年新年初顔合わせ会の出席者について（企画財政課）

日 時：H26 年 １月 ５日（日） １０：００ａｍ
会 場：函南町文化センター
参加費 ：無し
出席者名簿提出期限：Ｈ２５年１１月１５日（金）

１－１会長挨拶及び区長会その他報告 ・・・・・・会長 中村 圭一
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６）Ｈ２５年度 区長及び組連絡事務委託料の支払いについて（企画財政課）
（支払い先及び支払い方法確認書の提出）

提出期限：Ｈ２５年１１月１５日（金）
提出先 ：企画財政課
支払日 ：Ｈ２６年 ２月１０日頃の予定

7）町表彰条例による表彰者の内申について（企画財政課）

提出期限：Ｈ２５年１１月１５日（金）
功労表彰：町政業務への功績者（町長ほか町議会議員等が対象）
善行表彰：町の公益に功績顕著、金品等多額の寄付行為者

その他特に住民の規範となるべき者

８）Ｈ２５年度まちづくりブロック懇談会「町長と語ろう」日程決定について
（企画財政課）

日 時：Ｈ２５年１１月１４日（木） １９：００～２１：００
場 所：農村改善センター／和室会議室
参加者 ：各区 ３名（会長他 ２名）
話題 ：発言の概要を予め提出する。

備考：ダイヤランドは、第４ブロックです。
第４ブロックとは、下記の９地区を云います。
①丹那、②畑、③ダイヤランド、④エメラルドタウン、⑤軽井沢
⑥田代、⑦鬢の沢、⑧細沢、⑨六本松

９）函南町消防・防災フェアの開催について（総務課）

日 時：Ｈ２５年１０月 ６日（日） ９：３０ａｍ～
場 所：函南町役場駐車場（雨天の場合 函南中学校／体育館）
内 容：式典、

アトラクション・・・自衛隊音楽隊／和太鼓演奏等
消防ポンプ車／はしご車／防災機器の展示／模擬店等

１０）交通安全優良自治会コンクール（総務課）
－「交通事故・交通違反ゼロをめざして」－

実施期間：Ｈ２５年１０月１日～１２月３１日
場 所：三島警察署管内（三島市／函南町）の各自治会を対象に

２．配布物及びポスター（区民の会／掲示板に掲示）

①追突事故の防止ポスター
②児童虐待防止ポスター（管理センター＆ホール）
③自主防災Ｎｏ．８６
④環境・健康都市推進フォーラム（チラシ）
⑤函南中だより
⑥丹那小だより
⑦箱根路 １０月号（三島警察管内防犯協会）
⑧南箱根ダイヤランドシャトルバス迂回のお知らせ（管理センターより）

食欲一番 健康一番

遊び一番
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Ｂ．会議・催事等への出席（予定を含む）

１）まちづくりセミナー「映像を活用したまちづくり」

日 時：Ｈ２５年 ８月３０日（金） １３：３０～
場 所：函南町役場／２階／大会議室

２）函南町「敬老会」

日 時：Ｈ２５年 ９月 ６日（金） １０：００ａｍ～
場 所：熱海後楽園ホテル

３）環境整備事業運営委員会

日 時：Ｈ２５年 ９月２０日（金） １５：００～
場 所：管理会社／会議室

４）函南中学校／蒼龍祭体育の部

日 時：Ｈ２５年 ９月２１日（土） ８：１５ａｍ～
場 所：函南中学校 グラウンド

５）丹那小学校／運動会

日 時：Ｈ２５年 ９月２８日（土） ８：３０ａｍ～
場 所：丹那小学校 運動グラウンド

６）第４５回函南町文化祭

日 時：２５年１０月 ５日（土） ９：３０ａｍ～
場 所：函南町文化センター／大ホール

７）消防・防災フェア

日 時：Ｈ２５年１０月 ６日（日） ９：３０ａｍ～
場 所：函南町役場 駐車場

８）環境整備事業運営委員会

日 時：Ｈ２５年１０月１８日（金） １５：００～
場 所：管理会社 会議室
議 題：レストラン「森の里」運営について

フナイ総研（株）へ依頼調査・検討状況・・・中間報告

９）環境整備事業運営委員会

日 時：Ｈ２５年１１月 ４日（月） １４：００～
場 所：管理会社 会議室
議 題：レストラン「森の里」運営について

フナイ総研（株）へ依頼調査・検討状況・・・最終報告

１０）函南町ふれあい広場

日 時：Ｈ２５年１０月２０日（日） ９：１０ａｍ～
場 所：函南町役場 駐車場及び社会福祉センター

１１）まちづくりセミナー「講演会」

日 時：Ｈ２５年１０月３０日（水） １３：３０～
場 所：かんなみちえの和館 多目的室
演 題：「少子高齢化時代の図書館の役割」
講 師：筑波大学教授 溝上智恵子 氏
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１２）環境・健康都市推進フォーラム in かんなみ （欠席予定）

日 時：Ｈ２５年 １１月４日（月） １３：００～１６：３０
場 所：函南町文化センター／大ホール
演 題：人のこころ 観音の心」
講演者 ：京都／清水寺／貫主 森清範 氏 他

１）１１月１７日（日）地域防災訓練を開催
・・・詳細は、３－１に掲載

２）Ｈ２６年度の夏の防災訓練時期については、８月ではなく、早めの実施を予定
詳細は、２６年の早々にお知らせする予定です。

１）防犯灯設置申込数 ７基 （Ｈ２２年度～Ｈ２４の積み残し含め）

防犯灯設置決定数 ２基

２）カーブミラーの移設／新設申請 １１件

１）９／２７（金）開催 「函南タウンウオッチング」の報告

３回目の「タウンウオッチング」になります。
今回は、仏の里／柏谷横穴群／運動公園等を廻りました。
初参加者、８名もあり、好評でした。
参加者 ・・１９名
ガイドボランティア・・ ２名
役場関係者 ・・ ２名
運転手 ・・ １名

２）１２／１（日）に秋のクリーン作戦を実施します。
・・詳細は、３－２で

３）３/１６（日）第２回「アマチュア音楽家の為の発表会」出演者募集の件
・・詳細は、３－３で

４）エコキャップ協会へ収集したキャップを発送しました。
・・詳細は、４－１で

１－２部会活動報告
環境整備・交通安全部会 ・・・・・・・・ 部会長 藤田 宗久

１－２部会活動報告
環境美化文化部会 ・・・・・・・・ 部会長 奧田 伸江

１－２各部会活動報告・依頼事項
自主防災会 ・・・・・・会長 丸山 正行
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１．「ダイヤランド区民の会」会報３９号の発行
１０月２７日、第３回定例会が開催されましたので、１１月１５日に３９号を
発行すべく、作業を開始します。

２．「ダイヤランド区民の会」ホームページの運営について
インターネットの時代を迎え、パソコンやスマートフォンそしてタブレットを
使用される方が増えてきました。「区民の会」の「お知らせ」や「イベント」
情報をいち早くお知らせできるように「区民の会」では、ホームページを開設
しています。順次充実した内容にしています。つきましては会員の方のご意見
やイベント情報等がありましたら、「広報部会」までお知らせ下さい。

１）トップメニューに「自主防災」のコーナーを作りました。
自主防災会に関する行事内容やお知らせは、ここで知ることができます。

２）各コーナーには、「写真」や[PDF ファイル]を掲載できるようにしました。
今迄の各コーナーは、文字だけのお知らせだったのですが、「写真」や

「PDF ファイル]を掲載できるようにしました。そのため、イラストの入った
記事や開催イベントの写真等を載せることが可能になりました。

２０ページに、パスワードを載せ、ホームページへのアクセス方法を説明
していますので、ご参照ください。

３．「ダイヤランド大学」の活動について

「書道教室」が開設されました。 ・・・詳細は、４－２で

報告内容は特にありません。

特にありません。

環境整備事業運営委員会の報告は、２－３でします。

１－２部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 古河 恵子

１－２部会活動報告
総務部会 ・・・・・・部会長（代行） 中村 圭一

１－２部会活動報告
特別委員会 ・・・・・・・・ 委員長 中村 圭一

１－２部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重
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１．旧ダイヤランド・ホテル解体工事について

所有者：東環システム株式会社様（横浜市で解体、廃棄物運搬を事業とする）
（競売により、同社が取得しました。・・・・２０１２年４月頃）

解体作業に関係する関係先：
・管理会社
・函南町都市計画課
・函南町環境衛生課
・静岡県東部健康福祉センター／廃棄物課

より、確認・聴取した内容を下記にお知らせします。

解体工事期間：Ｈ２５年 ９月 ～Ｈ２６年１０月末

本件の説明会
東環システム（株）様における解体に関する説明会は、実施されません。
行政としては、開発を含む解体に関しては、説明を強制できるようですが、
解体だけだと強制できないとのことです。

解体工事方法

① 最初に内装解体を行う。

② 本体解体は、ブレーカーを使用しない．アーム（挟み）のみで解体。

・防塵対策：破砕時、散水で対応し、ネットは張らない。
行政としては、ネット・カバーすることを強制できないとのこと。

③ アスベストの有無について（担当：静岡県東部健康福祉センター／廃棄物課）

県東部健康福祉センター廃棄物課に調査を依頼した。
工事現場に、立ち入り調査を行い、疑義があれば、専門機関にて測定する
ことになる。（アスベストの処理は、届出事項となる）

④ 解体後の残骸処理について（函南町都市計画課に確認依頼）

・コンクリート内の金属等の資源は、搬出する。
・コンクリート屑は、細かく破砕して敷地内に埋め戻す予定

（届出では、６，２００トン）
地下室部分及びプール跡への埋め戻しは、可であるが、盛り土は不可である。
総量を埋め戻しで処理できないのでは？・・・との質問に対しては・・
現時点では、「埋め戻し」と考えているが、どの位の量になるか不明なので
はっきりした時点で連絡しますとの返答（東環システム（株）様より）

⑤ 作業日・騒音・振動について（函南町環境衛生課に確認）

作業日： ６日／週（但し、日曜／祝日は禁止）
１０Ｈｒｓ／日 （１９：００～翌日７：００間は、禁止）

振動：７５デシベル以下
騒音：８５デシベル以下

工事を実施している時に、調査（環境衛生課）実施予定。
問題有れば、指導する予定。

２．トピックスコーナー
２－１旧ダイヤランド・ホテルの解体工事について ・・・会長 中村 圭一
２．トピックスコーナー
２－１旧ダイヤランド・ホテルの解体工事について ・・・会長 中村 圭一
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⑥ 現地立ち入り調査

平成２５年１０月２４日に実施されました。

立ち会いした関係者
・静岡県土木事務所
・労働基準監督署
・東部健康福祉センター／廃棄物課
・函南町都市計画課
・函南町環境衛生課

アスベスト有無の確認
全体的には、アスベストは、使われていないと確認されたが、一部地下
ボイラー配管材に疑義有り。別途専門業者に分析を依頼し、結果を行政
へ報告することになった。（東環システム（株）様担当）

例年通り、日赤・共同募金の協力のお願いについて、各戸配布にて、お願いしま
したが、今年も各個人に、管理センター迄お届け頂く方式で、お願いしております。

しかしながら、管理センター迄届けることが、大変な方もおられると思います
のでお手数を掛けますが、班長さん又は幹事さんにお持ちになる方がおられましたら
ご面倒をお掛けしますが、管理センターまでお届け頂けると有り難いと存じます。

尚、本年より、レストラン「森の里」及び「管理センター売店」に、募金箱を置く
ことに致しましたので、こちらも御協力お願いします。
また、イベント時（クリーン作戦等）にも募金箱を置くことにします。
募金箱は、年間通して設置しています。
募金箱の担当は、管理センター/長野さんです。解錠は、社協にて実施。

昨年より、委員会にて運営方法について検討を続けてきましたが、現在は、コン
サルティング会社「フナイ総研（株）」にも依頼し、種々検討しています。

①現状のレベルを維持しながら、営業を継続するには、外部業者に委託する方向で
検討しなければならないのか？
（管理会社の直営では、限界と考えます。）

②軽食レベルにした場合
外部委託には、呼応してくれる業者が見つからない状況

③営業日・時間を限定した場合
あまり現実的では、ないのでは？

［中村私見］
現時点で最も現実性があるのは、①の方向ではないか？・・・と感じています。
１１月４日の打合せにて、フナイ総研の最終報告が出ますので、これを踏まえて
委員会にて、最終的な方向性を定め、来年４月頃には、新しい形の試行に入り
たいと思っています。

２．トピックスコーナー
２－２日赤「赤い羽根共同募金」・「歳末たすけあい募金」について

・・・会長 中村 圭一

２．トピックスコーナー
２－３環境整備事業運営委員会「森の里」運営について ・・・会長 中村 圭一
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１．ご挨拶

静岡県で心配される地震は、南海トラフ沿いに発生する「南海トラフ地震」と
伊豆半島東側の相模トラフ沿いで起こる「関東地震」の２つに考慮が必要です。
ダイヤランドにおいては「関東地震」での影響が大きいと見込まれます。
家屋の倒壊は、もちろん、山、崖崩れの心配が非常に大きくなります。来る大災害
に向け防災訓練を実施します。多数の方の参加を希望します。！！

開始日 ： 平成２５年１１月１７日（日）

場 所 ：管理センター横 職員駐車場

時 間 ：午前８：３０～午前１２：；００

２．訓練詳細

［前半訓練］
８：３０ａｍ 各地区避難場所へ集合し、その後上記開催場所へ移動

９：００ａｍ～ 自主防災会会長挨拶
９：２０ａｍ

９：２０ａｍ～ 体験訓練（２グループに分かれて実施）
１０：４０ａｍ

Ａ会場（西側車庫がある広場）・・救急救護訓練（救護班）

Ｂ会場（防災倉庫前広場） ・・救助搬送法訓練
（田方北署職員）

・・給食場所
１０：４０ａｍ 自主防災会長より訓練前半終了挨拶

［後半訓練］
１１：００ａｍ～ ダイヤランドホールにて講演会
１２：００ａｍ

講話 「自然災害の変化と対応」
講演者 田方消防本部

消防長 杉村 清 氏

３．イベント等お知らせコーナー
３－１地域防災訓練開催のお知らせ・・・・ 自主防災会 会長 丸山 正行

副会長 小櫻 景如

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 10 -

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
３．訓練時の備考

１）２グループに分かれて訓練を実施します。
グループ① ： 奇数地区（１，３，５，７，９地区）
グループ② ： 偶数地区（２，４，６，８，１０地区）

２）体験訓練開始で、グループ①は、Ａ会場にて、救急救護訓練を受けます。
グループ②は、Ｂ会場にて、救助搬送法訓練を受けます。

３）移動時間を含め、各々の訓練を４０分とします。
（よって、訓練時間は、３０分程度とします）

４）最初の訓練終了後、グループ①は、Ｂ会場へグループ②は、Ａ会場へ移動

５）終了された方は、給食班より、「茶がゆ」を頂いて下さい。

６）訓練終了後、解散。・・・自主防災会長より閉会の挨拶あり
前半の訓練を終了

７）訓練後半は、ダイヤランドホールにおいて行います。
（移動時間は、１０分とします）

８）当日が雨天の場合は、１１：００ａｍよりの講話のみ開催します。
雨天中止の連絡については、７：００ａｍをもって地区担当役員より各幹事へ
連絡します。

開催日時：１２月 １日（日） ９：００ａｍ ～ １１：３０ａｍ

内容 ：９：００～９：４０ お近くのゴミステーションの点検
・不法投棄
・分別状況、等

１０：００～１１：００ ダイヤランドホールにて勉強会

テーマ 「環境に優しい農業」を予定

１１：００～１１：３０ 全員で懇談

お土産：何にでも使用出来る「固形石けん」があります。

下記の内容で第２回「アマチュア音楽家の為の発表会」を実施します。
出演者を募集しますので、ふるってご応募ください。お待ちしています。

開催日時：平成２６年 ３月 １６日（日） １４：００～
場 所：ダイヤランドホール

出演連絡先 電話 ９７４－０３４５（ＦＡＸ共） 奧田 迄

３．イベント等お知らせコーナー
３－２秋のクリーン作戦開催のお知らせ・・・・環境美化・文化部会 奧田 伸江

３．イベント等お知らせコーナー
３－３第２回「アマチュア音楽家の為の発表会」出演者募集のお知らせ

・・・・環境美化・文化部会 奧田 伸江
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１．いつから集めているのか

ペットボトルのキャップの収集は、２００８年に区民の会／環境美化部会で
何か部会の事業をしよう・・・という当時の部会員方の提案で開始した事業です。

２．誰が集めているか

環境美化文化部会が各ゴミステーションに用意したキャップ回収箱があります。
この中に有志の方により、ペットボトルのキャップだけを投入して頂きます。
収集は、ゴミステーション毎に担当の「環境美化文化部会員」がおり、その方の
都合の良い時に収集されます。

３．収集後は、どうしているか

収集されたキャップの中には、心ない人もおり、いろんなゴミが混在している
ため、担当の「環境美化文化部会員」が、分別し、洗浄し、乾燥して、統合場所に
収納します。また、担当でなくても、有志の方もおられ、その方も同じような作業
をして、集積場所へ持参します。

集積場所に集められたペットボトルのキャップは、再度、分別、洗浄、乾燥、
計量、梱包、エコキャップ推進協会の静岡県の集積所に発送します。（１回／年）

４．「エコキャップ推進協会」とは、どのような団体か？

「エコキャップ推進協会」は、内閣府認証のＮＰＯ法人です。
以下は、ホームページからの抜粋です。

・地球に愛を、子供に愛を

・ペットボトルのキャップ（材質：ポリプロピレン／ポリエチレン）で、世界の
子供にワクチンを届けよう

・小さなキャップでも、分ければ資源、リサイクルして価値ある材料にゴミと
して焼却処分されますと、キャップ約４３０個で３，１５０ｇのＣＯ２が発生
します。

・ペットボトルのキャップをみんなで集めよう
約４３０個で１０円のワクチン代ができます。

・ポリオワクチンは、１人分２０円
２０円で１人の子供の命が救えます。

・貴方の行動が、世界の子供と地球の未来を創ります。

この活動は、子供から高齢者まで誰でもが参加できます。
小さなキャップを通して未来の地球環境の事を考えたり、子供の命の事を考えたり
そして、限られた資源を有効に活用すること等を考え、さまざまな人達が参加
しながら組織や世代間そして地域の絆が深まっていけば、本当にすばらしい活動に
なることと思っています。

５．今回（９月２７日）の発送数（受領書は、次ページに）

６５．６ｋｇ （ペットボトル換算 ２８，２０８個）

２００８年からの累計 １２０，７０４個

４．お知らせコーナー
４－１エコキャップ発送のお知らせ・・・・・環境美化文化部会員 川原 徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 12 -

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 13 -

基礎からの書道教室が、９月５日（木）より開講致しました。

受講生は、当初５名よりスタートしておりますが、今後追加で申込も随時受け付け
ますので、ご希望の方は、下記までご連絡下さい。

連絡先 ４３－８７ 増間五三二 電話 ０５５－９４５－０５５１

Ｈ２５年 ２月１５日の定例会（区民の会の本部／地区幹事／班長の会議）で、
「ダイヤランドの募金率が、町の他の区と比べると極めて少ないこと」が、問題提起
されました。５月２６日の定例会で「ダイヤランドにおける共同募金に協力状況」が
公表されました。［６月１５日の区民の会の会報（NO.37）に記載］

それによると昨年度のダイヤランドの募金率は、１０％以下で、最低。
それ以外の他の区は、８０－１００％が、３２区、６７％の区が１区、残りの２区
は、３４％以下、最下位は、ダイヤランドの１０％以下でした。

ダイヤランド区が発足して、今年で１０年目です。過去の毎年の募金率は、極めて
低く、毎年最下位でした。
ダイヤランド区の区長は、現在４人目ですが、２代目以降の区長は、初代の区長の
募金に対する取組を踏襲し、ダイヤランド区の募金率の低さに注目し、その募金の
方法について検討することが、ありませんでした。

かねてより、「ダイヤランドの住民は口は出すが、金は出さない」という町の
風評を耳にしています。これは、募金率の低さが、一因ではないかと思いました。
そこで、「なんとかダイヤランド住民の名誉のために、この募金率を改善でき
ないか」考えて見ました。

そこで、募金率の改善の提案書を作成し、幹事会に提出しました。
その提案書は、「まず、全世帯にチラシ（別紙のような）を配り、募金の目的と
理由を説明し、募金の協力要請する。その後で、各世帯を訪問し、募金のお願い
するというものでした。」

幹事会でこの提案が討議されました。会議では、この提案に賛同する者と反対
する者に二分されました。反対者は、「班長に個別訪問し、募金することを要請
することはできない」という意見でした。最終的には、会長が「各地区の幹事の
判断で、行動すること」という結論を出しました。

３地区では、具体的にどのような取組をしたのか、その結果とともに、以下報告
します。
チラシを各戸に配布後、５日ほどして、各戸を訪問しました。個別訪問は、班長
一人ではなく、幹事も同行か分担しました。

○３地区 総世帯数 ：８３
訪問し、面談した個数 ：６７
数回訪問するも留守だった世帯：１６（１９％）
募金に応じてくれた世帯 ：５９（７１％）
募金を拒絶した世帯 ：８ （９．６％）
留守だった世帯 ：１６（１９．４％）

５．会員のご意見コーナー
５－１「日赤」と「社協」の募金活動－３地区の取組とその結果報告

・・・３地区幹事 砂村 一彦

４．お知らせコーナー
４－２ダイヤランド大学／書道教室開講のお知らせ ・・・ 増間五三二
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ダイヤランド区の募金の結果と昨年度との比較

募金団体名 今年度 昨年度 増加率

日赤 １９４件 ７０件 ２７７％

社協 １８４件 ７５件 ２４５％

３地区の貢献度
今年度： 日赤・・・６０件 全体の３２．３％

社協・・・５８件 全体の３１．５％

３地区の世帯数 ８８世帯 （全体の１０．９％）

戸別訪問で聞いたこと

１）ダイヤランドに引っ越してくる前の住所では、日赤と社協に加入していた。
ダイヤランドでは、集金してくれないので、忘れてしまう。
毎年集金してくれれば協力する。

２）以前の住所では、日赤と社協とも払っていた。
ダイヤランドへ移住してきてから、請求されないので、払う必要が無いと
思っていた。

戸別訪問で感じたこと

１）募金への協力をお願いしたところ、殆どの人は、快く募金に応じてくれた。

２）チラシを配ってから、２週間しか、時間が無く、夏休みのためか、留守の
戸数が多く、数回訪問するも、引き続き留守であったので、確認できなかった。
留守の世帯の中には協力してくれそうな人達もあったのにと残念であった。

３）今回３地区方式で全地区が取り組んでいれば、募金率は、大幅に上がり、
募金率の最下位から脱出できたと思います。
今回のチラシを配布しなかった地区があるようです。チラシは、全地区配布
して欲しかったと思います。このチラシの効果で管理センターに直接持参
した人達が、いたことも聞いています。
今後は、全地区が統一した行動を取るべきと思います。

以上

コラム１ 山地災害の危険信号
山地災害が発生する場合、山の斜面や川の流れをよく観察してみると多くの場合
危険信号と思われる変化が現れます。次の８つの危険信号に注意して下さい。

① 川が濁り、流水が混ざり始めた。
② 雨が続いているのに、川の水位が下がった。
③ 湧き水の量が、急に増えた。
④ 今迄涸れたことのない湧き水が、止まった。
⑤ 普段澄んでいる沢や井戸の水が、濁った。
⑥ 山の木が傾いたり、斜面に亀裂が走った。
⑦ 山の斜面から石が転がり落ちてきた。
⑧ 地鳴りの音が、聞こえてきた。

異変に気がついたら、管理センターまで、ご連絡ください。

出典：群馬県のホームページより
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丹那駐在所の竹内良賢巡査部長からのお預かりした「玄岳たより」を掲載します。

６．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 18 -

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 19 -

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）



- 20 -

「区民の会」と管理会社は、毎月第３水曜日、１０：００ａｍから、管理センター
内の会議室で、連絡会を開催しています。出席者は、「区民の会」からは、中村会長

以下出席できる役員と、管理会社からは、柴田社長以下、関係者４人位です。
連絡会の内容は、下記項目で進行しています。

１）管理会社より、毎月の環境整備事業における実施作業内容の説明と質疑応答

①救急誘導／出動（この頃は、救急車がナビを搭載しているので、誘導は、
少なくなっています。）

②道路清掃、③管理地（公園／管理値／緑地）、④水路整備、⑤道路補修、
⑥街路灯整備、⑦ゴミステーション関係の各作業、⑧高所作業、
⑨要望事項の対応作業

２）管理会社の相談窓口への要望事項に関する対策検討

「区民の会」から役所に陳情する必要が有る場合は、「区民の会」が対応する

３）「区民の会」からの要望事項に対する検討方法と質疑応答

お詫び：今回も、紙面が無く、管理会社の環境整備事業に関する毎月の作業内容と
ゴミステーションの指定袋入替枚数の統計資料を掲載する事ができませんで
した。次回には、年度別の違いと傾向と問題点を記載したいと思います。

「季節のご挨拶」でも書きましたが，一度でも人間の手で開発された森の分譲地は、
森としてのバランスが崩れ、その後毎年、定期的に管理しないと、荒れて、醜い
ジャングルになってしまいます。そして、そのまま放置しておくと、山地災害の
危険信号が出る地になってしまいます。海岸沿いは、高潮や津波の被害を受けますが、
山地は「土砂崩れ」という、「山津波」の災害を受ける可能性が有ります。

「南箱根ダイヤランド」は、ぜひとも、「管理維持された自然豊な、文化を育む
杜の街」という位置付けを、「住民の方々の協力のもと」目指したいですね。

ダイヤランド区民の会／ホームページの閲覧手続きは、下記の通りです。

１）「ダイヤランド区民の会」で検索
又は、[http://dialand.jp/] を入力

２）
かんたんログイン

はこちら！
をクリック

３）４つの数字を入力 このパスワードは
１７３９ ２０１５年まで有効です。

４）区民の会のホームページを閲覧できます。
まだ、投稿はできません。今しばらくお待ち下さい。

会報「ダイヤランド区民の会」 第３９号 発行 区民の会 広報部会
編集責任者 川 原 徳 重
Tel/Fax 055-974-1542

２０１３年１１月 １５日 発行 印刷 有限会社 日進印刷

７．管理会社との連絡会議について ・・・・・ 広報部会 川原徳重

８．編集後記 ・・・・・ 広報部会 川原徳重

会報 ダイヤランド区民の会 第３９号（２０１３年）


