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季節のご挨拶
３月７日（金）早春なのに寒さが戻り、また

雪が舞う日を迎えていると聞きました。
しかし、今年の冬は、「平成２６年２月豪雪」
と云える位の積雪量でしたね。

２月８日（土）、そして２月１４日（金）と
続けて降り、前の雪が溶けないうちに、次の
雪が降り、ダイヤランドでは、経験したこと
のない大雪となってしまいました。

ダイヤランド全体で、一時各世帯の動きが
取れない状態になったので、災害と同じ扱い
で、考える必要があると思ってしまいました。

災害と位置づけた場合、日頃の準備と覚悟
が必要になります。

しかし、今回は、幸いにも着雪による送電
線の切断等が無く電気、水等のライフラインが、
問題なかったようで、ひとまず安心でした。

豪雪時の対応としては、準備できる人材、 ２月１６日のダイヤランドの風景
資材、時間を条件に入れながら、①各世帯で です。晴れていますが、気温が低く
できること、②管理センターでできること、 まだまだ、雪に覆われています。
③函南町でできること、等をリストアップし、 第一警備室より上がった道路から
優先順位を付けて作業をする必要があるものと 撮りました。
思われました。管理センターには、豪雪時の
作業の優先順を付けて頂くよう「区民の会」よりお願いしました。
この会報では、除雪作業の報告を記載しましたので、目を通して頂ければ幸いです。
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１．平成２５年度 第４回定例会の報告（ ２月２３日（日）開催）

Ａ．平成２６年 ２月度区長会報告（Ｈ２６年 ２月１４日開催）

注記：２月１４日は、大雪で、町役場に行くことができず、区長会は欠席しました。

１．町・各種団体からの依頼事項他
１）町民割引＆とくとくキャンペーンについて（湯～トピアかんなみ）

期 間：Ｈ２６年 １月１６日～Ｈ２６年 ３月３１日
とくとく：①ポイントカード １個／１人１入館ごと
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ （１５個で、５００円買い物券）

②時間延長 レストラン等で、５００円以上利用すると１時間
延長可能

③個室利用 １０００円／１時間
④整体利用 ６０分コース利用の方 ⇒ １０％割引券進呈

２）Ｈ２５年度 区長・区役員・班長名簿の提出について（企画財政課）

提出期限：Ｈ２６年 ３月１４日（金）

３）函南町消防団入退団出席依頼について（総務課）

日 時：Ｈ２６年 ３月３０日（日）午前１０時～
場 所：函南中学校 体育館

４）（土地）用途地域を変更します。（都市計画課）

日 時：Ｈ２６年 ４月 １日（火）施行
場 所：函南町間宮、新田、大土肥の各一部

（東駿河湾環状道路周辺地域）
内 容：東駿河湾環状道路の供用開始に伴い、商業施設等の建設も進め

られ、「函南町の中心市街地へ」変貌を目標に

５）田方地区自衛隊入隊予定者激励会について（総務部）

日 時：Ｈ２６年 ３月 ４日（火）午後１時開場 午後２時開演
会 場：函南町文化センター 大ホール
内 容：①伊豆大島復興支援チャリティー演奏会

出演 陸上自衛隊富士学校音楽隊
入場 無料

チャリティーにご協力下さい。
②記念講演 講師：山下愛仁 （自衛隊静岡地方協力本部長）
③入隊予定者激励会

２．配布物及びポスター（区民の会掲示板に掲示及び地区幹事へ）

①自殺対策ゲートキーパー普及啓発のためのポスター（管理センター掲示板へ）
②用途地域を変更します。（函南町都市計画課）
③自主防災 No.８７（静岡県危機管理部危機情報課）
④函南町便り
⑤丹那小便り
⑥箱根路 ２月号 （三島警察管内防犯協会）
⑦田方地区自衛隊入隊予定者激励会開催

（函南町、伊豆の国市、伊豆市各自衛隊協力会長）

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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Ｂ．会議・催事等への出席（予定を含む）

１．東駿河湾環状道路開通式

日 時：Ｈ２６年 ２月 １日（土） 午前９時３０分～
「ウオーキング」は、午前１０時より

場 所：東駿河湾環状道路 「函南・大場ＩＣ」入口

国交省 沼津河川国道事務所よりの情報
「伊豆縦貫自動車道」：函南・大場ＩＣより下田方面の進捗状況

現在事業中のもの
①天城山地区 「天城北道路」トンネル工事
②河津地区 「河津下田道路」部分的に工事

函南地区 ⇒＜計画はあるが、着工時期は不明＞
「東駿河湾環状道」大場ＩＣより分岐して、熱函道路の

運動公園付近に出てくる道路

２．函南町社会福祉大会
日 時：Ｈ２６年 ２月２２日 午前１２時３０分～
場 所：函南町文化センター 大ホール

３．田方地区自衛隊入隊予定者激励会
日 時：Ｈ２６年 ３月 ４日 午後 ２時～
場 所：函南町文化センター 大ホール

４．函南運動公園開園式典
日 時：Ｈ２６年 ３月 ８日（土） 午前 ９時３０分～
場 所：函南運動公園内 運動グラウンド

５．丹那小学校 卒業式
日 時：Ｈ２６年 ３月２９日（木） 午前 ９時３０分～
場 所：丹那小学校 体育館

６．函南中学校 卒業式
日 時：Ｈ２６年 ３月２０日（木） 午後 １時３０分～
場 所；函南中学校 体育館

７．函南消防団 入退団式
日 時：Ｈ２６年 ３月３０日（日） 午前１０時～
場 所：函南中学校 体育館

Ｃ．その他（特別委員会の連絡・報告事項）

１．旧岡本ホテルの今後について
・現在、内装工事中
・使用目的は、ツアー客の宿泊ホテルとのこと
・開業は、４月より運用開始にしているが、未定

２．日赤「赤い羽根協同募金」「歳末たすけあい募金」について
・お陰様で、例年より多くの方々の協力を頂き、今迄にない募金金額となり

ました。ありがとうございました。

３．防犯灯・街路灯のＬＥＤ化について
・防犯灯（現在６７０本）のＬＥＤ化は、終了
・ハイウエイ灯がまだ、工事中
・ＬＥＤ化の投資金額は、２７５０万円
・電気代が大幅に安くなるので、３年位で、償却予定
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４．レストラン「森の里」の運営について
・外部委託予定
・委託業者が、森の里での調査実施予定
・料理は、現状レベルを維持
・Ｈ２７年 上期より開業予定

５．旧「ダイヤランドホテル」の解体工事について
・現在、中断中
・外壁をコ型に残し、床部を破砕、４Ｆまで、実施されている。
・８Ｆまで、終了後、外壁のコ型部を破砕予定。

１）平成２６年度の自主防災会長は、まだ決まっていません。

１）平成２６年度の環境整備・交通安全部会長は、平成２５年度の部会長が、継続
予定。

１）平成２６年度の環境美化文化部会長は、新任の花上裕子さんが、着任予定。

２）「アマチュア音楽家のための発表会」を開催します。
日 時： ３月１６日（日） １４時～
場 所：ダイヤランドホール

１）平成２６年度の広報部会長は、平成２５年度の部会長が、継続予定。

２）「区民の会会報」４０号を、３月１５日に配布予定
平成２６年２月豪雪の除雪作業に関する報告を掲載する予定です。

１）平成２６年度の会計責任者は、平成２５年度の責任者が継続予定。

２）本部役員、幹事／班長への活動費支払い

３）地区活動費の精算

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部会活動報告
会 計 ・・・・・・・・ 責任者 古河 恵子

１－２部会活動報告
広報部会 ・・・・・・・・ 部会長 川原 徳重

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）平成２６年度の総務部会長は、新会長予定の丸山正行さんに人選依頼

２）総務部会の業務内容を［１－３］に記載

１）平成２６年度の特別委員会長は、２月２３日現在、人選中

区民の会の本部組織における総務部会の業務内容をわかりやすく説明して欲しい
との希望で、作成したものを下記に示します。

区分 業務項目 主な内容 備考

１ 諸会議・行事の準備
１）主な会議 1)幹事会（４回／年）

2)定例会（４回／年）
3)役員会（１２回／年）
4)定期総会（１回／年）
5)防災訓練及び準備打ち合わせ

（２回／年）
6)各部会行事（多くは、各部会で実施）
7)その他会議

（各部会の行事は、その都度決める）

２）準備するもの 1)会場予約（年間行事表に基づき）
2)会議開催通知作成・印刷
3)会議資料の印刷・製本

資料原稿は、各担当部会が作成
会議議事次第は、会長作成

4)出欠表の作成・印刷（会議毎）

総務部会業務改善策案（その１）

平成２５年度は、中村会長が会長兼務で、多岐にわたる総務の業務を斉藤さんの
手伝いを頂きながら、自宅で各班長宛に配布物を仕分けし、各幹事に配布されて
きました。平成２６年度からは、このような作業は、総務部会を数人で構成し、
場所を設定して、数人で分担実施するように計画しています。
予定場所は、管理センターの夜間事務所（現在、自主防災会事務所でもあります）
を改善して、「区民の会」の作業場であり、コミュニケーションルームにすべく
計画しています。（その２へ続く）

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

１－３総務部会の業務内容 ・・・・・・部会長（代行） 中村 圭一
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区分 業務項目 主な内容 備考

２ 配布物
１）主な配布物 1)区民の会 会報

2)全戸配布印刷物
防災訓練案内等

3)総会案内
4)その他

２）作業内容 1)原稿
2)印刷（必要部数）
3)班毎に区分け作業
①班毎（６４班）に必要部数をくくり

班長ラベルを貼付
②地区幹事毎に「担当班区分け」
③各地区幹事へ配布

各幹事⇒班長⇒各戸へ

＊会報の場合
・原稿作成・・・広報部会担当
・印刷依頼・・・広報部会担当
・会報受取・・・広報部会担当
・会報総務部会長宅へ配布・・広報部会

３ 掲示板への掲示物
１）掲示板箇所 1)各地区へ１箇所

2)総務部管轄が１箇所

２）主な掲示物 1)町や県からのお知らせ
行事のお知らせ等

2)学校便り
①丹那小便り
②函南中便り

3)箱根路（三島警察防犯協会）
4)日赤・社協からの依頼
5)ポスター類

一部のものは、管理センターへ依頼
するもの有り

３）作業内容 1)掲示物の取り揃え
・区長会・会長へ直送されるもの
・掲示依頼されたもの等

＊管理センター管轄のクラブ・サークル
等の掲示物は、掲示しない。

2)担当する地区幹事へ届ける。
地区の掲示板には掲示責任者が掲示
総務部会は、No.11 の掲示板へ掲示

総務部会業務改善策案（その２）

ここには、各地区（１０地区）の棚を準備し、期日が決まった配布物を含め、
配布物がある場合は、幹事が、この棚から、配布物を持ち出せるようにすべく
検討しようとしています。実現するまで、しばらくお待ち下さい。
これにより、次期総務部会関係者の業務が、軽減されることを願っています。
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区分 業務項目 主な内容 備考

４ 会員名簿管理 現在、事務局は、斉藤氏担当
（パソコン管理）

１）主な管理名簿 1)入退会・変更処理
2)「班別名簿」変更・修正
3)班別人員異動を函南町へ届け出

２）作業内容 1)「入退会・変更届」により、「会員
管理システム」へ入出力
班別に異動状況を処理

2)変更処理後、出力された「班別名簿」
のコピーを、該当する地区幹事及び
班長（幹事経由）へ届ける

3)月末毎に「函南町企画財政課」へ
人員異動の届け出をする。

（この作業で、函南町広報が班長へ
必要部数配布される）

５ 総会準備
1)開催通知・委任状 1)開催通知／委任状の作成、印刷

関係 2)委任状回収用封筒の購入
3)開催通知・委任状及び封筒を班別に

必要部数区分け
⇒２月定例会で、各班長に配布

2)総会出欠確認・ 1)回収状況の把握と督促
委任状回収／集計 2)回収された出欠確認を基に、

・回収状況／回収率を把握
・班別に把握し督促実施

出席者数や委任状況等
（毎年回収状況は、非常に悪い）

3)総会議案書の作成 1)会長及び各部会長より
・本年度の活動報告／会計報告
・次年度の活動計画／予算案を

提出して頂く。

2)議案書の原稿作成（ＰＣにて）
ページ数は、１４～１５ページ

3)議案書の印刷及び製本
4)ドラフト段階で、各役員へ配布し、

チェック依頼
5)チェック後、正式版を印刷

（１５０部位）

4)総会出欠表作成 1)出欠表の作成
2)総会当日に会場入口へ

出席者に記入して頂く⇒出席者の把握

5)総会議長の選任 1)総会進行役である「議長」を予め人選
しておく。

2)総会前に、進行打ち合わせをしておく
（議案書完成後に）
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２－１会長及び本部役員関係

毎年、本部関係者がなかなか決まらず、特に会長人事は、昨年度から、人選方法を
決め早い時期から、人選を進めてきましたが、決まらず、最終的に平成２８年度から
会長を引き受けて頂くようにしていた「丸山正行さん」が苦渋の決断の末、繰り上げ
就任して頂くようになりました。
２月２０日現在の本部役員の人選状況は、下記の表の通りです。

役職名 平成２５年度 留任／ 平成２６年度 備考
新任

会長（区長） 中村 圭一 新任 丸山 正行 平成２８年度から
の予定を繰り上げ
て

自主防災会長 丸山 正行 （Ｈ２８年度）
（副区長） 会長候補者

環境整備・ 藤田 宗久 留任 藤田 宗久
交通安全部会長

環境美化・ 奥田 伸江 新任 花上 裕子
文化部会長

広報部会長 川原 徳重 留任 川原 徳重

総務部会長 （兼）中村圭一 丸山さんに一任
人選中

事務局：会員管理 斉藤 哲男 留任 斉藤 哲男

会計責任者 古河 恵子 留任 古河 恵子

監査役 西村 明男

特別委員会 （兼）中村圭一

ゴミステーションで収集された違法粗大ゴミ（２０１３年１２月収集）（その１）

塗装缶が
多い

２．平成２６年度本部関係者の人選状況（ ２月２０日 現在）
・・・・・会長 中村 圭一
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２－２本部各部会の委員（部会スタッフ）
まだ決まっていないポジションが多くあります。

部会名 担当区分 Ｈ２５年度 留任 Ｈ２６年度 備考
新任

自主防災会 副会長 新任 小櫻景如

情報担当 新任 川原徳重 担当部会員募集

新任 中島治美

救護・給食担当 小櫻景如 留任 小櫻景如

防火・救出担当

資機材担当

環境整備・ 委員 丸山正行
交通安全部会

砂原晋

石渡豊治

防犯パトロール 部会長他
２０名

環境美化・ 委員（函南町） 奥田伸江 新任 花上裕子
文化部会

環境美化指導員 川原徳重 留任 川原徳重

廃棄物減量 花上裕子 新任 奥田伸江
指導員

古河恵子 留任 古河恵子

委員 志波真理子 留任 志波真理子

馬籠真弓 留任 馬籠真弓

関根千恵子 留任 関根千恵子

広報部会 ＨＰ 吉原英文 留任 吉原英文

ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ大学 米原保子

２－３地区幹事・班長名簿

平成２６年度の区民の会／１０地区の２１幹事、６４班長を決める次期が来ました。
２月２０日現在で、決まった地区の幹事と班長は、次の表の通りです。
函南町に届け出る必要があるため、まだ、決まっていない地区の関係者は、幹事と
班長を決めて頂くようお願い致します。
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第１１回定期総会を、下記の通り開催しますので、ご案内申し上げます。

日 時：平成２６年 ３月 ３０日（日） 午後１時３０分 ～ ３時３０分

場 所：ダイヤランドホール 大ホール

議 題：平成２５年度の活動報告・承認事項
及び平成２６年度計画審議・決議事項

１）平成２５年度 各部会活動・会計監査報告

２）平成２６年度 会長（区長）選出及び新役員の承認

３）平成２６年度 活動方針・予算

４）その他

尚、規約により、総会の成立には、「区民の会」正会員の２分の１（委任状を含む）

以上の定足数が、必要です。欠席される方は、お手数ですが、「委任状」を提出頂き

たく、宜しくお願い致します。会場（ダイヤランド・大ホール）は、１００名程度の

スペースしかありませんので、予めご了承下さい。

以上

ゴミステーションで収集された違法粗大ゴミ（２０１３年１２月）（その２）

３．第１１回ダイヤランド区民の会「定期総会」開催の件
・・・会長 中村 圭一
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地区幹事／班長へのお願い事項

第１１回「定期総会」開催案内・委任状の配布及び回収のお願い
会長 中村 圭一

第１１回「定期総会」開催に関連して「定期総会開催案内・出欠確認書及び委任状」
の配布、回収を下記の日程により、お願い致します。
毎年お手数をおかけしますが、宜しくお願い申し上げます。

記

［１］「総会開催のご案内／委任状・封筒」の配布

１．「定期総会開催案内／委任状」・・・・・・各世帯１部
班長は、文中欄に、お手数ですが、「ロット番号・班長氏名」を記入して
ください。

２．「出欠確認・委任状」回収用封筒・・・・・各世帯１通

３．配布先・・・・・・・・区民の会 会員（正会員は、出欠確認願います）

４．配布時期・・・・・・・平成２６年 ２月 ２５日（火）～ 配布

［２］「委任状」の回収及び本部への提出

１．班長は、３月９日迄に担当する班内の各戸を訪問し、「出席確認書」を回収
頂き、別紙「出欠確認集計表」に記入の上、地区幹事に提出して下さい。

２．地区幹事は、担当する班の「出欠確認書・集計票」を取りまとめの上、
「区民の会投函箱」に投函するか、総務担当（中村）まで、提出してください。

３．区民の会会員よりの回収期限 ・・・・・平成２６年 ３月 ９日(日）

班長より地区幹事への提出 ・・・・・平成２６年 ３月１２日（木）

４．（地区幹事より）本部への提出期限 ・・・平成２６年 ３月１６日（日）

［３］「班別名簿」の確認について

各班の「班別名簿」については、現在（Ｈ２６年２月１５日現在）本部総務担当
において、管理・登録されているものです。
現在、各班長が、把握しているものと相違が無いか？ 確認して頂き、相違が
あれば、お手数ながら、別紙「区民の会 入退会・変更届け」を作成し、提出
して下さい。

以上

注意：積雪時のダイヤランドを通行する車について

1)冬場のダイヤランドの車通行は、最低スタットレスで願います。
ノーマルタイヤでの運転は、他車に対して大変迷惑です。

2)積雪時は、スタットレスでも、できるだけ、車を使用しないように ！！
ダイヤランドの道は、下記のようにいろんな道路状況があり、熟練者でも運転が
難しいですから・・・
①積雪道、②アイスバーン、③シャーベット、④ウェット、⑤坂道、⑥カーブ、
⑦日陰道、⑧日当たり道、そして、 ⑨他車からの追突の恐れ、

3)どうしても、車で出かける時は、アルミ製のスコップは、必需品です。
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４－１ ２月 ８日～２月１１日の作業報告

１．作業日時 平成２６年 ２月 ８日（土）～ ２月１１日（火）

２月 ８日 午前 ８時３０分 ～ 午後１０時３０分
２月 ９日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ６時００分
２月１０日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ５時００分
２月１１日 午前 ９時００分 ～ 午後 １時００分

２．状況

平成２６年２月 ８日午前５時頃から降雪があり、ダイヤランド管理地内全域
で積雪する。
午前９時、全域で積雪１０ｃｍ以上
その後、日中降り続け、大沢口バス停附近で、５０ｃｍ程度積もる。積雪量が
多いため、除雪作業も２月１１日まで行った。
２月１１日 ９時～１０時にも降雪があり、高原バス停附近で、１ｃｍ程度
積もる。

３．作業状況

２／８ ・除雪車３台で、管理地全体の除雪。
・シャトルバスは、運休

２／９ ・除雪車３台で、管理地全体の除雪
・パジェロは、タイヤチェーンを着用
・別荘前に積み上がった雪の除雪作業（手作業）
・危険箇所融雪剤散布（手撒き）３袋
・シャトルバス１，２，３便運休

４便のみ管理センター前から函南駅運行

２／１０ ・除雪車３台で管理地全体の除雪
・シャトルバス１便ホテル前で待機、以降代行運転

２便以降は、通常運行

２／１１ ・夕日ヶ丘バス停中心に融雪剤散布（６袋）
・別荘前に積み上がった雪の除雪作業

４．除雪車修理状況・・・（除雪仕様車にお疲れ様と云いたいですね）

１）サファリ ２／９ 排土板 中心ボルト脱落
２／１０ 排土板 中心ボルト取付

排土板 油圧ホース破損
２／１２ 排土板 油圧ホース交換

排土板 油圧ホース接続部破損
２／１３ 排土板 油圧ホース接続部交換

２）パジェロ ２／１０ 排土板ブラケット破損（車体下）
排土板ブラケット溶接修理

２／１１ 排土板ブラケット破損（吊り部分）
２／１２ 排土板ブラケット溶接修理

３）ダンプ 異常無し

４．平成２６年 ２月豪雪における管理センターの除雪作業に関する報告
管理センター 管理課 草階 泰弘
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４－２ ２月１４日～２月２１日の作業報告

１．作業日時 平成２６年２月１４日（土）～２月日２１（金）

２月１４日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ８時００分
２月１５日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ８時００分
２月１６日 午前 ８時００分 ～ 午後 ７時００分
２月１７日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ５時００分
２月１８日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ０時００分
２月１９日 午前 ７時３０分 ～ 午後 ５時００分
２月２０日 午前 ８時００分 ～ 午後 ５時００分
２月２１日 午前 ８時００分 ～ 午後 ５時００分

２．状況

・平成２６年２月１４日未明から降雪が有り、ダイヤランド管理地内全域
で積雪する。

・ゴミステーションの天井が落ちる被害有り。
・雪の重みで倒木、枝折れ有り。
・除雪作業は、２月２１日現在で、道路脇に大分残っている。

３．作業状況

２／１４ ・除雪車３台で、管理地全体の除雪。
・シャトルバスは、運休
・中村区長より、函南町に除雪作業を要請

函南町より、指示のあった業者と除雪について打ち合わせ

２／１５ ・除雪車３台で、管理地全体の除雪
・別荘前に積み上がった雪の除去作業（手作業）
・倒木処理
・シャトルバス運休

２／１６ ・除雪車３台で支線中心に除雪
・シャトルバス１便運休

２便以降管理センター待機。代行運転実施。

２／１７ ・除雪車２台で管理地全体を除雪
・夕日ヶ丘バス停附近を中心にリフト車で融雪剤散布（１５袋）

手撒きでも散布
・函南町役場より、融雪剤２０袋を頂く。
・別荘地前に積み上がった雪の除雪作業（手作業）
・シャトルバス管理センター前待機。代行運転実施

２／１８ ・高原バス停より上を中心に融雪剤散布
・別荘前に積み上がった雪の除雪作業（手作業）
・シャトルバス管理センター前待機。代行運転実施

２／１９ ・高原バス停より上を中心に融雪剤散布
・ゴミステーション入口及び内部を除雪
・除雪作業／支援業者重機を１台参入
・バス路線拡幅作業
・シャトルバス管理センター前待機。代行運転実施
・ゴミステーション天井危険箇所撤去（Ｎｏ．３，２４）

２／２０ ・高原バス停より上を中心に融雪剤散布
・バス路線拡幅作業
・シャトルバス管理センター前待機。代行運転実施

２／２１ ・高原バス停より上を中心に融雪剤散布
・バス路線拡幅作業
・雪での道路上枝折れ処理（２１箇所）ダンプ３台分
・シャトルバス管理センター前待機。代行運転実施



- 15 -

４．除雪車修理状況・・・・・（除雪仕様車にお疲れ様と云いたいですね）

１）サファリ ２／２０ 排土板 動作不能 自動車工場へ修理へ

２）パジェロ ２／２１ 排土板取付ボルト破損。ボルト購入修理。

３）ダンプ 異常無し

４－３今回の豪雪での除雪作業における函南町の協力対応について

２月１４日

①午前９時頃、ダイヤランドより函南町建設課へ除雪量の報告と除雪要請をするが、
除雪用機材を保有する業者が函南町に無いため対応できないとの回答

②午前中、中村区長に函南町に対し再度除雪要請をする。
函南町からは、除雪委託業者（大塚土木）の連絡先の連絡有り。

③午後３時過ぎ、当社事務所で除雪委託業者と打ち合わせをする。
除雪依頼箇所を図示し、お願いする。
委託業者は、天候が回復したら、除雪作業を開始することが出来る旨を回答

④午後６時頃、函南町建設課に委託業者と打ち合わせをした事と降雪量の報告を
する。

２月１５日

①午前９時頃、委託業者から連絡が無いため、こちらから連絡をする。
多方面で要請があり、ダイヤランドへは、行けない。
函南町からの要請箇所を優先する・・・・との回答
その後、委託業者からの連絡無し。

２月１７日

①管理センターより融雪剤の補充をお願いに函南町へ行く。
建設課に委託業者の応援は、なかったと報告する。

ゴミステーションで収集された違法粗大ゴミ（２０１３年１２月）（その３）

１台目 ２台目

注記：つくづくマナー違反対策が必要と思われます。
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１．はじめに
今回の”ダイヤランド豪雪”では、陸での孤立化という点で、一種の災害と

考えてみました。管理センターに寄せられた電話の内容や管理センターの職員の
方の作業方法を資料から検証してみました。

２．管理センター寄せられた電話について

日 曜日 電話数 主な内容

2/8 土 １９ 1)立ち往生（動けない）助けて！！
①車が、スリップして動けない（多数有り）

2/9 日 ８７ ②積雪のため、警備室の駐車場から動けない

2/10 月 ２１ 2)被害報知
①倒木の知らせ⇒危険除外して（多数有り）

2/14 金 ２１ ②ゴミステーションの屋根がつぶれそう

2/15 土 １０７ 3)個人的なもの
個人の敷地内で発生した物件での依頼も数多く

2/16 日 ４５ あった。

2/17 月 １３ 4)自分で除雪したが、除雪車が塞いでしまった
開けてください。

2/18 火 ５
5)時間指定の除雪

2/19 水 ２ （割に多い依頼でしたが、災害時には、無理）

３．不幸中の幸いだったこと
①電気、ガス、水道、浄化槽、そして電話等のライフラインに問題がなかった。
②管理センターが雪害の少ない標高４００ｍのところに位置していたため、

市街地に住んで居られる職員の方々が、管理センターまで来られたこと。
③管理センターが、除雪仕様車を３台所有していたこと。

函南町は、所持していない。対応業者も少ない。

４．今回判明したこと
①ダイヤランドから函南町に除雪依頼しても、対応して頂けなかったこと。

融雪剤は、用意して頂けた。
災害時、行政は、少ない人材、資材で行動せざるを得ないので、一般的に被害
者が多い順に対応していきます。また、交通網確保のため、市街地から近い順
に対応していくものと思われます。
ダイヤランドにおいて、”自助、共助、公助”の”公助”は、現時点では、
あまり当てにできないようですね。”自助、共助”の必要性を痛感します。

②管理センターには、除雪車として、雪を横に押しやるものだけですが、ホイール
ローダーのように雪をすくい上げて、ダンプに乗せ、雪捨て場に運搬するという
のも今回のような豪雪の場合は、必要と思われました。酪農家や農家も持参
されていると思われます。今後、協力体制が必要かもしれません。

③ダイヤランドに住んで居られる方が、除雪用のスコップを持っておられない
ことが、よくわかりました。毎年、数回は、積雪がありますので、アルミ製の
スコップやポリカーボ製のスコップの準備は、しておいたほうが良いと思われ
ます。特に、管理センターより標高の高い所にお住まいの方は、必要です。

④今回、２／８，２／１４と２回積雪がありました。２／８の管理センターの
除雪車による除雪依頼が、支線のところが多かったようで、支線から開始され
ています。しかし、２／１４の降雪では、バス通り等、主線を重点的に除雪
するだけでなく、２，３時間置きに除雪車を走らせておられたようです。
大変でしょうが、夜通し電車を走らせると同じように良い方法と思われます。

⑤管理センターの除雪仕様車は、４輪駆動ですが、タイヤがノーマルなので、
必要に応じてのスタットレスやチェーン使用の確認を取りたいと思っています。

５．平成２６年２月ダイヤランド豪雪対応から学ぶ今後の検討課題
・・・・・広報部会 川原徳重
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丹那駐在所の竹内良賢巡査部長からお預かりした「玄岳だより」を掲載します。

６．玄岳だより ・・・丹那警察官駐在所 竹内 良賢
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２月から出張が多く、月の半分はダイヤランドに不在です。そのため、２／１５
の出張帰りに、”ダイヤランドの地理的な特異性”がよくわかりました。

それは、２／１５（土）、名古屋方面から、第２東名で、帰る時、”長泉沼津ＩＣ
より東京よりは、通行止め”ということはラジオで聞いていましたので、「新富士ＩＣ」
で下りるつもりで車を走らせていました。タイヤはスタットレスです。
富士山が見える新清水近辺から道路脇に雪が見えましたが、新富士ＩＣを下りて、
富士市に入ると雪は、ありません。沼津市内もありません。但し、沼津市内の国道１号
線の上りに入ってからは、両東名が通行止めのため、大渋滞でほとんど動きません。

一つ海側の県道１６３号線に入りましたが、そこも大渋滞。そして、もう一つ海側の
県道３８０号線に入るとやっと車が動くようになりました。雪は、ありません。
函南町に入っても、雪は、見えません。

でも、ＳＢＳラジオでは、熱函道路が”通行止め”と放送しています。確認のため
管理センターに電話しました。
「ラジオでは”熱函道路は、通行止め”と云っていますが、函南町から熱函道路を
通って、新山インターから、自宅まで通れますか？、タイヤは、スタットレスです。」
管理センターからは、「私も朝通ってきましたので、通れます」とのことでした。
この安心情報を聞いて、熱函道路走らせていると、平井のｻｰｸﾙＫから丹那へ向かう
道から、雪が見えてきました。”丹那入口”の信号機から雪の量が多くなってきました。
新山ＩＣから、ダイヤランドに入ると景色は、一変しました。わずかの標高差で雪の
量が、大きく異なっているからです。市街地とは、大違いでした。
ここに”ダイヤランドの特異性”を感じてしまいました。

ダイヤランドは、標高２５０ｍ～６００ｍに位置する山の北斜面分譲地です。
ここに、函南町の住民の４．５％が定住者として住んでいることになります。
市街地から遠い、住民が少ない、地理的な特異性、等を考えると、災害時は、”自助、
共助、公助”と云いますが、公助は、現在のところ当てに出来ないと思われました。
ダイヤランドでは、自分の命は自分で守る。まず、自助だと思いました。
そして、可能な限り、共助として近所の方とコミュニケーションを取る努力をする
大切さを感じました。ここにも、「区民の会」の役割があるように思えました。
また、食料、水、カセットコンロ、等の２週間分位の生活必需品、そして、各種災害
用対策資材、等の準備も、必ずしておくことが、重要と思われました。
大丈夫でしょうか？
この４０号の原稿も、出張先で書いています。そして、３／１０戻った時に、印刷所
に持参予定です。間に合えば良いのですが・・・・・ちょっと心配です。

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。
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