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2021年3月20日、ダイヤランドホールにて、ダイヤランド
区民の会の定期総会が開催されました。
当日はコロナ感染対策として、会場には役員のみが集ま
り、それをインターネットでライブ中継しました。

みんなで考え、みんなで行動する自治会
多くの仲間が少しずつ、力を合わせて大きな力へ



この1年間の活動総括

この一年は、私たちの長年の取り組みであった光回
線の実現から幕開けとなりました。
そして、これまで5～6人であった役員の数を15人に
大幅に増やし、多くの人が負担を分散し協力しあっ
て活動できる体制でスタートしました。

さあこれからという時に、それと同時にそれまでま
ったく予期していなかったコロナの問題が急激に
広まり、思い通りの活動が難しい状況となりました。
それで私はこの一年はあまり活発な活動はできな
いものと諦めていました。

ところが実際は、この不安はいい意味で裏切られ、
新たな役員となった多くの皆さんの自主的な活動
により、私たちの活動は決して停滞することはなく、
むしろ今までより活発な活動が行われました。

わかりやすいものでは、管理会社とのご協力のもと
、歩きやすい安全な歩道の実現、ゴミステーション
の整備などが進みました。
コロナの対策を考えた上で映画会なども開催され
ました。

活動総括と活動方針

こういった活動はダイヤランド内に留まらず、近隣
地域での大問題であるメガソーラー問題に関して
も多大なる影響力を与えました。
この１年以上に渡って計画の進行を止めているこ
の事実は、間違い無く私たちの力と言えるでしょう。

そして地域公共交通の改善に関してもいい方向で
の実現に向かっています。
この計画が実現すればダイヤランドだけでなく、こ
の周辺地域を含めた価値を高めることとなるでしょ
う。
既に実現している光回線に関してもそうですが、私
たちの活動は私たち自身だけでなく周辺地域によ
い影響を与えています。

これからも、このように、いち自治会の枠に留まらな
い、ダイヤランドを価値を高める活動を続けていき
たいと思います。

以上でこの１年の総括を終わります。

吉原英文（区民の会会長）

これから一年の活動方針

これからの１年も引き続き「みんなで考え、みんな
で行動する自治会」「多くの仲間が少しずつ、力を合
わせて大きな力へ」という基本方針で活動します。

今期も後で提案する13名の役員を中心に活動して
いきます。

多くの役員で活動するという方針はこの一年でよい
成果を上げることがわかりました。
ただひとつ反省点として、この13名、13種類の活動
を一度の会議で議論するというのはいささか無理
があります。

（次ページへつづく）
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そのため、今期は大きく３つの部会に分け会議を
開催します。
その３つとは「環境・交通部会」「文化・福祉部会」
「防災部会」です。

毎月一回、このいずれかの会議が開催されます。
基本的にはこの各部会の部長が会議の内容をコー
ディネートします。
そのことにより、従来のような会長一人にかかる負
担が分散され、結果的にはより内容の濃い会議が
開催されることとなるでしょう。

また、こういった会議は今回のようにライブ中継で
きるようにもしたいと思います。
そうすれば、多くの皆さんに私たちの活動を知って
もらえることとなり、区民の会の活動にも参加意識
が高まるでしょう。

防災部会に関してはより踏み込んで、その会議自体
もテレビ会議で行うことを目指したいと思います。
それが実現すれば、いざという時、発災時の連絡網
としても機能するという一石二鳥の効果が期待でき
るからです。

重点課題

それぞれの活動はどれも重要ですが、その中でも
特に今期意識して多くの皆さんが力を結集して問
題解決を目指す必要がある活動は以下の４つで
す。

(1)地域公共交通の改善への取り組み。

すでに函南町の地域公共交通委員として会議に参
加し強い影響力を与えてる山口さんの努力により、
いよいよ大場・熱海間のバス路線についてダイヤラ
ンドの近くのファミリーマートにバス停ができるこ
とが実現する見通しです。

これを見据えてダイヤランド内での交通網の見直し
や、そしてその路線バスの本数を増やす活動など理
想の地域公共交通の実現に向けた活動を行ってい
きましょう。

(2)軽井沢メガソーラー問題の解決への取
り組み。

ダイヤランドからの景観被害。そしてダイヤランド
の子供達も通学する丹那小学校近くに計画が進ん

でいる危険な巨大メガソーラー計画についての問
題解決に向けた取り組みを引き続き粘り強く行って
いきたいと思います。

(3)温室を有効活用するための住民プロジ
ェクトの取り組み。

本来、ダイヤランドの魅力のひとつであるはずの温
室が今現在は残念ながら廃墟的な様相となってい
ます。
これを復活させ本来あるべき温室の魅力を取り戻
すべく住民による「温室復活プロジェクト」に取り組
みます。

(4)住民全員による自主防災への取り組み。

従来の自主防災会は、防災部会として幹事会が中
心となり住民全員による取り組みを行います。
これは決して今までと方針が変わったわけではな
く、元々、自主防災というものは私たち自身が全員で
考えるべきものであり、これを改めて意識して取り
組んでいきます。
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副会長として、主な活動結果と今後の取り組みにつ
いて報告させて頂きます。

①軽井沢メガソーラー建設の阻止に向
けた取り組みについて

・約１年半前（2019.6.23）緊急総会において、ダイ
ヤランド区から通学する子供の安全を守り、景観（
反射光を含む。）被害を防ぐため建設反対運動に取
り組むことが全会一致で決定しました。
・それ以降、本件に関する情報を函南町や静岡県に
求めた結果、様々な事実を把握するに至りました。
その内容は報道機関を通じて広く住民等に知って
頂くことができたものと思います。
・最近では、地元国会議員をはじめ県会議員や各市
町の議員、それに商工会議所等の各種団体も「建設
反対」の意思を表明するに至りました。
・今後も更に建設反対の世論を醸成するとともに、
法的手続きの準備も抜かりなく進めていく考えです
。引き続き、ご支援、ご協力の程、よろしくお願い致し
ます。

②地域公共交通の改善について

・ダイヤランドバスの利便性が悪く、予てより改善要
望を承っており、その改善に向け、２年前、町の地域
公共交通会議の委員となり、その改善に向け取り組
んでいるところです。
・畑毛地区は町から６００万円の補助金で運行し
ていますが、私達のダイヤランドでは、私達の環境
整備費から約６００万円の赤字補填をして運行し
ています。

副会長からの活動報告

この不合理かつ不公正な現状の改善すべく町に訴
え続けた結果、ようやく、改善に向けた取り組みが
始まりました。
・この改善には、管理会社の協力が不可欠となるこ
とから、引き続き、管理会社や町と緊密な情報及び
意見交換を重ねながら改善に取り組んでいく考え
です。
・参考ですが、伊豆箱根バスでは本社(大場)から熱
海に向けて回送バスを走らせておりますが、町と協
力して熱函道路のファミリーマート前にバス停を作
る方向で動いております。( この実現に向け、今後も
働き掛けを続けていく考えです。)

③集会所の設置に向けた取り組みにつ
いて

・予てから様々な機会に集会所の希望や集会所の
適地があれば情報の提供を求めていますが、今の
ところ、ご希望やご意見は頂いておりません。
・今後、ご希望やご意見があれば、積極的に取り組
んでいこうと思っています。
どうぞ、よろしくお願い致します。

山口雅之（区民の会副会長）
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本年３月１２日、渡辺周衆議院議員と経産省幹部職員に軽井沢メガソーラーの
現状を説明するとともに、今後の対応を協議しました。
なお、関係省庁も強い関心を持って頂いております。

軽井沢メガソーラー問題への取り組み

衆議院第二議員会館　令和３年３月２日 経産省幹部職員、渡辺周衆議院議員、山口代表

伊豆日日新聞（2021年月2日版）

主な活動の成果

2019.6.23

2019.7.3
2019.7.19
2019.9.14

2019.10.20
2019.12.20
2019.12.26
2020.2.10
2020.11.23

2021.3.12

2021.3.29

緊急区民会議でダイヤランド区として反対運
動に取り組むことを全会一致で決定。
静岡県土屋副知事に建設反対署名を手渡す。
仁科町長「不同意貫く」と表明
函南町議会に提出した建設反対の請願が「全
会一致」で採択
川勝知事「建設反対」を表明
伊豆の国市長「建設反対」を表明
沼津市長「建設に懸念」を表明
仁科町長「建設反対」を表明
伊東市、函南町、伊豆市の反対運動住民や議員
による情報交換会を開催、今後、全国の団体と
協力関係を築いていく方針
地元国会議員と経産省幹部職員に現状説明し
今後の対応を協議。
熱海市役所で議員等に現状説明し、協力依頼
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グリーンバンク
山上礼子

静岡県グリーンバンク支援事業に加わり2年目とな
ります。
花の種、球根、樹木の苗は無償配布され、団体に対
し補助金が交付されます。

ダイヤランド地区の緑化推進と花と緑のある空間
づくりが目的です。
現在、チューリップ、ネモフィラ、ビオラを植えた花
壇4カ所、桜の苗木20本を公園3カ所。
これらは管理センターの労力とボランティア少数で
楽しみながら行うことが出来ました。

令和3年度もスケジュールが同様に決まっていて、
人の力が必要です。プランを考え実行するにはなる
べく参加者で活動できればと願ってます。
ボランティアにご協力ください。
4月に早速、マリーゴールド、ダリアの種まき、どうだ
んの植え込みを行います。

お問い合わせ先：
グリーンバンク山上まで

健康推進
山口和美

令和２年度(２０２０年)
コロナ禍のため、講習会、イベントなどは、実施する
ことが出来ませんでしたが、函南町と緊密な連携を
取りながらコロナ関連の情報をダイヤランドニュー
スや掲示板により情報をお伝えさせて頂きました。

令和３年度(２０２１年)
新年度は、少人数限定で「食の講習会」や函南町の

各担当者の活動報告
「タウンウオッチング」、丹那地区での
「ウオーキング」を計画してまいります。
健康に関する様々な情報を、引き続き発信してまい
りますので、よろしくお願い致します。

映画上映会
奥田伸江

映画の2020年活動報告
　映画会　10月3日（土）
　9時半～12時　ダイヤランドホールにて
　SINGを放映　参加６名
2021年活動方針
　映画会　6月5日（土）
　　　　　11月6日（土）
　楽しい作品を選定し放映致します。

自主防災会
藤田宗久

1、コロナ問題から、本部主催予定の冬の防災フェ
アは役場から防災担当者を講師の講演会を企画す
るも中止しました。

2、防災マップを活用しての図上演習も、同ー理由
で実施できませんでした。。

3、現在のアナログ無線機が法改正により使えなく
なるのに備えデジタル無線機に替えるべく役場に
予算申請を済ませました。

4､自主防災会の活動を新年度から区民の会に新
設する防災部会に引き継ぐ事になりました。
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災害時には自分の命を守ること、大切な家族を守る
事から始まります。(自助 共助 公助)

災害には台風や地震が当てはまると思いますが、
現在台風に関しては進路、雨量、風速等、事前に把
握が可能です。しかも暴風雨が来る前に事前に避
難場所への避難が可能です。
しかしながら地震は予想が出来ず、朝昼晩天候に
関係なく我々を襲って参ります。
人それぞれの意識が大変重要な事と思います。
防災部としては共助の部分からの活動をする形に
なりますが、二次災害を起こすことのない様に心掛
け区内を援護したいと考えます。

1: 緊急時の連絡網の確立
有線(通常電話や携帯電話)が使用不可時の情報連
絡及び共有を、現在のアナログ無線機からデジタル
簡易無線機に変更。区内で怪我をした人や災害状
況を確認。
   (デジタル簡易無線機、MCA無線機、アマチュア無
線機の非常連絡)
デジタル機変更に伴う勉強会(簡単な知識)やオペ
レーションの練習訓練の実施
 ロールコール等の活用

2:  避難場所での支援物資の充実化
 現在の状況では、新型コロナウィルスの問題があ
る為限られた場所でパーソナルスペースを確保す
る必要があります。
 パーテーション(仕切り)や段ボールベット、ミニテ
ント等の拡充が必要と考えます。

3:  防災倉庫の再確認
 現状の防災倉庫の再確認を行い倉庫内の物品の
充実化を考えます。

4:  災害時の緊急マニュアルの作成
 何かが起きた時にどうすれば良いか？と言う初歩
的な行動や連絡、ご近所等の助け合いを分かりや
すく作成して配布を考えます。

5:  ダイヤランド管理事務所との情報共有
災害時 区民の会と管理事務所との連携と正しい情
報共有を行い拡声器及び広報車による区内区民へ
の情報伝達と共有を行います。

防災部担当     坂本   健

自主防災から防災部会へ

いのししアンケート中間報告

- 7 -

多くの区民の皆様から180件のご報告を頂きまし
た。
殆どはイノシシによる被害が多く、１０年以上前
からの被害報告もありますが、ここ数年での被害
が激増しております。
夜間に庭や畑（傾斜地など）が荒らされてしまい、
また目撃例は日中もあり。今時点では大きな人的
被害はありませんが、今後の大きな課題となりそ
うです。

アンケートより抜本的な解決先のご意見が少な
いのですが、原因ではユリ根やミミズ、家庭菜園、
コンポストなどを狙ってきているようです。
集計が完了次第（一人での手作業なためお時間
を頂きたいです）、何か別の形で区民の会の皆様
に結果報告を掲載。また会長、区長、サービスセ
ンターを通じて行政にダイヤランドの被害状況
をお伝えいたします。

山崎典子



ゴミステーション状況調査比較

（2020年6月調査） （2021年1月調査）

問題なし・・・ー
問題あり・・・×

確実に「×」が減っています。
皆様のご協力に感謝致します。

今後の課題 2021年1月、各地区幹事さんにご協力頂きましたアンケート調査も
踏まえ1年間の状況から考察しました。

１．ルール違反　粗大ゴミの持込阻止

２．段ボール置き場の工夫

３．ペットボトル（缶・ビン）の溢れ出し

４．可燃コンテナの破損と不足

５．カメラの増設

ルールを守る人、守らない人の不公平感の是正や
今後の高齢化も考えて回収方法のシステムを検討

乱雑な状態にならぬ様、皆様にも出し方のご協力
をお願いします。

回収頻度の増、コンテナ数の増をセンターに依頼

修理、追加を依頼

可能な範囲で必要と思われるGSへ

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆様へのお願い いつものステーション　キレイをキープで心地よく！

“行きつけのゴミステーションの「サポーター」になって頂けませんか？”
（助っ人）

内容 行ったついでに気が向いた時で結構です。ルール注意喚起や伝えたい事等、養生テープに記
して貼付して下さい。
気付いた事、改善して貰いたい事等、管理センターもしくは担当・小西へお知らせください。

１．

２．

ご協力いただけると大変助かります。是非よろしくお願い致します。
ご連絡は、地域美化担当・小西　迄。
必要グッズをお渡しします。
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会計報告

会計責任者　川原徳重
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１　開催日時　2021本年4月24日(土)14:00から概ね2時間の予定

２　開催場所　ダイヤランドホール

３　主催　区民の会「軽井沢メガソーラーを考える会」

４　参加者　希望者　約30名予定

５　内容

　・地域公共交通の現状と改善に向けた取り組みについて
　・軽井沢メガソーラーの現状と今後の見通しについて

６　参考

　・説明会はインターネット配信を考えています。（詳細未定）
　・地元国会議員等に参加をお願いしています。

住民による住民のための説明会のお知らせ
メガソーラー問題

地域公共交通の現状報告&

フリーマーケット
日時：2021年4月24日（土）10時から
場所：ダイヤランドホール屋上
雨天の場合は温室で開催。

軽井沢メガソーラーを考える会の活動を支援する
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