
ダイヤランド区民の会
会報2022年5月1日号

美しく楽しいダイヤランドの生活環境を築き上げる基本方針

録画配信による定期総会を開催
■ダイヤランド区民の会は、2022年3月28日にダイヤランドホールにて、役員のみが参加する
録画配信の定期総会を開催しました。
■これは静岡県の新型コロナ「まん延防止等重点措置」と函南町の町長選挙により、会場が使
用できなかったことに対するやむを得ない処置でした。
■YouTubeによるライブ中継とご案内していましたが、ダイヤランドホールのWi-Fiルーターの
故障により急きょ、録画配信に変更いたしました。（Wi-Fiルーターの修理は既に依頼済みです。）
■この会報は、総会資料として本来定期総会前に配布予定で作成しておりましたが、諸事情に
より後になった事をお詫び申し上げます。
■会員の皆様に事前に提出して頂いた基本方針・重点活動・役員案に関する書面承認の結果
は、右記のようになりましたのでご報告致します。

書面承認の集計結果

承認する

承認しない

無効

合計

203

6

5
214

・住民全員による防災への取り組み
・地域公共交通の改善への取り組み
・メガソーラー問題の解決への取り組み

重点活動



区長の活動報告と予定（山口雅之）
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今までの区民の会の活動を通じて住み良い街に一歩でも！
を合言葉に少しでも結果を出して行きたいと思います。

新会長からのコメント（坂本健）

三島で10年、沼津で仕事をしながら遠くのダイヤランドを眺めてい
ました。
憧れのダイヤランドに住み着いて4年目。この街の素晴らしい環境
や生活が、今後も長く続く様に、区民の会の活動を通じて、魅力あ
る街へ一歩でも近ずける様に結果を出して行きたいと考えます。
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交通安全

活動報告　（日高卓）
快適な生活環境整備の確立
①令和4年度交通安全関係事項(施設、土木工事
等 )々の要望書提出(函南町役場：'21.11.13）
＊交通安全施設の新設・修繕　(カーブミラー、一
旦停止線等)7件
＊土木建設工事（道路・河川等の修繕、改善）5件
＊防犯灯の新設・修繕3件
⇒11月の提出後、役場建設課へ当区要望承認、予
算確保の促進を行なう。

②管理会社への環境整備活動に対する課題提起
＊主にバス道路樹木の通年剪定、歩道苔除去の
作業 (9月/有志皆さん、22年1月/管理会社)
⇒道路への越境樹木土地所有者に対する剪定依
頼のルール作りを提案する。
＊環境整備作業・付帯事業作業の進捗確認
⇒各種予算に対する作業実績の検証と「ゲストハ
ウス森の里」収支報告のチェックを行なう。

③区内道路へ交通セフティ板の新設
・[スピード落とせ]の表示内容で試験的に8ヶ所に
新設する。（2月設置）
⇒役場総務課へ新設費用の負担交渉を行い、全
額役場負担となる。

各担当者の活動報告と計画
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活動計画　（西田幸夫）
★基本活動方針
良好な交通安全環境を維持する。必要なところは
改善を図る。

区民の方々が日常感じている不安事項や改善要
望を（各地区の幹事・班長の協力も得ながら）吸い
上げて、管理センターと協議の上解決を図る。要す
れば函南町役場に要望書を提出する。

★重点施策
１．道路や歩道への越境樹木の剪定、伐採、除去を
行う。
２．道路の陥没箇所の補修を行う。
３．歩道の整備を行う。苔や雑草を除去して歩きや
すい環境を整える。
４．カーブミラーの総点検を行い、要すれば調整、
増設を申請する。
５．防犯灯の追加設置を検討する。
６．春・冬交通安全運動を通じて安全運転を区民
に働き掛ける。
７．交通安全担当者会議に出席して、地区での啓
蒙運動の連携を図る。

以上です。初めての交通安全係で1年目は前任者
のやり方を基本的に継承しますが、経験を積んで
からは強弱をつけて実行効率を上げ、地域交通安
全に寄与したいと思っております。
各地区の幹事さん、班長さんには上記の通り地区
会員の皆様よりの改善要望が耳に入りましたら私
まで連絡をお願い致します。正直、何が可能で何
が不可能なのか判断に自信はありませんが、先ず
は出来るだけ改善ができるように働きたいと思い
ます。



地域美化（小西博子）

　活動報告
・周囲の樹木・枝伐採、段ボール置き場の工夫、カ
メラ設置等G.S.内外の環境改善を管理会社に提案
、実行して頂きました。（ご助力頂きました役員の皆
様、有難うございました。）
・区民の会による段ボール・古紙・アルミ缶のリサイ
クル回収を、昨年７月より開始致しました。町から
の補助金も含め収益が得られるようになり、また委
託業者さんの定期的・確実な回収は、目指すG.S.の
環境向上に繋がっているものと思われます。（機会
を頂きました坂本様には深く御礼申し上げます。）
・また、今年度よりG.S.美化ボランティアの募集を始
めました。多くの方にご参加を頂き、
より快適なG.S.へと皆様のご協力に心より御礼申し
上げます。

　活動計画
・残念ながら粗大ゴミの持ち込みが未だ散見され
ます。先ずは皆様のご協力が必須ですが、粗大ゴミ
の持ち込み阻止徹底へ、管理センターとも協力し
知恵を絞ります。
・現在の捨て方表示プレートを、半永続的な物に交
換。
・従来の一部可燃コンテナを、年配の方に易しい形
状の物へ交換提案。（予算可能な範囲で）
・G.S.美化ボランティアの募集継続
・クリーンデーの実施
・環境美化への関心をより高め、継続して頂けるよ
うな働きかけ。
上記を活動目標とさせて頂きます。今後共、皆様の
一層のご理解とご協力をお願い致します。
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高齢者福祉（郷千恵子）

　活動報告
・認知症サポーター
・福祉有償運送運転者
セダン等運転者 等の講習を受講
一つのボランティアから派生して多様な依頼を受
けるようになり、利用会員の方と信頼関係が生ま
れて来ました。
新年度より区民の会から独立し自主運営に切り替
わります。ダイヤランドのニーズに合わせたボラン
ティアが出来たらと思っています。

防災（坂本健）

　活動報告
・アナログ簡易無線からデジタル簡易無線への移
行が無事に終了する事が出来ました。
・各地区の防災倉庫に配置無料、期限無料交換の
薬箱を設置致しました。
・ダイヤランド内の一時避難所マニュアルを改め
て作成し、センターとの役割分担等の取り決めを
行いました。

　活動計画
・新型コロナウィールスの影響が長く中々防災訓
練が出来ていない事を考慮して、計画として、年末
に行われる函南町総合防災訓練にてダイヤランド
全区で参加、総合訓練を計画。
・地震に備えて夜間、早朝の避難訓練等を計画。
・配備済みのデジタル簡易無線への定期的なロー
ルコールの実施を計画。



温室（宮澤佳子）

　活動報告
温室担当として環境部会と共に活動しました。
温室の中はグリーンバンクの育苗の場所として主
に使われました。
温室の外のススキや雑草の清掃を、ダイヤランドグ
リーンバンク（環境部）と、ボランティアの有志達と、
管理センターのご協力で綺麗になりました。

駐車場から見ても外部がスッキリして美的なアピ
ールが目に入りやすくなったと思います。
管理センターからはローンガーデンさんの委託に
よるビニールハウスの中身と外面の草刈りが行わ
れました。

今年度は環境部会の有志たちとの認識を高めて、
集まりの場として有効活用される事を希望していま
す。

私自身は温室担当の役員を辞め、１０地区幹事に
立候補いたしますが、今まで通り環境部会のお力
になれるように動きます、共に温室プロジェクトの
夢の炎を保ち続けるため協力させていただきま
す。

１０地区幹事として地域の住民との繋がりを大切
にして行きたいと願っています。
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グリーンバンク

　活動報告　（山上礼子）
・定期配布の種、球根、苗木の植栽（ダリア、ルピナ
ス、チューリップ、河津桜他）
・温室の清掃
・5地区公園、温室周辺の樹木伐採を管理センター
に要望実施
・さくら公園のバラ、雲南黄梅他剪定
　ボランティアの参加と管理センターの協力で活
動しています。

　活動計画　（小田孝良）
・さくら公園旧花壇の整地と植栽計画
　耕作、水やり、除草等年間作業があり、参加者を
募集します。

健康推進（山口和美）

　活動報告
・函南町と連携をとり、健康に関する情報発信（掲
示板、HP）
・5月27日、ダイヤランドホールにて肺がん検診サ
ポート
・9月15日、ダイヤランドホールにて敬老祝金配布
サポート
・11月29日、ノルディックウォーキングin丹那with
コロナ実施

　活動計画
・10月、自立体力測定
・11月、ノルディックウォーキング
・3月下旬、タウンウォッチング



広報（吉原英文）

 　活動報告
会報は必要な時期に4回発行しました。（5月6月9月
12月）
会報の他、リサイクル告知ちらし、避難所開設マニュ
アルを作成しました。
ホームページには区民の会や関連する周辺地域の
情報を掲載しました。

　活動計画
必要に応じて年4回程度、会報を発行します。
区民の会の情報をホームページに掲載します。
メールマガジンやメーリングリストを活用して有益な
情報をお伝えします。

映画の会（奥田伸江）

今期活動はありませんでした。
来期は文化厚生（敬老会）を担当させて頂きます。
今年こそ皆様にお会い出来る事を願っております。
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総務（野村桂子）

■主に入退会など会員名簿の管理、広報必要数を
函南町役場に連絡する、配布物のとりまとめや連
絡、などを担当しています。
このたび、総会のご案内に載せる予定だった役員
の活動報告が載せられなかったため混乱を招き
ましたこと、大変申し訳ありませんでした。
以後このようなことが無いよう努めます。

前期会長の報告（吉原英文）

■区民の会の会長を3年間務めました。この間の成
果と反省を報告します。
まず、成果としては、慢性化していた役員の成り手
不足の改善が上げられます。
それまで5～6名だった役員を約15名に増員するこ
とで、ひとり一人の負担を減らし、かつ、会の活性
化ができました。

■2年目からは、会長と区長を分け2名体制で活動
したのも改善点として上げられると思います。
ダイヤランド区は大所帯ですので、この役割をひ
とりで担うのは負担が大きすぎます。今後もこの体
制を続けて行くのか否かは、その時々の状況に応
じて考えて行けばいいと思いますが、この体制で
も特に問題なく運用できたことの実績として残せ
たと思います。











2022年度役員候補者

会長（防災）

区長

総務

会計

広報

坂本健（８地区）

山口雅之（７地区）

野村桂子（６地区）

相田伸久（８地区）

吉原英文（９地区）

交通安全

環境整備
(グリーンバンク)

文化厚生

健康推進

西田幸夫（７地区）

小田孝良（１地区）

小西博子（６地区）

奥田伸江（２地区）

山口和美（７地区）

環境美化
(ゴミステーション)

監査 安永由紀子（2地区）

民生・児童委員

明るい選挙推進協議会

青少年健全育成委員

保健委員

環境美化指導員

廃棄物減量等推進員

函南町への推薦委員

下郷宰　村越信子　郷千恵子　田中真弓

山口雅之

山口雅之

山口和美

川原徳重

田原泰明　小西博子　山口和美
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2022年4月9日、幹事会では上記の新役員を拍手
を持って承認しました。
また、5月29日（日）10時から（予定）で臨時総
会を開催し、今回の会報に掲載した活動計画
やそれに伴う予算案、規約改正などの承認を
得ることとしました。

臨時幹事会を開催
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