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① 平成３０年度　活動報告

② 平成３０年度　会計（決算）・監査報告

3.2 審議・決議事項

① ２０１９年度　「会長」選任及び新役員の承認

並びに新役員紹介

② ２０１９年度　活動方針

③ ２０１９年度　予算（案）

４．　そ　の　他

５．　閉　会

ダイヤランド区民の会

平成３０年度　第１６回定期総会議事書

以　　上



３．１－①　平成３０年度ダイヤランド区民の会 活動報告

１．　総　括 会 長　　丸 山　正 行

　会長（区長）も長くやると、マンネリ化、独断性が強くなり、皆さんの意見を広く取り入れて自治会を

運営する事が難しくなっています。　今期は早々と退任の意向を表明し、区民会議において幹事会議

を復活し、役員を選出する為の会議として４回の話し合いを行いました。

半ば強引とも感じられる手法ではないのかと思われる幹事の方もおられると思いますが、結果

後ほど示す新役員の披露が出来る事になりました。　役員及び幹事の方々には感謝。

来期以降の区民の会が「皆が参加し築き上げる自治会」になる様、微力ながら支援させて頂きます。

２．　部 会 活 動 報 告

２．１　自主防災会 会 長　　藤田　宗 久

① 定例防災会議を毎月第２土曜日に管理センターからの出席も得て、又８月以降は民生委員

の出席も得て、開催しています。

② 自主防災活動への支援獲得実績　（総額　1,828,806円）

・　函南町から資機材整備事業として、防災倉庫への資機材の追加等　：　367,000円

・　１地区防災倉庫の屋根修理　：　13,000円

・　消防施設整備事業　：　752,000円

・　管理センターから上記３件に対し追加支援　：　696,806円

③ 函南町より別途防災活動運営費として　：　84,000円

④ 地区防災訓練（６月～９月）　並びに総合防災訓練（１１月）実施

⑤ 防火（５月・９月）、救護給食（１０月）、無線（８月）の各勉強会実施

⑥ ７月２８日接近中の台風に対し、函南町より避難準備情報が発令されたのに対し、

ダイヤランドホール開放、提携避難施設の開放要請等を実施

⑦ 主たる避難施設としてのダイヤランドホールに情報獲得手段が無い事を解消すべく、

テレビを設置（ダイヤランド安全協力会から贈呈）

⑧ 避難準備情報発令に学び、定例自主防災会議に民生委員の方の出席を要請

⑨ 行政、消防等との機敏な災害支援を得るため、共通の地図による防災マップの作製に着手

２．２　環境整備・美化・交通安全部会 部 会 長　　小 西　明小　西　明

① 環境整備・美化

・　区民の会会員より無記名・記名で「区民の会ご意見箱」（管理会社事務所入り口）に

   投稿された９件の案件を管理会社と協議し、私有財産関連以外に関してはほぼ対応終了。

・　ゴミステーション（GS）パトロール実施　：　６回

・　マナー啓発用ポスター作製・掲示　：　４回

・　移動可能太陽電池充電式監視カメラ設置（GS　No.31）運用開始。

・　春季クリーン作戦　：　函南中学校生徒の参加も得てGS現状見学、マナー向上策を議論。

・　秋季クリーン作戦　：　各地区幹事に区民の会掲示板周りの清掃と、掲示板の清掃を

   要請。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 交通関連

・　11月町へ要望書提出。（町予算検討のための意見聴取）

   道路補修、道路マーカー、カーブミラー等

・　道路補修　：　小規模の補修は、都度、町に要望書を提出し対応。



・　全国交通安全運動　：　第一警備室横に設置してある広報旗を交換。

③ 防犯

・　防犯パトロール隊　：　三島警察署丹那駐在所竹内さんの参加を得て、防犯に関する

   情報を入手、共有。隊員が日常パトロール実施。

・　三島警察署および丹那駐在所からの情報　：　区民の会HP、区民の会掲示板（特に

　 セブンイレブン前）で広報。

・　交通障害となっている植栽　：　私有地の植栽に関しては、管理会社から所有者に

   文書で対応要請。　無視されれば、難しい。

④ 全般

・　管理会社/役員との連絡会（１回/月）の運営変更。

   一方的な報告でなく、双方向・提案・意見交換を重点に変更

   議事録をHPに掲載。

   要改善（反省）　：　計画、結果、経過の公表が不十分。

２．３　文化・健康推進部会 部会長　　花 上　裕 子

住民の皆様、年間を通じての各イベント・勉強会等へのご参加、ご協力に感謝申し上げます。

① 文化部会イベント

・　７月28日（土）　：　8月12日のダイヤランド夏祭り盆踊り練習。

ダイヤランド、あやめ会のご協力で、毎年、恒例の夏祭りに参加。

丹那小学校にチラシ配布。

・　8月12日（土）　：　ダイヤランド夏祭りに参加。　当日、参加者に参加賞として扇子配布。

・　11月25日（日）　：　第七回　杜の音楽会開催。

出演者　5組のグループと独唱（ピアノ伴奏）とピアノ独奏。

恒例化して、約100名の来場者を迎え、大盛況でした。

② 健康推進部会イベント

・　6月24日（日）　：　第一回「ダイヤランド健康サポート隊」勉強会

「歌で元気に脳トレ」　町の杉崎雅子先生（レクリエーションインストラクター）を招いて、

認知症予防も兼ねて歌や運動を通した脳トレに挑戦。

・　10月28日（日）　：　第二回「ダイヤランド健康サポート隊」勉強会

「ロコモ予防とキュンキュン体操」　町の保健師の先生を招いてロコモ（運動器

症候群）の復習とご当地体操「キュンキュン体操」に挑戦しました。

・　2月17日（日）　：　第三回「ダイヤランド健康サポート隊」勉強会

「いつまでも美味しく食べて健康に！」　歯科衛生士の白井博子先生を招いて、

口腔ケアに関しての実践的勉強会。

２．４　広報部会 部 会 長　　吉原　英文

① ホームページの充実

・　約180件の記事を投稿しました。

② Twitterの運用

・　約360名のフォロワーに向けダイヤランドと周辺情報を配信しました。

③ 会報の発行

・　第56号～第59号の4号、会報を発行しました。

④ 光回線の実現に向けた活動



・　署名運動などを展開し、函南町の予算化に影響を与えました。

２．５　会計                会計責任者　　安 永　由 紀 子

① 昨年度末の総会にて承認された予算書に基づき、各部会毎の予算の適正な管理・

執行に努めました。

２．６　総務部会 部 会 長　　丸 山　正 行

① 区民会議時間の短縮

会議時間の短縮を図る為、要点のみ説明を心掛けました。

② ”光通信”の実現問題

函南東部地区の問題として、丹那小学校区の区長様と連携して、町へ要望しました。

集会や署名運動の結果、”光通信”の実現が約束されました。



役職名 氏名

会　長 吉原　英文

ダイヤランド区長 *吉原　英文

自主防災会長 藤田　宗久

環境整備・美化・交通安全担当 池田　義彰

文化・健康推進・敬老会担当 奥田　伸江

広報担当 古村　高

会計責任者 川原　徳重

総務担当 野村　桂子

監査役 丸山　正行

*　兼任者

役職名 氏名 地区 ロットNO

保 健 委 員 花上　裕子 ７地区 ４５－１０００－０２ 2020年3月 ２年

民生・児童委員 村越　信子 ２地区 １３－０４２１ 2019年11月 ３年

民生・児童委員 下郷　宰 ５地区 １３－０３１５ 2019年11月 ３年

民生・児童委員 藤村　詔三 ９地区 ３３－００３７ 2019年11月 ３年

民生・児童委員 郷　千恵子 ２地区 １３－０１２３ 2019年11月 ３年

青少年健全育成地区推進委員長 藤村　詔三 ９地区 ３３－００３７ 2021年3月 ２年

環境美化指導委員* 池田　義彰 １０地区 ６３－００５３ 2020年3月 １年

廃棄物減量推進委員* 池田　義彰 １０地区 ６３－００５３ 2020年3月 １年

明るい選挙推進協議会 佐藤　雄二 ４地区 ２３－０５４６ 2021年3月 ２年

*印のものは、　環境・美化・交通安全担当が兼務する

９地区

５地区

６地区

９地区

９地区

１０地区

２地区

５地区

７３－００９３

任期

２０１９年度 「ダイヤランド区」 函南町への推薦委員

１地区

２０１９年度　ダイヤランド区民の会　役員名簿

平成31年 3月24日

４５－０３４７

ロットNO

２５－０３９８

２５－０３９８

６３－００５３

１３－０９７６

９３－００２８

１３－０５３３

３５－００５１

地区



区民の会組織図（2019年度）

役員

自主防災担当

(12回/年） 役員

環境･美化･交通安全担当

会長(区長) 役員

文化･健康推進担当

監査役

(会計) 役員

広報担当

役員

総務担当

役員

区民の会から函南町への推薦委員（＊原則担当役員） 会計担当

人数/任期

保健委員 1名/2年 ＊文化・健康推進担当役員の兼務が好ましい

民生委員・児童委員 4名/3年

青少年健全育成推進委員 1名/２年

環境美化指導員 1名/１年 ＊環境整備・美化・交通安全担当役員の兼務が好ましい

廃棄物減量推進員 1名/１年 ＊環境整備・美化・交通安全担当役員の兼務が好ましい

明るい選挙推進業議会 1名/２年

担当役員の主な役割

担当 主な役割

会長 ①会統括　②函南町の区長として町との交流・双方向情報伝達

（区長） ③災害対策本部長（災害時）

自主防災担当 ①自主防災会統括　②広報・啓蒙　③災害訓練の計画、実施

④防災設備･資材管理、補助金申請書作成

環境整備･美化・ ①環境整備･美化･交通安全の統括　②環境・交通安全関連要請書作成

交通安全担当 ③クリーン作戦・防犯パトロール実施　④町交通安全会議（1回/年)に参加

文化・健康推進担当 ①文化・健康推進統括　②文化・健康・敬老会関連企画、実施

広報担当 ①広報活動統括　②HPの充実・会報発行（4回/年）

総務担当 ①会全般の事務局　②組織名簿管理　③区民の会掲示板管理

会計担当 ①予算・決算作成　②出納・経理業務

全役員 ①管理会社との連絡会での協議（１回／月：役員会同日)

定例総会

(1回/年)

役員

役員会

区民会議

(6回/年)



３．２－②　２０１９年度ダイヤランド区民の会 活動方針

１．　運営方針 会 長　　吉 原　英 文

基本方針　：　信頼と対話と連携

「会員のみなさまの参加をもとに、ダイヤランドでより快適・安全に暮らせるように区民の会を

運営いたします。」

① 持続可能な運営を検討いたします。

② 会員には、快適・安全に暮らせるために、気づいたことの通知、提案を求めます。

③ 区民の会と管理会社の連携を更に強化し、問題解決に努めます。

２．　部 会 活 動 方 針

２．１　自主防災会 会 長　　藤 田　宗 久

① 函南町に資機材整備、防災倉庫の建て替え、消防施設の整備等で 1,612,000円の

補助金申請と管理センターの追加支援で合わせて 2,565,000円分の防災施設補充を

図る。　（平成30年度実績 1,828,806円）

② 防災マップの完成を図る。

③ 地区防災力強化のため、各地区主体の防災訓練強化を図る。

２．２　環境整備・美化・交通安全 担 当　　池 田　義 彰

① 全般

・　区民の会会員からの意見をもとに運営する。　

　　町への種々申請時期には、意見を募集する。

・　管理会社と情報を共有し環境整備、改善に努める。

・　区民の会HP、掲示板（特に、セブン‐イレブン前）を駆使して活動状況、町・警察

　　からの情報を会員と共有に努める。

② クリーン作戦　：　５月末のクリーン作戦は、函南中学校生徒さんのボランティア教育

の一環でもありますので、参加をお願いいたします。

③ 防犯・交通安全　：　防犯パトロール隊員、住民の目による情報が 初の一歩です。

２．３　文化・健康推進・敬老会 担　当　　奥 田　伸 江

① 文化担当

ダイヤランド住民の皆様の為に、活発な交流をはかり、豊かな環境を提供すべく

勉強会やイベントなどの企画・開催。　

常に、皆さまのご意見・アイディアを募集しています。

・　恒例化してきた杜の音楽会を開催すべく、実行委員会を募る。

② 健康推進担当

高齢化が進む住民の皆様が、いつまでも自分らしい暮らしが続けられるよう、

「健康サポート隊」と町の推薦委員である保険委員と協力して、勉強会を実施。　

③ 敬老会を実施



２．４　広報 担 当　　古 村　高

① 活動方針

・　インターネットや会報などを活用し、ダイヤランド内外に向けた広報を行います。

②　 活動計画

・　ダイヤランドの魅力アップに通じる活動

　　・　各種サークル活動などダイヤランドの魅力を積極的に広報します。

　　・　森の里でのコンサート等、独自のイベントを企画し実行します。

・　インターネット推進の活動

　　・　光回線の早期サービス開始を目指し説明会などの開催を積極的に行います。

　　・　勉強会などを開催しインターネットの活用と普及を目指します。

・　会報の発行

　　・　年４回程度、会報を発行します。

　　・　SNSやフリーペーパーなどでダイヤランドの魅力を広める可能性を検討します。

２．５　会計 担 当　　川 原　徳 重

① 平成３０年度の総会で承認された予算書に基づいて、適正な執行に努めます。

② 役員会に於いて、各担当から提出される活動並びに支出報告に基づいて、適正な

　 出納及び処理に努めます。

２．６　総務 担 当　　野 村　桂 子

区民の会全般の事務局として、業務の遂行に努めます。
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