
六甲アイランド六甲アイランド六甲アイランド六甲アイランド CITY 自治会自治会自治会自治会    第第第第 21 期定期総代会期定期総代会期定期総代会期定期総代会    議事録議事録議事録議事録 

開催日時開催日時開催日時開催日時        平成２５年６月９日（日）１３時００分～１５時３５分平成２５年６月９日（日）１３時００分～１５時３５分平成２５年６月９日（日）１３時００分～１５時３５分平成２５年６月９日（日）１３時００分～１５時３５分 

開催場所開催場所開催場所開催場所        インターセンター３階インターセンター３階インターセンター３階インターセンター３階    バンケットホールバンケットホールバンケットホールバンケットホール 

総代総数総代総数総代総数総代総数        １７７名１７７名１７７名１７７名 

出席者数出席者数出席者数出席者数        １３７名（うち委任状提出者１３７名（うち委任状提出者１３７名（うち委任状提出者１３７名（うち委任状提出者    ８１名）８１名）８１名）８１名） 

   松本副会長兼総務部長の司会により、議案書の訂正箇所説明の後、開会。 

 

１．開会宣言１．開会宣言１．開会宣言１．開会宣言 

   北岡会長より開会宣言及び執行役員の紹介 

 

２．資格審査報告２．資格審査報告２．資格審査報告２．資格審査報告 

   司会より、総代数１７７名に対し、出席総代５６名、委任状８１名で、有効総代総数は 

１３７名となり自治会規約第１２条２項により本総代会が有効に成立している旨、報告 

された。 

 

３３３３．．．．議長選出議長選出議長選出議長選出 

   北岡会長より、議長として W４番街の安達澄男さんを指名。(拍手により承認) 

 

４４４４．議事録書記任命．議事録書記任命．議事録書記任命．議事録書記任命 

   議長より、書記として W２０番街の柏井敏介さんを任命。 

 

５．議案審議５．議案審議５．議案審議５．議案審議 

 (1)    第１号議案第１号議案第１号議案第１号議案    第２１期事業報告第２１期事業報告第２１期事業報告第２１期事業報告（詳細は議案書参照） 

  北岡会長より、「第２１期自治会活動を振り返って」が報告された。 

① 「防犯・防災」体制の再構築と強化 

・各街区の防災・減災体制強化 

・各街区の防犯活動の推進 

・住民どうしの「あいさつ運動」継続 

    ・青少協などと連携した地域の防犯体制強化 

    ・「街区代表者会議」の定期開催と「生活安全部」の再編成 

② 「六アイ街びらき２５年・自治会２１年目」の取組 

・「六甲アイランド」四半世紀・特別活動 

 ～「若い世代と女性が参画できる」地域力強化 

 ～「街の活性化事業検討」 

・「自治会２０周年」の特別行事企画・実施 

・「自治会」主催主要実施行事 

③  神戸市との「パートナーシップ協定」に向けた取組 

④  ボランティア関連他 

 ・ボランティア障害保険の加入 

 ・自治会規約の見直し 

 ・情報ハンドブックの製作 



  

(2)    第２号議案第２号議案第２号議案第２号議案    第２１期会計報告及び監査報告第２１期会計報告及び監査報告第２１期会計報告及び監査報告第２１期会計報告及び監査報告（詳細は議案書参照） 

  吉田会計より一般会計決算報告、高寺事業部長より夏祭り特別会計決算報告が各々報告され、

引続き西名監事より、適正な処理がなされていた旨、監査結果が報告された。 

＜＜＜＜第１号議案に対する事前の質問・意見書への説明第１号議案に対する事前の質問・意見書への説明第１号議案に対する事前の質問・意見書への説明第１号議案に対する事前の質問・意見書への説明＞＞＞＞ 

・Ｅ３ 柴谷さん：防災体制で改善と報告があるが、4/1 の淡路島付近地震の際、自治会・各

街区管理組合の対応は皆無。根本的に見直しが必要。自治会が主導するやり方は無理ではな

いか。 

⇒⇒⇒⇒発生時、一部役員はふれあい会館に駆けつけて状況確認を行ったが、震度４であり六アイ 

では大きな被害はないとの状況・判断であった。自治会・各街区の関係について、まずは各

街区が自らの防災体制を整備することが基本であり、自治会はその体制の中で全体としてど

う対応するかという点であると考えている。現在それぞれの街区では行動・対策マニュアル

を策定し、これを用いて積極的に訓練対応されており、確実に改善進歩していると認識して

いる。懸念されるのは、各街区の対応にバラツキがある点で、自治会の全戸一斉防災訓練に

未だに参加すらしていない街区もあるが、全体としては防災委員会を中心に情報の共有化・

対応を進めており、着実に進歩していると認識している。震災について必ず自治会が主導す

るということではなく、自助・共助・公助の中でそれぞれの役割があるので、それに則って

粛々と対応していきたいと考えている。（北岡会長） 

 

＜第１号議案に対する＜第１号議案に対する＜第１号議案に対する＜第１号議案に対する出席総代出席総代出席総代出席総代意見意見意見意見＞＞＞＞ 

  ・Ｅ11 井原さん：自治会が防災全般に亘って主導するのは正直無理であり、各街区毎で標

準的な対応を行い、自治会は状況把握した上で、その後に物資の配給など全体的なことを

行うのが望ましいと考える。自治会に全ての情報を集め自治会が主導するのではなく、各

街区が現況に合わせた防災対応体制をしっかりと構築しておくことが必要だ。来期は特に、

この観点に立って注力して欲しい。 

  ⇒⇒⇒⇒建設的なご意見をいただき有難うございました。（北岡会長） 

 

＜第＜第＜第＜第２２２２号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明＞＞＞＞ 

  ・Ｅ３ 柴谷さん：夏祭り模擬店を各街区に参加強制するのは止めて貰いたい。模擬店から

の収益を還元すべき。バラ祭りは２０周年記念の単年事業であり、継続する場合は寄付で

は？ 

  ⇒⇒⇒⇒夏祭りでの模擬店の役割は、各街区の皆さんが力を合わせて、夏祭りの為にそして子供達

の為にしようとするものであり、地域や同じ街区のコミュニティ力の強化に繋がるもので

ある。決して強制するものではなく、各街区が夏祭りを盛り上げようと協力し合って参加

していただいているものであり、何卒宜しくご理解をお願いしたい。また、収益の還元と

のことであるが、模擬店自体で利益が出ているものではなく、手続き上、模擬店の売上を

一旦収入に計上してはいるが、これ自体で利益ではない。 

バラ祭りは、２０周年記念の際に実施し、会計上は記念事業として整理しているが、折角出

来たローズガーデンを毎年祝っていこうと役員会で論議し実施したもの。今後も祝っていき

たいと考えているが、実施に当たっては役員会で審議、住民の皆さんからの意見を集約した

上で行う考えである。（北岡会長） 

 



 

＜第＜第＜第＜第２２２２号議案に対する号議案に対する号議案に対する号議案に対する出席総代出席総代出席総代出席総代意見意見意見意見＞＞＞＞ 

  ・Ｗ４ 髙橋さん：決算報告の説明について役員会では本日説明の如く数字の読上げに留ま

らず、一般会計支出が予算より大きく減少したのは情報ハンドブック発行のずれ込みがあ

ったことなど、主要な差異内容が報告されていた。総代会に初めて参加される住民も居ら

れることから、もう少し丁寧な説明を次年度より工夫して戴きたい。 

  ⇒⇒⇒⇒摘要欄に説明記事はあるものの、ご指摘の点は尤もであり、次年度より主要な点を丁寧に

説明するよう、進めて参ります。（北岡会長） 

    

   以上の質疑応答後、第１号議案、第２号議案が拍手により承認された。 

 

 (3)    第第第第３３３３号議案号議案号議案号議案    規約改正案規約改正案規約改正案規約改正案（詳細は議案書参照） 

  まず北岡会長より議場に、改正案が「六甲アイランドだより」にて住民に周知を図ったこと、

役員会では対比表の形式で審議されたことの説明があり、更にその役員会資料を必要される

か否かの確認が行われた。その後、松本総務部長より改正ポイントが報告され、更に会長よ

り議案資料に沿って改正点の説明が行われた。 

 

＜第＜第＜第＜第３３３３号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明号議案に対する事前の質問・意見書への説明＞＞＞＞ 

  ・Ｅ３ 柴谷さん：自治会とは住民個々の参画において、まちづくりを目的とするもの。個々

から管理組合へすり替えられている。自治会は管理組合と契約書でも結んだのか？ 

  ・Ｅ４ 岸本さん：毎年規約改正しているが、なぜ必要なのか、そもそも論が無い。青年部

新設にしても単なる思いつきではないのか？また、議案書の文字は小さすぎる。住民から

総代に立候補してくれる人にとっては読みづらい。 

  ・Ｅ10 佐伯氏：プリント活字は余りに小さく、意図的で姑息である。管理組合単位をもっ

て組織するとあるが、「自治会」は「同一地域の居住民が地域生活向上のためにつくる自治

組織である」と定義づけされている。また管理組合は「人格なき法人」と定義づけられる。

会員は「管理組合」、会費は「管理組合員」となっており整合性がない。明解な回答を求め

ます。新旧対比表を作成し、変更・改正部分の明文化をすべき。 

  ⇒⇒⇒⇒①自治会の会員の在り方云々については、昨年来幾度となくご説明を重ねてきたが、六甲

アイランド CITY 自治会（以下、ＲＩＣ自治会）の成り立ち当初から管理組合毎に自治会

に加入することが歴史的にずっと行われており、これを踏襲してきた。個々の住民が個人

名で加入されることはなく、従ってこれまでの間、住民個々の会員名簿等も存在していな

い。各管理組合単位が合同で自治会を構成してきた歴史的実態を踏まえており、すり替え

たということは毛頭ないことを何卒ご理解願いたい。（北岡会長） 

   ②今回の規約改正の背景には青年部の新設等もあるが、もともと旧規約の解り難く不明瞭

な部分を一年間掛けて徹底に見直しを行い、旧規約よりも物事をもっと明確に謳い、曖昧

な決め方をしないことを旨として修正したものである。また、青年部は設立の必要性を方

針の中で謳い活動も既に始まっているので、何卒温かい目で見守りサポートして上げてい

ただきたい。（北岡会長） 

   ③議案書記載の文字が小さい点について、紙面の制約からこのような形となったことはお

詫びするが、役員会での審議時は大きく新旧対比した形の資料を基に論議を行い、また「六

甲アイランドだより」の別刷紙面で規約改正の説明資料を配布して住民周知を図っている。 



 

ご指摘のような点は決して無いことをご理解いただきたい。（北岡会長） 

 

＜第＜第＜第＜第３３３３号議案に対する号議案に対する号議案に対する号議案に対する出席総代出席総代出席総代出席総代意見意見意見意見＞＞＞＞ 

  ・Ｅ８ 福本さん：会長の回答では、管理組合の代表者が自治会に出てきて話し合いを行い、

その代表者は「管理組合」を代表していると理解されているようだが、果たして住民はそ

う考えておられるだろうか、私自身としては非常に疑問に思うが如何か？ 

  ⇒⇒⇒⇒ご質問趣旨を良く理解できない点もあるが、「管理組合」と「自治会」の関係について整理

すると、管理組合は本来「区分所有者の資産の管理・保全」を主目的に存在しているが、

一方で「住民としての住・生活環境の維持改善」を目的とする部分がある。本来ならば、

この部分は管理組合とは別組織即ち自治会となって然るべきところであるが、ＲＩＣ自治

会に加入する各街区はそのような自治会は組織化されていない。しかし、ＲＩＣ自治会の

規約にあるように、各街区・管理組合の代表者の集まりが役員会を構成し、各街区の住民

の意見をきちんと代表する中、各街区・管理組合が自治会に対し街区単位で会費を納入す

るという運営形態を取りつつ、「各管理組合」・「ＲＩＣ自治会」が成り立っていると考えて

いる。何卒宜しくご理解いただきたい。（北岡会長） 

        ・Ｅ８ 福本さん：ご回答いただきありがとうございます。概ねご回答のような流れになっ

ていると理解するが、各街区管理組合の中で自治会のことを討議する時間が果たして十分

取れているのか、或いは任期一年で交替する中で自治会において確りと発言出来るのかと

いった現実を考えると、規約を改正する以前に、設立以来長く続いている自治会の今後の

在り方・立ち位置を見直す時期に来ているのではないかと考える。多くの住民の方々の意

見を伺って感じた次第である。自治活動は進めて行かねばならないが、良く現実の実態を

見据えた上での活動展開をお願いしたい。 

  ・Ｅ11 井原さん：一般的に他の自治会では入退会が個人の自由であるのに対し、当ＲＩＣ

自治会は管理組合毎の加入である。これは元々住宅連絡協議会からの延長で分譲住宅が管

理費の徴収と同時に１５０円／月・戸を集金し、今日の自治会の体制が築かれたものであ

る。しかし、私自身が過去に自治会執行部の立場で各街区説明した経験から言うと、全国

各地の自治会は任意団体で個人の意思で加入し、また集金も任意であるのに、今回改正に

より各管理組合が自治会費を集めて自治会に納入することが制度化されたことについて、

各街区管理組合の理事長はその正当性をきちんと説明できるのだろうかと疑問に思う。私

は、本来は住民個人毎からの会費徴収であるべきだろうと思う。また別の観点でいうと、

自治会未加入街区に対する夏祭り子供みこしへの自治会助成という事象も、厳格な意味か

らは無理があるとの見方も出来、自治会が住宅連絡協議会の流れを汲んで管理組合から徴

収する会費を使い、まち全体に行事を行うという点で歪が生じているように思われる。自

治会会費を各街区管理組合単位で収集するという方法については相当無理があり、各街区

住民の理解を得る為に今後十分な論議が必要と考える。次期執行部では再度住民が納得で

きる方法を討議して貰いたい。 

  ・Ｗ４ 髙橋さん：今の徴収方法、管理組合単位で集め自治会費として納入いただいている

方法はベストとは言えないかもしれないが、これだけの規模・マンション主体であるとい

う自治会の組織を前提に先人が考え組み立て、これまで継続されてきた仕組みは良いこと

だと思う。将来的にどうかという点では検討することは必要かもしれないが、今の時点で

は現在のシステムを住民の皆さんに理解していただき、今の収集システムを維持していた 



 

だきたいと考える。 

・Ｅ６ 大谷さん：我々は六アイに入居する際、各街区が管理組合をきちんと作り、その上

で自治会費を徴収して自治会に加入することを納得した上で購入した。マンション管理組合

が資産の保全・管理をしつつ、自治会活動に参加することを前提に六アイに住まいを始めて

いる。今、自治会未加入の街区住民が夏祭りの際に参加することに云々、問題があるとの意

見があったが、そのようなケチくさい話しではなく、皆仲良く助け合うという事ではないで

しょうか。六アイに住んで良い!との評判をもっとして貰えるよう、より一層皆で六アイを

盛り立てていきたいと思う。自治会の規約もその年代に合った形に改正し、自治会として頑

張って貰いたいと思うので、是非とも宜しくお願いしたい。 

  ⇒⇒⇒⇒ご意見、ありがとうございました。（北岡会長） 

  ・Ｅ４ 岸本さん：今回、規約改正案の策定に当たって弁護士に相談をしたのか。また、民

主主義の大原則は多数決による決定ではあるが、その反面では少数意見の尊重も民主主義

の大原則であるので、色んな意見を取捨選択して皆さんが納得するような自治会の運営を

切望する。 

  ⇒⇒⇒⇒規約改正に当たっては、部長会メンバーを中心に一部の役員にも検討に入っていただき、

案の作成を行った。弁護士には相談をしていない。もしこの改正案内容で法的に問題があ

るということをご存知の方が居られたら、是非お知恵をお借りしたいと思うが、私達はこ

の内容で問題ないと考えている。多数決だが少数意見も大事とのご意見は仰る通りだが、

少数意見は聞きつつも、少数の声の大きい人にだけ引っ張られないよう、声なき声もある

ので、それを踏まえて「少数の意見なのか、皆さんの意見なのか」を咀嚼しつつ、全体で

皆さんの意見を良く聞いて物事を進めたいと思っている。（北岡会長） 

        ・Ｗ４ 高橋さん：先程の意見に関連して、質問ではなく補足をしておきたい。Ｗ８，Ｗ９

の賃貸住宅より夏祭り子供みこしを出し参加いただき、自治会より一万円の助成を行って

いるが、その前提として両街区からはその何倍もの賛助金を夏祭りに寄付されている事実

がある。決してただ乗りをされているわけではないことをお知らせしておきます。 

 

以上の質疑応答後、第３号議案が拍手により承認された。 

 

 (4)    第第第第４４４４号議案号議案号議案号議案    第第第第 22 期事業計画案期事業計画案期事業計画案期事業計画案（詳細は議案書参照） 

  前野副会長より第 22 期自治会活動方針が説明され、引き続いて松本・重友・宮脇・高寺・井

藤の各部長及び前野副会長より各々総務・生活安全・環境・事業・広報・青年の各専門部の

活動方針が説明された。 

 

 (5)    第第第第５５５５号議案号議案号議案号議案    第第第第 22 期期期期予算予算予算予算案案案案（詳細は議案書参照） 

        前野副会長より一般会計予算、高寺事業部長より夏祭り特別会計予算が各々説明された。 

 

＜第＜第＜第＜第４４４４号号号号及び第５号及び第５号及び第５号及び第５号議案に対する事前の質問・意見書への説明議案に対する事前の質問・意見書への説明議案に対する事前の質問・意見書への説明議案に対する事前の質問・意見書への説明＞＞＞＞ 

・Ｅ３ 柴谷さん：６号議案で承認を受ける人達が先に「新」会長として計画案を発表する

のは順序が逆である。夏祭り経費の見直しを！助成金の割振りに疑問あり。にぎわい創出委

には兵庫県からの多額の助成金があり、単独で実施すべき。 

・Ｅ４ 岸本さん：前野さんはどのような資格で説明するのか？会長となっているが、この 



 

  時点では未就任でしょう？１４頁には各街区毎の役員一覧を書くべきで、当日配布されるの

は執行役員一覧であり、載せ方が逆だ。また、まちのにぎわい創出実行委員会会長は自治会

長が兼任しているのであるから、委員会の事業報告・会計報告が必要。昨年のような読上げ

では駄目である。 

・Ｅ10 佐伯さん：４号議案で新会長が説明することようになっているが、新役員の選任は

６号議案となっており、資格のない者が説明したことになる。また６号議案では２２期役員

候補者名簿は当日配布となっているが、資料１４頁に記載があり、不自然である。 

・Ｗ４ 髙橋さん：２２期予算に関して以下３つの観点から意見表明を行う。１番目は「助

成金」に関する件。予算案に計上された助成金の団体名・金額の内訳を明示されたい。今後

の運営を鑑みて「助成先選定の基準」を策定してはどうか。基準を役員会議事録等に公表す

ることにより、執行部に対する信頼感は増すものと考える。助成先団体の詳細が分かること

で住民の皆さんがこれら団体の活動に興味・注目を抱き、各団体の活動がより身近に活発化

することに繋がる。なお助成申込があった場合、諾否に関わらず役員会でのオープンな議論

をしていただきたい。更にＲＩＣコミュニティライブラリーなど継続した助成先に対して

は、数年に一度の見直しも検討されたい。２番目は適時の決算報告について。昨年度総代会

で提案があった中間決算報告は、迅速に取り組まれており執行部活動の見える化が良く進ん

でいる。特別会計についても同様の取組を期待します。最後は「災害対策基金の創設・積立

の開始」。予算案を見ると概ね５０万円余の剰余金が見込まれている。今後新たな街区増加

で収入増も期待される中、新たな事業の検討もあるが、私は将来の災害に備えて蓄えておく

方が重要ではないかと考える。災害対策基金に充てることを是非検討願いたい。 

・Ｅ５ 矢田さん：Ｅ４・Ｅ５付近にバス停をつくる件の進捗状況を教示願いたい。またテ

ニスコート出口で、あわや事故という事態を目撃した。坂道から下る車用としてミラーが設

置してあるが片側用であり、逆方向からの進入が見えてないようだった。改善を希望します。 

・Ｗ４ 稲荷さん：方針案に賛成・支持する立場から補強意見を述べる。一番目は「自治会

が当面する課題認識」について。現在六アイを取り巻く状況は大変厳しく、自治会の役割、

主体性を持った独自的な活動が望まれているが、当面する緊急・主要な課題は何でしょうか、

ここの位置付けが必要ではないでしょうか。二つ目は「自治会組織体制の確立と組織強化」。

未加入街区への加盟呼びかけを日常的・組織的に行うことが必要で、自治会活動を知って貰

うことが大切ではないでしょうか。三つ目は「自治会と住民とのつながり」。「無関心な人」

「行事への参加」「何をしているのか良く分からない」「役員会にはいつも委任」等といった

問題に真正面から取り組むことが緊急課題ではないか。方針では広報の問題が提案されてい

るが、「自治会だより」の発刊、街中での情報の開示・掲示や配布などを考えてみてはどう

か？その場合、双方向の情報提供をお願いしたい。最後に、六アイは文化・スポーツのまち

です。自治会としてこの分野を担当する専門部門を決めておく必要はないでしょうか。 

・Ｅ３ 西森さん：ＲＩＣ青年会活動予定として「Facebook を通じた活動報告・情報発信」

とあるが、これは「自治会 HP を通じて」とすべき。Facebook は個人ベースの連絡に利用

すべきものと考えます。 

⇒⇒⇒⇒柴谷さん・岸本さん・佐伯さんに共通した質問で「４号議案の説明を何故新会長が?」とあ

るが、本日冒頭に資料訂正箇所を説明したとおり、現副会長の立場で、私に代わり事業計画

を説明したものである。決して意図的に新会長として説明したものではないことを理解願い

たい。 



     

次に柴谷さんご指摘の夏祭り経費の見直しであるが、毎年夏祭り経費の削減検討を行ってい

るが、今後もその観点からきちんと見ていく。助成金の割振りとして疑問を呈されたまちの

にぎわい創出委員会の件であるが、県からの多額の助成金の対象は所謂「サイクルタウン構

想」であって、初日の出参拝・親子自転車教室や女子サッカー観戦に関するものには一切の

助成はない。予算立案段階では、これらのイベントの広報を対象として年間５万円の助成を

行うことを役員会で説明し、了解を得て予算化したものである。 

 西森さんのご意見は、Facebook は色々な使われ方もするので個人ベースとするものであり、

青年部としての活動報告・情報発信は自治会 HP等を通じて行うというもので、記載の趣旨

は本質的には同じ考えですが、ご尤もな指摘だと理解します。 

 矢田さんのご質問のバス停の件だが、みなと観光に確認したところ、目下設置検討中だが具

体的な設置場所は決定しておらず、住民の提案・意見をいただきたいとのこと。また、設置

申請認可の関係から早ければ今年度、遅くとも来年度からはスタートするよう進めたいとの

ことであった。両街区にお住まいの方は是非とも設置場所に関するご意見を出されたい。ま

た、テニスコート出口におけるヒヤリ事故の件は、實光副会長と共に現場確認を行った。出

口の左側にある標識の関係から右側１か所のみのミラー設置ではあるが、右側からの進入見

通しには問題はない。おそらく運転者の確認不足によるヒヤリ発生だったと推測するが、再

度役所或いはテニスコート運営者側に経過を確認するようにしていく。（北岡会長) 

  ⇒⇒⇒⇒髙橋さんのご意見はいずれも尤もなことだと理解する。先程の予算案説明の中でどの団体

にどれだけを助成するかを明らかにしたが、助成基準や申請書式の設定については目下検

討中で出来れば来月の役員会迄には決めたいと考えている。現在、助成方針は①その活動

が六甲アイランド地域活動に貢献していると認識できること②その団体の構成団体が自治

会と、その活動を通じて連携関係にあること③その団体に自治会のメンバーが何らかの形

で関わっていることなどを基準に考えており近々成文化の上、役員会に諮りたい。ライブ

ラリーへの助成は現在最多金額であるが嘗ては１００万円の助成であったところから徐々

に見直してきたものである。また今回新たな助成先も加わったが原則単年度とし、それ以

降は明確な根拠が無ければ続けないこととするので、宜しくご理解いただきたい。（前野副

会長） 

        ⇒⇒⇒⇒岸本さんのご指摘、即ち「議案書には各街区毎の役員一覧を載せるべき。当日配布は執行

役員一覧で、載せ方が逆」とのご指摘については、昨年来役員会等でも再々論議したが、

自治会会長の交替は東灘区や神戸市に対し大きな変更事項であるので、役員会では３月末

までに後任者を決定し、その方で新しい方針を立てる等をしていただこうというのが基本

である。各街区の役員一覧を６号議案で提示し承認された上で新役員が決定されるという

手続きは踏む。先程承認された規約改正により、会長以下の執行役・監事は３月末迄に選

任することが今後制度化されるが、今回までは旧制度に則り６号議案で一般役員の承認を

提出してこの中から新執行役員を選出する形を取るものであるのでご了解願いたい。 

            まちのにぎわい創出実行委員会の会計報告等云々については、私が委員会会長を兼務して

いるのは事実であるが、事業会計年度はこの６月末が２期目の期末で、まだ決算が終了し

ておらず決算報告が出来る状態ではなく、またこの第２期目は自治会より一切の助成を行

っていないことから、昨年のように会計報告する必要はないとの説明を役員会でも行い、

了承されている。（北岡会長） 

   稲荷さんのご意見については、ご尤もなことだと思いますので、特に新しい活動方針取組 



    

   の中で、それぞれのご意見を咀嚼しながら改善に繋げていきたいと思いますので、宜しく

お願いいたします。（北岡会長） 

   高橋さんの「災害対策準備の為の基金創設」の件は、今後の課題としてご提案戴いたこと

を新年度の体制の中で論議していきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。（北岡

会長） 

 

＜第＜第＜第＜第４４４４号号号号及び第５号及び第５号及び第５号及び第５号議案に対する議案に対する議案に対する議案に対する出席総代出席総代出席総代出席総代意見意見意見意見＞＞＞＞ 

  ・Ｗ20 澤島さん：近時住民および自治会の努力で六アイは綺麗になっていると思うが、一

つネックとなっている点として、島内西北部の企業地域への通勤者によるタバコのポイ捨

てがある。タバコの吸殻による煙が出ていたこともあり、その後も定期的に状況を確認し

たが、タバコ・空き缶のポイ捨てが目立つ。企業区域のこうした問題は一つの盲点になっ

ており、今後の課題だと思う。付近の街区自治会との相談など、改善を宜しくお願いした

い。 

  ⇒⇒⇒⇒ご指摘、有難うございます。煙が立っていたとのことは重大なヒヤリだと考える。ポイ捨

ては酷くなっているとの声も聞かれるので、企業の方々と繋がりを作って非難をするので

はなく、また単に看板を設ければ終わりということでもない、何か良い方策はないかと頭

を悩ましているところです。良いアイデア等ありましたら、他の皆さんも是非ご協力を宜

しくお願いいたします。（宮脇部長） 

            火の点いたタバコのポイ捨ては看過できない危険な事だとの認識で取り組むが、活動方針

にあるようにポイ捨て禁止或いはＣＩＴＹ外の企業団体との協議の推進などの他、市役所

担当部署に確りとした対応を働き掛けることも大切だと考えている。（西森副部長） 

  ・Ｅ８ 福本さん：防犯活動推進について前年度に積み残しがあるとの報告があったが、新

年度の活動方針ではこれを受けた記載が見られない。この辺りの補足説明をお願いしたい。

また、防災活動の推進はパートナーシップ協定で進めるような表現があり、では自治会と

してはどのような提案をしていくのか、何か具体案があれば紹介していただきたい。 

  ⇒⇒⇒⇒防犯に関し、六甲アイランドは犯罪は少ないと認識しており、またやや手薄な体制で目が

届いていなかった面がある。新年度では情報入手に努めつつ、注力していくので宜しくお

願いしたい。また防災に関しては、神戸市とのパートナーシップ協定により市と対等に話

しが出来る組織が出来たが、これから地域振興会や各学校・団体と具体的な協議をしてい

く段階であり、暫く経過を見ていただきたい。（重友部長） 

  ・Ｗ４ 稲荷さん：防犯について事件が少ないのは事実だが、実際・現実を確りと見つめる

ことを怠らないで欲しい。島内の賃貸マンション街区での自治会活動の実態、高齢化の中

で会費徴収等も色々とご苦労されながらやっているという事実をＲＩＣ自治会は良く弁え

て活動するようお願いしたい。元気を感じられるようにしていきたいので宜しくお願いす

る。 

 

以上の質疑応答後、第４号及び第５号議案が拍手により承認された。 

 

 (6)    第第第第６６６６号議案号議案号議案号議案    第第第第 22 期役員候補承認の件期役員候補承認の件期役員候補承認の件期役員候補承認の件（詳細は議案書参照） 

        松本副会長より、配布資料に基づき各街区選出の役員候補者説明があり、その後議場に承認

を求めた。その結果、拍手により承認された。 



 

  その後、前野新会長より新執行役の方々と退任される北岡前会長と室屋事業部副部長が紹介  

された。 

 

 (7)    閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶 

  實光副会長より閉会の挨拶があり、続いて北岡前会長より退任の挨拶が行われ、議場より労

いの拍手が贈られた。 

 

以上 

 

 

作成日 ２０１３年６月  日 議事録署名人 （議長） 

 

 

  議事録署名人 （総代） 

 

 

書 記 柏井 敏介 議事録署名人 （総代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 年 6月 21日 

総 務 部 

  （文責 柏井） 

 

第２１期総代会審議経過を踏まえた「次期以降の課題」第２１期総代会審議経過を踏まえた「次期以降の課題」第２１期総代会審議経過を踏まえた「次期以降の課題」第２１期総代会審議経過を踏まえた「次期以降の課題」 

 

第２２期の自治会活動計画の中に既に謳っている事項もあるが、総代会において質疑応答された

中から、総代各位から要請された自治会取組み課題を、以下列挙しました。 

 

 

総務部関連 

● 外部団体等への助成金支給基準の設定（含む申請書式） 

● 会計決算報告の適時開示と説明方法の改善 

●「現行自治会会費の徴収仕組み」に係る各街区への説明と理解獲得 

●「六甲アイランド自治会構成単位としての街区管理組合の法的合理性」の確認 

 

 

生活安全部関連 

● 各街区現況に応じた街区防災対応体制の促進と確立 （自助・共助・公助の役割分担） 

● 防犯に係る「生きた情報」の入手など、地域防犯活動の活性化 

●「パートナーシップ協定」を活用した、自治会防災活動の推進 

 

 

環境部関連 

● ポイ捨て多発傾向への対処・改善の推進 

 

 

その他 

●「災害対策準備基金」の創設是非の検討 

● Ｅ４，Ｅ５付近のバス停留所設置問題への対応 

● テニスコート出口の安全問題のフォロー 

 

 

 

以上 

 


