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六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年１2度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成３０年１２月１５日（土）１０時００分～１１時１０分

■ 開催場所 RICふれあい会館

■ 役員総数（９２名） 出席者４１名、委任状１２名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 承認事項

・初参加者Ｗ３稲見氏、魚谷氏、Ｅ６谷口街区代表、若松氏を紹介し承認。

■ 報告事項

①アジアワンセンター入居者について【会長】

・大阪北摂地震の影響でサンスターグループの研究所が７階・８階・ 10階に入居、５年間、80名から 100

名程度です。

②スーパーマーケットの駐輪場について【会長】

・先月ご質問のトーホーの駐輪場は１５台が駐輪可能です。

③ファッションプラザ公売について【会長】

・持ち主が滞納していた税金を納めた為、公売は中止となりました。

④街路灯点検結果報告【金堂環境部長】

・球切れは４１個でした。昨年の夏９８個、冬９１個と比較して大幅に減少。ＬＥＤ化の影響と見ています。

・ＬＥＤ化について、リバーモールは今年中に、街路灯は来年３月までに、公園灯は６月までに完了し、管

理は７月から全て業者に委託する形となります。

⑤ゴミポイ捨て防止キャンペーン【金堂環境部長】

・１２／８（土）センター駅にて実施。次回は１／１２（土）７：１５より、センター駅で予定。

⑥六甲アイランドだより発行について【高木広報副部長】

・来年８５号を１／８発行予定。新年のあいさつと、Ｗ７Ｒ街区紹介、スケジュール、ドッグラン開設等。

⑦ホームページアクセス状況【高木広報副部長】

・年間のアクセス状況はデバイスで見るとＰＣが減少し、モバイル・タブレットが増加の傾向。全体のアク

セスは１８１％と２倍近くとなりました。（議事録、ドッグランで顕著）

・今後ふれあい会館、アメリオ、バーベキュー広場についても掲載していく予定です。

⑧年末自営警戒について【酒井生活安全部副部長】

・年末自営警戒は１２／２８～３０の３日間で行います。6時から。

初日の２８日は警察署長が巡回に訪れますので、１０分前の５時５０分にアイランドセンター駅警察

官立ち寄り所に集合ください。

・参加者について、まだ提出いただいていない街区は提出お願いします。

⑨防災担当者会議開催について【酒井生活安全部副部長】

・１２/１５（土）１４時からＥ８集会室で行います。
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１．１７安否確認訓練における各管理組合の取り組みについて発表していただく予定です。

⑩スケジュール確認等【熊谷総務副長】

・１２月、１月、２月のスケジュールを確認しました。

・２０１９年度のスケジュールはホームページに掲載していますので、参照していただき各街区の会議や催

事等と重複しないようご協力お願いします。

■ その他

①歩道橋開通について【会長】

・六甲大橋からアイランド北口駅間の歩道橋が完成し、１２／２２（土）９時より通行可能となります。

②大阪湾岸道路西伸六甲アイランド地区整備工事について【会長】

・六甲大橋西交差点以西の中央分離帯から西緑地付近までの区間で道路整備工事が行われます。

着工予定平成３１年１月７日。午前８時から午後６時までの昼間作業となります。

③メモリアルウォーク＆ランの日程変更について【会長】

・Ｗ４役員より、１月１３日に予定していたメモリアルウォーク＆ランが１月２０日に変更ななった理由

についての質問。

⇒１２月の地域振興会の幹事会で変更報告があり把握した。１２月９日にはホームページの修正を行って

いるが、今後連絡を密にし、修正がある場合は可能な限り速やかに連絡します。

④街区訪問について【柏井副会長】

・今年最後の予定として、Ｅ８街区に１２／２３を予定しています。残りＥ６、Ｅ７、Ｗ２１も予定お願い

します。

⑤ライナー回数券について【会長】

・街区での割引ライナー回数券は住民サービスの性格上、領収書は発行しません。

本来自治会に入る手数料を住民に還元している形を取っています。

【作成日】平成３０年１２月１６日（日） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫
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六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年１１度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成３０年１１月２４日（土）１０時００分～１１時２０分

■ 開催場所 RICふれあい会館

■ 役員総数（９２名） 出席者４２名、委任状１０名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 承認事項

・初参加者Ｗ３益永街区代表を紹介し承認。

■ 報告事項

①文化フェスティバル報告【岸本事業部長】

・ 2018.11.18の約５００名弱の来場客があり、盛況に開催できました。ご協力ありがとうございました。

②クリーン作戦、街路灯点検、ゴミポイ捨て防止キャンペーン【金堂環境部長】

・ 11.25（日）クリ－ン大作戦は一般参加者は 9時 15分にリバーモール中央ロータリー前に集合く

ださい。10時半目処で終了し、Ｗ７，Ｅ７のゴミステーションにて回収します。

街区担当地区を表を基に説明。

・ 12.2（日）街路灯点検は 17時 15分集合。記載方法について注意事項説明。4球ある場合はその位置東西

南北等を明記し、どの球が切れているか正確に記載ください。一部ＬＥＤ化された街路灯はＬＥＤと記

入し、白色か黄色かをチェックしてください。白のＬＥＤは黄色へ変更してもらう予定です。

・次回ゴミポイ捨て防止キャンペーンは 12.8（土）7：15からアイランドセンター駅にて実施します。

ご参加出来る方は当日お集まりください。

③アイランドだより次号発行について【安達広報部長】

・来年 1月 8日頃に発行計画をしています。掲載内容については 12月に報告させていただきます。

④ホームページ関連【高木広報副部長】

・アクセス、ユーザー、セッション数は順調に推移しています。要因としてはドッグランページの掲載の影

響と思われます。

・今後文化フェスティバルの写真を掲載していきます。

⑤防災担当者会議報告及び年末自営警戒について【酒井生活安全副部長・宮脇副会長】

・全体課題としては誰でもマニュアルに従えば、災害対策本部が立ち上げられるか？②避難訓練が安全シー

ルを数えるだけで終わっていないか。③安全シールを確認する方法の３つについて、各街区はどの課題を

テーマに話し合い、次回１２月でまとめることとしました。

・年末自営警戒は 12月 28日～30日の３日間で行います。6時から。

初日の 28日は金阪東灘警察署長が巡回に訪れますので、10分前の 5時 50分にアイランドセンター駅警察

官立ち寄り所に集合ください。 参加者については１２月１４日までにＦＡＸいただきたい。

Ｗ２１役員⇒街区より各２名の応援となっているが、２名以上としたほうがよいと意見があり了承。

Ｗ３役員⇒子供の参加はＯＫかについては了承。ただし保護者同伴が前提。



2

Ｅ５役員⇒次回の理事会の日程上間に合わない。案内はもう１か月でお願いしたい。了解しました。

⑥スケジュール確認等【熊谷総務副長】

・１２月１月のスケジュールを確認しました。

・２０１９年度のスケジュールはホームページに掲載していますので、参照していただき各街区の会議や催

事等と重複しないようご協力お願いします。

・１２月度役員会の前にＥ４,Ｅ６,Ｗ３,Ｗ２１対象に新任役員研修会を開催します。９時 20分にふれあい

会館ミーティングルーム（小会議室）にお集まりください。

■ その他

①食品スーパー建設について【会長】

・１１月下旬から平成３１年３月末の期間に工事の予定。トーホーストアが出店。

Ｅ３役員より、図面上駐輪場がどこにあるか見えない。場所と駐輪台数を確認いただきたい。問い合わせ

て確認します。

②駐車規制の見直し（緩和）について【会長】

・ウェスト大通りとイースト大通りについて、実態に合わせて、荷捌き用車両について時間を決め駐車禁止

の規制を緩和する方針であると東灘警察より住民の意見を求められています。

⇒Ｗ３役員より、Ｗ３の 1階はこの通りに面しており、現在でも排気ガスについて課題があり、通り全面

を緩和するのは問題あり。他役員からも黙認から公に認めることでさらに駐車車両が増える恐れや、通行

の邪魔になる等の意見があり、一度警察の意向を聞く必要があるとなった。

③ドッグラン状況【会長】

・11/1よりオープンしています。受付については月１回としています。神戸市で６６頭、神戸市外で１２頭

登録がありました。次回以降の受付は 12/3、1/4。おおむね１００頭を見込んでいます。年間３０００円。

④赤い羽根募金集計【柏井副会長】

・ 11/10に集計した結果、昨年からは若干減少しましたが、７０，７７４円を自治会より寄付しています。

ご協力ありがとうございました。

⑤湾岸線起工式【会長】

・ 12/22（土）10時より湾岸線起工式があります。サン広場にて。住民代表で出席予定です。

⑥リンクの競売状況【会長】

・Ｗ４役員より質問⇒まだ公募中で入札はない状況、期限までになければ値下げして再公募の予定。

【作成日】平成３０年１１月２５日（日） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫



六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年９月度 定例役員会』議事録

• 開催日時 平成３０年９月２２日（土）１０時００分～１１時３５分

• 開催場所 RICふれあい会館

• 役員総数（９２名） 出席者４７名、委任状４名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 特別報告【みなと総局 平岡課長、水島係長】

①六甲アイランド食品スーパー出店について

・出店企業はトーホーストア、場所は神戸ドイツ学院東側神戸市所有地の空き地。

・経緯としては本年 6月 7日のパントリー閉店の掲示により、ＲＩＣ自治会、まちづくり協議会、神

戸市議会からこの件への対策を求める声があった。特に六甲ライナーより東側での開店を要望。

・これを受けて 6月より新たな店舗開設の手法を検討し、各スーパー事業者へのヒアリングを行うとと

もに、コープこうべによる移動店舗の巡回頻度の拡充を神戸市から依頼し、7月中旬から従前の毎週

1回から 2回にして運行することになった。

・さらに 7月下旬に（株）ＯＭこうべによる新たな食品スーパー事業者を募集。建屋はＯＭこうべが

整備し、出店するスーパーに賃貸で入ってもらう形式。

・本日出店事業者がほぼ決定した旨を報告することとなった。

・開店時期は平成 31年 3月下旬を予定。

Ｅ4戸役員より、プレハブによる建設では外観等六甲アイランドのイメージダウンになると思うが、そ

の点はどう考えているか。又何件の応募があったか。⇒今回は期間を５年として、緊急措置という観点

で早期にスーパーを誘致することを最優先とした対応であることをご理解いただきたい。他の場所（元

パントリー、六甲アイランドビル等）も検討したが、事業者との交渉が困難な点やフロア面積等の理由

で今回の方式に決定した。出店に関心を示した事業者は他にもいたが数は多くない。（詳細は公開でき

ない。）

②ＲＩＮＫの状況について

・神戸ファッションプラザ（ＫＦＰ）の約 50％に当たる店舗・映画館・一部駐車場部分は、民間事業者が区

分所有している。

・主な動向、経緯だが、平成 23年 12月に映画館が閉鎖。同時にＫＦＰの株式を不動産会社に譲渡。

・平成 29年 12月に、その不動産会社から現所有会社に売却。

・平成 30年 7月にパントリー閉店。商業棟が完全閉鎖となった。原因は、現所有会社が施設管理費を管理

委託業者に支払わないなど、施設管理義務を果たさない状況が続いたため、貸主の債務不履行・管理放棄

等の理由により、やむなく契約解除を申入れたと聞いている。

・神戸市としても大きな課題として捉えている。現在、神戸市を含む区分所有者で構成している管理組合で、

弁護士をたてて、管理者責任を果たすよう交渉している。

・また、活性化に資するような策があるのか、ないのかといった、今後の方向性についても聞取りを行って

いる最中である。

Ｗ4、Ｗ20役員より、現所有者の建物の維持費はどこかが肩代わりするのか、放置するのか。固定資産の優

遇措置はあったのか。未納の管理費の対策は。⇒管理費等の肩代わりはしていない。KFP の固定資産税税の

優遇措置はない。現在、光熱水費等を節約しながらしのいでいるが、事態が改善されないと判断した場合は、

様々な角度から検討し適切に判断する。

■ 報告事項

①赤い羽根共同募金への取組について【柏井副会長】

・取組期間 平成 30年 10月 1日（月）から 10月 31日（水）まで。

・ 11月 9日（土）に募金箱をふれあい会館の開館時間内に持ってきてください。募金目標額は 1世帯あ



たり 10円でお願いします。（昨年実績は 46,660円）

②文化フェスティバルの件等【岸本事業部長】

・夏祭りは概ね 34,000人の参加、ラジオ体操は 500名近くが参加いただきました。ご協力ありがとう

ございました。

・文化フェスティバル（11/18）への出演者はダンス、詩吟、ハワイアン、太極拳などが集まっています。

ゲストはマリンバとピアノ、津軽三味線を予定しています。

・ 11/11（日）13時よりにサポート委員会（役割分担説明）を開催しますので、ここに参加いただけるサポ

ート委員を募集します。選任届を 10月 24日（水）までにふれあい会館までＦＡＸ下さい。

Ｗ4役員より、本番は何時から何時くらいまでか。⇒昼 12時半くらいから 16時頃までとなります。

③防災担当者会議報告【酒井生活安全副部長、会長】

・ 9月 15日（土）に台風 21号による六甲アイランドの被災状況について報告があった。

・防災マニュアルの災害対策本部設置については、各街区の管理組合の呼び出し連絡のリストを作成するこ

とにし、まずは誰がリーダーになるかを決めることが必要。

・また災害発生状況表のチェック項目を洗い出し、これを埋めていくことで状況把握ができるようにします。

・今回のマニュアルは対策本部を立ち上げるまでに重点を置き作成します。

④秋のクリーン大作戦【金堂環境部長】

・今回は 11月 25日（日）実施。リバーモールセンターロータリー付近に 9時 15分集合（9時半開始）、

10時 30分ごろ終了。両ふれまち協議会でポップコーン（六甲）、トン汁（向洋）を用意。

・各街区からリーダーを募集します。10月 27日（土）までに選定し、ＦＡＸもしくは自治会メール宛てに

メールして下さい。

⑤街路灯点検へのご協力依頼等【金堂環境部長、柏井副会長、宮脇副会長】

・冬の街路灯点検は 12月 2日（日）に実施しますので、街区からリーダーとメンバーで４名の協力をお願

いします。10月 27日（土）までに選定し、ＦＡＸもしくは自治会メール宛てにメールして下さい。

・雨天中止は１５時時点で判断し、リーダに連絡します。

・ゴミポイ捨て防止キャンペーン９月はポケットティッシュを２００個程配布しました。１０月は第２土曜

日１３日の７時１５分からセンター駅改札付近で予定しています。

Ｗ20役員より、緊急マリンパーク清掃について、各街区へフィードバックが必要ではないか。

⇒経緯としては 9/8執行役員会で柏井副会長より発案があり検討し、自治会環境部が指揮を執ることに決定。

急な呼びかけにもかかわらず、初日１４１名、2日目 115名、3日目 73名約 350名に参加いただき感謝申

し上げます。街区への掲示も検討し実施する方向とします。ケーブルＴＶ六甲アイランドアワーでも放映さ

れる予定。緊急のマリンパークＳＯＳクリンーン作戦の実施決定に際し街区代表者への打診を欠きましたが

ご協力に感謝いたします。

⑥出欠パスワード変更について等【高木広報副部長】

・現在ホームページからの役員会出欠にてパスワードを使用していますが、複雑なパスワードを避けて変更

予定です。変更時期は 10月 1日からとし、パスワードについては総務部とも協力して決定したい。新パ

スワードは再度ホームページから申請していただくことでお知らせします。

・ホームページの一部の記事についてパスワードでの閲覧制限を行う所存です。執行役員会で承認さえれば

10月 15日から実施したい。

・ホームページ閲覧月次報告はホームページからも参照可能。最近の活発な自治会活動に比例してアクセス

数、ユーザー数も堅実に増加しています。Facebookについてもフォロア数等昨対比 130％上昇。

⑦自治懇質疑テーマ意見集約【柏井副会長】

・ 10月 1日（月）14時から開催予定の自治懇への質疑テーマを集約しました。

№３項.「拾得物の届け出処理」、№８項「ＲＩＮＫの現状・今後について」を追加しました。当日への積

極的な参加をお願いしたい。

⑧スケジュール確認等【熊谷総務副長】

・１０月１１月のスケジュールを確認。

・役員会の案内方法を変更しました。携帯電話にも対応できるよう本文に内容を記載し、スマートフォンか

らホームページにリンクできるようにしました。ＦＡＸ希望の方は従来通り。



■ その他

①街路灯ＬＥＤ化について【宮脇副会長】

・全ての街路灯がＬＥＤ化されていきます。歩道、リバーモールの画像で紹介。街路灯点検以外で消灯して

いた場合は、連絡先 0120-316-660（コガセ工業(株)）へ連絡してください。ただし今後 10年先まで。その

後は業者が変わります。

②リバーモールユニバーサル歩道化【宮脇副会長】

・リバーモールの街区に面した道路に車イス、ベビーカーが通りやすい歩道化工事を行います。

Ｅ３，Ｗ３，Ｅ１１が対象となり共同して検討してまいります。

③アイランド北口駅前歩道橋全面張替え工事【宮脇副会長】

・タイルの剥がれた部分のアスファルト補修から、全面張替えの工事を 11月から予定。

④ＢＢＱについて【会長】

・８／１からオープンしています。8月は 12日間営業し３組/日の実績。6組利用でトントンですが、9月以

降は順調に利用者が増えてきています。利用者はほとんどが島民。

⑤アメリオ【会長】

・ 8月はお盆休みもあり、937名と減少。通常は 1200名平均。卓球が親子で利用され人気。500円/2時間

シャワー 100円。奮ってご利用ください。

⑥ドッグラン【会長】

・ 10月オープン予定です。

【作成日】平成３０年９月２３日（日） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫
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六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年１０月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成３０年１０月２７日（土）１０時００分～１１時２０分

■ 開催場所 RICふれあい会館

■ 役員総数（９２名） 出席者４２名、委任状６名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 特別報告【神戸市立小磯記念美術館 荒木室長、中村係長、神戸市住宅都市建築家、村井課長】

①小磯記念美術館屋上防水及び外壁改修工事について

築２５年以上が経過し、１９９５年の阪神大震災による被害を受け、これまでも漏水工事を行ってきま

したが、展示作品の保護を目的に今回全面的に屋上防水工事を行うこととなりました。

・工事名：小磯記念美術館屋上防水及び外壁改修工事

・場 所：小磯記念美術館及び屋上公園

・工事期間：平成 30年 11月下旬～平成 31年８月上旬（予定）平日の８時から６時

工事期間中は公園北側道路及び公園内東側が長期間使用できない状況となりますが、ご理解ください。

②没後３０年小磯良平展について

・ 2018.9.15～11.25開催中。

③没後３０年記念講演会

・ 2018.11.11（日）講師小磯記念美術館館長 岡 泰正、神戸ファッション美術館第 1セミナー室にて開催

申込不要、聴講無料ですので奮ってご参加ください。

■ 承認事項

・初参加者Ｅ４戸建て吉田理事長を紹介し承認。

■ 報告事項

①中間会計予算実施報告【会長】

・ 2018.4.1～9.30の一般会計収支中間決算書を元に報告。質問等ありましたら後日でもお問い合わせくだ

さい。

②文化フェスティバルの件等【岸本事業部長】

・ 11.18（日）第 16回文化フェスティバルのプログラムチラシが完成。ゲスト 2組及びプログラムの

確認を行いました。

・ 11.11（日）にサポート委員会開催。13時～14時半。ふれあい会館にて。

出演者申込進捗状況の説明。当日プログラム及び進行スケジュールの説明。当日役割分担確認・業務内容、

注意事項を説明します。

③秋のクリーン大作戦・街路灯点検・ゴミポイ捨て防止キャンペーン【金堂環境部長】

・秋のクリーン作戦及び街路灯点検のリーダー・世話役の選出がまだの街区は明日までに報告下さい。

・次回ゴミポイ捨て防止キャンペーンは 11.10（土）7：15からアイランドセンター駅にて実施します。

ご参加出来る方は当日お集まりください。
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④防災担当者会議報告【酒井生活安全副部長】

・街区毎のエレベータ設置場所の平面図の作成等を行った。

⑤アイランドだより 84 号発行について【安達広報部長】

・ 10.31（水）に全戸配布します。

・今回の主要記事は文化フェスティバル、街区紹介（Ｅ８）、六甲アイランド小学校校長の学校が『楽校』

となるように、食品スーパー出店、神戸ファッションプラザについてとなっています。

⑥ホームページ関連【高木広報副部長】

・アクセス、ユーザー、セッション数は順調に推移しています。

・ホームページが一時中断し閲覧できなかった状況があったことお詫びします。

管理会社を統一し対策を取りました。

・パスワードを変更しました。又予算等が掲載されているページについてもパスワードを設定する予定です。

⑦自治懇結果報告【柏井副会長】

・ 10月 1日（月）14時から開催されました。

地元側は自治会役員も含めて 18名（地域振興会 2名、まち協２名、一般 2名を含む）、行政責任者他は

18名でした。

・自治会からは前回ご説明した 14項目、地域振興会より 2項目（台風 21号に伴う避難指示について等）

・評価〇が４項目、△（継続対応）が８項目、×（対応不可）が 1項目（警察官立寄り所での拾得物の届け

出処理）

・当日質疑の最後にＥ７住民から質問されたことへの回答は後日連絡される予定となりました。

⑧赤い羽根共同募金への取組について【柏井副会長】

・取組期間 平成 30年 10月 1日（月）から 10月 31日（水）まで。

・前回、11月 9日（土）と申し上げましたが、11月 10日（土）に募金箱をふれあい会館の開館時間内に持

ってきてください。

⑧スケジュール確認等【熊谷総務副長】

・１１月１２月のスケジュールを確認。

・書画カメラを活用して、伝わる役員会にしていきたい。

⑨ドッグラン協定書、会員規約、管理運営規定【会長】

・それぞれの案を説明。神戸市とはこれで協議します。

Ｗ20役員より、運営規定の第 9条の年会費について六アイ住民についての特別料金はないのかとの質問。

⇒神戸市との協定上、市民との区別は難しい。

同じくＷ20役員より、運営規定の 7条４項の違反者に対しての罰則はないのか。

⇒暗証番号をすぐ変更することで対応予定。

■ その他

①ヒアリ等生息調査について【会長】

・ 10月中旬より調査中です。結果がでましたらまた報告させていただきます。

【作成日】平成３０年１０月２８日（日） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫
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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成３０年８月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年８月１８日（土）１０時００分～１１時２０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９５名） 出席者３９名、委任状１１名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告事項 

 ①ラジオ体操後半【岸本事業部長】    

・ラジオ体操後半担当街区の確認。 

・8/22（木）から 8/31（金）まで。6 時 10 分に準備開始します。 

・8/31 最終日は景品渡しのお手伝いにご協力ください。 

②文化フェスティバルの件【岸本事業部長】 

 ・第 16 回文化フェスティバル出演者募集ポスターを各街区に掲示ましす。 

 ・申し込み締切は 9/18（火）、各街区で声掛けをお願いします。 

 ③夏祭りの件【岸本事業部長】 

・夏まつりチラシ紹介。各戸に配布します。 

・進行タイムテーブル説明で、会場警備と会場清掃の時間を短縮しました。前半と後半の入れ替わりの準備 

時間確保のためと、前半担当者が本部に遅れた戻るケースがあるため。 

・夏祭り慰労会の案内。9/1（土）午後 6 時より。会費 2000 円。申込締切 8/28（火）。 

・有償ゲーム券は役員会終了後に配布。 

・街区担当者向け資料を用意しました。ホームページでダンロードしてご活用下さい。本日より。 

（熊谷総務副部長） 

 ④自治懇質問意見とりまとめ【柏井副会長】 

・本年度の質疑事項は１４項目とします。 

 １．犯罪、交通事故、火災発生状況。２.警ら巡回強化による防犯抑止活動。３.拾得物の届け出処理。 

４．歩道敷石凹凸修正進捗。５．西公園夜間照明強化。６.島内待機車両対処。７.住民地域清掃美化活動 

への行政バックアップ。８．アイランド北口から魚崎方面への歩道橋。９.まちづくりの具体的な構想と 

 市有地利用。１０.無電柱化。１１.リバーモールライトアップの効果と使用方法。１２ゴキブリ駆除、カ 

ラス被害軽減。１３.Ｗ１１西側コンビニ前の横断歩道における安全対策。１４.深夜早朝における周辺事 

務所・工場からの騒音。 

・その他、リンク等空店舗に対する対策案を検討してはどうかの意見交換があった。 

・各街区からの意見書は資料として行政側に提出します。 
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 ⑤歩道橋設置工事について【会長】 

・自治懇で要望しており、昨年度中の完成予定でしたが、一部設計変更があり、今年の 10 月 10 日より歩道 

 橋通行が可能となる予定です。 

⑥防災手引き改定について【酒井生活安全部副部長】 

 ・2019 年 1 月配布に向けてのスケジュールの説明。 

・2019 年 3 月の地域防災訓練一部組み込む予定です。 

 ⑦街路灯点検結果及びポイ捨て防止キャンペーンについて【川原環境副部長】 

・今回の街路灯点検の球切れは特にリバーモールに集中していた。全体の 391 個中 51 個。 

・集計結果を 8/3 に東部建設局に提出し、8/25 の夏祭りまでに修理を依頼。公園と街中とでは対応に違いが 

あり、街中については 8/24 までかかる見込み。 

  ・街路灯の番号札が一部車道側に貼付けしている箇所があり、歩道側に貼って頂くように要望をあげました。 

  ・ポイ捨て防止キャンペーン９月は９月１日（土）に日程変更します。 

 ⑧会議案内資料提供について【熊谷総務副長】 

・役員会の案内等ホームページを活用する方法に変更し、携帯電話やスマホにも対応できるようにします。 

Ｗ２０役員より、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ申請のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞをもっと簡単にしてほしい。⇒広報部に検討依頼します。 

  ・９月１０月のスケジュールを確認。 

 ⑨街区訪問について【柏井副部長】 

  ・８街区の申込があり、日程調整できております。他の街区も申し込み是非申し込み下さい。 

■ その他 

 ①ドッグランについて【刀山リーダー】 

  ・９月に島内で試験的にオープンし、１０月１日から一般にも公開し再会します。 

平日の 7：00 から 19：00 でオープンします。会員制とし使用後のチェックを可能とします。 

②マリンパークリレーマラソン開催【会長】 

・２０１９年３月にマリンパーク内でリレーマラソンが開催される予定です。 

 ③ドッグラン状況【会長】 

・平日のみでオープン予定。大型小型のエリアをセンターで分ける方向。９月頃オープン予定ですが、飼い 

 主のマナー指導が必要。 

 ④ＢＢＱについて【会長】 

・８／１からオープンしていますが、酷暑の影響で少ない状況です。ご利用下さい。 

 ⑤アメリオ１周年記念【会長】 

・8/19（日）11：00 より行います。奮ってご参加ください。 

 ⑥夏祭り雨天時対応追加説明【岸本事業部長】 

  ・３日前より判断していきますが、雨天決行荒天中止の方針とします。 

 

【作成日】平成３０年８月１９日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】實光 良夫 
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六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年 7月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成３０年７月２８日（土）１０時００分～１１時２０分

■ 開催場所 RICふれあい会館

■ 役員総数（９５名） 出席者５２名、委任状４名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 報告事項

①ラジオ体操 7/29 中止【岸本事業部長】

・台風警報のため 7/29（日）ラジオ体操は中止します。

②夏祭り説明会開催の件【岸本事業部長】

・第２回夏祭り説明会 8/5（日）、運営、会場配置、役割分担等。第３回夏祭り説明会 8/19（日）、本部警備、

清掃、ステージ等マニュアルに沿って説明。後半はゲーム運営の説明。第３回夏祭り説明会参加確認表

を 8/15までに提出ください。

・夏祭り担当要員選出依頼。神輿世話役、ゲームコーナー担当（前半後半）、会場清掃（前半後半）、会場清

掃（翌朝）、会場警備（前半後半）、お弁当支給数、子供みこし参加子供人数、8/15まで。

・無償ゲーム券配布と有償ゲーム券申し込みについて。各街区に２０名は無償配布します。子供参加多数で

足りない場合は有償ゲーム券を申し込みください。8/12まで。

・夏祭りゲームコーナー担当街区。順送り（輪番制）となっております。新しいゲームについては、来年度

検討します。ご提案ください。

・みこし飾りつけ補助金渡しとみこし紹介コメントの送付依頼。第２回説明会で補助金「各街区１万円」を

お渡しします。各街区のみこしのテーマと紹介コメントを送付ください。8/16まで。ニュースダスト北

浦氏宛て。

③防災担当者会議報告【酒井生活安全部副部長】

・防災担当者が発災時に島外にいた場合のマニュアル作りについて話し合いました。旗振り役リーダーの存

在、同じマンション内での普段からの付き合いが大切等の話がありました。またウェスト２１街区から防

災マニュアル改訂の報告がありました。

④ジュニア防災チーム委任式について【宮脇副会長】

・向洋中学校で自発的に集まった８名の生徒に委任式を行いました。阪神淡路大震災の時六甲アイランドは

どうだったか、想定される南海トラフの場合はどうなるか、600tのタンクの 1戸あたり計算など實光会

長の話と勉強会を行いました。

・東灘区消防署六甲アイランド出張所による、身のこなし基礎訓練、三角巾使用法、応急担架による搬出訓

練を行い、最後に任命書の授与式を行いました。

⑤ホームページのアクセス状況【高木広報副部長】

・ホームページアクセス順調に伸びている、前年日 1.2～1.5倍。掲載情報量と頻度がアップした結果。
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W21役員より、具体的数字は？⇒2017年ユーザー数（6/21～7/20）619が 2018年（同期間）で 779に。

⑥グーグル MAP 状況【高木広報副部長】

・ふれあい会館とアメリオについては登録済です。BBQ広場については申請中です。

⑦六甲アイランドだより発行について【足立広報部長】

・ 83号は 8/8に発行となります。夏祭り、ＢＢＱ広場、Ｅ３街区紹介、六甲ライナー新型車両、第 29回六

甲シティマラソンの記事内容となります。

⑧街路灯点検結果について【金堂環境部長】

・ 7/22に実施した街路灯点検は約 80名が参加、２２コースを点検しました。今回球切れ数は 78で昨年の

夏が 54、冬が 60に比較して増えています。大雨の影響か。次回は 12/2予定です。

⑨敷石点検について

・アジアワンセンター（旧Ｐ＆Ｇ）ビル南側は修理完了を確認しました。Ｅ４歩道の段差は通院車の乗り入

れの影響と判明。今後 1cm以上の段差の５～６０個所については継続フォローしてまいります。

⑩ポイ捨て防止キャンペーンについて【金堂環境部長】

・毎月第２土曜日 7：15～8：00で実施しています。次回は８月は行わず 9/8に実施予定。

・神戸市より六甲アイランド CITY内全域をポイ捨て防止重点区域に指定する方向で動いています。たばこ

以外のコンビニ袋や、運転席からの空き缶ポイ捨て等も対象とし、指定された場合違反者には罰金が発生。

【宮脇副会長】

⑪自治懇に関して【熊谷総務副部長】

・ 10月 1日 13時に予定している自治懇に向け、街区ごとの意見集約をお願いします。（各街区に意見記入

所を配布）8月度の役員会までにまとめていきます。各街区からの意見の締め切りは 8/10とします。

■ その他

①スーパーを一般公募【会長】

・ 7/27より受付開始しています。建物は OM神戸が建設、期間は５年、平成３１年４月オープン予定。

②六甲ライナー新型車両について【柏井副会長】

・平成 30年 8/31より営業開始します。それに伴い試乗会を実施します。8/17、12：30受付、8/18、9：30

受付。

③ドッグラン状況【会長】

・平日のみでオープン予定。大型小型のエリアをセンターで分ける方向。９月頃オープン予定ですが、飼い

主のマナー指導が必要。

④ＢＢＱについて【会長】

・ミスト扇風機をオープン時より１台設置します。

⑤アメリオ１周年記念【会長】

・ 8/19（日）11：00より行います。奮ってご参加ください。

⑥六甲シティマラソン参加募集中【会長】

【作成日】平成３０年７月２８日（土） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫
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六甲アイランド CITY自治会

『平成３０年６月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成３０年６月２３日（土）１０時００分～１１時２０分

■ 開催場所 RICふれあい会館

■ 役員総数（９７名） 出席者５３名、委任状２名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 報告事項

①ＢＢＱ関連報告【会長】

・ＲＩＣバーベキュー広場の神戸市との協定書（案）を説明。特に第４条の３項の余剰金が発生した場合は

翌年度のバーバキュー広場の管理・運営のみに充てる事が出来る点と 8条の２項の神戸市はごみの回収、

広場内の芝生や施設の維持補修などの費用を負担する点を説明。

Ｑ：Ｗ20の役員より、赤字となった場合はどうするのか。

⇒ゴミ袋等物品を神戸市より補填してもらう等の方法を考える。

Ｑ：Ｗ４の役員より、除草や肥料は 8条の２項に含まれないのか。

⇒メインの芝刈りは業者にて行い、ボラインティの除草はそれを補完する作業。

・広場内での車の乗り入れについては、多数の役員の意見により当初は禁止で運営する。

その後利用者からどうしてもという要望が出た時点で再度検討する。

②ドッグランについて【会長】

・現在ボランティア２０名程度でオープンに向け検討中。指導員もしくはトレーナーを配置し、マナーを守

れる人が運営する必要がある。六甲アイランドだよりの募集記事で４名の応募があり、ボランティアに参

加してもらう方向です。現状は他の施設の視察などで情報収取中です。

③夏祭りにむけて【岸本事業部長】

・ 8/25（土）の本番までのスケジュール、役割分担、会場配置図等の説明。

Ｑ：Ｅ６役員より、子供神輿の展示スペースまでに段差があり苦労する。

⇒今回は段差をあがらずＫＦＭの広場で展示する計画を立てています。

・夏祭り説明会の担当者を２名選出し 7/7（土）までにふれあい会館までＦＡＸ下さい。

・夏祭り会場警備要員を選出し 7/20（金）までにふれあい会館までＦＡＸ下さい。

（Ｅ4,Ｗ４,W20,W21，は前半後半各２名、それ以外は各１名）

④ラジオ体操説明会、世話役選出力依頼【岸本事業部長】

・ラジオ体操世話役（リーダーと担当者）7/20（金）までにＦＡＸ下さい。

・説明会は 7/22（日）10：00～11：00で実施。ふれあい会館に集合下さい。

⑤街路灯点検リーダー参加者について【金堂環境部長】

・まだ提出頂いていない街区は早急に提出下さい。
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⑥歩道敷石点検結果報告【金堂環境部長】

・ 5/26の 13時から 16時の間、のべ 26名の参加者で実施。5ｍｍ以上の段差がトータルで 500ヶ所ありま

した。6/7に神戸市の立ち合いで２ヶ所について確認いただいた。1ｃｍ～2ｃｍ程度の箇所を優先して秋

には改修していただく予定です。

⑦ポイ捨て 0 の街キャンペーン【金堂環境部長】

・ 6/9（土）7時 15分から環境部 6名で声掛け、約 300個のポケットティッシュ配布を実施しました。

・今後も毎月第２土曜日 7時 15分より実施予定です。

⑧防災担当者会議開催について【酒井生安部副部長】

・７月 21日（土）10時～12時で開催。「防災マニュアル見直し街区からの報告」「災害対策歩武立ち上げま

で」が主な内容です。

⑨バラ園写真について【安達広報部長】

・ローズガーデンファミリーより、来年のバラ祭りのポストカードに使用する写真を 6/2の反省会で投票に

より決定しました。選出者の名前を記載して、来年度早々には作成し配布していく予定です。

⑩ホームページ関連【高木広報副部長】

・訪問者は順調に 160％と増加しています。総代会関連の影響も。特徴として海外からのアクセスもあり、

フランスがトップ他ペルーからも。

・ Google にふれあい会館、や RICバーベキュ広場、アメリオなど位置情報等申請予定。

・役員会資料等掲載し今後も充実させていく。

⑪自治懇に関して【熊谷総務副部長】

・ 10月 1日 13時に予定している自治懇に向け、街区ごとの意見集約をお願いします。（各街区に意見記入

所を配布）8月度の役員会までにまとめていきます。

⑪新任役員研修会開催【熊谷総務副部長】

・7月は 5街区の役員交代がありますので、新任役員研修会を開催します。9時 20分に集合いただき、小会

議室で行います。

その他

①災害対策本部立ち上げについて【会長】

・今回の震災は震度４であったため、本部立ち上げには至らず。街区のエレベータのＰ波Ｓ波感知により停

止した場合、震度５と判断可能。その場合、復旧は業者の確認作業が必要（メーカーにより多少差異あり）

②六甲ライナー新型車両について【会長】

・平成 30年 5月中旬予定が 9月に延期。それまでに試乗会も計画されている。

③コープこうべの移動店舗（トラック）開始予定【会長】

・直近で 7月 12（木）に運行可能。毎週月、木で巡回できるとのこと。各管理組合で検討いただき、会

長宛てに申し込み下さい。

【作成日】平成３０年６月２３日（土） 【作成者】松本 啓二 【議事録署名人】實光 良夫
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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成３０年５月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年５月２６日（土）１０時００分～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９７名） 出席者５１名、委任状４名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告事項 

 ①ＢＢＱ関連報告【会長】    

・ＲＩＣバーベキュー広場（仮称）概要について。利用日時、料金、予約方法、予約場所について決定事項 

の説明。営業開始 8月 1日。予約受付は 7月 1日より、ＲＩＣ情報交流センターにて。 

Ｑ：Ｅ６役員より、1回 8時間 2500では、短時間で終了した場合余った時間がもったいないのでは。 

   ⇒最初はこのままで運営し検討していきます。 

Ｑ：駐車場について⇒芝生エリアに４台は駐車可能。それ以外は隣の有料駐車場を利用いただく。 

Ｑ：ＢＢＱオープン利用規定の掲示は⇒ホームページ等Ｗｅｂ上にて掲示するようにします。 

②ドッグランについて【会長】 

 ・六甲アイランドだよりに再開にあたり、主旨、支援者・ボランティアの募集記事を掲載します。 

 ③春のクリーン大作戦について【金堂環境部長】 

・5/27（日）当日の動きについて説明。9時 15分集合。担当エリアに分かれ 10時半まで活動。終了後Ｗ７、 

Ｅ７のゴミステーションへ。終了後は六甲アイランド福祉センターでポップコーン、向洋地域福祉センタ 

ーではソーメンを用意しています。 

 ④街路灯点検協力依頼【金堂環境部長】 

  ・7/22（日）実施します。街区からリーダーを含め 4名の参加をお願いします。参加者を 6/23（土）までに 

ご連絡下さい。 

 ⑤ゴミポイ捨て防止キャンペーン報告【金堂環境部長】 

  ・5/12（土）6名の参加者でポケットティッシュ（400個）を配布し、ゴミを捨てない街をアピールし、声 

掛けしました。今後は地域の企業にも働きかける予定です。次回は 6/9（土）7時 15分からアイランドセ 

ンターにて活動予定です。ご参加ください。 

 ⑥六甲アイランドだより発行について【安達広報部長】 

  ・5/31（木）82号を発行します。総代会特集とドッグラン立ち上げ主旨と協力者募集の記事を掲載します。 

  ・今後順次街区紹介Ｅ３，Ｅ８、Ｗ７Ｒを予定していますので、紹介記事を期限までに提出下さい。 

 ⑦ホームページ関連【高木広報副部長】 

  ・4/26～5/25.訪問者 138％。ページビューは 181％と順調に伸びています。役員会資料を掲載していますの 

   で街区での説明にも利用していただければと思います。Facebookも順次アップします。 
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 ⑧スケジュール等【熊谷総務副部長】 

  ・6月 7月スケジュールの確認。7月は多くの街区で役員交代がありますので、7月度の新任役員説明会は 9 

時 20分より開始し、10時より通常役員会の開始とします。 

■ 審議事項 

① 第２６期総代会「議案書に関する意見質問書」について  

・Ｗ７の総代より、ドッグランについての今後の見通しについて質問表の提出がありました。 

⇒これは報告事項で申し上げた通りとします。 

・Ｗ６の総代より、夏祭り子供神輿の各街区の状況をしりたい。Ｗ６では子供が減少する傾向にあるので、

今後検討が必要ではないか。 

 ⇒岸本事業部長より一旦回答しましたが、この後の専門部会でも検討。 

・今後意見書が提出された場合は執行役員会にて回答内容を検討することで了承。 

・総代名簿及び出欠表委任状の未提出街区は早急に提出お願いします。 

■その他 

  ① 防災手引き改訂について【實光会長】 

  ・防災手引きを改訂し、来年 1月にも発行予定です。全戸配布と地域振興会経由で地域企業にも配布します。 

9000部を予定。 

②まちかどネット活動報告【柏井副会長】 

・地域ボランティによる生活支援しくみづくりとして『ゴミ出しお手伝い』の調査と仕組みづくり。 

・「まちのスケジュール」一元化情報として『ＲＩＣスケジュール』を作成し、及び 2か月分の行事予定（Ａ 

 4版）も公開しました。 

・情報交流センターを起点としたボランティア活動の展開、ミニ講座開催、神戸ファッション美術館ギャラ 

リーの住民利用促進、「まちかどネット通信」による広報活動など。 

  ③マダニ・蚊・ハチ等の被害防止対策について。神戸市からのチラシ等参考下さい。 

 

【作成日】平成３０年５月２７日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】實光 良夫 
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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成３０年４月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年４月２８日（土）１０時～１１時００分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９７名） 出席者６２名、委任状 1名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 新任役員承認 

  ・E8、W6、W7、W7R、W20の新任役員を承認しました。役員会終了後に説明会を実施します。 

■ 報告事項 

 ①春のクリーン大作戦について【金堂環境部長】 

  ・5/27 実施のクリーン作戦で街区からリーダーとしてご協力をお願いします。リーダーになられる方

を決めて 5月 8日までにご連絡ください。当日は 9時 15分にリバーモール中央ロータリーに集合く

ださい。 

②防災担当者会議報告【酒井生活安全副部長】 

 ・4月の防災担当者会議では、今期の防災担当者会議の方向性について實光会長より説明。非常時に誰でも 

行動できるように、各管理組合の災害対策本部の立ち上げから避難生活への対応までのマニュアルを改定 

していきます。 

 ③バラ祭りポストカードについて【安達広報部長】  

・バラ祭りポストカードは情報交流センターなどに先行して配布しています。バラ祭りへの招待、勧誘に 

ご活用ください。また、次回のポストカード用の写真を公募形式で採用された写真を活用する予定です。 

④ホームページ関連報告【高木広報副部長】    

・着実に新規アクセスは増えてきておりますが、役員会資料やスケジュール等情報発信していきますの 

で、Facebookと合わせてアクセスし閲覧ください。 

⑤情報交流センター延長について【柏井副会長】 

 ・情報交流センター《machie》は開設期間が延長されました。最大 3年、毎年更新していく予定です。

住民ボランティア主体の運営の中、ゴミ出しボランティア等の定着とともに、地域コミュニケーショ

ンを深めていく活動を進めてまいります。 

⑥バーベキュー施設について【会長】 

 ・六甲アイランドバーベキュー場の整備として現在工事中です。芝生を張ることになり、そのメンテ維持 

管理方法・予算などを神戸市と検討中です。オープンは 8/１から、予約は 7/1から受付します。 

⑦ドッグランについて【会長】 

  ・ドッグランは 3月末で閉鎖していますが、住民や利用者からの存続を望む声が神戸市に届けられ、神戸 

  市から自治会会長宛てに、ドッグランの管理・運営について検討いただきたい旨の文書が届きました。 

  ⇒犬を飼われている役員の意見を聞いた結果、六甲アイランドだより等で、住民に一度投げかけてみるこ 

ととしました。 



2 

 

■ 討議事項 

⑧総代会議案書の審議と承認【総務部】 

・役員全員で議案書の内容を確認いただき、体裁・文書・数値の確認訂正を行いました。 

⑨バリアフリー化工事について【宮脇副会長】 

  ・バリアフリー化第 2期工事が 5/7（月）から開始されます。 

 ⑩道路交通止めについて【会長】 

  ・神戸ファッションプラザ空調設備更改に伴い、工事期間中東側北行き道路が通行止めとなります。 

5/10（木）22時～6時の夜間通行止めとなります。 

 

【作成日】平成３０年４月３０日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】 宮脇 貴栄  
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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成３０年３月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年３月２４日（土）９時４５分～１２時２０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９５名） 出席者４９名、委任状６名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別上映  六甲アイランドＣＩＴＹ３０周年記念ＤＶＤ（９時４５分から約１６分の上映） 

  ・関連して、①記念誌付表に記載漏れ・誤記があり修正資料配布の予定があること（實光会長より）、 

   ②Ｗ４街区での３０周年記念事業の報告（Ｗ４役員・宮崎さんより）が行われた。 

■ 新任役員承認 

  ・Ｅ３，Ｗ７Ｒ，Ｗ６の役員を承認しました。また新任役員向け説明会に関する説明が総務部よりあった。 

■ 報告事項 

 ①3/17 防災担当者会議の報告【重友生活安全部長】    

・３月１１日実施の６００㌧貯水タンク訓練に関して、２０ℓポリ容器を使った具体的な街区内給水方法や 

貯水タンクからの受水方法について、討議された内容が報告されました。 

・またＥ１１街区防災マニュアルの更新や 3/11 各街区独自実施の訓練内容が紹介されたとの報告でした。 

②第２０回シティヒルウォークの開催について【岸本事業部長】 

 ・４月１日午前１０時に集合・スタートして開催されます。同時期に開催中のチューリップ祭のスタンプ 

ラリーもありますので、春の訪れを楽しみましょう！ 

・なお受付などの業務は自治会執行役員で行いますので、各街区からのお手伝いは不要です。 

 ③ホームページ閲覧状況の報告【高木広報副部長】 

・ホームページの閲覧状況について、昨年度との対比で示されました。ユーザー数、アクセス回数などが 

昨年より増加していること、ＰＣ以外のスマホなどの利用が最近は多いことなどが報告されました。 

 ④ごみ出しお手伝い活動について【柏井副会長】 

  ・１２月にＷ４街区を皮切りに始まった活動は、見守りの観点から同一街区内で利用・支援し合う内容です。 

3/22 現在、利用者７名（３街区）支援者２０名（８街区）で、この中から５件の実施がスタートしている

との報告でした。 

■ 審議事項 

① 次期第２７期会長互選および執行役員の選任  

・先月役員会で続投意思を表明された現会長以外には候補者は出ておらず、引続き会長を實光良夫氏とする 

案と、その他の執行役員・監事の候補者案（一覧説明資料）が提案され、原案通りとすることが拍手で 

以て承認されました。 

  ・新任の方は森本亜樹さん（Ｅ６）、刀山明美さん（Ｅ４戸建）、坂口猛さん（Ｗ７）の３名で、退任は重友

正一さん、高寺正さん、増田弘さんの３名です。退任される方々には誠にお疲れ様でした。 
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② 第７回バラ祭り予算案の審議  

・５月１２日から２７日まで開催される第７回バラ祭りについて、その実施要領・予算案が説明され、

承認を受けました。オープニング式典は１２日午後３時からファッションマート南東広場において、

です。是非ご参加ください。また、４月からローズガーデンのポストカードが情報・交流センターで 

 備置きしますので、知人などへのご案内にご利用ください。 

③ 総代会議案書「規約改正案」「第２６期事業報告案」「第２７期事業計画案」内容の審議 

・ 規約の改正は、(1)青年部、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ RIC 青年会の廃止、(2)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ RIC アメリオの新設、 

(3)総代定数の変更（概ね 30 戸当たり１名→概ね 50 戸当たり１名）が、その内容です。 

・ 事業報告ならびに計画は、会長・各専門部部長より説明されました。出席役員から、フォトコンテスト 

作品のＨＰ掲載、前広な自治会スケジュールの伝達など、貴重なご意見を頂きました。 

・ 来月役員会では、決算・予算関係を含めて総代会資料案として取り纏めの上、審議いただく予定です。 

④  バーベキュー施設建設計画について 

  ・神戸市に３年越しで要望してきたＢＢＱ施設の建設案が説明されました。場所はマリンパーク西北部、完

成は今夏の予定で、自治会が地域ボランティアを募り管理・運営するものです。出席役員から、施設周辺

を含めた配置図や自治会との取決め事項などを事前に確認すべき等の意見がありましたが、拍手を以て承

認されました。 

■その他 

  ① ドックランの運営について【實光会長】 

  ・芝生広場南西の一角にあるドッグランが４月から休止する予定ですが、再開を求める声もあることから、

神戸市より自治会に対し管理・運営の検討要請がありました。休止に至った原因が大型犬を連れた島外者

の利用とのことで、出席役員からも小型犬ならともかく大型犬主体の利用には難色を示す意見が多く出ま

したが、各管理組合においてドッグランについての要望等を集約していただくこととしました。 

 

 

【作成日】平成３０年３月２４日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】實光 良夫 
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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成３０年２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年２月２４日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９７名） 出席者４８名、委任状４名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

 ①次期会長互選について【松本総務部長】 

  ・３月度の役員会で次期会長の互選を行います。（規約に基づき） 

現實光会長は続投の意志を表明しております。 

②新執行役の紹介【松本総務部長】 

 ・来期の新執行役として、E6 の森本様と E4 戸建の刀山様が候補としてあがっていますので、紹介さ

せていただきます。３月度の役員会で会長選出後、次期執行役員体制を承認いただく予定です。 

③3.11地域防災訓練について【会長、重友生活安全部長】 

 ・当日はシティヒル東緑地で、街区の方は２名以上参加ください。１０時から給水訓練を行います。その後 

各街区は車での水の持ち帰り訓練も実施します。事前に給水車用に表示用の用紙を配ります。 

実際の発災時はマニュアル上は時間割を決めていますが、今回の訓練では決めずに順次持ち帰っていただ 

きます。 

E3役員より、マニュアルに給水用エンジンポンプについての記載があるが、説明をお願いします。 

⇒エンジンポンプは給水車に給水する為の機器としての位置づけです。今回の訓練では使用しない方針で

す。このような機器、設備が置いているということで、参考までに記載しています。 

④防災担当者会議報告【重友生活安全部長】    

・１月１７日の防災訓練の安否確認の推移（2012～2018年）について報告しました。2018年度のみ 

平日で実施していること。休日実施との比較を記載した表で説明しました。 

  ・1.17全戸一斉防災訓練について参加した方々からの振り返りと課題をまとめました。 

⑤総代会について【松本総務部長】 

 ・総代会までのスケジュールについて、ポイントを説明。４月度の役員会で総代（３０戸につき１名）

を募集する「ポスター」と「総代応募者名簿」を持ち帰りいただき、総代募集を開始いただきます。次

に、「議案書」と「出欠表・委任状」、「議案書に関する意見・質問書」を５月の第 2 土曜日にふれあい

会館で受け取りいただき、総代に配布をお願いします。５月度の役員会で、「総代名簿」「出欠表、委任

状」「意見・質問書」を提出下さい。 

 ・今回の総代会では規約の変更も行う予定です。総代の３０戸につき１名を、各街区の管理組合の負担

を下げることと、実体に合わせることで、５０戸につき１名にする方向で検討しています。また、アメ

リオのボランティアグループを明記する予定です。次回３月度の役員会で審議していただきます。 

 ・今回の総代会の議長として E6の河野様に依頼し承諾を得ております。 
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⑥新任役員研修懇話会報告他【熊谷総務副部長】 

・１月度の役員会後に行いました。４街区（W7R,W21,E3、E11）７名の方にご参加いただきました。 

・各街区の総会の月と新役員交代月を確認させていただきました。 

⑦ホームページについて【高木広報副部長】 

 ・1/26～2/22までのホームページの閲覧状況ですが、ユーザーは３４７人（新規 251人）となり前月比 4.8％

増加しています。訪問回数は５８９回で前月比 1.4％増えてきています。 

⑧ホームページ活用について【高木広報副部長】 

  ・役員会の出欠連絡や関連団体のリンクなどホームページから簡単にできるようになっています。Facebook 

でも情報発信していますので、是非ご覧ください。 

 その他 

⑨３０周年記念式典について【柏井副会長】 

  ・3/15（木）15：30からオルビスホールにて開催。参加者には記念誌と DVD、神戸市ワインのおみやげを

用意しています。当日参加も OKです。 

 ⑩リバーモール工事一部完了報告【会長】 

  ・ユニバーサルデザイン化工事として実施した工事現場写真にて報告。 

 ⑪インターナショナルキッズデイ後援ついて【会長】 

  ・5/26、ファッションマートで開催されるカナディアンアカデミー主催のイベントを自治会が後援していま 

す。 

 ⑬六甲マラソンについて【会長】 

  ・前回までまち中の道路を走っていましたが、今回から警察からの要請もあり外周路を走ることになりまし 

た。 

 ⑭RICアメリオ報告【会長】 

  ・１月度の施設利用状況と２月・３月のプログラムを紹介しました。利用促進をよろしくお願いいたします。 

 

【作成日】平成３０年２月２５日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】 實光 良夫  



1 

 

六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成３０年１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成３０年１月２７日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９６名） 出席者５３名、委任状３名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 会長より新年あいさつ 

■ 新任役員承認 

  ・Ｅ１１、Ｅ４、Ｗ３、Ｗ２１の役員を承認しました。 

■ 報告事項 

 ①年末警戒報告【重友生活安全部長】 

  ・昨年末の年末警戒はのべ１０７名が参加いただきました。１日３０名強。ご協力ありがとうございま

した。 

②1.17全戸一斉防災訓練報告【重友生活安全部長】 

 ・今回平日での実施でしたが、平日のわりには安否確認ができたほうではないか。全体では 54％でし 

た。２０１２年からの推移をみると 10数％ダウンとなりました。 

W21役員：W21では館内放送と事前に住民に、無事な場合は玄関に無事と貼り出してもらい、その数 

をカウントした結果でしたが、他の街区はどのような方法でやっているか。自治会として推奨している 

方法はあるか。 

⇒基本他の街区も同じような方法で実施しています。安否確認も大事ですが、対策本部を立ち上げるこ 

とが第一です。 

W20役員：事前要介護、要支援者の登録を行っている世帯には、ノックし安否確認した数も参入して 

います。推移表は２０１８年は平日実施と明記すべき。昨年までは休日に実施しているため。 

③街路灯点検報告【金堂環境部長】 

 ・12/3（日）17：15から実施した街路灯点検で見つかった補修すべき街路灯は 12/26に補修完了しました。 

当日それ以外にも球切れがあった街路灯も補修しましたと東部建設事務所より 12/28 に報告を受けまし

た。 

④総代会までのスケジュール【熊谷総務副部長】    

・６月開催予定の総代会までのスケジュールです。２月３月でご自身の所属する専門部にご意見、要望 

等があれば話し合って下さい。 

⑤規約改正について【熊谷総務副部長】 

 ・今回総代会で規約を改正する予定ですが、①役員定数に関して②ボランティアグループ（アメリオ、 

BBQ）の追加③青年部の廃止についてです。 

  W4役員：現状の規約ではどうなっているか説明いただきたい。 

  ⇒柏井副会長より説明しました。 
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⑥バーベキュー施設について【会長】 

 ・野鳥公園の北側付近で BBQ施設を７月頃オープン予定で計画中です。施設等がどうなるかは神戸市で検

討中です。 

W20 役員：BBQ施設や駐車場等の使用方法など、今後管理運営する自治会として意見要望を出せる機会は

あるか。⇒神戸市の検討結果を受けて、今後の役員会でも意見を頂戴することにします。 

⑦３０周年記念式典について【柏井副会長】 

  ・3/15（木）15：30よりオルビスホールにて神戸市主催で開催します。当日は市長や議員も出席し、六甲

アイランド高校の吹奏楽部の演奏やバイオリン演奏があります。向洋・六アイ両小学校と向洋中から将来に

向けてのメッセージも発表されます。当日参加者には六アイ見どころをまとめた DVD と記念誌が記念品と

して配布されます。 

   W4役員：乳幼児連れでの参加も OKか。⇒乳児用ルームもありますので OK です。 

⑧まち情報ハンドブック発行について【安達広報部長】 

・2018年 1月 19日の各街区に配布しました。電話帳や時刻表を見直し４ページ増やしています。 

・今後ホームページにもアップしていく予定です。（高木広報副部長） 

⑨ホームページ活用について【高木広報副部長】 

  ・役員会の出欠連絡や関連団体のリンクなどホームページから簡単にできるようになっています。Facebook 

でも情報発信していますので、是非ご覧ください。 

 ⑩民泊について【会長】 

  ・本年６月からマンションでも民泊サービスを実施することが可能になります。許容しない管理組合は 3/15

管理規約に禁止する定めを明記するか、民泊に関する意思を確認して書類を届け出る必要がありますので、

各街区で対処下さい。W5,W7,W7R,E8,E10では既に規約で定めている。 

 ⑪六甲ライナ-深夜試運転について【会長】 

  ・２月３月で新型車両の営業開始にむけ、深夜（0：45～4：30）に試運転列車を運行します。 

 ⑫さくらの公園について【宮脇副会長】 

  ・桜の寄贈が最終９本寄贈いただきました。2/27（火）１１時より向洋中学東側の公園にて植樹祭を行いま 

す。 

 ⑬E4大規模修繕工事の実施について【永松街区代表】 

  ・2/1から１年間大規模修繕工事が施工されます。ご迷惑等おかけしますがご理解ください。 

 

【作成日】平成３０年１月２８日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】 實光 良夫  
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