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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成２９年１２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年１２月１６日（土）１０時～１１時００分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９３名） 出席者３７名、委任状 10名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 特別報告 

  ・リバーモールのユニバーサルデザイン化工事について（東部建設事務所安全推進係杉本氏より） 

   北側から南側の工事個所と一部石畳をブロック舗装化した場合のイメージを説明いただいた。 

   一期は来年１月から２月中に実施。２期は来年度に工事の予定です。 

■ 新任役員承認 

  ・Ｅ６河野氏、野口氏及びＷ２１出射氏を承認しました。 

■ 報告事項 

 ①秋のクリーン作戦報告【金堂環境部長】 

  ・11/26実施のクリーン作戦は１７街区３５０名に参加いただき、無事終了しました。ご協力ありがと

うございました。 

②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は１６街区５３名及び青少協２名のご協力で実施しました。 

ご協力ありがとうございました。球切れは調査対象 1018個中 56個。シティーヒルも入れた合計では、 

1,415個中 98個が球切れでした。夏の調査ではそれぞれ 66個、83個でした。 

 ・東部建設事務所と北口駅近辺の歩道橋のランプの番号が消えている事象についてはシールの張替えを行う 

こととなりました。 

 ・シティーヒルの街路灯は時間帯によって点灯、消灯が行われているかもしれず、調査確認が必要。 

 Ｅ５役員より、テニスコート階段の街路灯が消えていますので合わせて調査いただきたい。 

 Ｅ７役員より、街路灯点検の方法でスタート地点と調査番号を記載してもらうとよりやりやすい。 

 ・いずれも対応することとします。 

  ・街路灯への犬などの小便により、腐食している事例があります。飼い主へペットボトルの水による洗浄を 

習慣づける指導をしていくべき。【川原副部長】 

 ③フォトコンテストについて【安達広報部長】  

・表彰式は 12/17（日）に実施します。12作品を表彰（金賞 1、銀賞 2、佳作 9） 

ロビー展（12/17～1/21）交流センター展（2月）タリーズ展（3月）を開催します。Web展は 12/17～。 

  ・過去の応募状況の推移で減少傾向にあります。元々自治会発足 20周年記念事業として開催した経緯もあ 

り、一旦中止し、次回開催は 2021年度の 30周年記念として行います。 
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④年末特別警戒の実施【重友生活安全部長】    

・12月 28日から 3日間開催します。今回は火の用心というよりも生活安全や健康相談としてそれぞれ 

＃9110と＃7119の周知を目的として実施したい。 

 W4役員より、具体的には何をしますか。 

 ⇒標語のような掛け声を考え中です。かけ声を出しながら巡回します。 

⑤1.17全戸一斉防災訓練【重友生活安全部長】 

 ・神戸市が行う『1.17神戸市シェイクアウト訓練』のプラスワン訓練として実施します。 

  10時防災行政無線による地震の合図→10：03緊急速報メール→プラスワン訓練の流れです。 

  安否確認とケガ人搬送の結果を 1月 19日までに自治会館に FAXかメールで報告してください。 

  この結果を受けて 2/17の防災担当者会議で活用します。 

  E7役員より、ケガ人はどの街区も 0となるのでは？ 

  ⇒0で報告いただいて結構です。 

⑥街区役員交代時の所属部会分散化のお願い【松本総務部長】 

 ・役員名簿の通り、環境部が多く、生活安全、事業部、広報部が少ない状況にあります。 

役員交代時にはできるだけ、各専門部に所属するようにお願いします。 

⑦スケジュール確認【熊谷総務副部長】 

  ・12月 1月 2月 3月のスケジュールを確認しました。 

W20役員より、1.17全戸一斉防災訓練は過去の 3.11の防災訓練と混同してしまいますので、シェイク 

アウト訓練とのタイアップというような記載をお願いしたい。 

⇒対応します。3.11は自治会としての地域防災訓練として、給水訓練等を実施します。 

⑧震災メモリアルウォーク＆ラン開催について【会長】 

・2018年 1月 14日（日）10：00より開催。地域振興会等との共催。 

⑨大阪湾フェニックス整備計画について【会長】 

  ・主に事業期間の延長の内容。神戸沖が 2022年までの計画を 2030年まで延長。大阪沖は 2027年までの計 

画を 2032年まで延長することで 2処分場体制を維持することが可能。 

 ⑩ささえあい/ごみ出しについて理事会での検討依頼【柏井副会長】 

  ・まちかどネットの街のささえあい活動として、ごみ出しボランティア（1 回 100 円）を先行して E4.W4

で実施していますが、これを他の街区にも広げようとしています。 

  ・住民の方がごみ出しを希望されるときに、各街区のフロントへ連絡し、各フロントから情報交流センター

へ連絡する体制を整えたいと思います。理事会で検討いただきフロントへの協力を取り付けていただくよ

うお願いします。早期実施のため、年内にふれあい会館までご回答をお願いします。 

 

【作成日】平成２９年１２月１７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２９年１１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年１１月２５日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９２名） 出席者４６名、委任状３名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 新任役員の紹介と承認 

  ・Ｅ４の永松氏とＷ２１の山本氏が街区代表者として初出席し、役員に承認されました。 

■ 報告事項 

 ①赤い羽根募金報告 【柏井副会長】    

・10月に実施された赤い羽根募金は 17街区で例年並みの￥45,575の募金が集まりました。これに自治会 

 から￥30,000を付加し、計￥75,575を区に提出しました。 

②秋のクリーン作戦 【宮脇副会長】 

 ・11/26（日）に実施されるクリーン作戦はリバーモールセンターに 9時 15分集合下さい。 

ペットボトルは燃えるごみに分類してください。 

  ・六アイ福祉センターではポップコーンと DVD上映。向洋福祉センターではトン汁を用意しています。 

③街路灯点検【宮脇副会長】 

  ・12/3（日）に実施します。警察官立寄所に 17時 15分に集合下さい。 

④防災担当者会議を開催【会長】 

・11/18（土）に開催。1/17の全戸一斉防災訓練に向けたワークショップを実施。シェイクアウト、安否確 

認等を行いました。1/17は管理組合が取組むべき、実態に合わせた訓練の位置づけです。 

・3/11には地域防災訓練として給水活動訓練等自治会として取組む訓練を行います。 

 ⑤年末自衛警戒について 【会長】 

  ・12/28（木）～30（土）に警察官立寄所に集合しパトロールを実施します。18時から。街区から 2名の応 

援をお願いします。初日は東灘防犯協会の廣瀬会長が慰労巡回に訪れますので、10分前には集合下さい。 

 ⑥防災ジュニアチーム活動報告【宮脇副会長】   

・11/5（日）に三木市防災センターで煙避難訓練、起震車による地震を体験しました。中学生として防災を 

学び、将来地域に貢献できる大人になっていただくことを主旨として実施しています。 

⑦スケジュール確認【熊谷総務副部長】 

・12月、1月のスケジュールを確認しました。ホームページにも掲載しています。12月度の役員会は第３ 

土曜日となりますのでご注意ください。 

・2018年度のスケジュールについても、ホームページに掲載しますので管理組合の行事に重ならないよう 

引き継ぎをお願いします。 
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⑧フォトコンテスト審査依頼【安達広報部長】 

・応募点数は 21人 53点でした。会議終了後に審査し、用紙を集計箱に入れてください。 

⑨その他【会長、副会長】 

・地域振興会が管理しているドッグランは来年 3月末に閉鎖します。 

・六甲アイランド住民に向けて湾岸線資料を全戸配布します。（国土交通省、阪神高速道路㈱、神戸市より） 

・まちかどネットから『RICスケジュール』のチラシを発行。各街区に両面での掲示板掲載をお願いします。 

 まちかどネットのホームページにも掲載しますので、自治会ホームページからもリンクするようにします。 

  ・情報交流センター（machie）は 2 年間限定の開設でしたが、来年度も 1 年間延長できるようです。情報

発信についてはある程度成果がありましたが、交流の場としては物足りない部分がありましたので、来年

度 1年間は交流に力をいれていくようにします。 

  ・島内でイノシシ（体調 80ｃｍ程度）が出没していますので、ご注意ください。（フェリーのりば等で） 

  ・ヒアリの調査を島内で実施しましたが見つかっておりません。 

 

【作成日】平成２９年１１月２６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２９年１０月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年１０月２８日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９２名） 出席者３７名、委任状９名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別報告「リバーモールのユニバーサルデザイン化工事について」 東部建設事務所安全推進係より 

  ・リバーモールを高齢者・子育て・障がい者などが凹凸の無い状態で通行できるよう、現状の石畳の一部を

インターロッキング舗装化する工事の実施計画について説明が行われました。北は小磯美術館通りから南

は向洋中央通りまでの全長約１Km を幅 1.8ｍで舗装化する計画で、今年度中にアイランドセンター駅周

辺（約 300m）の工事を行う予定。 

  ・出席役員より、リバーモールの景観調和の観点からの質問が相次ぎ、改めてイメージパース等の資料を用

いて説明していただくことにしました。 

 

■ 報告事項 

 ①10/2自治懇の結果報告 【柏井副会長】    

・10/2(月)14時から開催。神戸市側より東灘区長以下 24名、地元住民側 20名が参加。 

・質疑項目 21件の結果を評価すると、要望に対応済のもの 6件、今後対応のフォローが必要なもの 8件、 

 要望への対応不可だったもの 5件、などでした。詳細内容については自治会HPへ掲載予定です。 

②夏祭り収支決算報告 【岸本事業部長】 

 ・過去最高の来場者約 3.3万人を記録した今年の夏祭りでした。盛況だったことから、運営費用が増加しま 

したが、出店・協賛金収入も増加したことから、198千円の次年度繰越となりました。 

  ・出席役員より、来場者の増加に伴い排出ゴミが増加した点に関連し、翌日のゴミコンテナの早期撤去を要

望する意見がありました。 

 ③文化フェスティバルについて 【岸本事業部長】 

・11/19（日）開催の第 15回文化フェスティバルの進行スケジュールと、11/12（日）13～15時のサポート 

委員会開催をお知らせしました。サポート委員となる方は、ご出席方お願いします。 

 ④秋のクリーン大作戦について 【金堂環境部長】 

  ・11/26（日）9:30、リバーモール中央ロータリーに集合、10:30頃には作業終了の予定。雨天中止の判断は 

   当日 8時です。各街区からは、環境部員を除き協力者 1 名を選出していただき、11/12（日）までに自治

会環境部宛にご連絡ください。 

 ⑤街路灯点検について  【金堂環境部長】  

・12/3（日）17:15、センター駅下警察官立寄り所に集合、約 1時間で終了の予定。雨天中止は 15時時点で 

 判断します。各街区からは、４名の参加者選出 (→11/12（日）までにご連絡 )をお願いします。 
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⑥防災担当者会議報告等  【重友生活安全部長】   

・9/30開催の会議で、神戸市危機管理室による出前トーク「阪神・淡路大震災の教訓を踏まえたまちづくり」 

を受講、10/21会議では重点課題(①防災ボランティアグループの結成、②災害時要援護者の把握③防災マ

ニュアルの整備)への取組状況について情報・意見交換を行いました。また来年 1/17 一斉防災訓練では、

平日での訓練となることから、安否確認と負傷者搬送の二点に絞った訓練を前提としています。 

  ・出席役員から平日訓練に対する不安を嘆く声もありましたが、今後、安否の確認とケガされた方の搬送に

前向きに取り組もうとの方向で一致しました。 

⑦六アイだより発行予定など  【安達広報部長】 

・第 79号は今月末の発行。次号第 80号は 1月の発行予定で、街区紹介では E８となります。 

・フォトコンテストは、今月末に締め切り、来月 11/25役員会終了後に応募作品の審査を行います。 

⑧予算実施状況の報告  【實光会長】 

・9月末現在の実績を集計した結果、収入・支出とも 48%の状況。総代会、夏祭り、ラジオ体操、バラ祭り 

 の行事は終了。 

⑨全体スケジュール確認  【熊谷総務副部長】 

・11月及び 12月のスケジュールを出席役員で確認しました。街区での役員交代に際して、円滑な引き継ぎ 

 をお願いします。 

⑩まちかどネット「ごみ出しお手伝い」スタート  【柏井副会長】 

・高齢化の進展を控え、六アイ情報・交流センターにごみ出しを手伝って欲しいとの住民要望が増えている 

ことから、まちかどネットが窓口となって、まずW４街区などから実施することが報告されました。 

⑪その他  【實光会長】 

・アメリオの利用状況については、９月度は教室６９回開催、利用者数は 1,268名です。11月以降も無料 

教室がありますので、是非ご利用ください。 

  ・イベント広場の整備については、10月末から現在位置の、少し南側に円形トイレを新設する工事に入り、

年度内に完成予定です。 

  ・湾岸線西伸工事事業協議会の次回開催予定は、11/2（木）と連絡がありました。引続き、関係街区代表や

まちづくり協議会・自治会が国土交通省／神戸市側との協議を進めていきます。 

 

 

【作成日】平成２９年１０月２８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２９年９月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年９月２３日（土）１０時～１１時００分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９２名） 出席者４４名、４名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

 ①赤い羽根共同募金募金への取組について【柏井副会長】 

  ・10月 1日から 10月３１日までの期間、各街区ごとに募金活動の取組をお願いします。 

  回収は 11月 4日（土）に募金箱をふれあい館までお持ちください。1世帯あたり１０円を目標でお願 

いします。 

②第１５回文化フェスティバルについて【岸本事業部長】 

 ・11月 19日（日）本番までのスケジュールを確認いただきました。11/１２（日）にサポート委員会を開催 

します。 

 ・街区から 1名運営サポート委員会要員を選出ください。10月 23 日（月）までに選任届を提出ください。 

 ・ラジオ体操説明会は 7/23(日)１０時～１１時にリバーモール（センター駅北側会場）で行います。 

 ③夏祭りアンケート提出依頼【岸本事業部長】  

・5夏祭りの運営について、良かった点、悪かった点、来年への要望など記入し、10月１日 8(日)までに提 

出お願いします。 

④防災担当者会議のお知らせ【重友生活安全部長】    

・9月 30日（土）防災担当者会議を開催します。今回は神戸市危機管理室の清水課長による、「阪神・ 

淡路大震災の教訓を踏まえたまちづくり」をテーマに出前トークを実施します。 

⑤対岸ティーエムターミナル視察会実施【重人子生活安全部長】 

 ・兵庫県石油コンビナート等総合訓練」を視察しました。7年に１回実施される訓練です。 

⑥街路灯点検結果について【金堂環境部長】 

・夏祭りの後の 8/28に補修状況を確認しましたが、数ヶ所を除き概ね補修されていました。 

 リバーモール北グローブ球破損個所にちぃては応急手当をしグローブ球を発注済。 

 リバーモール南のグローブ球については取り外し困難な為、改良器具を発注。 

・全体的に球切れ多い原因は、安定器の取り換え時期が来ていたものもあったが、単純球切れが原因と思わ 

れる。 

  ・歩道橋照明フタの浮きについては、ビスを取り寄せ、順次補修していく予定。 

⑦秋のクリーン大作戦（11/26）東灘区一斉清掃への協力依頼【金堂環境部長】 

  ・街区から協力者１名を選出お願いします。来月の役員会で登録用紙を配付します。 

  ・集合時間は 11月 26日（日）9時 15分。集合場所；リバーモール中央ロータリー前。終了 11時。 
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⑧自治懇（10/2）意見要望項目について【柏井副会長】 

 ・10月 2日（月）14時～16時、ふれあい会館にて開催。〈警察・消防関連〉4件、〈環境・美化関連〉1 

件、〈みなと総局関連〉7件、〈東部建設事務所関連〉3件、〈その他〉4件、計 19件の意見要望項目いつ 

いて説明しました。 

  ・神戸新交通関連質疑項目については回答がありましたので報告します。 

①朝のラッシュ時緩和のためのライナー増発については、最混雑 1時間の乗車率は 113.4％と現状輸送力 

として問題なしと考える。今後も乗客の利便性や快適向上のため、ダイヤ改善を検討しますのでご理解い 

ただきたい。 

   ②センター駅階段エスカレータの設置については、神戸市の管理範囲で、エスカレータ設置等については 

神戸市が主体となります。ただ、ファッションマート、ベイシャラトンのエスカレータ、エレベータがあ 

るため、すぐに検討に入ることは困難ではあるが、必要性を判断できる場合は、財産区分の神戸市と協議 

してまいります。 

③マリンパーク駅（周辺）の整備については、扇風機を来年度に 2番線ホーム（西側）へ設置を検討して 

いきます。 

駅下の活用・広場の整備については、駅周辺のにぎわい創出に努力する必要があると考えてお 

り、総合地所や島内イベント会社とも打ち合わせを行い、駅周辺の施設の活用に向けて取り組んでいると 

ころです。 

 駅舎の美化等について、島内 3駅のホームスクリーン・駅舎壁面等の清掃・再塗装による美化を実施し 

ています。マリンパーク駅は 9月末までに完了予定です。マリンパーク駅のお客様トイレには、温水洗浄 

便座を初めて取り付けることのなりました。他にも全駅に手洗い洗剤と便座シートクリーナーを 7月に取 

り付けています。 

⑨全体スケジュール確認【熊谷総務副部長】 

   ・10月及び 11月のスケジュールを確認しました。 

   ・街区役員交代時期（総会と役員交代月）の調査を来月実施する予定です。E3は 2月に総会。 

⑨アメリオ利用状況【会長】 

・8 月は教室５２回開催し７０６名が利用しました。10 月より有償となり 1 回 500 円と割安で利用可能で

す。無料教室も数回あり、是非皆様もご利用ください。 

 ⑩バーベキュー設備について【会長】 

  ・野鳥園北東側に BBQ施設を H29年度中に完成し、H30年度にオープン予定。現在の計画は駐車スペー 

スと BBQスペースが分かれておりますが、より使いやすい設備にする為に皆様の意見をいただきたい。 

営業は土日祝日と夏休みの期間とし、約 100日/年間オープン予定。 

 

【作成日】平成２９年９月２４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２９年８月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年８月１９日（土）１０時～１１時１５分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９２名） 出席者４６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（後半）実施内容の確認他 【岸本事業部長】    

・8/22(火)から始まり、28～31 日の間は中学生に代わって小学生が体操の指揮をしてくれます。最終日には 

子供たちに景品・飲物を渡しますので、当日担当の E10 以外の街区からも応援を宜しくお願いします。 

②夏祭り説明会（第３回）他の概要他 【岸本事業部長】 

 ・8/20(日)午後から最終の説明会を開催します。第一部では当日の本部、警備、清掃、ステージ等の運営を、 

  第二部ではゲームコーナーの運営について、各々マニュアルに従い説明します。また、本日役員会後に、 

  ゲーム券追加販売やリバーモールの自転車駐輪禁止の注意喚起貼紙作業を行います。 

 ・9/2(土)夕刻には、慰労・反省会を予定しています。(会場はﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ神戸) 是非ご参加ください。 

 E6 役員より、「アジア・ワン・センター（旧 P&G）殿から休憩所としての利用提供があったとのことだが、 

入館する際の経路は？」⇒ 最終説明会で確認し、当日の誘導をします。 

③六甲アイランドだよりの「街区紹介」原稿の作成お願い 【安達広報部長】   

・次号(第 79 号)以降に掲載する「街区紹介」記事を担当される対象街区とその原稿締切期限等の紹介があり 

ました。原稿の送付は、ファイル・メールでお願いします。 

 ④情報ハンドブックの「街区紹介」写真の提供お願い 【安達広報部長】  

・来年初めに発行する情報ハンドブック第 5 版では、街区紹介のページを設け各街区の写真を掲載しますの 

 で、10/28 までにご提供をお願いします。ご提供を選択されない場合は広報部が撮影します。 

 ⑤街路灯点検の結果報告  【金堂環境部長】  

・先月実施した結果は、対象数 1018 灯・不具合数 84 灯(球切れ 66、点滅 6、街路樹支障 12)でした。特に 

ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ南で不具合が多い(不具合数 34)のが目立ちます。今月初めに東部建設事務所に結果内容を伝えま 

したので、夏祭り開催までに補修が実施されます。改めて、点検活動へご参加・ご協力、お疲れ様でした。 

  E3 役員より「不具合の多い箇所について、過去の取組経緯も踏まえた原因究明・改善を継続して役所側と 

取り組んで欲しい」とのご意見。 ⇒ 役所の担当者交替の点も考慮しつつ、引続き取り組みます。 

E6 役員より「点検結果の資料を配布されたい。また役所との交渉にはきっちりとした約束を求めるよう、 

お願いする。」とのご意見。 ⇒ 資料は自治会 HP に掲載します。交渉にはご意見の点を反映し努めて 

参ります。 

⑥ＲＩＣアメリオの来館状況等の報告 【實光会長】   

 ・先月より開場した結果、無料教室等(全 34 コマ)への参加者数は合計 432 名でした。8～9 月も無料教室 
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  を開催します(詳しい予定等は、RIC WINDS 8 月号に掲載。) 最新の体組成測定機器(IN-BOBY)も導入 

  されていますので、是非積極的にご参加ください。 

 ⑦自治懇への意見要望について 【柏井副会長】 

・10/2(火)14～16 時 開催予定の自治懇での話題となる自治会の意見要望(案)については、執行役会で検討 

した 15 件の項目の他、各街区から提出いただいた項目を加えて執行部で取り纏めを行っていきます。 

来月役員会で改めて、その内容を報告する予定です。 

  W6 役員より「防犯カメラ設置の公的補助」、「落とし物拾得時の警察届け出の利便性」に関するご質問や 

ご意見。また、E5 役員より「警察の島内巡視の実状」に関するご意見。 ⇒ 取り纏め時の参考にします。 

 

   

 

【作成日】平成２９年８月１９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２９年７月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年７月２２日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９２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新任役員紹介承認【松本総務部長】 

  Ｅ３、Ｅ５、Ｅ７、Ｅ１０の役員が紹介され、承認されました。 

②夏祭り関連確認と依頼事項【岸本事業部長】 

  ・第２回夏祭り説明会（8/6,13：00）第 3回夏祭り説明会（8/20,13：00）の予定確認。 

  ・夏祭子供神輿世話役、ゲームコーナー運営担当者、会場清掃担当人選、お弁当必要数連絡依頼（8/13 迄） 

  ・ゲーム券追加申込（8/13迄）、子供神輿紹介コメント送付依頼（8/16迄） 

  ・子供神輿飾りつけ費用１万円支給（会議終了後） 

  Ｅ６役位によりヨーヨー釣りの空気と水入れ作業が人員不足で追い付かない支援はないか？⇒要相談。 

③ラジオ体操説明会開催お知らせ【岸本事業部長】 

 ・7/23（日）１０時～１１時「ふれあい会館」に集合。説明後、現地確認 

 Ｅ７役員より、ラジオ体操終了は何時頃になるか。⇒片付けして６時 50分には終了します。 

 ④防災担当者会議（7/15）報告【重友生活安全部長】  

・出席者 14街区 45名（自治会外 2街区含む）。 

・今年度 3目標確認 

①街区内防災ボランティアグループ「防災会」の結成 

②災害時要援護者の把握 

③防災マニュアルの改訂 

  Ｅ７役員より防災会はすでに結成されたのか。⇒今期の目標で防災訓練頃を目処に。 

  ・今年度の全戸一斉防災訓練は来年の 1月 17日の平日に実施します。（實光会長） 

⑤六甲アイランドだより発行【安達広報部長】    

・第 78号を 8月中旬に発行予定。夏祭り、向洋中学校校長紹介、ＲＩＣアメリオ関連、ラジオ体操 

30周年記念事業ファッションショー、フォトコンテストの記事を掲載予定。 

⑥フォトコンテスト募集【安達広報部長】 

・チラシ 8月初旬全戸配布。応募締切 10月末。審査 11月役員会終了後。 

・今回より応募写真は返却します。（4月頃） 

・展示は 1月ふれあい会館、2月タリーズ、3月交流センター予定。 
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⑦ホームページセキュリティ強化について【高木広報副部長】 

  ・現在役員会出欠回答にパスワードを申請いただいた上で登録できるようにしています。 

・一部内部資料についてもパスワード設定しているページがあります。（総代会議事録） 

  ・現在情報発信をフェイスブックでも頻繁に行っていますのでご覧ください。 

 Ｗ４役員よりホームページ閲覧に制限をかけるのはいかがなものか。 

 ⇒ホームページに掲載したものは原則閲覧ＯＫであるが、再度執行役員会にて検討します。（實光会長） 

⑧街路灯点検について【宮脇副会長】 

・7/23（日）警察官立寄り所に 19：15分集合。中止判断は 4時、中止の場合はフェイスブックで発信。 

・Ａ～Ｇグループに分けて点検します。懐中電灯、ボールペンを用意下さい。水分補給も忘れずに。 

⑨自治懇への意見要望について【柏井副会長】 

  ・前年度の要望意見を紹介。今年度は 10月 2日（月）午後に開催します。住民側もできるだけ多くの参加 

者をお願いします。 

  ・8月度の役員会案内と一緒に意見記入用用紙を送信します。8月度意見収集、9月度にまとめの予定。 

  ・自治懇への要望として挙げますので。港湾施設の夜間の騒音やバイクの暴走等があれば日時を記入して残 

して於てください。（實光会長） 

Ｅ６役員より、ゴキブリの異常発生あり。⇒1街区だけでは対処が困難、各街区、みなと総局、東部建 

設局等島全体としての対応が必要。自治懇要望にあげてください。（實光会長） 

⑨スケジュール確認【熊谷総務副部長】 

・7月以降のスケジュールの紹介。 

・理事会運営に活用してください。 

 ⑩その他 

  ・ＲＩＣアメリオ 7/28（金）開所式開催。14時より。久元市長も出席します。【實光会長】 

  ・30周年記念事業ファッションショー9/16ＰＭより（ＫＦＭにて）トークショー、スイーツパーティ等あり。 

ランウェイの参加者を募集してます（有償）。家族、親子での参加も可。チラシ配布予定です。【宮脇副会長】 

  ・イベント広場改修工事。半円型を長方形かたに改修します。【實光会長】 

  ・神戸製鋼所火力発電所（仮称）2021年設置計画における環境影響評価についての公聴会があります。 

   灘区民ホール、8/20（日）10時～ 

  Ｗ４役員より 5/中頃に発表された神戸港将来構想についても注視していくべきとの意見がありました。 

  ・8月度の役員会は 8/19第 3土曜日に開催します。 

 

【作成日】平成２９年７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２９年６月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年６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（９２名） 出席者４７名、委任状３名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

 ①会長挨拶 

  第２６期会長として再任されました。本年度も宜しくお願い致します。 

②新任役員紹介承認【松本総務部長】 

  Ｅ７、Ｗ４の新任役員が紹介され、承認されました。 

③夏祭り関連確認と依頼事項【岸本事業部長】 

 ・夏祭りに向けての準備と運営体制について資料を元に説明しました。 

  第１回夏祭り説明会 7/16（日）13時～、第 2回 8/6（日）13時～、第 3回 8/20（日）13時～。 

  本番は 8/26（土）16時スタート。子供神輿パレード、ゲームコーナー、屋台、ステージ北、櫓、南の 3 

ヶ所で進行予定。 

 ・各街区から夏祭り担当者の選出（7/13期限）と会場警備担当者の選出（7/20期限）を依頼しました。 

 ・会場警備でホイッスルを用意するなど緊急事態に備えてはどうかという意見がありましたが、検討はしま 

すが原則本部待機警備担当者に携帯電話で連絡をお願いします。 

  ・子供神輿のゴール付近は混雑し子供が待たされますが、火を扱う屋台もあり危険ではという指摘がありま 

した。⇒子供神輿パレード時は選任警備担当者が定点警備をいたします。又混雑緩和の為、今回は写真撮 

影をスタート地点でしていただくことも検討してまいります。 

 ④ラジオ体操の実施要綱と依頼事項【岸本事業部長】  

・前半 7/27（木）～7/31(月)の 5日間。W3,W4,W5,W6,W20の順番で当番制とします。 

後半 8/22（火）～8/26（土）の 10日間。W21,W7,W7R,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E10 の順番です。 

  ・7/23（日）10時からふれあい会館に集合していただき、現地で説明会を行います。 

  ・7/20（木）までにラジオ体操世話役の選出を 2名以上でお願いします。 

⑤街路灯点検へのご協力依頼【金堂環境部長】    

・街路灯点検を 7/23（日）に行います。（集合時間は 19時 15分、警察官立寄り所）。 

街区から 4名の方の参加をお願いします。そのうち 1名をリーダーとして連絡先を 7/8（土）まで 

にご連絡下さい。E7,E3街区は理事会開催日程の関係上それぞれ 7/9,7/10までに期限延長可としま 

した。お子様は参加可能ですが、参加メンバーとは別扱いでお願いします。 

⑥ジュニア防災チーム二期生活動【防災福祉コミュニティー（宮脇副会長）】 

・二期生として向洋中学校生徒が 10名参加。8名が留任し、2名の女子生徒が新メンバーとして参加します。 
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7/15(土)に委任式と訓練。その後三木防災センター見学や煙体験学習などを行う予定。 

広報部として取材し情報発信は可能。 

⑦防災担当者会議について【重友生活安全部長】 

  ・防災担当者会議を 7月より再開します。7/15（土）予定。 

  ・各街区の防災担当者は変更されていますが、旧担当者に案内させていただきますので、引継ぎと案内

状の転送をお願いします。 

  ・年間スケジュールはホームページ上でも掲載していますが、開催場所等の詳細も含めて別途案内いた

します。 

⑧新任役員懇和研修会開催について【熊谷総務副部長】 

・3月、6月度で理事交替街区が多い点を考慮し、7月度の役員会後に新任役員研修懇話会を開催します。 

 対象街区を確認し、出席の依頼をしました。 

⑨事業スケジュールの周知【熊谷総務副部長】 

  ・7月 8月は事業が目白押しの為、再度各専門部の事業を包括してスケジュールの確認を行いました。 

ホームページに役員会で写した内容をアップします。 

⑨その他（報告事項）【会長他】 

・イベント広場のトイレを移設します。夏祭り以降に工事予定。 

・マリンパーク南側臨港道路改修工事が行われます。コンテナターミナル前面道路に専用の待機レーンを整

備します。６月中旬から 12月末の予定。 

・神戸シティマラソンの 10ｋｍコースが日本陸上競技連盟の公認コースとなりました。現在参加者募集中。 

 9/22締切。11/12（日）雨天決行。 

・健康増進施設の概要が固まりました。会館時間 10 時から 20 時。水曜原則閉館、お盆時期（8/13～15）、

年末年始（12/29～1/3）閉館。利用料金は 2時間単位で値段設定。スタッフ業務手当も決定しました。教

室で開催されるレッスンも太極拳、気功、ヨガ等が予定されています。 

名称は『RICアメリオ』に決定。7/1（土）プレオープン致します。 

・神戸市危機管理室より注意事項として、「ヒアリ」と新たに「アカカミアリ」にも注意とのチラシが配布

されましたので、お持ち帰り下さい。六甲アリイランドでも実態調査も実施中です。（柏井副会長） 

・行事予定等 facebook を利用しタイムリーに掲載するよう工夫しております。ホームページからリンクし

て見ることが可能です。（高木広報副部長、熊谷総務副部長） 

 

【作成日】平成２９年６月２５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２９年５月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年５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（９２名） 出席者５０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新任役員紹介承認【松本総務部長】 

  Ｗ６、Ｗ２０の新任役員が承認されました。 

②ラジオ体操日程確認【岸本事業部長】 

 ・小学校の１学期の終業式が７/２６（水）となりましたので、ラジオ体操前期の期間は 7/27（木）から 7/31(月) 

  後期は例年通りの 8/22（火）から 8/31(木)となります。 

 ・ラジオ体操説明会は 7/23(日)１０時～１１時にリバーモール（センター駅北側会場）で行います。 

 ③クリーン作戦実施当日の動き【宮脇副会長】  

・5/28(日)のクリーン大作戦の動きについて資料を元に説明しました。集合時間は９時１５分、集合場所は 

リバーモール中央ロータリー。島内の清掃地区割等の説明を行いました。 

④新マンション街区名について【柏井副会長】    

・マリンパーク駅西南側の新マンションは『シーフォレスト神戸ルネ六甲アイランドＣＩＴＹ』です。 

自治会街区名としてはＷ３０として了承されました。 

⑤バラ祭りについて【会長】 

 ・5/13（土）15時 30よりオープニングセレモニーを開催。ワイン・シャンソン・ヴァイオリン・ポス

トカード等好評でした。無農薬での育成は他では見られない点です。来年も第 7回開催を予定してい

ます。 

⑥まちかどネット活動報告【柏井副会長】 

・自治会が 20万円の助成を行う『六甲アイランドまちかどネット』の活動を、資料を元に報告しました。 

「暮らしの手引き」発行。「情報・交流センター（machie）」のボランティア活動、運営ルール等の設定、 

センター内の展示テーマのスケジュール化。広報誌の発行当の報告を行いました。 

  ・来年度は「情報発信からより一層の交流」、「支えあいの仕組みづくり」「まちのスケジュール一元化」等

を 

重点に活動する予定です。 

 ■審議事項 

⑦総代会議案書修正について【柏井副会長】 

  ・前回役員会で指摘事項についての修正点を説明しました。 

   シティーヒルウォークは再来年度のスケジュール（4/1）で、予算実行も再来年度であることが確認

されました。（スケジュールの掲載のみ）。 
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⑧第２５総代会議案『議案書審議に関する意見・質問書』についての回答討議について 

 

 ・現時点で議案書の議題についての質問、意見書は無く、行政等への意見書が一ありました。 

自治懇への意見として受け取ることで確認されました。 

  ・今後議案書への意見、質問があった場合は執行役員会等で検討し回答することが確認されました。 

⑨健康増進施設運営管理受託について【会長】 

   ・六甲アイランド健康増進施設管理運営（案）を元に、自治会が「ＯＭこうべ」より運営委託を受ける 

ことについて説明しました。『管理事務』として、利用者受付、利用者管理、施設の開閉、利用状況 

の取りまとめ等。『運営事務』として、健康増進につながる仕掛けづくり、利用促進につながる情報 

発信、各部屋の利用予定の作成です。随時利用者に気軽に健康増進に取り組める施設であるように配

慮します。 

⇒審議の結果、参加役員の拍手により承認されました。 

⑨その他（報告事項）【熊谷総務副部長】 

・自治会ホームページに今後の年間スケジュールを掲載します。エクセルによる詳細スケジュールもダウン

ロードできるようにします。自治会と理事会の各行事の日程調整にご活用ください。 

 ⇒過去の結果報告を見ると抜けがあります。今後はタイムリーに掲載いただきたいと意見がありました。 

 ⇒facebook等も利用しタイムリーに掲載するよう工夫していきます。（高木広報副部長） 

 

【作成日】平成２９年５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２９年４月度 定例役員会』議事録 

 
■開催日時  平成２９年４月２２日（土）１０時～１１時４０分 

■開催場所  RICふれあい会館 

■役員総数（９５名） 出席者４２名、委任状１２名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■報告事項 

 ①新任役員紹介及び承認【柏井副会長】   

・Ｅ３、Ｅ８、Ｗ６、Ｗ２０の新任役員が承認されました。 

②クリーン大作戦の開催、街区リーダーの募集【宮脇副会長】 

 ・5/28（日）の開催で、当日 9時 15分、リバーモール中央ロータリー集合となっています。 

  一般参加者の引率・ゴミステーションでの分別作業などを行う「街区リーダー」（各街区１名）を 

各街区より選出いただき、5/8（日）までにご連絡をお願いします。 

③シティヒル東緑地広場の桜寄贈募集【宮脇副会長】   

・先月ご報告した件ですが、これまでに２つの街区と１つの地域団体からの寄贈意向が自治会に寄せられ 

 ました。植樹時期（来年３月）に向け、募集を今年末まで行いますので、寄贈希望の街区・団体・個人 

は、自治会（窓口）へご連絡ください。取り纏めの上、自治会より東部建設事務所に申込を行います。   

 ④防災担当者会議報告【重友生活安全部長】  

・4/1（土）14街区 27名が出席し、3/12全戸一斉防災訓練の振り返りを行いました。各街区独自の取組み 

 事項・病院搬送訓練・避難所開設ゲーム・シティヒル東広場での給水／救護訓練などについて、それぞれ 

 の良かった点や反省点を確認しています。訓練のマンネリ化を危惧する意見、平日昼間の訓練実施を確認 

 したいとする意見などが出ていました。     

 ⑤情報ハンドブック改定作業の進捗報告【安達広報部長】    

・情報ハンドブックは 2004年初版発行以来、概ね４年毎に版を重ねており、現第４版は 2014年 3月の 

発行となっています。来年１月発行を目指し検討中で、第５版では３０周年関連など紙面内容の充実等を 

図ること、編集作業の実施に当たっては、これまでの資料原本を保存する甲南堂印刷の協力を得て進める 

ことが報告、確認されました。 

⑥総代会スケジュール確認【柏井副会長】 

 ・今年 6/11（日）開催の総代会までのスケジュールを確認しました。 

 ・今月は総代会議案書の形で、各議案内容を審議します。本日承認された内容で総代会議案書を製本し、 

5/13（土）ふれあい会館にて、各街区へ配布しますので、お受け取りにお越し願います。 

 

審議事項 

⑧総代会関連／「第２５期総代会議案書」の審議 
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 ・会長を始め各専門部の２５期事業報告案／決算報告案、２６期事業計画案／予算案および２６期の 

  執行役監事承認案を検討し、参加各役員から修正点・意見などの指摘がありました。これらを反映 

  した議案書の作成を執行部に一任することが承認されました。 

  

⑧その他（報告） 

  ～・バラ祭りが、来る 5/13（土）～5/28（日）に開催されます。初日は恒例のオープニング・セレモニー 

    が 15:30～17:00に神戸ファッションマート南東角敷地であり、ワイン乾杯や生演奏などが行われます。 

   ・ファッションプラザ３階に「SWEETS BASE リトル神戸」が 4/29（土）にオープンします。 

    営業は「土日祝日の 10～18時」で神戸スィーツや雑貨の販売、カフェコーナーがあり、平日にも関連 

    したワークショップなども行われる予定とのことです。 

   ・先月役員会でＷ６役員からご質問の「神戸沖埋立処分場／一般廃棄物・産業廃棄物の違いは？」に関し 

    大阪湾広域臨海環境整備センターよりの説明文書が配布されました。 

 

 

【作成日】平成２９年４月２２日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】實光 良夫 



1 

 

六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成２９年３月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年３月２５日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９５名） 出席者４５名、委任状６名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

①新任役員紹介及び承認【松本総務部長】 

 ・Ｅ１１の新任役員が承認されました。 

 ②総代会スケジュール確認【松本総務部長】  

・今年の総代会までのスケジュールを再度確認しました。 

・今月は会長の互選を行います。 

③全戸一斉防災訓練結果報告【重友生活安全部長】     

・街区別安否確認シートの集計報告を行いました。 

皆さまのご協力により昨年実績よりも安否確認した戸数（3,948戸⇒4,435戸）、参加したボランティア人 

数（406名⇒418名）とも増えました。来年度は 1月 17日の平日を予定しています。 

④シティヒルウォーク開催について【岸本事業部長】 

 ・3/26（日）10時よりシティーヒルウォークを開催します。主催は自治会と子育てコミュニティー推 

進委員会です。奮ってご参加下さい。雨天の場合は中止です。 

⇒Ｗ６は 3月末の日曜日は総会と決まっており、参加したくてもなかなかできないので、次回から日 

程を前後にずらすなり調整していただきたい。⇒検討します。 

⑤クリーン大作戦お知らせ【宮脇副会長】 

・5/28（日）東灘区の区内一斉清掃の日に合わせて実施します。 

年々収集時間が早まっておりますので、前回よりも開始及び終了時間が早まる可能性があります。 

詳細は次回役員会にて報告します。 

 ⑥シティヒル東緑地広場の桜寄贈募集【宮脇副会長】 

  ・東緑地園路では桜の樹勢回復措置を進めていますが、その隣の広場の桜は少ない状況です。各街区で桜の

寄贈を募集します。窓口は自治会で行い、取りまとめ東部建設事務所に申込ます。 

  ・植樹の時期は 2018年 3月です。募集期間は 2017年 12月末とします。 

  ⇒寄贈は個人やグループでも可能か。⇒可能です。 

  ⇒Ｅ６街区は一番最初に寄贈の申請を行いました。希望の場所の優先順位を高くお願いしたい。⇒承知しま 

した。 

 ⑦リバーモール敷石バリアフリー動線計画化について【宮脇副会長】 

  ・リバーモールの北口から芝生広場にかけて段差・凸凹のある敷石をバリアフリー化する計画を東部建

設事務所に整備いただきます。 
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  ⇒リバーモールだけでなく各街区からのリバーモール等への動線も整備していただきたい。高齢者の

バギーでの通行も困難な状況です。⇒整備が必要と思われる場所を具体的に上げていただければ東

部建設事務所に情報提供し措置してもらいます。窓口は情報交流センターとします。 

 審議事項 

⑧26期会長互選 

  ・次期会長として實光現会長の他に、立候補及び推薦がありませんでした。 

よって 26期の会長に實光氏を選任し、役員会として承認いたしました。 

  ・執行役員体制は現在のところ変更予定はありませんが、4月度の役員会で最終承認いただきます。 

⑨総代会議案書案検討 

  ・会長を始め各専門部の 25期事業報告案及び 26期事業計画案を検討し、各役員より修正点など指摘があ 

りました。次回役員会で指摘事項を勘案し再提案いたします。 

⑨その他（報告事項） 

・南側リバーモールライトアップ工事の完成は３月末としていましたが、設備調整等の理由で４月末に延伸

しています。 

  ・Ｗ6役員より質問⇒フェニックス３期神戸沖埋立処分場の説明会に出席したが一般廃棄物と産業廃棄物を 

埋め立てると聞きましたが、どのようなもので、どのように違うのか。⇒大阪湾広域臨海環境整備センタ 

ーより文書で回答してもらいます。 

・Ｗ6より情報提供⇒Ｗ６は今回一酸化炭素警報装置を整備しました。 

古い街区によっては一酸化炭素（ＣＯ）の警報器が深夜には中央管理センターには届かない所があるので 

情報共有いたします。 

 

【作成日】平成２９年３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２９年２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年２月２５日（土）１０時～１２時００分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９５名） 出席者４３名、委任状６名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

①シティーヒルウォーク開催について【岸本事業部長】 

 ・第 19 回『六甲アイランド・シティーヒルウォーク』を 3 月 26 日（日）に開催します。 

イベント広場にて午前 10 時集合・スタートします。主催は自治会と子育てコミュニティー推進委員会。 

第 16 回チューリップ祭り（六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞﾁｭｰﾘｯﾌﾟ祭実行委員会主催）は 3/25（土）～4/9（日）まで開催さ 

れます。 

②六甲アイランドだより発行【安達広報部長】     

・第 76 号を 3/20 頃に発行予定です。神戸センアーノジュニア、街区紹介（Ｗ6）、全戸一斉防災訓練等。 

・六甲アイランドまちびらき 30 年記念ロゴ、ゆるキャラの紹介も掲載予定です。（柏井副会長） 

③フォトコンテスト【安達広報部長】 

 ・応募点数 60 点。審査は 2/25 役員会終了後出席役員の皆様に投票にて審査していただきます。 

表彰式は 3/26（日）シティ－ヒルウォーク終了後 13 時よりふれあい会館にて行います。 

優秀作品は 3/26 からふれあい会館ロビー、5 月からタリーズ、6 月から六アイ情報・交流センタ 

ーにて展示予定です。ホームページでは全作品を Web 展示します。 

④防災担当者会議 2 月度等報告【重友生活安全部長】 

・2/18（土）ふれあい会館にて開催。出席者 50 名。 

災害時医療体制についての講演。ケガ人搬送指導。防災無線の取り扱い。全戸一斉防災訓練に各街区が 

取組む予定（安否確認、病院搬送、避難所運営ゲーム）が示されました。 

・全戸一斉防災訓練に、学校を通して中学生（保護者）に参加を呼びかけました。 

・全戸一斉防災訓練後には「振り返り・来年度に向けての課題」検討します。 

・「避難所運営ゲームカード」が出来上がり５セットを配布しました。 

  ・兵庫県復興支援課が発行する冊子「新ひょうご防災アクション」に六甲アイランドの取組みが先進事例と 

して掲載されました。 

  ・神戸市より非常食の提供を受け、街区に配布しました。 

 ⑤総代会スケジュール確認【松本総務部長】  

・今年の総代会は 6/11（日）に開催します。 

・規約第１０条により、３月度には会長の互選と新執行部の体制を承認いただきます。よって会長に立候補 

もしくは推薦したい方があれば３月度でお願いします。實光現会長は続投の意思があります。 

  ・今後総代募集等のご協力を役員会にて依頼して参りますので、スケジュールの確認と理事会の行事等 
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   と重複しないようにお願します。 

 ⑥新任役員研修懇談会ついて【熊谷総務部副部長】 

  ・３月度の役員会終了後に新任役員研修懇話会を開催します。対象は昨年の７月以降に新役員となった方々 

向けです。Ｅ4（戸）、Ｅ4、Ｅ6、Ｅ11，W3、W7R、W21 の新役員が対象となります。 

 ⑦年間スケジュール掲載について【熊谷総務部副部長】 

  ・年間スケジュール表がホームページ上で掲載されています。各行事のメイン担当が分かるように一部

改訂しています。各街区管理組合の予定が組みやすいように詳細の EXCEL 版スケジュールもあり

ますのでご利用ください。 

 審議事項 

⑧第 6 回バラ祭り予算審議【会長】 

  予算内容 

・開催期間 5/13（土）～5/28（日）2 週間。初日の 13 日（土）午後 3 時 30 分から「ワインと音楽のつ

どい」を開催します。開会式に神戸市長挨拶、白砂先生の乾杯で先着 300 名にワイン等を 1 杯サ－

ビス。シャンソン、沖縄民謡の踊りを予定。主催は自治会と神戸国際大学白砂ゼミ。 

  ・パンフレット 2,000 部作製、神戸ワイン 72 本や来賓者手土産等で約￥400,000 の予算となります。 

  質疑 

  ・役員より白砂ゼミも主催となっているが、費用負担はないのか。⇒学生等の労働力を出していただ

きます。 

  ・役員全員の拍手により承認されました。 

その他 

⑨六甲ライナー通学定期券及び管理組合販売回数券値下げ【柏井副会長】   

・4/1 以降発売の通学定期乗車券（大人・小児）が値下げされます。例）6 か月２区で¥30,200 が¥24,180 

となり¥6,020 の値下げ。 

・各管理組合のフロントで販売している回数券も 4/1 以降利用分から¥2,100 に値下げされます。今から 

の申し込みで購入可。積和管理関西が窓口なので、その他の管理会社の管理組合とは、関和管理関西と管 

理組合との契約の変更が必要です。 

⑩神戸新交通六甲アイランド線橋梁点検の実施について（お知らせ）【会長】 

  ・2/13（月）~3/31（金）の予定で、北口～マリンパーク駅間で打音検査等が行われます。 

⑪フェニックス３期神戸沖埋立処分場（仮称）設置事業に係る計画段階環境配慮書縦覧場所と説明会について

【柏井副会長】 

・縦覧場所：東灘区役所 4 階、期間：3/1（水）～3/30（木）9 時～12 時、13 時～17 時（土・日・祝日を除） 

・第 1 回説明会 3/4（土）午前 10 時～11 時半。場所は神戸ファッション美術館オルビスホール。 

・第 2 階説明会 3/10（金）午後 6 時半～8 時。場所は神戸市勤労会館２F 多目的ホール 

⑫向洋児童館分室の設定について【柏井副会長】 

  ・4/1 より向洋小学校生徒対象の学童保育のみを設置。イーストコート 2 番街 2 階に約 90 平米の広さです。 

⑪シティヒル公園の桜について【宮脇副会長】  

・緑地公園係より、3 年計画の 2 年目の処置として東緑地の枯れ枝等の伐採と、寄付された桜 2 本を植樹し
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ます。植樹式は 3/15（水）11 時 30 分から。役員よりソメイヨシノなどもう少し色の付いた桜の種類を植樹

してはとの意見あり。 

・東西の緑地についても不要な樹木、枯れ枝を伐採していく方向です。（会長） 

⑫『神戸スイーツマルシェ事業』事業者募集について【柏井副会長】 

  ・応募があり、今後ファンションプラザの広場の一画で事業を開始する予定です。 

⑬工事のお知らせ【会長】 

  ・3/4～6 に阪神高速住吉浜出入口の工事があります。 

 

【作成日】平成２９年２月２６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２９年１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２９年１月２８日（土）１０時～１２時００分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９５名） 出席者５０名、委任状１２名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

 会長新年あいさつ 

新街区役員（E11）の役員が紹介、承認されました。 

①年末自衛警戒報告【生活安全部】 

 ・昨年 12月 28日～30日の 3日間で実施しました。130名の方に参加いただきました。 

②シェイクアウト訓練報告【生活安全部】     

・1/17（火）10時から神戸市危機管理室よりの訓練開始の合図により実施。「低く、頭を守り、動かない」 

を 1分間取る訓練でした。プラスワン訓練として非常食の受け取り訓練も実施。 

③東灘市民放水大会について【生活安全部】 

 ・1/29（日）11時より住吉川河川敷にて放水大会が実施されます。自治会からは執行役員中心に参加 

します。 

④防災担当者会議 1月度報告【生活安全部】 

・3/12（日）全戸一斉防災訓練に向けてのマンション内避難所運営ゲームを実施しました。43名の出席。 

・全戸一斉防災訓練での街区独自での訓練内容を 2/11開催までに報告をお願いします。 

・役員より防災スピーカーはエコーが効きすぎ聞き取りにくいと意見がありました。 

→神戸市危機管理室に申し入れることにします。 

 ⑤街路灯点検結果報告【宮脇副会長】  

・12/11（日）実施しました街路灯点検の結果、ウェスト側で球切れ 2、点滅減光 2、街路樹支障 2。イース 

と側で球切れ 4、点滅減光 3でした。リバーモール、公園、シティーヒルを合わせて、球切れ 77、点滅減光 

14、街路樹支障 9という結果でした。北エリアのイベント広場以南の街路灯は全て南エリアのリバーモール 

ライトアップに伴い、ＬＥＤに交換しましたので、今後は長持ちすることが期待できます。南エリアのリバ 

ーモールの球を交換し難い形式の物からアダプタ式に変更し、ほぼ補修が完了しました。 

・役員より警察官立寄り所の街路灯が 4灯から 2灯になっていますが集計に反映されているかの確認があり 

ました。→次回より反映いたします。 

 ⑥リバーモールライトアップ年間プログラムについて【高木広報副部長】 

  ・年間プログラムでのスペシャルデーで色が変化する場所は、北エリアは噴水 2 ヶ所と、ライナーの橋脚、

南エリアは橋脚のみが変化します。 

  ・今年年間プロフラムで追加されたのは 3/15の『六甲アイランドまちびらき記念』と 5月 10日からの『六

甲アイランドバラ祭り』となります。 



2 

 

 ⑦マンションモデルルーム建設工事について【会長】 

  ・センタ―駅自転車置き場西側に建設中です。完成は 3月 28日を予定。オープンは平成 29年 4月か 

ら平成 31年 3 月までです。マンションの計画は 268 戸、入居開始は平成 30 年 12 月下旬の予定です。 

 ⑧30周年記念式典等について【会長】 

  ・ロゴは 112 件、ゆるキャラは 214 件の応募がありました。2/6 に選考会を行います。30 周年記念式

典は平成 30年 3月 15日（Ｗ4入居開始日）に行う予定です。 

⑨湾岸線環境調査について【柏井副会長】   

・六甲アイランドから駒栄間延伸が予定されていますが、今後環境調査が実施されます。大気質については 

Ｗ20での調査を 1週間、騒音についてはＥ３（41階）、Ｗ３（37階）、Ｗ２０（15階）のそれぞれの屋上 

にて 24時間測定を、地上では交通量や車両の平均速度を 1/27～2/2の間で測定します。 

・3月初めの次回協議会にて、この測定結果の報告がされる予定です。 

・役員より、協議会の議事録は見ることは可能かの質問がありました。→自治会ホームページ上で公開する 

予定です。 

⑩『スイーツマルシェ事業』事業者募集について【会長】 

  ・神戸市は神戸ファッションプラザ 3階の空店舗区画に神戸スイーツとファッションプラザの魅力向上を図

り、六甲アイランドの活性化への貢献を目的として事業者を募集しています。平成 29 年 2 月上旬から平成

32年 3月末を事業期間としています。 

⑪バーベキュー設備建設予算申請について【会長】 

・神戸市は自治懇での要望でもあった、バーベキュー設備の予算を復活予算で申請します。場所は六甲 

アイランド野鳥園の近隣です。 

⑫Ｐ＆Ｇビルについて【会長】 

  ・剣豪集団の持ち物のまま信託会社に委託し入居者を募集する形となっています。 

 

【作成日】平成２９年１月２８日（土） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】 實光 良夫  


