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六甲アイランド CITY自治会 
『平成２８年１２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年１２月１７日（土）１０時～１１時１０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 

 新街区役員（Ｗ3、Ｗ21，E4、E6）の役員が紹介、承認されました。 

①歩道橋（架橋）について【会長】 

 ・アイランド北口駅西側から六甲大橋に渡る為の歩道橋の東側と六甲大橋東側を高架での歩道橋で直接つな 

ぐ工事を来年度に予定しています。各役員より場所の確認の質問があり地図にて説明しました。これまで歩

道橋 

にあがるにはスロープを上がる必要があり、それを避けるために道路を南北に横断する歩行者等が多く危険 

な為、行政に歩道橋の建設を要請していた背景がありこれが前に進んだ結果です。 

②リバーモール南側ライトアップ点灯式【宮脇副会長】     

・12/17（土）17時 00分より点灯式を実施しますので参加をお願いします。ただ全ての工事は完成して 

おらず、一斉点灯は 12/21以降となります。 

③湾岸線西伸工事協議会について 

 ・12/8（木）１４時から、地域 11名を含む約 20名で会議を行いました。 

 ・内容は環境影響評価の振り返りと事業スケジュールの確認及びこれまでの質問に対する回答が行政 

側よりありました。今年度は地質調査、測量作業、環境補足予備調査を実施予定です。工事概要は 

掲示いたします。今後は 2,3か月に 1回程度の会議を行い、議事録を作成しご報告させていただきま 

す。 

④住吉川放水式について【生活安全部】 

・来年 1月 29日（日）11時から東灘区の防災訓練の一環として各防災コミュニティ、婦人会などが参加し 

ます。消防署の実技披露や、住民による放水訓練を行います。参加可能な方はご参加ください。 

 ⑤30 年実行委員会について【会長】  

・神戸市が募集しているキャラクターやロゴの使用や、ＤＶＤの作成、記念式典、記念誌の発行を行う予定 

ですが、地域振興会との共同事業もあり実行委員会形式行うことをご承知ください。自治会は特別新たな 

事業を行う予定は無く、現状の行事に 30周年の冠をつける程度になろうかと思います。何かやりたいこと 

があればご提案下さい。 

 ⑥街路灯点検（12/11実施）の報告【環境部】 

  ・現在データ集計中ですが、夏冬と実施している成果で街中の街路灯はそれほど切れてはいません。リバ 

ーモール南側に球切れが集中しています。これも東部建設事務所が順次交換していく予定です。東部建設事 

務所も自治会の街路灯点検に期待している部分が見受けられます。今後ともご協力の程よろしくお願いし 

ます。 
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 ⑦北口駅携帯灰皿設置配布について【環境部】 

  ・神戸新交通からの提供による携帯灰皿は 1日 50個では足りないくらいの状況です。特にいたずら 

で一度に沢山持ち帰っている様なことはなさそうです。 

  ・役員より一人１個と明記してはどうかの意見があり、対応することにします。 

  ・自治会の経費で出してもよいのではとの意見があり、検討とします。出すとしても自治会単独の活動

ではないので、自治会名ではなく標語を中心に考えたい。 

 ⑧年末特別警戒について【生活安全部】 

  ・12/28～30までの３日間、火の用心の年末警戒を実施します。１８時に警察官立寄り所へ集合下さい。 

街区からの応援申込は１８日までですので連絡いただきたい。 

初日は東灘区長の巡回訪問がありますので１０分前にはご集合下さい。 

⑨防災マニュアルの紹介【生活安全部】   

・防災担当者会議でこれまで防災マニュアルに不足していた事項の追加修正を行ってきましたが、その中で 

Ｗ３ｔｏＥ１０の防災マニュアルを紹介しました。 

⑩シェイクアウトについて【生活安全部】 

  ・来年１月１７日（火）神戸市一斉のシェイクアウト訓練が実施されます。１０時に防災行政無線などから

地震の合図、その後緊急速報メールが着信されますので、①姿勢を低く②頭を守って③動かないの訓練を実

施下さい。 

 ⑪年間計画の詳細資料について【総務部】 

・先月紹介した年間計画表はホームページでＰＤＦを閲覧ダウンロード可能な状態です。 

・今回はエクセルで作成した詳細の年間計画表を紹介します。執行役員側は各行事の予定を見て、サ 

ポーター募集の時期を確認でき、各街区理事会も計画を見ながら自街区の行事と自治会行事の事前準備が 

できるように活用できます。 

・配布方法は逐次更新されていくのでホームページからのダウンロード方式が良いと役員会で確認され 

ました。 

・役員よりエクセルでは改ざんが可能なのでセキュリティーを万全にすべきとの意見があり、広報部でパ 

スワード等により対応可能であると回答しました。 

・生活安全部のお知らせ等もホームページ上で確認できるよう連携を強化していただきたいとの意見があり 

ました。これも各専門部が協力の上対応いたします。 

⑫震災メモリアルウォーク＆ラン【会長】 

  ・１月 15日（日）震災メモリアルウォーク＆ランを行います。多数の参加を期待します。当日は非常食 

等の配布もあります。 

【作成日】平成２８年１２月１８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２８年１１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年１１月２６日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（１０１名） 出席者５３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赤い羽根募金報告 

 ・平成 28 年度の募金額は各街区集計で￥44,944 でした。自治会より￥30,000 を加えて￥74,944 となりま

した。 

②クリーン大作戦連絡【環境部】     

・雨による中止の場合は 7時 45分に判断します。各街区代表者に連絡いたします。同時にホームページ 

と FaceBook上でも発表いたします。当日の動きについてはマニュアルを元に説明しました。 

③12/4街路灯点検ついて【環境部】 

・マニュアルを作成の上、代表者にポストインいたします。 

 ④ポイ捨て防止キャンペーン（12/5）について【環境部】  

・今回はライナー北口駅に 7時 15分に集合いただき、携帯灰皿を配布いたします。 

 ⑤年末警戒実施について【生活安全部】 

  ・12月 28日～30日の 3日間で実施します。集合時間は午後 6時（28日のみ東灘区長巡回の為 5時 50分） 

   です。各街区より各日 2名の応援をお願いします。 

 ⑥11月度防災担当者会議開催報告【生活安全部】 

  ・11/19 日開催。出席者 31 名。南海トラフ地震対策マニュアル検討 3 回目としてチャックリストに基

づき各街区防災マニュアルを確認しました。 

 ⑦新交通震災発生時対応について【生活安全部】 

  ・10/21発生した鳥取地震で六甲ライナーがストップしましたが、南魚崎駅管理棟が震度４を検知した

結果です。最寄り駅まで徐行運転で運行し、乗客を避難させる運用となりました。 

⑧六甲アイランドだより印刷不良と 75号発行【広報部】   

・74号のリバーモールのライトアップの写真雪降ったような汚れが一部の街区（主に E5、E6）に配布され 

ました。甲南堂印刷よりお詫びと値引きの申請がありましたので受入れしました。 

  ・75号は 2017年 1月 10日頃に発行予定。新年あいさつ、南側リバーモールライトアップ、自治会年間ス 

ケジュール、震災メモリアル ウォーク＆ランを取り上げます。 

⑨フォトコンテスト実施について【広報部】 

  ・応募のチラシを 11/15に全戸配布しました。締め切りは 2017年 1月 31日とします。2/25役員会にて審 

査をお願いします。表彰は 3/25か 26の予定です。 
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 ⑩新任役員紹介及び承認【総務部】 

・Ｗ3の大盛様とＥ６の南方様の紹介と役員としての承認を行いました。 

⑪年間計画表作成報告【総務部】 

  ・自治会イベント及び会議の年間計画表を作成しました。理事会のスケジュールと照し合わせ有効に活用く 

ださい。自治会と理事会の協力体制をよりよくできるようご協力をお願いします。計画表はホームページ 

に近々でアップしますので、ダウンロードしてください。12月度の役員会では詳細のスケジュール表も 

見ていただく予定です。 

■その他 

①リバーモールライトアップアンケートについて【高木広報副部長】 

 ・アンケート実施期間 9/28～10/15、各街区住民を対象に、各街区掲示板、自治会ＨＰで実施しました。 

  回答は 8名。月日・期間提案が 7案、意見 6件がありました。それを元にカラーライトアップ（案） 

  示され、新たに『ＲＩＣバラ祭り』期間が新設予定。 

・曜日毎にカラーを決める案についてはイルミネーションではないので白熱でのライトアップが落ち着く。 

・色によって犯罪を助長する効果もあろうかと思う。その心理面も考慮いただきたいとの意見がありまし 

た。 

②リバーモール南側ライトアップ計画の変更（会長） 

  ・水路壁面の関節照明が施工できないため、模様のある光を水路に投影する手法に変更します。 

③マリンパークマラソン（会長） 

 ・3/19に開催予定の連絡あり。中高生は無料参加とする企画となっています。 

④総合地所マンションモデルルーム（会長） 

 ・イベント広場チューリップ園の隣に建設予定。 

⑤健康増進施設建設（会長） 

 ・サ高住建設予定地近隣に来年 5月頃完成予定。自治会に受付管理委託依頼が来てます。 

⑥12/8湾岸道路西伸工事の会合を開催。環境調査地点方法等を協議検討します。 

【作成日】平成２８年１１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２８年１０月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年１０月２２日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９６名） 出席者５１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 

  ・甲南病院再編ビジョンについて  

   甲南病院本館と南館を建て替え、他の既存館も改修し全面リニューアル。甲南病院を急性期医療に、六甲 

   アイランド病院は回復期医療中心の病院に機能分化します。診療科も甲南病院と六甲アイランド病院と同 

じにし医師も含めて一体運営します。終末期医療等は考えておらず、あくまでも治療を目的とした病院を 

目指しています。 

■ 報告事項 

①予算実施状況報告【会長】 

 ・平成 28年 10月５日現在での予算実施状況は全体で収入支出とも 49％の状況。総代会、夏祭り、ラジオ 

体操、バラ祭りの行事は終了。 

②RIC夏祭収支決算報告【事業部】     

・収入予算に対し、協賛金・模擬店売上分が¥118,000程度多くなり。支出については予算内で終了。昨年 

 とはやぐらの製作費が自己負担となった分￥450,000程度増えています。 

③文化フェスティバルについて【事業部】 

・11/20（火）開催の第 14回文化フェスティバルの進行スケジュールと、10/23（日）、11/13（日）サポー 

ト委員会を開催します。企画内容、会場紹介、当日のプログラム、役割分担等の確認注意事項を説明しま 

す。 

 ④秋のクリーン大作戦（11/27）について【環境部】  

・11月 27日（日）午前 9：30集合、11時 30分頃終了予定です。各街区から 3名以上の応援をお願いしま 

す。締め切りは 11/20（日）まで。今回から分別方法、時間が変わります。詳細は 11月度の役員会でマニ 

ュアルを元に説明します。 

 ⑤街路灯点検について【環境部】   

・街路灯点検は 12/4（日）に実施します。こちらも応援をお願いします。マニュアルも準備する予定です。 

⑥フォトコンテスト実施について【広報部】 

  ・応募締め切りは 2017年 1月 31日とします。入賞は自治会役員の審査を経て 2017年 3月初旬本人に通知 

します。今回から作品コメントを 80文字以内に制限します。 

 ⑦10/15防災担当者会議報告等【生活安全部】 

・第 2回はコンサルも参加いただき、防災マニュアル作りを行いました。15街区 35名の参加です。現状 

の防災マニュアルの不足部分や実行するのにより簡素化し、わかりやすくする為のワークショップ形式で 
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実施しました。 

  ・警察への緊急対応を必要としない、相談窓口を紹介しました。特に今後増加が予想されるサイバー犯罪に 

関する相談窓口。役員からは警察が住民からの情報提供を真剣に受け止めるように申し入れしてほしいと 

いう意見がでました。 

⑧10/3の自治懇質疑結果報告【柏井副会長】 

  ・10月 3日（月）14時から開催。神戸市側東灘区長以下 23名、住民 22名の参加でした。 

  ・主な成果・課題を資料に基づき説明。外周部の横断歩道新設は設置予定。信号機新設は基準に満たず困難。 

   マリンパーク・BBQの施設設置は具体化検討を進める。電線地中化は「美柱化」で対応など。 

■その他 

①リバーモールライトアップ工事とアンケートについて【宮脇副会長】 

 ・リバーモールライトアップ工事は平成 28年 10月 1日～12月中旬までの予定で実施しています。 

  アンケートについては 10/27に提出。デザイナーとみなと総局のメンバーと相談します。具体的には 

  曜日のテーマで色を変えてはどうか、パープル・ピンクは街に合わないのでは、INAC神戸の応援期 

  間でテーマを考えて欲しいなどがありました。 

②湾岸線西伸工事事業への取組について （会長） 

  ・工事開始から完成後の、騒音、振動、排気ガス等の環境問題などに関して、住民からの意見・要望・提案・ 

を具申し、具体的な施策や数値等を国土交通省、神戸市等の事業者側と住民側で作る会議体を組織化した 

いと考えます。Ｅ３、Ｅ４、Ｅ５、Ｗ３、Ｗ４、Ｗ２０から各 1名の委員の選出をお願いします。 

11/11（金）までに連絡下さい。 

③六甲ライナーフェスティバル、ＫＮＴライナーウォーク（柏井副会長） 

 ・上記イベントをチラシを元に説明。住民へのお知らせ。六甲アイランドでも 11/27日にウォーキングラリ

ーが開催され、ボランティアを募集しています。 

④フレイルでイキイキ長寿イベントのお知らせ（柏井副会長） 

 ・11/23（水）13：00～神戸ファッションプラザ サン広場にて。加齢で虚弱（フレイル）となる状態につ

いての講演を楽しい生演奏やヨガを交えて理解ししてもらうイベントです。ご参加下さい。 

 

【作成日】平成２８年１０月２３日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】 柏井 敏介  
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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２８年９月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年９月２４日（土）１０時～１１時１５分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９６名） 出席者５２名、委任状１名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

①赤い羽根共同募金への取組【柏井副会長】 

 ・10 月 1 日（土）～10 月 31 日（月）の間、管理組合内での募金活動の取組をお願いします。 

募金目標は 1 世帯あたり 10 円です。（昨年実績 42,301 円）今年は制度開始から 70 周年「助け合い 広

がる つながる 赤い羽根」の下で、活動が展開されます。皆さまのご支援をよろしくお願いいたしま

す。 

②文化フェスティバルについて【事業部】     

・恒例行事となった文化フェスティバルが 11 月 20 日（日）に開催されます。会場運営スタッフとして 

各街区よりボランティアを募集します。10 月 16 日（日）までにふれあい会館にＦＡＸお願いします。 

サポート委員会は 10 月 23 日（日）と 11 月 13 日（日）10 時よりふれあい会館で開催します。 

企画内容、会場紹介、進行スケジュール、役割分担等を説明します。 

③ＲＩＣ夏祭りアンケート記入のお願い【事業部】 

・今年の夏祭りに対する、全般、屋外会場、屋内会場についての良かった点、改善すべき点と、来年への 

要望を自由に記入いただき、10 月 2 日（日）までに返信下さい。 

 ④向洋ジュニア防災チーム活動について【生活安全部】  

・今年 7 月から東灘消防署六甲アイランド出張所と向洋中学校・六甲アイランド CITY 防災福祉コミュニ 

ティーが協力して「向洋ジュニア防災チーム」として活動しています。 

今後、10 月 8 日（土）13：00～向洋中学校多目的室で福松向洋中学校校長の体験談、ＤＶＤでの阪神 

淡路大震災を学ぶなど。平成 29 年 3 月 12 日（日）に全戸一斉防災訓練に参加し、600ｔタンクから 

の水くみ上げ訓練など実施します。皆さまの参加とご支援をお願いします。 

 ⑤9/17（土）防災担当者会議報告及び防犯について【生活安全部】   

・消防署の推奨する「防災お助け guide をワークショップ形式にて作成するの第 1 回として 

既存マニュアルの再検討、意見交換を行いました。今後は追加項目が必要はないか、誰にでもわかるマ 

ニュアルにしていくには、などを検討していきます。 

  ・東灘警察署発表の今年の 1 月から 8 月末までの自転車盗発生状況し、各街区に駐輪場の無施錠自転車に 

施錠を促す文面（ティッシュ付き）取り付ける方法の選択を依頼しました。締め切りは 9 月 30 日。 

  ・地域安全ﾆｭｰｽとして、オレオレ詐欺が警察官、金融機関、銀行協会をかたる一例を紹介しました。 

⑥クリーン大作戦、街路灯点検のお知らせ【環境部】   

 ・11 月 27 日（日）に実施予定です。各街区より 2 名のお手伝いを募集します。街路灯点検は 12 月 4 日（日） 
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に実施予定です。各街区より 3 名のお手伝いを募集します。点検の説明会を事前に行うか、当日に行う 

か検討中です。 

⑦六甲アイランドだより発行について【広報部】 

  ・次回発行は 10 月 28 日（金）の予定です。主に文化フェスティバル、向洋小学校の新校長、街区として 

W7 を紹介します。 

 ⑧10 月度新任役員懇和研修会開催について【総務部】 

  ・10 月度役員会終了後に開催します。11 時半から 12 時半を予定。自治会の成り立ち、専門部会の役割と今 

期の活動方針。年間スケジュール。意見交換を予定しています。本年 6 月位以降に承認された役員を対象 

とします。（W4,W5,E5,E7,E10） 

⑨平成 28 年度自治懇質疑テーマ【総務部】 

  ・10 月 3 日（月）14 時から開催予定の自治懇のテーマとして最終 16 件としました。 

■決議事項 

①バラ園（ローズガーデンファミリー）の研修について【会長】 

 ・11 月 2 日（水）に兵庫県の走る県民教室の助成を利用した研修を行います。 

須磨離宮公園等を見学し維持管理方法について管理人と意見交換を行い、今後のバラ園での維持管

理 

作業の参考とします。自治会負担としてマイクロバスの賃借料¥50,600 の費用支出が全会一致で承 

認されました。 

・来年のまちびらき 30 年に向けバラ園の捕植を神戸市の費用負担で実施します。捕植作業費は 11 月 9 日

（水）。 

■その他 

①リバーモールライトアップアンケート実施について【宮脇副会長】 

 ・10 月中旬には街区掲示板にてアンケートを実施予定。ホームページ上でもアンケート回答を募集する予 

定です。内容は広報部の高木副部長と宮脇副会長とで担当します。 

②道路工事のについて （会長） 

  ・ハーバーハイウェイ（高羽ランプ出口）の道路改良工事のお知らせ。 

9/22、23、24、10/11、17 は夜間規制.10/7～10/11 と 10/14～17 は終日 1 車線が規制されます。 

③神戸市長へ要望書の提出について（会長） 

 ・「まちびらき 30 年」に当たり、インフラ設備等の改修や改良について具体的に情報やご意見を提出下さい。

締め切りは 10 月 2 日（日）とします。 

④まちかどネット通信（柏井副会長） 

 ・「まちかどネット通信１５」を元に六アイ情報センターの活用状況について事例を交えて紹介しました。 

 

【作成日】平成２８年９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２８年８月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年８月２０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５８名、委任状５名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 特別報告 

『大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）について 

国交省兵庫国道事務所と神戸市建設局より、事業概要の説明と進め方についての説明がありました。 

主に六甲アイランド内のルートと島内の計画高について資料を元に説明されました。島内最高で約 36

ｍ、島内最低で約 13ｍ。今後は地元説明の後、H28.9 の予定で路線測量地質調査、H29 年度上半期か

ら予備設計の予定と説明がありました。出席者からは高層ビルの騒音、環境汚染対策としてドーム型の

防音壁の提案がありました。 

■ 報告事項 

①情報ハンドブック改訂委員会について【広報部】 

 ・委員メンバーは広報委員と執行役員の一部。役員からは原則的に広報部に移籍していただいた上で参加い 

ただきます。奇数月の役員会開催日の午後に開催します。 

②六甲アイランドだより【広報部】     

・第 74号 2016年 10月発行予定。街区紹介はW7を予定しています。75号：E3、76号：E7、78号：W6 

79号：E8、80号：E10、81号W7Rの予定です。原稿準備をよろしくお願いします。 

③文化フェスティバル出演者募集【事業部】 

・11月 20日（日）の文化フェスティバルの出演者を募集中です。申込締切日は 9月 14日（水）です。 

 ④夏休み子供ラジオ体操（後半）開始【事業部】  

・8/22（月）～8/31日（水）の期間で実施します。 

実施要綱に従い、担当街区はお世話をお願いします。最終日は体操終了後に景品と飲物を配布します。他 

の街区からも応援協力をお願いします。 

 ⑤夏祭り開催チラシ全戸配布【事業部】   

・夏祭り開催チラシを全戸配布いたします。 

⑥街路灯点検結果報告【環境部】   

 ・7/24（日）に実施し、過去最高 52名の参加者で、シティーヒルの街路灯も点検することができ、お蔭さ 

まで従来より短期間で集計できました。8月 19日には補修を完了。リバーモール南側の特殊なアダプタ 

ーが必要なものについては年度内に完了予定です。街路樹による障害については調整中です。 

⑦ポイ捨てキャンペーン【環境部】   

  ・次回は 9/5（月）7時 15分より実施予定です。小磯美術館のある公園の西南出入り口に集合し実施します。 
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⑧東灘警察署ヒアリング報告（防犯）【生活安全部】 

 ・7/28に東灘警察署にて、最近の犯罪状況について伺いました。 

・市の健康保険課をカタッて電話する手口。警察官を名乗ったキャッシュカード差し替えの手口など。 

六甲アイランド内での被害届は現在出ていない。 

・自転車盗難について。魚崎と六甲アイランドが多い。今年 1月から 6月で 32件。昨年同時期は 15件。 

・今年はワイセツ事案が 2件発生し検挙済（同一犯）。痴漢事案が 1件等。 

⑨ひょうご防災リーダー講座受講者募集【生活安全部】 

 ・平成 28年 10月～平成 29年 3月のうち 12日間で兵庫県広域防災センターにて。地域で積極的に地域防 

  災の担い手として活動される方で、兵庫県内在住、在勤、在学の方が対象。 

 ⑩防災担当者会議（9/17）開催【生活安全部】 

  ・神戸市消防局のアドバイザーが派遣され、防災マニュアル作成についてのテーマに変更します。 

⑪平成 28年度自治懇質疑テーマ案【総務部】 

  ・各街区から集まった意見を紹介。最終自治懇のテーマとしては継続事案 15件と今回追加の 4件との計 19 

件を質疑テーマとします。8/末から 9月初旬に行政に提示の予定です。自治懇は 10月３日 14時～16時、 

ふれあい会館で開催されます。 

■その他 

①防災ジュニアチーム Tシャツを街区長に配布（生活安全部） 

  ・消防イベントに参加いただける街区に配布しました。 

②道路工事のについて （会長） 

  ・Ｅ５西北部道路が、工事で通行止めとなります。9/7,8,9,14。夜間 21時～6時の間。 

 ③六甲シティーマラソン参加者募集 （宮脇副会長） 

 ・六甲シティーマラソンの参加者を募集しています。締め切りは 9/23（金）です。多数の参加の声掛けをお 

願いします。 

④夏祭り説明会にいて（事業部） 

 ・明日 21日（日）夏祭り説明会開催します。詳細資料は当日配布します。 

 

【作成日】平成２８年８月２１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２８年７月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年７月２３日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９６名） 出席者６１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 

☆リバーモールライトアップについての提案コンセプト説明が、デザイナーの長町様よりありました。 

北側エリア及び今後の南側エリアについて。特に南側はWellness River Mallとして『充実した毎日を

過ごすための美しく楽しいあかりの水辺』。身体と心の健康のための照明演出がコンセプトという説明

がありました。色や演出プログラムについては住民の意見をまとめることが前提ですが、意見の反映は

可能であると確認されました。みなと総局に働きかけます。 

■ 報告事項 

①新任役員紹介と承認 

 ・E5,E7,W5街区の役員の紹介と新任役員承認を行いました。 

②夏祭りについて【事業部】     

・第 2回＆第３回の夏祭り説明会の趣旨と開催日（8/7,8/21）の案内。子供神輿世話役、ゲームコーナー 

担当者、会場警備清掃の担当者の選出依頼。子供神輿紹介テーマ、弁当及びゲーム券の必要数の回答の 

依頼を行いました。ご協力お願いいたします。 

③ジュニアファイヤーファイターズ企画について【生活安全部】 

・夏祭りで、防災福祉コミュニティー、六甲アイランド消防署及び自治会の共同開催の「消防広報イベント」 

を行います。メンバーカードの進呈と記念撮影、子ども消防団の認定証を渡し、展示コーナーで消防体験 

をしてもらいます。開始時間について子供神輿と重なる時間帯があり、次回以降に調整を検討いただきた 

いとの意見があり、検討することとしました。 

 ④7月度防災担当者会議（第 41回）の開催結果報告【生活安全部】  

・7/16（土）RICふれあい会館にて、全戸一斉防災訓練の DVD記録鑑賞と「南海トラフ巨大地震・津波の 

想定と備え」（神戸市危機管理室）を受講。今年度の取組の３目標を確認しました。1.防災ボランティア「防 

災会（仮称）」の結成、2.災害時要援護者の把握、3.防災マニュアルの追加項目の検討を行います。 

役員より、防災ボランティアとして登録しているが、休眠されている人材の活性化についての知恵を拝借 

したいという意見がありました。 

 ⑤情報ハンドブック発行について【広報部】   

・来年度発行予定の情報ハンドブック改訂に委員会の立ち上げを行います。 

⑥ポイ捨てキャンペーン及び街路灯点検について【環境部】   

 ・ゴミ、タバコ等のポイ捨てキャンペーンの趣旨と参加協力の依頼と、7/24（日）19時 30分より実施する 

街路灯点検の方法の説明を行いました。街路灯点検の集合時間は 19時 15分。懐中電灯、筆記具、飲み物 
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等暑さ対策の準備をして、バラ園前の警察官立寄り所に来てください。 

⑦新役員担当表の説明及び自治懇での意見要望について【総務部】 

・所属未定の役員の所属専門部の確認を行いました。次回 8月度役員会は第 3土曜日の 8/20となりますの 

 でご注意下さい。 

自治懇での意見要望が E3、E6、E7、W3、W4、W5より提出されました。8月度の役員会で取り纏め案 

を検討し、8月末には行政に提出するスケジュールで行います。自治懇は 10月 3日 14：00より RICふ 

れあい会館で行います。 

■その他 

①六甲ライナー通学定期の値下げ （会長） 

  ・来年 4月 1日より通学定期の値下げが実施されます。年間約 13,000円程度の割引。 

②湾岸道路の西伸に伴う、地質調査のボーリング工事につて （柏井副会長） 

  ・本年 9月頃より実施の予定。来月役員会で役所からの説明を予定しています。 

 ③サ高住施設の建設 （柏井副会長） 

 ・本年 8月着工、来年春開設予定。 

④神戸市主催 POW！WOW！ JAPANについて（宮脇副会長） 

 ・マリンパークを中心に 10月にイベントが実施されます。壁面等にプロの作家によるペイ 

ントが描かれます。  

⑤神戸国際大学の学生が案内する旅行企画の紹介 （柏井副会長） 

  ・観光ビジネスコースの４回生による国内宿泊ツアー8/30~8/31。 

 ⑥オルビスホールでの上映会と講演会の紹介 （柏井副会長） 

・白鳥哲監督ドキュメンタリー映画『蘇生』、脳神経外科医の田中佳（よしみ）先生の特別講演会。8/26（金） 

【作成日】平成２８年７月２４日（日） 【作成者】松本 啓二  【議事録署名人】柏井 敏介 
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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成２８年６月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年６月２５日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（１０１名） 出席者５０名、委任状７名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告事項 

 ①實光新会長挨拶     

～・神戸市の方針にも出ておりますように、コミュニケーションを重視し活動してまいりますので、 

ご協力お願いいたします。 

②新任役員紹介と承認（柏井副会長） 

 ～・W4,W6,E7,E10街区の役員の紹介と新任役員として承認されました。 

③ラジオ体操実施要項について  （事業部）   

～・前半：7/22（金）～7/31（日）10 日間、後半 8/22（月）～8/31（水）10 日間、リバーモール広場

で実施します。説明会を 7/16（土）10時～11時に開催します。担当者を 7/13（水）までにふれあい会

館まで FAXしてください。各街区の担当月日が割り当てられました。 

 ④夏祭り関して  （事業部）  

～・ゲームコーナーの担当街区が割り当てられました。子供みこしの参加者募集の依頼をお願いします。 

  夏祭り担当者と警備担当者選出の依頼がありました。いずれも 7/13（水）までにふれあい会館まで FAX 

    お願いします。詳細は夏祭り説明会で。7/17（日）10時～12時、8/7（日）10時～12時、8/21（日）

13時～16時 30分で開催。 

 ⑤文化フェスティバルについて （事業部）   

～・今回はキューバ音楽のゲストを呼ぶ予定です。 

⑥向洋ジュニア防災チーム発隊式について（生活安全部）   

 ～・向洋中学生を中心で結成された向洋ジュニア防災チームの発隊式を行います。7/2（土）10 時～12 時。

向洋中多目的室にて。参加をお願いします。 

⑦防災担当者会議について（生活安全部、重友部長） 

 ～・防災担当者会議を 7月から再スタートします。7/16（土）10時 30分～12時 30分。ふれあい会館で開

催します。防災担当者が変更のある街区は連絡をお願いします。 

⑧クリーン作戦について （環境部、宮脇副会長） 

～・5/29（日）に実施。収集時間が早まり住民の皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事終了しました。ご

協力ありがとうございました。 

⑨ポイ捨てキャンペーンについて （環境部） 

  ～・月一回恒例のポイ捨てキャンペーンを 6/6に実施しました。積極的に声掛けし携帯灰皿を配布しました。 
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⑩街路灯点検（環境部） 

  ～・7/24（日）19時 30分より街路灯点検を実施します。7/15（金）までに環境部員も含めて 3名の参加さ 

れる方を連絡ください。集合場所は六甲ライナーセンター駅下警察官立寄所。集合時間は 19時 15分で 

す。 

 ⑪六甲アイランドだより発行について （広報部 安達部長） 

 ～・街区紹介の記事のご協力をお願いします。 

⑫フォトコンテスト作品展示について（広報部） 

 ～・ふれあい会館→コーヒーショップタリーズ→現在交流センターmachieで展示しています。  

⑬自治会ホームページのリニューアルについて （広報部 高木副部長） 

  ～・レイアウトの変更を行いました。見やすくなっています。役員会の資料もできるだけ早くアップしてい

く予定です。各街区とのホームページの連携は現在 E6とW6がリンクされています。他希望あればリン

クします。 

 ⑭その他 

  ～・六甲シティマラソン募集。ファッション美術館のお知らせ。六甲アイランドスポーツクラブの紹介。 

  ～・まちの動向について 

   ・P&Gビル、P&Gは 8月末までの契約。9/1より内装工事の開始。今後日本の大企業が 2～3社入居予 

定。 

   ・E6街区。7/19より大規模修繕が始まります。 

   ・まちかどネットの交流センターｍachieの使用要領を公開してはとの意見がありました。 

     ・リンク、高羽小学校近隣マンション建設についての質問がありました。 

   ・電力自由化に伴いふれあい会館の維持費低減になるのではとの意見がありました。 

   ・ライトアップについて住民の意見を反映させるとの計画どうなっているかの質問がありました。 

   ・リバーモール南側の電球の球切れが多く、代替品の目処が立ったと聞いているが、その後の切替の計画

は確認できているかの質問がありました。 

   ・マリンパーク沖の埋め立て地に新たに囲いができているが何か情報があるかの質問がありました。 

【作成日】平成２８年６月２６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２８年５月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年５月２８日（土）１０時～１１時１０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（１００名） 出席者５１名、委任状８名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

 ①街区駐輪場における自転車・施錠数の調査結果について  （生活安全部）   

～・自転車の盗難が増加する中、施錠と盗難防止の関係を検証する為、各街区での駐輪場における自転車 

施錠調査を行い、その取り纏めの結果が報告されました。施錠有り 4,971台、施錠無し 764台で、登 

録シールの無いもの 191台でした。引き続き、盗難防止の為の「施錠励行」を進めて参りましょう！ 

 

②向洋ジュニア防災チームの募集・発足について  （生活安全部） 

 ～・阪神淡路大震災等の経験を風化させず、防災意識の醸成を図ることを目的に、地域（防災福祉コミュニ

ティ）・学校・消防署が連携し、向洋中学校・六甲アイランド高校生徒を団員とするジュニア防災チー

ムを発足させる活動を進めていましたが、この度向洋中学校のご協力をいただき、１２名の登録があり

ました。引き続き参加者を募るとともに、７月初めには初の訓練活動を行う予定です。 

 

③ラジオ体操、夏祭り等、行事開催の日程計画について  （事業部）   

～・今年度の開催に関する諸日程が報告されました。６月役員会以降の全体準備日程の他、ラジオ体操の街

区別の担当日程、夏祭りでの運営・役割分担、説明会予定などが資料で説明されました。詳細は、来月

の役員会を皮切りにスタートしますが、前もって全体像を理解していただき、各街区での準備が円滑に

進められます様、よろしくお願いいたします。 

   

 ④春のクリーン大作戦の実施に関して  （環境部）  

～・5/29開催当日の班編成／役割を資料により確認しました。今年はシティヒル内を区分けしたエリア毎に

参加者を割り振って実施します。また市環境局との事前調整の結果、10時 45分にはゴミステーション

へ回収したゴミを持ち込むことになり、短時間でのクリーンアップ作業となります。 

     

 ⑤バラ祭りオープニングの報告について    

～・5/14開催以降、連日多くの方が観賞されています。用意したパンフレット 1500部、絵はがき 2500 

セットが配られ大変好評です。無農薬で栽培、育てられたバラは極めて元気で、訪れる人々を楽しま 

せています。 

 



2 

 

 

⑥まちかどネットの活動概況（定例報告）について   

 ～・当会が助成支援している、まちかどネットより、その活動概況が報告されました。 

   今年度は、ⅰ)六アイ情報・交流センターの管理運営、ⅱ)外国人向け暮らし情報の提供(東灘区助成申請

テーマ)が主要な活動とのことです。特に今回は、六アイ情報・交流センターの利用状況や運営ボランテ

ィアなどについて説明がありました。 

3/27 開始以来、約 1700 名の来館があり、約 40 名のボランティアが六アイに関する質問への回答、情

報発信の受付などを行っていますが、「まちのことが分かり、まちとの関わりが深まった」との感想が

多く寄せられています。 

 

⑦総代会関連事項について （総務部） 

～・ⅰ）総代に応募された方からの「議案書審議に関連する意見・質問の事前提出」をお願いしていますが、

今のところ該当がありませんでした。事前提出された意見・質問を役員会で討議した上で回答すること

を原則としていますので、総代会当日の質問があった場合、その質問内容によっては後日役員会で討議

した上で回答することもありますので、ご了解ください。 

  ⅱ）総代会当日の議長にはW6街区・坂口猛さん、書記には E8街区・金堂要さんにお願いすることが、

満場一致で決定されました。 

 

 ⑧その他 

  ～・Ｗ６街区より最近同街区で発生した「ガス漏れに繋がる換気障害警報」について、報告されました。 

夜間に換気を促す警報が街区内管理室に発報されたものの、警備会社中央集中センターに流れなかった 

ため、万一対応を誤ると大きな事故になりかねなかったとのことで、引続き管理会社とともに調査し、 

フォローしていくとのことでした。 

  

 

【作成日】平成２８年５月２８日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 
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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成２８年４月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年４月２３日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（１００名） 出席者４７名、委任状８名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

 ①自転車盗難防止に関する「施錠調査」の実施について  （生活安全部）   

～・今年１－３月に六甲アイランドで発生した自転車盗難は１８件と前年同期の２倍超となっています。 

東灘警察書生活安全課より課長・係長が来場、「施錠の徹底と２ロック推進による盗難防止」の必要性 

を訴えられました。 

・警察からの要請もあり、生活安全部では、施錠と盗難防止の関係を検証する為「各街区駐輪場における

自転車施錠調査」を行うこととしました。自転車盗難に関する講話等、啓蒙・教育活動にも警察は力を

入れたいとしており、各街区皆さんのご協力を宜しくお願いします。 

 

②新任役員の紹介  （総務部） 

 ～・１）街区代表者の交替（Ｗ２１）、２）管理組合理事交替に伴う変更（Ｗ７，Ｗ７Ｒ，Ｗ２０，Ｅ８）

がありました。新役員の皆さん、宜しくお願いいたします。 

  ・なお、新役員で専門部所属が未定の方は、速やかに所属される部名を総務部までご連絡ください。 

 

③埋設地域導管の掘削工事に伴う車両通行止めについて   

～・六甲アイランド地域に温水を供給する導管が地下埋設されていますが、その劣化更新工事が９月初めに

予定されています。今後、詳細日程の連絡がありますが、工事期間中の４日間は「夜間（22時～6時）

通行止め」となるとのことです。該当場所はＥ５街区・水リサイクルセンター付近の北行き道路です。 

   

 ④第５回バラ祭り（５/１４～２９）について   

～・恒例のバラ祭りが５月１４日から始まります。初日１３時からのオープニングセレモニーでは、シャン

ソン・吹奏楽などの演奏とともにワインサービスもあります。また期間中はバラ園近くでローズティの

サービスの他、美しいバラのパンフレット・ポストカードの提供も行います。丹精されたバラをみんな

で愛でましょう。 

 

 ⑤六甲ライナー・七夕列車について    

～・七夕を迎える頃に、向洋・六アイ両小学校１・２年生の願いを込めた短冊を乗せライナーが走ります。 

来たる６月２７日には、今年から新たに高羽小学校も加わって、「発車式」が行われます。 
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⑥春のクリーン大作戦の実施等について  （環境部） 

 ～・５月２９日（日）午前中に実施します。今年は定められた受持ち区域を清掃する予定で、詳細は追って

ご報告します。参加者のご連絡は、事前の５月１０日頃を申込期限とする予定です。 

  ・４月度ポイ捨て禁止・路上喫煙マナー向上キャンペーン活動は、雨天中止となりました。５月度は連休

明けに実施を予定しています。 

  ・地域振興会主催の清掃活動が４月１４日、ポイ捨てされた吸い殻の回収を重点にして実施されました。

280名余りの参加者があり、約 5600本の吸い殻を集めたとのことでした。 

 

⑦４／１６防災担当者会議報告等について （生活安全部） 

～・今年３月に実施した全戸一斉防災訓練で得た課題等を中心に話し合い、情報連絡、傷病者搬送、避難所

運営ゲーム、給水など、各々項目毎に意見を交換し、戸建との連携や賃貸集合住宅の訓練参加など、新

しい視点からの発言もあったとのことです。 

 ・７月から向こう一年間の「担当者会議日程」が紹介され、９月は「防犯」をテーマとする予定です。 

      

 ⑧総代会議案書（案）の討議について  （総務部）   

～・６/１２開催の総代会に上程される６議案が説明され、討議を行いました。出席役員から、第２５期一般

会計予算の支出科目に関する意見などがありましたが、議案の大綱は了承されました。 

 ・今後各街区では、総代会開催の案内・総代の募集を行っていただき、５/１４にはふれあい会館で各街区

より「議案書・出欠表/委任状・質問意見書の受領」をしていただきます。そして、５月度役員会では、

各街区総代から寄せられる「議案等に対する質問意見」について討議を行う予定です。 

 

 ⑨その他 

  １）今年の六甲シティマラソン開催予定・・神戸マラソン開催日の１週間前、１１月１３日（日）に実施 

    の予定です。なおＫＦＭ横ロータリー南側歩道の石柱は３月中に無事復元されました。 

  ２）フォトコンテスト入賞作品は、３/２７表彰式を経て、ふれあい会館や六アイ情報・交流センター等で 

展示されます。また、ホームページでも閲覧が出来ますので、是非ご欄下さい。 

  ３）「六甲アイランドだより」次号は総代会特集号で、５/２７発行予定です。 

  ４）夏祭りやラジオ体操に向けたサポート委員会の開催予定は以下の通りです。詳細は来月役員会で報告 

します。 

    ・夏祭り（８/２８開催） ～ ７/１７（日）、８/７（日）、８/２１（日）の三回予定。 

    ・ラジオ体操（７・８月下旬〃） ～ ７/１６（土）１０時～予定。 いずれも「ふれあい会館」にて。 

  

 

【作成日】平成２８年４月２３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２８年３月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年３月２６日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９９名） 出席者５２名、委任状３名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

 去る３月５日急逝された広報部長/井藤一久氏の死を悼み、出席役員全員で黙とうを捧げた後、議事に入った。 

  

①新任役員の紹介  

～・１）Ｅ１０街区代表者の交替（任期途中）、２）Ｅ３街区総会による理事交替に伴う変更がありました。 

  これから一年間、宜しくお願いいたします。 

 

②第６回全戸一斉防災訓練の結果報告（３/１３）について  （生活安全部） 

～・今年は１５街区・世帯総数６０７５戸が参加しました。３９０名の各街区理事・ボランティアにより、

安否確認できた戸数は３９４８戸（６５％）でした。 

 ・今年は各街区でそれぞれ工夫を凝らした訓練等も実施されましたが、その内容は３/２６午後開催される

防災担当者会議で詳細な報告が行われる予定です。 

 

 ③第１８回シティヒルウォーク（３/２７）とチューリップ祭り（３/２６～）について  （事業部） 

～・過去２年間は雨天中止でしたが、今年は無事に開催出来そうです。春の訪れを感じながら、シティヒル

をみんなで歩きましょう。また、チューリップ祭りではスタンプラリーも行われています。是非ご参加

ください。 

 

 ④自治会規約の一部改正について   (総務部) 

～・役員会の議長に関する現行規定「議長は会長が務める」を、「議長は会長もしくは会長が指名する者が 

務める」と改定することが執行部より提案されました。役員会では議長役の会長自らが議案の説明や 

質疑応答に当たるケースも多く、整然とした議事進行を図る観点から会長以外の者が議長を務めること 

も可能とした方が望ましいとの判断によるものです。参加役員から異論はなく、６月総代会に上程して 

承認を得ることになりました。 

  

⑤次期第２５期・執行体制（案）について  （会長） 

 ～・先月役員会で前野会長より次期会長に實光現副会長が推挙されましたが、その後、他の自薦他薦者

はなく、實光副会長より改めて受諾の意向がありました。 
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實光氏を会長とする次期第２５期の執行体制が紹介され、参加役員の賛同を得ましたが、６月総代

会に議案として提出・承認を得ることになります。 

 

⑥総代会議案「第２４期事業報告」「第２５期事業計画」（案）について  （会長） 

～・６月総代会に上程する標記案が報告され、その内容について参加役員より意見がありました。 

    １）生活安全部活動で、防犯に関する情報提供などを含め、もう少し防犯に力を入れて欲しい。 

      これまで防災活動に重点するあまり、少し防犯が疎かになっていたのではないか。 

    ２）夏祭りの本部席受付で若い女性がスマホを弄る姿が見られたが、ボランティアとして汗を流し参加

する人達から見ると好ましいものではない。改善すべきではないか。       等 

   ・これらの意見も参考に、総代会議案内容を整理し、次月役員会で了承を図ります。 

     

 ⑦その他   

ⅰ）「神戸らしい眺望景観」ビューポイントサインが３／３にリバーモールに設置されました。 

ローズガーデン北側にあるこのサインから眺めた景観を撮った作品は、デジタルフォトコンテストとし

て、神戸市主催で募集されています。応募締切は５/１８迄です。 

 

 

【作成日】平成２８年３月２６日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 
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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２８年２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年２月２７日（土）１０時～１１時２０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（１００名） 出席者５３名、委任状１名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

 ①２／２０防災担当者会議報告   (生活安全部) 

～・２月防災担当者会議では、 

ⅰ）全戸一斉防災訓練（3/13）で各街区が予定する訓練が一覧整理して報告されました。（１６街区全

体で 328 名のボランティアと 222 名の管理組合理事、合計 550 名が訓練に参加される予定です。） 

ⅱ）街区から自治会本部への報告手段である無線機の使用・運用に関する確認も行っています。 

・J:CO 六甲アイランドアワーでは、全戸一斉防災訓練に参加する街区を代表してＷ３街区理事長に自街

区の取り組みを語って戴きました。（放映 2/25～3/2） 

   ・尚、参考として自治会防災対策本部マニュアル（2014 年 11 月追加）を配布し、確認を行いました。 

 

②第１８回シティヒルウォークの開催（３／２７）について  （事業部） 

～・恒例チューリップ祭が３／２６から始まりますが、子育てコミュニティ推進委員会と共催するシティヒ

ルウォークを開催します。過去２年間は雨天で中止でしたが、今年は多くの参加を得て無事に実施した

いものです。ボランティアスタッフ（会場設営、参加者受付、ドリンク配布、交差点警備等）を募りま

すので、当日９時３０分にスタート地点のイベント広場にご参集ください。 

 

 ③「六甲アイランドだより」次号内容とフォトコンテスト審査について  （広報部） 

～・次号「六甲アイランドだより」の記事予定が報告されました。その中ではリバーモール・ライトアップ

を指導された長町志穂さんへのインタビュー報告があります。まちのイベントに合わせたカラーリング

を住民と共に作ることを提案されており、今後検討していく予定です。 

 ・今年のフォトコンテスト募集作品は９５作品を数えました。役員会終了後、出席役員全員による投票を

行い、優秀作品の表彰・作品の展示は３／２７（日）１３時、ふれあい会館で行います。 

 

 ④ポイ捨て禁止・路上喫煙マナー向上キャンペーン活動と東緑地桜並木樹勢回復について   (環境部) 

～・２／８に北口駅西緑地とＷ５／Ｗ６間歩道付近でキャンペーン活動を行い、短時間で 45ℓ袋５袋のゴミ・

吸い殻・空き缶などを回収しました。来月も３／７朝７時から各街区からの参加も得て、北口駅・セ

ンター駅付近で実施する予定です。 

 ・シティヒル東緑地の桜並木広場の保全・育成計画に関する東部建設事務所からの報告が紹介されました。 
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今年（３月半ば）から３年間かけて順次、深植え対策や土壌改良対策の他、補植・新植も行い生育を 

見守っていくとのことです。 

 

⑤総代会関連事項について  （総務部） 

 ～・６／１２開催の総代会に向けた準備事項の確認を行いました。また現行規約の一部改訂として、役

員会における議長選任の規定を変更する（会長が務める⇒会長および会長が指名する者が務める）

ことが紹介されました。 

 

⑥次期会長互選についての案内  （会長より） 

～・総務部からの報告を受け、前野会長より「今期を以て会長職を辞し、次期の会長には現副会長の實光氏

にお願いしたい」との発言がありました。参加者から前野会長を労う拍手がありましたが、次期体制は

今後その他執行役も含めて検討に入り、３月役員会で選任決議されることになります。 

 

 ⑦その他   

ⅰ）まちかどネット関連報告：昨年 11 月実施の全住民調査結果が詳細に報告され、街区別の結果データが

各街区代表者に手渡されています。 

ⅱ）平成２７年の自転車盗発生状況：東灘署の報告資料によると、六甲アイランドではマンションで発生す

る盗難が多く、鍵の二重化が推奨されるとのことです。  

ⅱ）東灘交通安全協会「六甲アイランド支部」設置に伴う会員募集：今年６月からの正式となる支部発足に 

向けた会員募集の紹介がありました。協力されるボランティアを募集されています。 

  ⅳ）ドイツ学院中等部の新設：生徒数の増加から、７月～中等部開設に向けた増築工事があるとのこと。      

  ⅴ）「神戸らしい眺望景観」ビューポイントサイン設置工事：リバーモールへの設置工事は３／３に決定。 

  ⅵ）石柱復元工事：２月予定の工事は業者辞退から未着手だが、年度内には着工するとの神戸市見解です。 

 

 

 

【作成日】平成２８年２月２７日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 
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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２８年１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２８年１月２３日（土）１０時～１１時３０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９９名） 出席者５５名、委任状４名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

◇冒頭、前野会長より「２年後にまち開きから３０周年を迎える今、まちではリバーモールのライトアップ

やセンター駅下の地域交流の場の設置等が進んでいる。自治会は“誇りと愛着をもって住む街”をテーマ

に活動しており、今年も皆さんのご協力をお願いする。」として、久元神戸市長にも来場を求めて、パー

トナーシップ協定３年間のまとめとなる「六甲アイランドまちかどネット・活動報告会」が開催される予

定が紹介されました。 

  【まちかどネット・活動報告会】平成 28 年 3 月 26 日(土) 14 時～ 於：オルビスホール で開催。 

 

■ 報告・討議事項 

 ①新役員の紹介     

～・街区管理組合役員改選に伴い、自治会役員として新たに選出された方々をご紹介し、自己紹介・ご挨拶

を頂きました。これから向こう 1 年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

②年末自衛特別警戒の実施報告   

～ 昨年末１２月２８～３０日、延べ１１７名の方が参加し、防災・防火の夜間パトロールを実施しました。

子どもの参加は１０名で、次回は多数の子どもが参加するようにしたいと考えます。 

 

 ③民間住宅用地の分譲決定の件  

～・向洋町中９丁目１番１２（高羽六甲アイランド小学校の西隣）の市有地 10,769 ㎡が、マンション用地

として分譲された旨が１/７にプレス発表されました。今年１２月建設着工後、平成３０年１１月竣工で

中高層マンション(２６９戸)が出来る予定であり、本マンションは「六甲アイランド小学校」の校区に

指定されるとのことです。なお、自治会として、開発事業者(総合地所㈱…長谷工 Gr)に対し、六甲アイ

ランドのまちの現況を説明する共に、自治会への加入に関する理解を求めています。 

 

 ④３/１３全戸一斉防災訓の実施に向けて   (生活安全部) 

～・１月防災担当者会議では、今年の全戸一斉防災訓練で予定するプログラム「各街区マンション内避難所 

の開設」に資する為、避難所運営訓練ゲーム(通称 HUG)を実施しています。また今年の訓練では街区 

毎に炊き出しや非常食試食等のイベントも加えたいと話し合っています。 

   ・上記の報告に関連し、出席役員からは①HUG 実施で得られた事項の共有化や②発災時の街区災害対策

本部と自治会本部との役割分担の明確化、③自街区でのHUG積極的活用等の要望・意見がありました。 
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⑤ごみのポイ捨て禁止・路上喫煙マナー向上キャンペーン活動について  （環境部） 

 ～・昨年 10-12 月に実施した標記キャンペーンの継続として、２月８日(月)８時１５分から２ヶ所（①

北口駅西緑地、②W５／W６間歩道付近）で清掃活動を行いながら通勤者への路上喫煙マナー強化

活動を行います。今回は自治会環境部員を中心に約１０名で行いますが、今後更に増員することも

考えていきますので、宜しくお願いします。 

 

⑥フォトコンテストの関連スケジュールについて   （広報部） 

～・作品の応募締切(１/３１)後、２/２７役員会終了後にふれあい会館ロビーに掲示された作品を役員皆さん 

  で審査(優秀と思う作品全てに○記入)を行います。選出された優秀作品は３/２７(日)１３時から表彰式

を行い、その後ふれあい会館ロビー(3/27～4/28)、Tully’s(５月)、センター駅下地域交流の場(６月)でも

展示します。また、Web 上にも応募全作品を掲載する予定です。 

 

⑦定期総代会(６/１２開催)の関連日程等について   （総務部）   

～・来月以降の役員会で討議・承認される事項についての流れと、各街区で対応していただく関連事項など

を説明しました。街区では、総代の選出(各街区毎に定数あり)、総代会出欠(欠席時の委任状取り纏め)、

議案書に対する質問/意見など、期限に合せたご提出をお願いすることになりますので、宜しくご協力を

お願いします。 

  

⑧その他 

  ⅰ）街区訪問の実施予定について  

ⅱ）まちづくり協議会よりの「野鳥園改修工事(２月実施)」お知らせ 

      

 

【作成日】平成２８年１月２３日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 


