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六甲アイランド CITY自治会 
 

『平成２７年１２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年１２月１９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４５名、委任状９名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

①年末自衛警戒の実施要領について     

～・１２/２８(月)～３０(水)の３日間、街区内の「防犯パトロール」を実施します。 集合時刻・場所は、

夕方６時・センター駅下の警察官立寄り所で、初日２８日のみ５時５０分集合です。所要時間は約１時

間で、各街区２名／日の応援・ご協力をお願いしています。（雨天でも開催） 

 

②日本陸上競技選手権大会・競歩大会の開催について   

～ 来年２月２１日(日)に六甲アイランド甲南大学周辺コースで開催されます。今回は、リオ五輪代表選手

の選考も兼ねています。国内で公式競技コースとして利用できる場所は限られ、六甲アイランドの一つ

の特色になっています。 

 

 ③「神戸らしい眺望景観」ビューポイントサインの設置について  

～・神戸市では市内の素晴らしい眺望景観５０ヶ所を選定、順次「ビューポイントサイン（標識）」を設置

しています（８月役員会で報告）。 六甲アイランドでは北公園とリバーモールの２ヶ所が選定されて

おり、今回「リバーモール」に設置されます。市からの連絡では、２月頃にローズガーデン北側付近に

設置される予定とのことで、新たな名所になるよう、期待したいものです。 

 

 ④石柱復元工事について   

～・六甲シティマラソン・コースとなるフッションマート横ロータリー南側歩道にある石柱の復元について 

は１０月役員会でご報告した通りですが、先日、神戸市スポーツ教育協会・東部建設事務所・工事業者 

の三者で復元位置・工事内容など現地確認立会が行われました。自治会からも前野会長以下４名の役員 

が参加し、復元の方法等に意見を述べ、道路管理者の東部建設事務所が責任を以て復元を見守ることが 

確認されました。工事日程はおおよそ２月頃とのことです。 

   

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、他について  （環境部） 

 ～・ポイ捨て禁止等のマナー向上キャンペーン（10-12月の月初め平日朝）、秋のクリーン大作戦（11/29）、

街路灯点検（12/6）と続きましたが、多くのご参加・ご協力をいただき有難うございました。 

  ・マナー防止キャンペーンでは、カネイディアン・アカデミーの生徒達も参加して（12/１）、出勤・
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通学する方々への声掛け・あいさつを行いました。来年以降の活動定着を検討していきます。 

  ・クリーン大作戦では、今回「Ｅ街区、Ｗ街区の入替え」を試行しました。引続き参加者が一体的に

活動できるよう、工夫を凝らしていく予定です。 

  ・「街路灯点検」では、３５名の参加をいただきました。全調査対象 1426灯から 90灯余の球切れ等

の不具合を抽出し、東部建設事務所へ連絡しました。最も多くの球切れがあるリバーモール南側の

街灯など、引続き改善状況をフォローしていきます。 

 

⑥第６回全戸一斉防災訓練（３／１３）について   (生活安全部)   

～・１２月防災担当者会議で、来年３月の防災訓練について話し合います。従来の安否確認などの他、ⅰ）

被災生活時に要援護者を考慮して「マンション内避難所」を開設することの訓練と、ⅱ）炊き出し訓練

を実施したいと考えています。 

 

⑦リバーモールのライトアップ・カラープログラムについて   

～・１０月下旬から始まったライトアップのカラープログラムについて、市の提供資料により報告を行いま

した。ⅰ）１５分サイクルでカラーが変化する「スペシャル変化デイ」（ウェルカムフェスティバル、

夏祭り、ハロウィンフェスティバルなど、年間６時期）、ⅱ）一日一色の「テーマカラーデイ」（元旦、

阪神淡路大震災鎮魂、バレンタインデー、海の日、ピンクリボンデー、オレンジリボンデー、クリスマ

スなど、年間１１時期）などが、神戸市夜間景観推進委員会の考えに準拠して設定されているとのこと

です。 

 ・カラープログラムに関する希望や情報発信の他、今回資料に無い情報について、出席役員からの意見が

ありました。神戸市へ伝達して確認すること等を進め、ライトアップを身近なものにしてまいります。 

 

⑧地域交流サロン（仮称）の設置について  （総務部） 

  ～・今年の自治懇談会などでも「市民・住民が出会い・交流する場」をまちの中心付近に求める要望を提出

していましたが、神戸市は“まちびらき３０周年”記念の一環として、来年早々にライナー／センター

駅下に無償でスペース：「地域交流サロン（仮称）」を地元へ提供してくれることになりました。提供の

期間は平成２８～２９年度の２年間で、その運営は神戸市とパートナーシップ協定を締結している「ま

ちかどネット」（自治会の他、婦人会、青少協、民生・児童委員協議会、地域振興会、まちづくり協議

会など１３団体で構成）が行ないますが、自治会が代表して市と間で「サロン」管理委託の契約を結ぶ 

    予定です。自治会としては、高齢化、子育て、地域活動への参画促進などの地域課題の現況と将来を見

据えた上で、今回の「サロン」開設が地域の総合力を高めるものと考えています。 

   ・出席役員からは、自治会から見たリスク、ふれあい会館など既設交流施設との違いについての質疑応答

の他、開設に当たっての建設的な意見などが出ました。   

 

⑦その他 

  ⅰ）自治会役員名簿の更新・メンテナンスについて  

ⅱ）フッション美術館主催「クリスマスナイトミュージアム」への参加要請について 
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  ⅲ）１月１７日（日）に恒例の「震災メモリアルウォーク＆ラン」が予定されています。Ｐ＆Ｇがスポンサ

ー提供の他、甘酒の振る舞いなどもあります。 

  ⅳ）来月の役員会は、１月２３日（土）１０時～の開催予定です。    

 

     

 

【作成日】平成２７年１２月１９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２７年１１月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時  平成２７年１１月２８日（土）１０時～１０時４５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５名。規約第１６条２項により役員会が成立。 
■ 報告・討議事項 
①年末自衛警戒の実施について     

～・今年も１２/２８(月)～３０(水)の３日間、街区内の「防犯パトロール」を実施します。 
夕方６時にセンター駅下の警察官立寄り所に集合です。（雨天でも開催）  
各街区から各日２名の応援を募りますので、ご協力をお願いします。 

 
②今期（第２４期）自治会予算の実施状況報告について   
～ ４月１日から９月末日までの収支実績が報告されました。夏祭りなど主だった支出項目も終了しており、

収入・支出ともに年間予算額の略１/２に達していますが、特記すべき事項は発生していません。 
 
 ③赤い羽根募金の集計結果について  

～・先月「１戸当たり１０円」を目標に、各街区から募った合計額は４２千円余りと昨年実績（約４０千円）

並みの結果となりました。これに、自治会からの拠出３０千円を例年通り加えて送金しました。ご協力、

有り難うございました。 
 
 ④向洋町中９丁目の市有地分譲公募について   

～・高羽小学校西隣りの市有地（10,769 ㎡）を中高層共同住宅用途として分譲公募されたことが、神戸市 
みなと総局より発表されています。（公募の締切期限は１２月４日） 

   
⑤文化フェスティバルの結果報告について  （事業部） 
 ～・１１/１５に開催しました第１３回文化フェスティバルは、来場者数５０４名を数え、盛会の中で

終了しました。ボランティアとしてご協力いただいた皆さんのご協力に感謝いたします。 
 
⑥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、他について  （環境部） 
 ～・１２/１早朝に北口・センター両駅前で防止キャンペーンを実施します。今回はカナディアンアカ

デミー生徒も参加し一緒になって、清掃を含めた啓発活動を行います。 
  ・１１/２９に「秋のクリーン大作戦」、１２/６には「街路灯点検」を、それぞれ実施します。 
   みんなで美しい・安全安心なまちづくり活動を推進してまいりましょう！ 
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⑦１１月度防災担当者会議の結果報告について   (生活安全部)   
～・１１/２１に３７名が参加して防災担当者会議を行いました。今回は午前中は宮城県マンション管理士会

/萩原氏を招き、東日本大震災の経験からマンションの被災生活実例について話を伺い、午後から三木

市にある県広域防災センターの見学研修に１５名が参加しました。 
 

⑧フォトコンテストの作品募集について  （広報部） 
  ～・今年度もフォトコンテストを行います。六甲アイランドに関する作品を来年１月末迄を締切期限として

募集していますので、是非ご参加・ご応募ください。詳しくは各戸配布したチラシをご覧ください。 
 

⑦まちかどネット「全戸住民の声・調査」の回収結果（速報）について  （総務部） 
  ～・各街区管理組合のご協力によって各戸配布を行いました調査票の回収実績が報告されました。自治会の 

加入街区２，３２１名、賃貸・戸建て街区１７５名、合計２，４９６名の回答を得ました。 
集計・分析された結果は年明け以降に取りまとめ、最終的には３/２６に「まちかどネット活動報告会」 
で報告され、次年度への活動に繋げる予定とのことです。皆さんのご協力に厚く感謝いたします。 

 
 ⑨その他 

  ⅰ）神戸フッション美術館では、「クリスマス ナイトミュージアム」と銘打って、１２/５～２６の毎土曜 
に開館時間を２０時まで延長し、器楽ミニコンサートなどを行います。リバーモールのライトアップに 
併せたもので、自治会も後援しているイベントです。ぜひお立ち寄りください！ 

ⅱ）１２/１０、オルビスホールにて「子どもたちを取り巻くネット環境」と題する人権週間講演会が行わ 

れます。先着４００名ですが、詳しくは各街区の掲示板をご覧ください。 

ⅲ）マイナンバーカードの交付申請は基本、各個人での申請・受付ですが、地域団体単位で纏まれば神戸市 

  から出張し受付してくれることになりました。各街区管理組合単位での申請をご検討ください。 

ⅳ）自治会の来年（２０１６年１月～２０１７年３月)の主要行事・会議予定をご案内しました。各街区で 

  今後のご予定・計画を作られる際に、ご利用ください。 

  ⅴ）来月は師走でもあり、役員会の開催日は第三土曜日の１２月１９日の１０時～、於)ふれあい会館です。 

    ご注意ください。 

     
 

【作成日】平成２７年１１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２７年１０月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年１０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（１００名） 出席者５４名、委任状７名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告・討議事項 

①フッションマート横ロータリー南側歩道上の撤去された石柱の復元について     

～・先月役員会で市当局案について討議しましたが、改めて神戸市スポーツ教育協会／弥城課長他より、こ

れまでの経緯等を説明頂きました。今後も六甲アイランド活性化の一環として、六甲シティマラソンを

毎年開催する予定であること、その際にコース上にある石柱（約 170Ｋｇ／本）の取外し・取付作業と

して「抜差し方式」を採用し、責任をもって復元すること等が報告されました。 

 ・出席役員からは「抜差し方式」に係る提案や作業要領書の設備などの意見が呈せられ、市側は貴重な意

見として参考にするとのことでした。 

 ・今年も１１/８(日)に第２６回六甲シティマラソンが開催され、親子ペアをはじめ多くの市民ランナーが

参加されます。道路の一部使用制限などはありますが、是非応援をして上げてください。問題となった

石柱は大会終了後、程なく元の形に復元される予定です。 

 

②赤い羽根共同募金への取組みについて   

～ 今年も１０月末日まで、募金活動が行われます。各街区管理組合単位で募金箱などを設置して頂いてお

ります。東灘区では毎年募金額が減少傾向にあるとのことですが、自治会では「１世帯あたり１０円」

を目標としていますので、宜しくお願いいたします。 

 

 ③自治懇談会の結果報告について  （総務部） 

～・１０／５(月)に開催された自治懇談会は、住民側から昨年を上回る２１名の参加を得て１６項目に及ぶ

事項について東灘区長との懇談を行いました。この中で行政側から「まちの安全や住環境整備」に係る

事項について積極的な取組み姿勢が示されたことは喜ばしいことです。今後も、日常的な問題はタイム

リーに行政と対話を進めていきたいと考えています。 

 

 ④｢まちかどネット 全戸住民の声・調査｣に係る各街区でのご対応について   

～・六甲アイランドの街開きから今年で２７年目を迎え、今後も各世代・街区を超え、このまちに住むこと 

  にそれぞれが魅力を感じながら、お互いが笑顔であいさつを交わす、活気に溢れたまちであり続ける 

  ことが求められています。この観点から、自治会では「若者から団塊／シニアに至る各世代住民が共に 

永く共存する“まちづくりの目標”を考えること」を今年度の活動事項の一つとしています。 

  ・当自治会が積極的に参画する「まちかどネット」では、「よりよい六甲アイランドの姿」、「共に助け合う
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具体定内容」などについて、全戸住民の声をお聞きする調査を実施することになりました。この調査によ

って大勢の住民皆さんがどのように考えられているのかが判れば、大変貴重な判断材料となります。 

  ・調査票の各住戸への配布ならびに各街区での回収促進については、各街区管理組合単位で実施して頂く予

定ですが、今回の調査に対して、皆さんの積極的なご協力を是非ともお願いいたします。 

   なお調査の結果は、来年３月２６日午後にオルビスホールにて、「まちかどネット活動報告会」の中で全

住民に対して報告される予定です。 

 

⑤１０月度防災担当者会議の結果報告について   (生活安全部) 

～・１０/１７(土)に自治会加入街区以外の参加を含めた３３名が集まり、防災担当者会議を行いました。 

災害発生から数日後に、どのような方々がマンション内避難所に集まってこられる等を想定したワーク

ショップを実施し、今後、各街区のマニュアルをより深いレベルで整備していく予定です。 

・来月は、仙台から講師を招き「被災生活マンション」実例などを勉強した後、三木市にある県広域防災

センター施設の訪問を行う予定です。 

 

⑥路上喫煙マナー強化・ごみのポイ捨て防止活動について  （環境部） 

  ～・先月に続き、１１/２と１２/１の両日、六甲ライナー／北口・センター両駅駅前で防止キャンペーン活

動を行います。朝７時１５分から３０分間、路上で啓発活動を行った後、周辺の清掃活動も実施します。

地域ボランティアの方々の清掃に頼るだけでなく、自治会としても活動を開始しますので、ご参加を宜

しくお願いします。 

 

⑦秋のクリーン大作戦ほかの実施について  （環境部） 

  ～・１１/２９(日)は恒例の「秋のクリーン大作戦」があります。街区からご参加いただく方は、９時４５分 

にリバーモール中央ロータリーへ集合をお願いします。 

   ・また、１２/６(日)１７時３０分からは「街路灯点検」を行います。センター駅下の警察官立寄り所に、

１７時１５分までの集合となります。 

 

 ⑧文化フェスティバル 第二回サポート委員会の開催予定について  （事業部） 

  ～・今年の文化フェスティバルは、１１/１５(日)オルビスホールでの開催です。今年は、午前中は出演者の 

    リハーサルを行い午後からの上演を予定しており、開場時刻は１１時４０分・開演が１２時ですので、 

    ご注意ください。また、１１/８(日)１３時～１４時にサポート委員会を行い、プログラム進行・当日の 

運営役割分担などの最終確認を行います。   

 

 ⑨その他 

ⅰ）来年のマリンパークマラソンは、当方要望により「３/２０(日)開催」となりました。 

   

 

【作成日】平成２７年１０月２４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２７年９月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年９月２６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５２名、委任状９名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

①フッションマート横ロータリー南側歩道上の、撤去された石柱の復元について   

～・昨年１１月の六甲シティマラソン大会開催時、コース上の障害となることから撤去された石柱について

は、「元通りに復することを主催者である神戸市に求めること」を今年２月に役員会決定し、市当局に

「住民の意向として」これを伝えてきました。 

・今回の役員会では、毎年マラソン開催の都度、その前後に相当な重量物である石柱を取外し・また復元

させる方法について市当局が検討した案が報告され、今年のマラソン開催終了後に速やかな復元を実現

する予定でしたが、説明資料不足で十分な討議が出来ないとして、改めて来月の役員会に持ち越すこと

となりました。なお、本件は１０／５開催の「自治懇談会」の中でも市から説明が行われることになっ

ており、この懇談結果も含めて来月役員会で報告し討議する予定です。 

 

②夏祭りの収支決算(速報)と「反省アンケート」について  （事業部）    

～ 今年の夏祭りは、各街区のご協力の下、盛況かつ無事に終えることが出来ました。支えて頂いた皆さん

に厚く感謝いたします。 

・収支面でも、当初懸念された協賛金・模擬店売上について募金活動の積極的展開や出店料の新たな工夫

の他、大口の寄付などにより、予算を上回る結果となり、来年度への繰越も確保出来ました。 

 ・来年の開催の参考とするため、今年の夏祭りで良かった点／悪かった点（継続したい／改善したい）や

来年への要望などをご自由に記載して頂くアンケートを行っています。是非ご意見をお寄せください。 

 

 ③文化フェスティバル・サポート委員会の開催 (10/18, 11/8 午後１時間) について  （事業部） 

～・今年の文化フェスティバルは１１／１５(日)に開催予定です。これまでの二部制(午前・午後)から、午後

からの開演に変更するなど、新たな試みも検討中ですが、住民皆さんのご協力によって、より一層の「手

づくり」で実施したいと考えています。 

 ・各街区より１名程度、サポート委員を募集します。演出/進行、動員・整理などの役割を手伝ってくださ

る方を募集していますので、宜しくお願いします。 

 

 ④防災担当者会議 (9/19) の報告について  （生活安全部） 

～・シティヒル内の各街区では、海抜の高さや建物の堅牢さなどの関係から、大きな災害発生の際は「在宅
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での避難」を基本としていますが、今回は「学校等に避難にした場合の避難所運営」についてワーク

ショップ形式で討議しています。 

こうした模擬研修を踏まえ、今後、各街区の避難所開設マニュアルの内容を深めていく予定です。 

 

⑤ジュニア消防隊活動について   (生活安全部) 

～・今年の夏祭りでは「ジュニア消防隊・発隊式」をイベント広場で同時開催し、１７０名余りの来場者を

得ました。今後もこうした活動を継続し、地域の消防・防災意識の高揚や自治会活動への関心を深める

ことに繋げたいと考えています。現在、向洋中学校との連係を進めるべく、推進中です。 

 

⑥たばこポイ捨て・路上喫煙防止活動について  （環境部） 

  ～・今回、１０月～１２月の三ヵ月間、六甲ライナー／北口・センター両駅駅前で防止キャンペーン活動を

行います。朝７時・夕１８時からの３０分間、路上で防止啓発を実施します。(実施日 : 10/1, 11/2, 12/1 ) 

    また防止を促す掲示シートも市からの提供を受けて、適切な場所に設置していきます。 環境部員の他、

有志の方にも加わって頂き、展開を図ります。 

 

⑦「自治懇」意見・要望の集約結果について  （総務部） 

  ～・神戸市との「自治懇談会」が１０／５(月)１０時から、ふれあい会館で開催されますが、自治会が提出 

した意見・要望等が役員会に報告されました。今年も多数の項目となりましたが、重点を絞った懇談を 

行いたいと考えています。平日の開催ですが、各街区役員等、皆さんのご参加をお願いします。 

 

 ⑧その他 

  ⅰ）８月役員会に報告の、「神戸らしい眺望景観」ビューポイントサインの設置位置について、８月下旬に 

    市当局と共に現地立会した結果、「センター駅下・ローズガーデン北側のリバーモール傍に設置する」 

    ことを確認したことが、報告されました。 

  ⅱ）自治会も中心になり活動を展開している「まちかどネット」では、活動の３年目となる今年 11月頃に、 

六甲アイランド全住民(15歳以上)を対象とする「全戸意識調査」を実施する予定です。   

昨年、一部特定の街区住民を対象に実施した「まちの活性化に向けた意識調査」の続編で、「今後のま 

ち・地域と自分との関係に関する意識」をお尋ねし、その結果から得られる課題を解決して、今後も 

引続き「暮らしやすい六甲アイランドの実現」を目指すものです。 

調査実施に当たっては、各街区の協力を得て、より多くの世代・住民の声を集めたいと考えており、 

調査へのご協力をお願いします。 

  ⅲ）地域で子育てを応援する(Ex.幼稚園・保育所の迎えと預かり・学童保育終了後の預かり・保護者短時間

就労等での預かり等、有償)活動に、神戸市の「ファミリー・サポート」制度があります。この制度で

子育て応援の活動をされる方を対象とした養成講習会(3日間・12時間)が、向洋地域福祉センターで 10

月 22～24日に実施されます。なお受講申込は面談が必要となっています。(10/14,16が面談日) 

   

【作成日】平成２７年９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２７年８月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年８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（１００名） 出席者５５名、委任状１０名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告・討議事項 

①夏祭り関連について  （事業部） 

  ～・８月２３日午後から第三回説明会が行われますが、①夏祭り当日の進行スケジュール、②９/５夕刻か

らの反省会案内、③ラジオ体操（後期）の実施要領が報告されました。（資料は自治会ホームページに

掲載中です。）夏祭りは「小雨決行・雨天中止」ですが、ホームページでもお知らせを流す予定です。 

 

②街路灯の点検結果について  （環境部）  

～・７／２６実施した点検の結果を含め、島内街路灯全体の不具合状況が報告されました。１，４２６個

のうち１７３個（消灯球切れ 162,点滅減光 9,その他 2）が不具合で、リバーモール南側街灯やイース

ト側公園灯で多いとの結果でした。点検にご協力いただいた皆さんに感謝すると共に、引続き東部建

設事務所の補修管理状況をフォローしていきます。年内は「秋のクリーン大作戦（１１／２９）、街路

灯点検（１２／６）」を予定しています。引続きのご参加を宜しくお願いします。 

 

③街区訪問の実施について   (総務部) 

～・各街区の管理組合の皆さんと自治会執行役員の意見交換の機会として、今年も「街区訪問」を実施し

ます。来月以降順次、訪問する予定ですが、まだ具体的な訪問日程が未定の街区は、至急ご連絡をお

願いします。   

 

④「自治懇」での意見・要望等について  （総務部） 

   ～・神戸市(東灘区長出席)と住民自治組織が懇談する「自治懇」が１０／５(月)１０時より開催されます。 

     各街区役員の皆さんから提出された意見・要望等が各々報告されましたが、来月初めに執行部で取り 

     纏めた上で、区役所に提示することとしています。 

     「自治懇」は、我々にとって身近な問題について直接懇談する機会となりますので、是非多くの参加 

     をお願いします。 

     

 ⑤バラの剪定講習会開催(９／５ 午後２時、於・ローズガーデン)について  （副会長）   

   ～・ローズカーデンファミリーが主催して園芸専門家による講習会を行います。秋に咲かせるバラの剪定 

     と挿し木について、無料で学ぶことが出来ます。奮ってご参加ください！！ 
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 ⑥「神戸らしい眺望景観」ビューポイントサインの設置について   

   ～・神戸市では市内のすばらしい眺望景観５０ヶ所を選定しており、六甲アイランドでは①北公園と

②リバーモールが選ばれています。また市は５０ヶ所の中から順次「ビューポイントサイン」を

設置中で、今回「リバーモール」に設置する予定です。 

このサイン(標識)は高さ 170cm の縫い針形状のアルミ鋳物製で、設置場所には選定理由等のコメ

ントを記した銘板も付けられるとのこと。神戸市は住民と一緒に決めたいとのことで８／２６

(水)午後に現地立会いを行い、リバーモールでの具体的な設置位置を確認する予定です。 

 

⑦向洋東公園駐車場の暫定使用・災害備蓄について   

   ～・神戸市は、休止中の駐車場の一部を、神戸市の臨時書庫として暫定的に使用することを９月以降から 

     実施するとのことです。車両出口前に設置されたフェンスはジャバラ式のゲートに変わりますが、シ 

     ャッターなどは従来通りです。書類の搬入開始は９月上旬以降ですが、自治会からの要望に応えて、 

今回から災害用備蓄物資の保管も同時に開始することになりました。 

     

 ⑧第２回 KOBE ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸマラソン大会について    

   ～・今年３月に Fun Running なる大阪のマラソン愛好団体がシティヒルを周回するマラソン大会を行い、 

     役員会でも事前に十分な説明もなく開催されたことを問題視した経緯がありました。同じ団体から、 

     来年３／１３に同様の大会を開催したいとの説明を受けています。今年行われた大会運営を見た限り 

     では問題となる事態は生じていませんが、主催者側は今年の実績を踏まえて更に、コース警備などの 

     スタッフ補強する等、運営の改善を計画しており誠意が見られること、また島外から約６００名もの 

参加者が来られることは活性化にも繋がることから、基本的に開催されることに異論はないとの役員 

意見が大半を占めました。但し、開催予定の３／１３は全戸一斉防災訓練日に当たることから、開催 

日の変更を申入れることとしています。 

 

 ⑨六甲アイランド基金・設立２０周年記念シンポジウム開催について  

～・９／４(金)午後２時より P&G 本社１階オーディトリウムにて、記念シンポジウムが行われます。 

  六甲アイランドの島内の各団体は毎年同基金から助成を受けており、多数の参加が呼掛けられていま 

  ます。島内住民であれば参加自由ですので、是非ご参加ください。 

 

 

 

【作成日】平成２７年８月２２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２７年７月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年７月２５日（土）１０時～１１時１０分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９９名） 出席者５４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今年のラジオ体操の状況について  （会長より） 

  ～・今週２２日からラジオ体操（前期）がスタート、初日・２日目は生憎の雨天のため中止となりましたが、

３日目の２４日からは元気よく大勢の子ども達が集まってくれています。おおよそ昨年の倍以上の参加

者を数える盛況ぶりで、お世話をしてくれる各街区の皆さんも会場の準備・整理に汗を流されています。 

   今後、会場が手狭になった場合には、イベント広場等への変更も検討していく必要があります。   

 

②第１３回文化フェスティバルの参加者募集について  （事業部）  

～・１１／１５、オルビスホールで実施予定の文化フェスティバルでは出演者を募集しています。資格は

六甲アイランド在住者（含む、通学・通勤者）で、募集数は２０組程度です。 

募集の締切期限は９/１２と、少し先ですが、各街区に募集チラシを掲示して周知する予定です。 

 

③夏祭り関連のお知らせ・お願いについて   (事業部) 

～・夏祭りに関連する下記事項の報告があり、今年は新たに大道芸パフォーマンス(於、KFM会場)や消防

イベント(於、イベント広場)を行うことや留意点（Ex. 警備担当者の早期届出、ゲーム券申込み期限

厳守、弁当必要数の厳格化など）が注意喚起されました。 

８月に行う２回の説明会では、更に詳細の説明を行っていく予定ですので、宜しくお願いします。 

    ⅰ）会場レイアウト   ⅱ）街区担当者の人選・登録    ⅲ)子ども神輿に関すること 

    ⅳ）ゲームコーナー、ゲーム券申込み   ⅴ）夏祭り説明会の開催予定（8/2, 8/23）   

 

④消防イベント・サポーター募集のお願いについて  （生活安全部） 

   ～・今年初実施の、消防イベントについて、現在のところ８名程度のサポーターが不足しており、ご協 

     力してくださる方を募集しています。各街区でも夏祭り担当者の人選にご苦労されている中ですが、 

     何卒ご協力宜しくお願いします。 

     

 ⑤７月度防災担当者会議の結果報告について  （生活安全部）   

   ～・７／１８に自治会加入街区の他、戸建て街区、福祉関連施設その他から３９名が参加、防災担当者会 

議を開催。自治会と防災福祉コミュニティ双方の長を務める前野会長の挨拶の後、今年１年間の会議 
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予定の確認、各街区からの防災取組み状況の報告(マニュアル策定、要援護者対策、ボランティア構成、 

家具固定)などを行い、意見交換を行ったとのことです。 （次回は９月開催を予定。) 

・役員会出席の役員から、家具固定の推進に当たって実施された事例の紹介、J-ＣＯＭでの紹介ビデオ 

の活用など、前向きなご意見を頂きました。 

      

 ⑥自治会ホームページのデータ掲載について  （広報部） 

   ～・先月役員会での議論を受けて検討した結果、今月から役員会で報告された資料を議事録と併せ、

ホームページに掲載します。また夏祭り関連資料のＨＰ開示については、更に検討していきます。 

 

⑦街路灯点検の実施について  （環境部） 

   ～・７／２６、１９時３０分から約一時間の予定で行います。約４０名が参加予定で８ゾーンに分かれて 

     街路灯を一つずつ点検していきます。 

     

 ⑧その他 

   ～・第２６回六甲シティマラソン（１１/８開催）の参加募集用紙を各街区フロントに配布しましたので、 

      ご利用ください。毎年、六甲アイランド内の特設コース（１０km,５km,３km,１.5km）で親子ペア 

～一般成人の多様な年代層が楽しく駆け廻っておられます。 

・ⅰ）リバーモール・ライトアップ工事による路面の凹凸、ⅱ）太陽光時計の修理について【当日質問】     

路面凹凸については東部建設事務所を中心に申入れを行います。また、時計修理として今年度予算を 

計上していますが、積極的なメンテナンスは行わない方針であり、万一の故障対応として予算化して 

いるものです。 

    ・リバーモール・ライトアップは今秋完成の予定で工事進行中ですが、神戸市は１０/２４ハローウィン

の開催当日に「点灯式」を予定しているとのことです。 

    ・本日役員会で予定していた「地域温水の埋設配管補修工事に伴う交通規制（㈱ＯＧＣＴＳより報告）」

は、工事計画が遅れているとのことで、来月役員会での報告となりました。 

    ・６月に管理組合理事改選が行われた街区の役員交替により、新たに選出された街区役員の紹介を行い

ました（Ｗ５，Ｅ５，Ｅ７，Ｅ１０）。 新役員の皆さん、どうぞ宜しくお願いします。 

 

 

 

【作成日】平成２７年７月２５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２７年６月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年６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（９６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 

①六甲シティマラソン関連について    

  ～・今年で２６回目を数え、参加者３千人規模で１１／８（日）に開催予定です。昨年リバーモールがコー

スに設定されたことから神戸フッションマート前の石柱が撤去され、その後住民からその復元を求めた

経緯がありますが、先日、主催する神戸市から当該石柱復元時期に関する状況説明があったことが会長

より報告されました。出席役員から「復元がなし崩し的に推移しないように」と求める意見があり、引

続きフォローする予定です。   

 

②東灘警察署管内の犯罪状況について  

～・自動車や自転車の窃盗、空き巣などの「街頭犯罪・侵入犯罪」について、今年５月末までの実績が報

告されました。管内全体の総件数は４３７件（前年同期比２４件減）。うち六甲アイランドは１５件で、

このうち１２件が「自転車の窃盗」となっています。六甲アイランドは全体的に「安全なまち」です

が、地域で引続き注意を払って参りましょう！ 

 

③夏祭り関連のお知らせ・お願いについて   (事業部) 

～・８／２９開催の夏祭りに関連する下記事項の報告があり、街区の担当・お世話いただく方々の人選に

ついて、事業部からお願いしました。子供達が楽しみにしているイベント、また地域の皆さんが交流

する絶好の機会です。 ぜひ積極的なご参加をお願いします！ 

また、今年は地元飲食関係のお店がより出店しやすいよう、出店ブースの種類を増やす予定です。 

    ⅰ）ゲームコーナーの街区担当一覧       ⅱ）子供みこしパレードと製作について 

    ⅲ）夏祭り説明会の開催予定（7/12, 8/2, 8/23）  ⅳ）会場警備のご協力お願い 

 

④消防イベント開催について  （生活安全部） 

   ～・夏祭り当日の子供みこしパレード後～ゲームコーナー開始迄の時間帯に、消防署にご協力いただき、 

     防災の日（９月１日）に因んだイベントを計画中です。子供達とその親の世代が消防・防災に親しみ 

を感じて貰えるような企画ですが、詳細内容を詰めた上で改めて紹介、ご協力をお願いする予定です。 

    ・なお、消防署に火災や防災訓練等の支援を求めることは相談可能です。各街区で検討されては如何で

しょうか。 
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 ⑤夏休み子供ラジオ体操について  （事業部）   

   ～・７，８月下旬に行う子供ラジオ体操の、街区別の担当日程と事前説明会（７／１９、１０～１２時） 

     開催の案内がありました。早朝６時台ですが、爽やかな一日の始まりに参加してみませんか？  

 

 ⑥街路灯点検の実施について  （環境部） 

   ～・夏祭り前に防犯活動の一環で「街路灯点検」を行います。７／２６（日）１９時３０分から約一時間、 

     協力し合って進める予定です。集合は１９時１５分、センター駅下の警察官立寄り所です。 

     作業終了後には簡単な親睦会もあります。ぜひご参加ください。 

 

 ⑦バラ祭りアンケート結果報告について 

   ～・来場された方を対象にしたアンケートについて、第一回(2012 年)と今回を比較・整理しました。 

     今年は、新聞報道や知人の口コミによる島外者来場が増え、２０歳・６０歳代超の年齢層の増加が 

     顕著です。また参加者の満足度も高く、継続的開催を期待する声も多くありました。 

来年は、５／１４（土）～２９（日）の開催を予定しています。 

 

 ⑧その他 

   ～・「将来のまちの姿」検討に関する役員参加の意向打診について  （総務部より）   

・自治会ＨＰの活用促進に関する広報部の取組みについて  （広報部より） 

    ・街区訪問の実施とそのフィードバックについて  （Ｅ６街区役員より） 

 

 

【作成日】平成２７年６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２７年５月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年５月２３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５７名、委任状５名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 報告事項 

○神戸市長との座談とその後の動きについて    

  ～・会長より、４月２５日ウェルカム・フェスティバルに来られた久元市長との座談の概要について報告

されました。「予て自治懇談会の場でも要請していた、①六甲大橋出入口付近の自転車通行・進入左折

車両との接触危険性、②シティヒル内居住地域へのコンテナ車両の走行禁止を再度指摘するとともに、

③現在遊休中の施設を地域・住民の交流の場など公共的な活用を図ることを提案した。今後の協議も必

要に応じ、適宜役員会でも報告する。」とのことです。 

なお当日、市長らは上記の指摘・提案に関連した現場他を視察されたとのことでした。 

  ・この座談会の後５月に入ってから、上記①・②について神戸市・警察連名で「横断禁止」「進入禁止」

の注意喚起看板を設置する措置が講じられています。(参考資料配布) 

 

○地区防災計画「モデル地区」への応募について   （生活安全部部） 

～・国(内閣府)が「地区防災計画」普及の一環で、地区防災計画の作成・防災訓練等を行う「モデル地区」

を選定・支援する事業があり、これに六甲アイランドが応募することを検討したが、応募締切までに

時間的余裕がないこと等から、今年は見送ったことが報告されました。 

 

○関連主要行事大日程と夏祭りの準備・運営体制について   (事業部) 

～・夏祭り、ラジオ体操、文化フェスティバルの３行事について、６～１１月の説明会・サポート委員会

の予定が資料により説明されました。これを基に各街区での準備を宜しくお願いします。 

 ・また同時に夏祭り(８月２９日開催)当日の進行スケジュール・運営内容・説明会開催予定・各街区の準

備事項なども説明されました。子ども神輿の製作を皮切りに、各街区での動員準備を宜しくお願いし

ます。 

 

○春のクリーン大作戦・その他について  （環境部） 

   ～・５月３１日に「春のクリーン大作戦」が開催されます。各街区の応援ボランティア等、準備も順調に 

進んでいます。 

    ・４月、主にウェストリバーモール・街路の路面敷石点検を実施しました。市職員を含め１１名が参加、 

     不具合箇所３４ヶ所を確認、今後順次補修の予定です。尚、補修箇所の写真公開を今後検討します。 
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 ○第４回バラ祭り（５／１６～３１）の報告について    

   ～・５月１６日オープニング・セレモニーには、神戸市岡口副市長以下、多数の来賓を含め、約３００名 

が来場、盛大に行われました。５月２１日付神戸新聞にも紹介記事が掲載され、島外からの来場も多 

数ありました。なお、今回の国土交通大臣賞受賞を記念した記念プレートも設置されました。 

 

 ○その他の報告   

   ～・Ｅ６街区役員から、４／２４発生の小火について報告されました。調理時の出火から感知器の誤作動 

が原因で多数の消防車の出動があったとのことです。消防署からの留意点として「消火栓付近の駐車 

禁止」、「火災発生時、外出する際の施錠必須」等とのことでした。 

・W４街区役員の山本氏が委員長を務められる「向洋ふれあいのまちづくり協議会」についての紹介が 

     ありました。地域福祉・子供見守り、高齢者の仲間作りなどを推進されています。詳しい内容は同会 

     で発行された「向洋ふれまち第１３号」を御覧ください。(ふれあい会館にも備置あり。) 

 

■ 討議事項   

○第２３期総代会「議案審議に関する質問・意見書」についての回答内容の討議 

   ～・事前および役員会当日までに、質問・意見書の提出が無かったため、討議に至らなかった。このため、 

今後提出があった場合の取扱いは執行役会議に一任となった。 

     

 ○第２３期総代会の議長・書記の選出 

   ～・議長としてＷ２０街区役員の熊谷氏を選出しました。また、書記は自薦・他薦とも候補がありません 

でした。執行役会議で決定する予定です。 

 

【作成日】平成２７年５月２３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２７年３月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年３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（８９名） 出席者５３名、委任状７名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別報告 

  リバーモール自動二輪車乗入規制措置について 東部建設事務所の馬場様より報告。 

  警察からは乗入禁止措置はできないという立場上、道路管理者である神戸市として乗入禁止の標識を 3月末

までに２１箇所設置することで対応する。３月１７日に道路から自転車歩行者専用道路として告知し、18日

より施行されます。またバイク乗入禁止の看板を 5月中までに１５箇所増設の予定です。 

  但し警察からの取締りはできず、罰則は特に科せないが、常習的悪質な乗入については東部建設事務所に連

絡すれば警察からの指導としての対応は可能。 

■ 報告事項 

 ○自治懇で E5からの要請があったアイランド北口東側のテニスコート横の公園の照度不足について 

２灯式の街路灯を移設することで対応し移設元には１灯式の街路灯を新設するとの方針が神戸市より出さ

れた。 

  ⇒六甲アイランドの街路灯は全て２灯式であり、１灯式を増設することは景観にそぐわず、照度としての効

果も見込めず不要との意見が出ましたので、神戸市と協議することにします。 

 ○新役員の紹介があり、E3とW20の新役員が承認されました。 

 ○みなと総局計画課より六甲アイランド活性化についての事業概要と予算額について 

  人口増加の取組みとして住宅等の立地促進に７百万、まちの魅力を高める取組みに６千万（リバーモールの

ライトアップ）、活性化検討調査に１５百万、総額８２百万の予算を申請している。 

 ○国勢調査員募集について、六甲アイランド島内で９０名を募集しています。４月度役員会で区役所総務課よ

り説明があります。 

 ○まちかどネット報告会が３月２９日（日）にバンケットホールで、防災および活性化等についてのアンケー

ト結果等の報告が行われます。 

 ○チューリップ祭りは本日より開始しております。自治会も一緒に活動しておりますのでご協力をお願いしま

す。 

 ○フェニックスセンターの新聞発表より 

高島市の産業廃棄物の受入拒否を第三者委員会により改善されたという判断により 3 月 30 日付で解除する

旨の発表がありました。 

 ○マリンパークマラソンについて 

3月１５日に実施された。特にトラブルもなく終了した。 
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  ⇒実態は主催者によるスタート時間の変更が突然ホームページ上だけで発表されたりしており、誠実な団体

としては認められない。シティヒルは遊歩道でありマラソンにはそぐわず、今後事故等が起こる前に自治会

としては主催者及びみなと総局に対して次回からは禁止するとの申し入れるべきとの意見がありました。 

   ⇒自治会でも震災メモリアルウォーク＆ラン等でシティヒルでのランニングを主催し認めていることも

あり、六アイ内で開催されるマラソン大会等の整理を行い慎重に検討します。  

  ○シティーヒルウォークについて、明日雨の予報でもあり中止するかは９時時点で判断し、中止の場合    

   は各街区の理事長に連絡し、受付近辺に中止の貼紙を貼ることとします。 

  ○生活安全部より防災訓練の結果報告 

   ３/１５、全戸一斉防災訓練での安否確認の報告、新たにW3が参加されました。昨年度より参加者が増え

年々増加傾向にあります。又東灘区役所総務課より配布されている島内小学校、中学、高校の防災備品の

配布数量状況について報告されました。 

  ○バラ祭り開催について 

   第 4 回バラ祭りを５/１６～３１で開催。オープニングセレモニーを１６日に開催。正式名称は RIC ロー

ズガーデンとします。国土交通大臣賞受賞や神戸市の花の名所の認定等のもあり記念プレートをみなと総

局に作成していただけることになりました。 

記念としてポストカードや横断幕を作成します。今年は広告宣伝を自治会が担当し、島外・他府県からも

来場を見込んで 300名を想定します。予算は従来 30万程度でしたが今年は 40万を見込んでいます。 

   ⇒今後の広告宣伝費用負担や継続開催をするのであれば、ワインについては有料でもよいのではないかと

の意見がありました。又バラ園だけでなく周辺施設も観ていただけるようなイベントの工夫が必要では。

例えば美術館の割引券を配布してはどうかの意見があり、その方向で実施するとします。 

  ○総代会までのスケジュール等の確認について 

   3 月の役員会で来期の会長、執行役員、会計、監事の承認が必要。来月の役員会で総代募集のポスター等

を配布します。 

■ 討議事項 

○２４期会長互選 

   前野会長の続投について、他に立候補者・推薦者もなく満場一致で承認されました。 

○執行役員互選 

副会長、総務部・広報部の部長副部長は現状通り。会計は吉田昌代さん。青年部を休部とし、生活安全部

副部長に久保俊祐青年部長が兼任で就任。環境部副部長に世羅正行さん、事業部副部長に桜井弘美さんが

新たに就任することが満場一致で承認されました。 

○23期活動報告及び各専門部活動方針案について 

第２３期総代会議案書（案）に基づき会長より事業報告と各専門部より来季活動方針が報告されました。 

内容についての意見等があれば 4月の第 2週の土日までに総務部宛に連絡下さい。 

   来月の役員会では決算、予算案についても承認いただく予定です。 

⇒22期の方針と計画が資料としてあれば、新任役員が理解しやすいのではとの意見がありました。 

   次回役員会には何等か形で用意。 

【作成日】平成２７年３月２８日（土） 【作成者】松本 啓二  【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２７年４月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年４月２５日（土）１０時～１１時３５分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９４名） 出席者４６名、委任状７名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別報告 

 平成２７年度国勢調査について  東灘区役所総務課・木村／今西様より説明。 

  ５年毎の調査が今年１０月１日を調査期日として実施されます。区役所から、自治会構成１７街区管理組合

に対して「調査員の募集」が行われるため、その説明がありました。今回からはインターネット回答も導入

されます。今後、各街区は自街区の調査を行う調査員を各々選抜し、６月１日までに区役所に提出する必要

があります。なお「調査員募集のチラシ」が区役所から、ふれあい会館に送付されますので、到着あり次第

ご連絡します。 

 

■ 報告事項 

○春のクリーン大作戦について    （環境部） 

～・５月３１日（日）１０時より実施します。（集合は９時４０分、ロータリー中央部。） 

  街区から、ゴミステーション設営などに２名／各街区の応援をお願いします。 

    ・また７月２６日（日）１９時頃から、街路灯点検も予定しています。ご協力お願いします。 

 

○フォトコンテスト入選作品表彰について   (広報部) 

～・３月下旬に選考の上、３／２９に表彰式を行いました。自治会ＨＰにもそれら作品を掲載しています。

撮影者コメントも付けて掲示していますので、是非ご覧ください。 

 

○２０１４年・夏祭りアンケート結果報告について  （事業部） 

   ～・昨年の夏祭り終了後に行ったアンケートの集約結果について、全３３件のご意見等を「ＫＦＭ屋内会 

場の併設」「屋内会場の今後改善点」「リバーモール屋外会場」「警備・清掃」に分類して、その内容 

が紹介されました。今年の実施に当たり、これらを参考にしてまいります。 

 

 ○第４回バラ祭り（５／１６～３１）の開催について    

   ～・５月１６日（土）１３時～のオープニングを皮切りに３１日（日）までの開催です。今年は国土交通 

大臣賞受賞を記念したセレモニーもあります。期間中、ローズガーデンで「ローズカフェ」「ローズ 

ティ無料サービス」も行われます。素晴らしい写真のチラシも手に取ってお楽しみください。 
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 ○その他の報告   

   ～・会長より、４／２５－２６広島で「全国花のまちづくり広島大会」が開催され、實光副会長他が事例 

発表を行うため、本日役員会に欠席との報告があった。 

・また、「４／２５六甲アイランド ウェルカム・フェスティバルでの挨拶」のため来街される市長が 

     自治会及び地域振興会との座談を行いたいとのことで、会長以下、副会長、総務部長が出席するとの 

報告があり、会長より座談の場では「平成２６年度まちかどネット活動報告書に基き、意見を述べる」 

とのコメントがあり、総務部長より当該「活動報告書」の骨子説明があった。 

    ・また、まちかどネット平成２６年度活動として行ったお店調査の際、店舗側から「街区へのクーポン 

     券等のポスティングに当たり、街区によっては拒否される場合がある。善処して頂けないか？」との 

     要請があったので各街区でもご配慮をお願いしたい旨、総務部長より発言があった。 

 

■ 討議事項   

○『第２３期総代会議案書』の審議・承認に関する件 

   ～・議案書（案）に基き各執行役員より決算・予算案の他、事業報告ならびに来期事業計画を報告した後、 

煙草のマナー、時計修理予算の考え方，予算・決算乖離項目などについて意見・質疑がありましたが、

原案は承認されました。 

なお各街区に、「総代会開催案内・総代応募ポスター」「総代応募者名簿」を配布しました。 

５月９日（土）１時～は、「議案書」「総代会出欠･委任状」「意見・質問書」を配布しますので、必ず 

受取りに、ふれあい会館へお越し下さい。 

 

 

【作成日】平成２７年４月２５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２７年２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年２月２８日（土）１０時～１１時２５分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９２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。 

 

■ 討議事項 

○ファッションマート横ロータリー南側歩道上の石柱２本の撤去状態に関する件 

    ～ 昨年１１月開催の六甲シティマラソン大会で、コース上の障害となるため撤去された標記箇所にあ

った石柱が復元されない状態になっている件について、これまでの神戸市担当部署との折衝経緯等

が報告された後、今後の対応についての討議を行いました。 

      ①石柱はアイランドセンター中央を囲むような形で東西南北４箇所に２本ずつ設置されており歩

道を通行する自転車の速度を抑制する安全確保と街並み景観の保全の観点から、元通りに復旧を求

めるべき、②道路管理の立場から見れば、障がい者に配慮したバリアフリーの観点で恒久的に撤去

する考え方もある、③現場を良く見た上で石柱の必要性を判断すべき、といった様々な意見が出ま

した。そして討議の結果、当初撤去した際に「復元する」ことが前提であったので、住民としては

この基本に立ち返り「元通りに復すること」を神戸市当局に求めることとなりました。 

 

■ 報告事項 

○シティヒルを使用するマラソン大会に関する件  

～ Fun Runningなる大阪のマラソン愛好団体から、３月１５日（日）にシティヒルを周回するマラソ

ン大会を開催するとの通知がありました。当該団体は神戸市担当部局に申請、受理された上で開催

するとのことで、ハーフ・10Km・5Kmで約３６０名のエントリーがある模様。自治会としては事

後的な連絡・通知であり催行面の意見を伝える機会もなく、誠に遺憾な事と捉えています。主催側

に対しては、「安全」「環境美化」などの観点から種々申入れを行っています。引続き当日の北口駅

周辺通行の安全確保や各街区への注意掲示などを求めると共に、神戸市に対しても事前の情報伝達

方法などの改善を求めたいと考えています。 

 

○２／２１防災セミナーの結果報告と３／１５全戸一斉防災訓練について  (生活安全部) 

～ セミナー当日の来場者数は２３０名でした。そのうち１５４名からアンケートを回収しましたが、

約９７％の方々から満足したとの感想がありました。今回のセミナーでの講演やパネルディスカッ

ションを通じ、改めて地域コミュニティの大切さを認識できたと思われます。来月実施の一斉防災

訓練においても各街区内および自治会との連携した関係を深化させて参りましょう。 
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○３／２９シティヒルウォークの開催とボランティア募集について   （事業部） 

    ～ 当日午前１０時からイベント広場を発着点として、恒例のシティヒルウォークを開催します。当日

イベント広場ではチューリップ祭りも開催されていますので、併せてお楽しみ下さい。３月中旬に

開催案内チラシを全戸配布する予定です。事業部では、参加受付や交差点警備などの運営にご協力

いただけるボランティアを募集中です。（ご協力いただける方は、３／１５までにふれあい会館宛

にご連絡をお願いいたします！！） 

 

 ○フォトコンテスト応募作品の審査について   （広報部） 

    ～ 今年度は、３５名の方から７５作品の応募となりました。(昨年度は２１名・５３作品の応募。) 

役員会終了後に役員全員で作品の選考を実施しました。この結果は３／２９午後から実施する表彰

式で発表する予定です。 

 

 ○街路灯等に関する連絡事項について   （環境部） 

    ～ 東部建設事務所から以下の連絡がありました。 

①シティヒル西側・通称ハワイ公園の公園灯が、高所作業車両の操作ミスで傾くという事故が発生。

幸い人的被害は無く、３月中に高所作業に当たった業者の責任において修理されるとのことです。 

      ②昨年の自治懇談会で要請していた、テニスコート周辺の照明改善は、３月中に街路灯１基増設を

行うとのこと。 

    ～ 永らく環境部副部長として街路灯点検やシティヒル環境整備、まちの舗道面凹凸調査などでご尽力

いただいたＥ３街区の西森さんが辞任されました。今後はＥ３街区代表として引続き自治会活動に

参加されるとのことです。 

 

 ○総代会に向けたスケジュールについて   （総務部） 

    ～ 先月に続き６月の総代会に向けたスケジュールを報告し、役員全員で確認しました。 

      来月役員会では、①会長の互選と次期執行部体制案の承認、②当期事業報告書案・来期活動計画案

の討議などを行う予定ですが、これを受けて前野会長から「次期の会長職を継続して担いたい」と

の意向表明がありました。 

 

 ○その他の報告事項 

    ～ ①「防犯カメラ等運用基準」の制定…警察官立寄り所とふれあい会館北側の２ヶ所に設置した防犯

カメラとその映像データの取扱いを定めたもので、情報の機密保存の観点から管理体制を整備して

います。特段の必要性がない限り、みだりに収録されたデータは閲覧できないようになっています。 

      ②まちかどネット活動報告会の開催予定…３／２９（日）１４時～１６時、バンケットホールにて

今年度の活動報告会が開催されます。防災と活性化（住民意識調査、お店調査など）について報告

される予定です。全戸配布でのご案内も行われますが、是非ご来場ください。 

 

【作成日】平成２７年２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２７年１月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２７年１月２４日（土）１０時～１１時４５分 

■ 開催場所  RICふれあい会館 

■ 役員総数（９６名） 出席者５４名、委任状０名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

■ 報告事項 

○震災メモリアルウォーク&ラン（１／１８）の結果報告について 

    ～ 毎年実施の地域イベントですが、今年は震災２０年目の節目であり、地元消防団員による放水訓練

披露や震災当時の写真パネル展示なども行われました。 

約４００名の方々が、様々なイベントに家族とご一緒に参加されました。 

 

○年末自衛警戒（１２／２６～２８）の実施結果について  

～ 最終日２８日（日）は雨天中止でしたが、初日は３３名、二日目は３１名の参加がありました。 

  女性の方や子供達も参加し、皆で夜のまちを見廻り・声掛けを行いました。お疲れ様でした。 

 

○トーラク㈱の地震訓練実施について 

    ～ シティヒル周辺企業のトーラク㈱では、２／１(日)に地震訓練を実施されます。この際に緊急速報

システムに関係するサイレン音が近隣街区(W20,W21,W5など)に及ぶため、別途案内をされるとの

こと。対象の街区では、街区内の周知など、ご留意下さい。 

 

○六甲大橋・道路舗装工事について 

    ～ １／２９（木）～２／２１（土）、神戸市による舗装関連工事が実施されます。作業時間は９時～

１７時ですが、一部夜間（２１時～５時）の工事もあります。期間中の走行にはご注意下さい。 

 

○日本選手権競歩大会開催に伴う交通規制について 

    ～ ２／１５（日）８～１３時、日本陸上選手権競歩大会が開催されるのに伴い、マリンパーク駅南側

の４車線道路の交通が規制されます。コース付近の駐車禁止措置もあります。当日はご留意下さい。 

 

○防災セミナーの開催について   （生活安全部） 

    ～ ２／２１（土）オルビスホールにて「南海トラフ巨大地震にどう備えるか PART２」と題するセミ

ナーを、六甲アイランドまちかどネット・自治会・地域振興会の三者主催で開催します。地域防災

計画で高名な室崎益輝神大名誉教授の基調講演、尼崎市道意町・宝塚市中山台・六甲アイランドか

ら取組事例発表の後、パネルディスカッションが行われます。島外から多くの参加者も予想されま

すが、是非この機会を逃さずお聞き下さい。今月末に案内チラシを全戸配布する予定です。 
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○３／１５自治会防災訓練について   （生活安全部） 

    ～ 今回、新たな試みとして「災害時要援護者を考慮したマンション内避難所の開設」や「救援物資の

受取り訓練」を実施する他、六甲アイランド病院と連携した「ケガ人搬送訓練」（近隣の E6・E7

両街区から病院へ）も実施予定で、月例の防災担当者会議の中で内容を確認・推進中です。 

 

 ○六甲アイランドだより第６６号の発行について   （広報部） 

    ～ １／１５付発行で、全戸配布しました。自治会会長挨拶に加え、年間行事予定やあいさつ運動奨励

などを掲載しています。手にとってご一読下さい。 

 

 ○フォトコンテスト募集について   （広報部） 

    ～ １月末日が締切ですが、現在のところ約２０名の方から作品数３０点余り、前年並みの応募があり

ます。２月に役員全員で選考を行い、３月末に表彰式を行う予定です。 

 

○街路灯点検の修理依頼について   （環境部） 

    ～ １２／７実施の街路灯関係は、昨年末までに補修を終えました。また１２月中旬実施の公園街路樹

関係は、１／１６に東部建設事務所に点検結果を説明し、補修要請を行っています。 

 

 ○総代会に向けたスケジュール案について   （総務部） 

    ～ ６月開催の総代会に向けた準備が始まりますので、今後のスケジュールを報告しました。 

      ４月度役員会迄に議案内容を審議・決定した後、各街区では総代・役員の選出を確定して戴きます。

その後、配布された議案書に基き、総代会への質問・意見書をご提出戴き、役員会ではそれに対す

る回答内容を確認し、総代会に臨むことになります。 

次月以降も継続して役員会で日程確認を進めますので、ご協力を宜しくお願いします。 

 

 

■ 討議事項 

○「災害時対策準備金 規約」制定の件    

    ～ 昨年６月の総代会承認事項である「災害時対策準備金」の運用ルールを取り決めた規約案について、

審議を行いました。大規模な災害の発生時に自治会災害対策本部を設置した場合、各街区との各種

情報のやり取り、600トン給水所設営、行政との連絡対応など、共助・公助の活動を進めることに

なります。こうした対策本部活動に必要な機材・備品やボランティア用食料等の出費に備えるもの

が、この準備金の趣旨です。出席役員から活発な質疑応答・討議が行われ、一部字句の修正はあり

ましたが、原案承認されました。 

 

 ○生活安全部の体制強化について 

    ～ 予てより生活安全部の強化が課題でしたが、会長から「現事業部副部長・酒井匠氏が生活安全部の

副部長として部運営に参加されること」が報告され、拍手を以て了承されました。 
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■ その他報告など 

○防犯カメラの設置について 

   ～ 神戸市からの補助により、センター駅下の警察官立寄所に２台、ふれあい会館裏側に１台のカメラ

設置が完了しました。警察からの申し出があった場合にのみ、撮影画像の提供が行われます。 

 

○全国はなのまちづくりコンクール受賞に伴う事例発表会への参画について 

   ～ 国土大臣賞を受賞したことから、これに関連した事例発表の要請が相次いでいます。今後３ヶ所

（2/15大阪花博記念ホール.2/23大阪合同庁舎,4/25広島国際会議場）で報告を行うとともに、六甲

アイランドの住民地域活動を PRしていきます。 

 

 ○その他 

           ①あいさつ運動の奨励・推進に関する件        (内容略) 

      ②行事・イベント関係報告時の参考データに関する件  (内容略) 

      について、意見交換を行いました。 

 

 

【作成日】平成２７年１月２４日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 


