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六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２６年１２月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２６年１２月２０日（土）１０時～１１時４０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（９１名） 出席者４７名、委任状１５名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別報告事項 

 ○シティヒル東緑地・桜並木点検結果報告 （神戸市建設局東部建設事務所公園緑地担当・吉田課長殿） 

    ～ シティヒル東緑地にある約百本のオオシマザクラ並木は、その生育不良が近年顕著になっており、

自治会では環境部が中心となって管理担当部局である東部建設事務所と協議を進めています。 

今回、神戸市が実施した樹木医等による樹木外観・土壌などの調査結果と今後の取組みについて、

吉田課長よりご説明いただきました。そのポイントは次の通りです。 

      ①桜の樹勢はその殆んどが「異状・劣悪・枯死」の状態で、原因は「深植え」、「植栽直後の水かけ

養生の不足」、「固まり易く保水性が少ない真砂土の使用」による根系の発達阻害と考えられる。

この為、全体の 3/4 程度を新たに『植替え』する必要がある。 

      ③樹木医からの調査診断結果を受け、神戸市としては今年度末までに「改善実施計画」(Ex.土壌改

良方法の選択、植栽のエリア・間隔・品種、県民まちなみ緑化事業の活用等)を立案し、来年度か

ら複数年かけて工事を進めたい、との取組みが説明されました。 

      一方、出席役員からは、植替え苗木の寄付や今後の維持管理の在り方などについての意見があり、

住民自らが周辺の環境を守るとの視点から、今後自治会でも検討を進めていくこととなりました。 

 

 ○神戸市「シェイクアウト訓練」の実施等について  (東灘消防署六甲アイランド・那須係長殿) 

    ～ ①シェイクアウト訓練とは地震発生時の避難行動を訓練するにより災害被害を防止するもので、米

国で始まり日本では既に４００万人以上が参加しています。神戸市は震災後２０年を契機に、来

たる１/１５(木)１０時から市内各地で一斉訓練を行う予定です。 

六甲アイランドでも 1 月１８日開催「震災メモリアルウォーク&ラン」で訓練実施を予定してい

ます。 

      ②超高層マンション用防火施設の点検・確認として、W３・E３両街区に対し、神戸市作成の「超

高層用防火施設」に関するパンフレットが配布されました。該当施設の点検確認や訓練に利用し

て欲しいとのことです。 

 

■ 報告事項 

 ○震災メモリアルウォーク&ラン(１月１８日)について 

    ～ この行事は地域振興会の主催で２０１０年から始まりましたが、阪神淡路大震災から２０年という
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節目を迎え、今年は新たな企画を多く加え実施されます。 

当日９時３０分からイベント広場で、参加受付があります。是非ご参加ください。 

 

○年末自衛警戒の実施ついて  

～ １２月２６日（金）～２８日（日）の３日間、１８時から約１時間の予定で実施します。 

  （なお、初日は東灘防犯協会会長の慰労巡回のため、１０分早めの集合です。） 

各管理組合からの応援（２名／日）について未回答の街区がありますので、至急ご連絡ください。 

 

 ○街路灯点検(１２月 7 日実施)の結果報告について  （環境部） 

    ～ 当日は４８名（向洋・六甲アイランドの両青少協１２名、自治会３６名）が参加し、約９２０ヶ所

の街路灯を全数点検しました。約９０か所の不具合箇所が発見され、12/12 東部建設事務所街路灯

担当に点検結果を説明し年末までの補修完了を要請しました。なお、リバモール南ゾーンでの補修

困難な照明機器に関し、その解決手段が見つかり今年度内に対応処理を終えるとのことです。 

ご協力いただきました多くの皆さん、ご協力有難うございました。 

 

○夏祭り特別会計（案）報告について  （事業部） 

～ 収入 7,827 千円、支出 7,746 千円で、次年度への繰越 81 千円となりました。昨年度が天候不良で中止とな

った影響を様々に受けた今年度でしたが、ＫＦＭ屋内会場の利用などの新たな試みも行いました。

出席役員から、今後も六甲アイランド住民手作りのイベントとして続けるべしと、次年度への期待

の声がありました。 

 

 ○六甲アイランドだより・第６６号の発行予定について  （広報部） 

  ～ 会長挨拶、街区紹介（Ｗ５）、年間行事予定、あいさつ運動などを記事内容として、新年号発行の

予定です。 

 

○３／１５自治会防災訓練（案）について  （環境部） 

    ～ ５回目となる一斉防災訓練の予定が報告されました。各街区では、災害対策本部設置と住民安否の

確認など従来からの訓練項目に加えて、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新たな項目として実施する予定です。 

 

○来年度行事予定等について  （総務部） 

    ～ ①来年１月から平成２８年３月までの、総代会・役員会や各行事の予定をお知らせしました。 

       各街区での今後の予定を計画されるに当たり、ご利用ください。 

      ②各街区駐輪場における自転車利用台数について、各街区からの情報提供で得られた結果が報告さ

れました。１５街区合計で 6,303 台（対象 6,034 戸数）でした。 

       

【作成日】平成２６年１２月２０日（土） 【作成者】柏井 敏介 【議事録署名人】前野 正美 



1

六甲アイランド CITY 自治会

『平成２６年１１月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成２６年１１月２２日（土）１０時～１１時１０分

■ 開催場所 RIC ふれあい会館

■ 役員総数（８６名） 出席者４８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

○赤い羽根募金の集計結果について （副会長）

～ 各街区からの募金に、ふれあい会館，ＲＩＣライブラリーでの募金を加えた金額は約 70 千円と、

ほぼ前年度並みとなりました。街区毎の過去実績額（４年間）も報告されましたが、次回も引続き

ご協力をお願いします。

○年末自衛警戒の実施ついて （副会長）

～ 今年も１２月２６日（金）～２８日（日）の３日間、１８時から約１時間の予定で実施します。

（なお、初日は東灘防犯協会会長の慰労巡回のため、１０分早めの集合です。）

各管理組合から２名／日の応援をお願いしています。宜しくお願いします。

○第１２回 文化フェスティバル実施報告について （事業部）

～ １１月１６日(日)、オルビスホールで実施、延べ５６９名の来場がありました。また、多くのボラ

ンティアの方々に運営スタッフとしてご参加いただきました。大変有難うございました。

○秋のクリーン大作戦（１１月３０日）の実施について （環境部）

～ 東灘区一斉清掃の日に合せて「クリーン大作戦」を実施します。ご参加協力の方を１１／２５締切

で募集しています。また、ゴミの集積場所をＷ７・Ｅ７の両街区管理組合殿に毎回ご提供いただい

ています。（なお、市当局との打合せにより、両場所に収集されたゴミは「燃えるゴミは当日回収、

燃えないゴミは翌日回収」となりました。）

○街路灯点検（１２月７日）の実施について （環境部）

～ 近くご参加の募集案内を行いますが、今回より一部担当区分けの変更も行い、効率的な点検を進め

る予定です。

○六甲アイランドだより・第６５号の発行について （広報部）

～ １１月２２日発行号を各街区に配布しました。ローズガーデンの全国まちづくりコンクール大賞受

賞、ダイオキシン問題の続報などをお知らせしています。
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○フォトコンテスト作品募集について （広報部）

～ 恒例のフォトコンテスト募集を実施します。応募チラシを各戸配布する予定で、応募締切は１月末

日です。六甲アイランドに関する写真であればフリーですので、どしどし応募ください。

○11/15 防災担当者会議の報告について （生活安全部）

～ 各街区より３０名の方々が参加して実施。東灘区役所総務課より「東灘区の災害避難と避難所開設」

と題する講話の後、マンション内避難所設営について、グループ討議を行いました。想定される問

題から今後の対応について意見を出し合いました。次回は１２月２０日１３時～、の予定です。

○自治会災害対策本部の設置基準（案）について （副会長）

～ 地震等など災害発生時に、自治会・対策本部の設置に関する基準案が報告されました。

①震度５強で、地震発生後約６時間以降と想定される津波警報解除後にふれあい会館内に対策本部

を設置すること ②震度５弱で、ふれあい会館での待機体制を取ること 等、基本的な考え方が示

されました。今後、これをベースとして更に具体的な行動マニュアル作成などの肉付けを行うこと

になります。なお、参加者からは震災時のまちの中心的活動主体に関する質疑もありました。

○その他

～ ①六甲シティマラソン大会（11/9 開催）の運営に関する件 （内容略）

②六甲アイランドビル東北部階段の照明時間に関する件 （ 〃 ）

③生活安全部の執行体制強化に関する件 （ 〃 ）

④Ｅ４街区ゴミ収集に係る神戸市環境局表彰に関する件 （ 〃 ）

について、意見交換を行いました。

【作成日】平成２６年１１月２２日（土） 【作成者】柏井 敏介 【議事録署名人】前野 正美



1 

 

六甲アイランド CITY 自治会 

 

『平成２６年１０月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時  平成２６年１０月２５日（土）１０時～１１時４５分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（８６名） 出席者４６名、委任状６名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別議題 ダイオキシン濃度測定結果ダイオキシン濃度測定結果ダイオキシン濃度測定結果ダイオキシン濃度測定結果のののの報告報告報告報告 

  ・大阪湾フェニックスセンター３名、神戸市（環境局、区役所）２名が来訪され、①六甲アイランドシテイ

内の土壌・水質・底質・大気のダイオキシン濃度測定結果と、②センター側の再発防止取組み状況が報告

されました。 

  ・８-９月に実施されたシティ内での測定結果は、いずれも環境基準値以下であり、市内他地域での調査結果

に比べても低く、神戸沖からの影響は出ていないと判断される内容でした。またセンターでは、「検査回

数の複数化」「受入検査の強化」の他、「所管行政庁と連携した立入調査の実施」「技術アドバイザーや監

視専任官の設置」「受入に関する検討委員会の設置」等、再発防止に鋭意取組まれているとのことでした。 

  ・自治会として生活環境への影響に変化がないか、環境調査の結果報告を今後も定期的に受けて参ります。 

 

■ 報告事項 

 ○○○○ローズガーデン「第２４回ローズガーデン「第２４回ローズガーデン「第２４回ローズガーデン「第２４回    全国花のまちづくりコンクール・大賞受賞」について全国花のまちづくりコンクール・大賞受賞」について全国花のまちづくりコンクール・大賞受賞」について全国花のまちづくりコンクール・大賞受賞」について 

                ～ 同コンクールは花の万博開催を契機に 1991 年、農林水産省・国土交通省が提唱・創設されたもの。

自治会ボランティアとして活動する「ローズカーデンファミリー」の取り組みが「花を介して協働

によって、地域コミュニティを発展させた成功事例」として高く評価されました。 

10 月 24 日の表彰式では、出席した實光自治会副会長より日頃の活動内容・六甲アイランドについ

て説明を行いました。今回の表彰は日頃の「地域活動」が大きく評価された結果であり、自治会に

とって大きな励ましとなりました。 

 

 ○○○○秋のクリーン大作戦（秋のクリーン大作戦（秋のクリーン大作戦（秋のクリーン大作戦（11/30）、街灯点検（）、街灯点検（）、街灯点検（）、街灯点検（12/7）の開催）の開催）の開催）の開催についてについてについてについて    （環境部） 

                ～ クリーン大作戦は、１１月３０日（日）１０～１１時（集合は９時４０分）に開催予定です。各街

区から２名程度のご参加を期待しています。また街灯点検は、１２月７日（日）１７時～、の実施

予定です。 

いずれも詳細の案内を各街区宛に後日送付しますので、各街区内の周知をお願い致します。 

 

 ○○○○第１２回第１２回第１２回第１２回    文化フェスティバルの開催文化フェスティバルの開催文化フェスティバルの開催文化フェスティバルの開催についてについてについてについて    （事業部） 

                ～ １１月１６日(日)１１時～、オルビスホール（ﾌｧｯｼｮﾝ美術館５階）で開催します。全戸にチラシを

配布しますが、是非お楽しみ下さい。なおサポート委員会の開催は１１月９日(日)１３時～、です。 
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○○○○10/18 防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告についてについてについてについて    （生活安全部） 

        ～ 各街区から 26 名が参加して開催。災害発生時には学校にある指定避難所では収容しきれないこと

もあり、各街区マンションの中で「避難所」を設けることについて、ワークショップ形式で討議し

ました。次回１１月１５日（土）の会議では、各マンションでの避難所開設について更に勉強して

いく予定です。 

 

 ○○○○災害時対策準備金規約（案）災害時対策準備金規約（案）災害時対策準備金規約（案）災害時対策準備金規約（案）についてについてについてについて    （生活安全部、総務部） 

  ～ 今年度の自治会事業計画の中で謳った「災害時の緊急的な支出に備える準備金」の運用ルール等を

定める規約（案）が報告されました。出席役員から支出時の決裁手続き等について意見が提出され

ました。今後、論点を整理の上、引続き検討していく予定です。 

 

○○○○10/20 自治懇談会の結果報告に自治懇談会の結果報告に自治懇談会の結果報告に自治懇談会の結果報告についてついてついてついて    （総務部） 

    ～ 10/20（月）、神戸市等行政側 27 名、自治会住民側 15 名が参加し開催され、事前に提出した１４項

目の要望について質疑応答を行いました、要望の実現に繋がった項目もありますが、今後も住民側

の粘り強い活動・姿勢が必要と思われます。 

 

 ○○○○一般会計の上半期実績報告一般会計の上半期実績報告一般会計の上半期実績報告一般会計の上半期実績報告についてについてについてについて    （会計） 

                ～ 収支実績（収入 6.6 百万円、支出 3.1 〃 ）が、費目別に予算対比の形で報告されました。 

      特に問題とすべき点は見られないとの内容でした。 

 

○○○○防犯カメラの設置防犯カメラの設置防犯カメラの設置防犯カメラの設置についてについてについてについて 

   ～ 予てより、まちの防犯対策として設置検討を進めていますが、神戸市が重点施策として取組み強化

していることもあり、センター駅下の警察官立寄り所とふれあい会館北隣の公衆トイレの２ヶ所に

設けることで具体化しつつあります。 

 

 ○○○○11/9 六甲シティマラソン大会での車両関係六甲シティマラソン大会での車両関係六甲シティマラソン大会での車両関係六甲シティマラソン大会での車両関係の通行規制の通行規制の通行規制の通行規制についてについてについてについて     

          ～ １１月９日開催のマラソン大会では、外周道路に加えてシティヒル内の一般道路が使用コースとな

ります。主催者側で今回用意された通行規制のお知らせは車両向けであり、マラソンコースとなる

ライナー下付近を生活街路として利用する住民へ向けたお知らせも必要との意見が出されました

ので、別途歩行者向けの案内を確認することとなりました。 

 

 ○あいさつ声掛け運動について○あいさつ声掛け運動について○あいさつ声掛け運動について○あいさつ声掛け運動について 

                ～ 先月はＥ６街区での取組み事例が紹介されましたが、今回はＥ５街区から、１０年余り前から館内

エレベータに掲示している「あいさつ標語プレート」の紹介がありました。まち全体に拡げること

は課題ですが、身近なところから進めることは効果的と思われます。 
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○○○○まちかどまちかどまちかどまちかどネット「まちの活性化」取組み報告ネット「まちの活性化」取組み報告ネット「まちの活性化」取組み報告ネット「まちの活性化」取組み報告についてについてについてについて 

                ～ まちかどネットでは「まちの活性化」に取組んでいますが、その一環で１１月よりまちの「お店」

を訪問し、お店の特徴や活性化に係るご意見などをヒアリングするとのことです。 

この調査に当たる方を広く募集中ですが、「自分が馴染みのあるお店」を対象に調査してみたいと

思われる方は大歓迎！とのことです。気楽な形で調査に参加されてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

【作成日】平成２６年１０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２６年９月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時  平成２６年９月２７日（土）１０時～１１時４０分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（８６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。 

■ 報告事項 

 ○○○○第第第第 27 回ＲＩＣ夏祭り回ＲＩＣ夏祭り回ＲＩＣ夏祭り回ＲＩＣ夏祭り    アンケートアンケートアンケートアンケート    についてについてについてについて    （事業部） 

                ～ 今年の夏祭りは延べ 25 千人の方が参加されましたが、無事に終えることが出来、各街区の皆さん

のご協力に感謝いたします。 

来年度の参考とすべくアンケートを実施します（締切日 10 月 5 日(日)）。 

ご提出をお待ちしています。 

 ○○○○文化フェスティバルの関連事項について文化フェスティバルの関連事項について文化フェスティバルの関連事項について文化フェスティバルの関連事項について    （事業部） 

                ～ 今年で 12 回目となる文化フェスティバル【11 月 16 日(日)】のサポート委員会を開催します。 

10 月 19 日(日)、11 月 9 日(日)の２回、共に 13～14 時の開催です。 

また、委員の募集締切日は 10 月 15 日(水)となっています。 

○○○○9/20 防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告防災担当者会議の報告についてについてについてについて    （生活安全部） 

        ～ ９/20、各街区から 35 名、東灘消防署六甲アイランド出張所も参加して開催。ⅰ）消防署からは、

①地域防災計画作成(初期対応マニュアル)への自治会未加入街区の参加、②災害時要援護者への支

援などが要望され、今後、防災福祉コミュニティ或いはまちかどネットの活動で取り組む予定であ

ること。ⅱ）各街区での「避難所の設置運営」を今後検討していくこと。ⅲ）マンション内貯水槽

の非常用蛇口設置や容量把握などを検討調査すること等が協議されたとのことです。 

      ■災害発生時、まずは各家庭で初期対応、続いて隣近所との助け合いを進めて各街区単位で活動す

ることが不可欠で、自治会ではその後に、行政との係り等の観点から各街区の全体状況を把握する

ことを基本的な考えとしています。 

      ■災害発生時、「行政からの食糧配給は避難所に居る者に限定」とのことですが、万一の場合を想定

し、避難所以外の市民も配給対象に含めることも今後要望していく必要があると考えています。 

      ■今年度新設予定の「災害準備金」について、自治会未加入街区もその対象に含めるか否かを今後

討議します。 

    ～ 参考報告） 

Ｗ４街区から「14.1.13 発生の火災時の理事会対応状況」が資料により報告されました。 

      貴重な対応実例として各街区でも参考になるものと思われます。 

 ○○○○夏祭り夏祭り夏祭り夏祭り    青年部イベント実施報告について青年部イベント実施報告について青年部イベント実施報告について青年部イベント実施報告について    （青年部） 

  ～ 夏祭りで青年部が行った「万歩計を使った競技イベント」の費用実績・参加者数・要改善点などが
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報告されました。参加数が 75 名と予想を上回り、進行も手間取ったことなどが反省点です。 

○○○○第２回スポーツＧＯＭＩ拾いの開催第２回スポーツＧＯＭＩ拾いの開催第２回スポーツＧＯＭＩ拾いの開催第２回スポーツＧＯＭＩ拾いの開催についてについてについてについて    （青年部） 

    ～ 今年は 10/19（日）に開催されますが、青年部が当日の実行本部運営に協力する形で後援します。 

1チーム 5 名程度がゴミを拾い集め、その重量等でポイントを競い合う競技ですが、募集チーム数

と審判員数は各々50チーム・50 名とのことで、参加申込は 10 月 15 日(水)が期限です。 

 ○○○○ダイオキシン問題の経過報告についてダイオキシン問題の経過報告についてダイオキシン問題の経過報告についてダイオキシン問題の経過報告について 

                ～ 自治会が要望した「六甲アイランドシティ内の、土壌・水質・底質・大気のダイオキシン濃度測定」

のうち、一部の調査が悪天候の関係で延期となったため、神戸市からの調査結果報告も来月役員会

まで延期となりました。一方、大阪湾広域臨海環境整備センターからは、8/28付資料で再発防止取

組み概要が自治会に報告されています。「検査の強化」・「立入調査の実施」・「有識者による技術指

導や監視・委員会の設置」などがその骨子です。 

      自治会では、11 月発行の自治会報で神戸市調査の結果などを住民に広報する予定です。 

○○○○赤い羽根共同募金への取り組み赤い羽根共同募金への取り組み赤い羽根共同募金への取り組み赤い羽根共同募金への取り組みについてについてについてについて 

   ～ 10/1～10/24 の間、各街区に募金箱を設置し、住民への募金活動を実施します。 

募金目標額は 1世帯当たり 10円です。募金箱の回収は 10/25に各街区から自治会へご持参下さい。 

 ○○○○ローズガーデン「全国花のまちづくりコンクールで大賞受賞」についてローズガーデン「全国花のまちづくりコンクールで大賞受賞」についてローズガーデン「全国花のまちづくりコンクールで大賞受賞」についてローズガーデン「全国花のまちづくりコンクールで大賞受賞」について 

                ～ 同コンクールは花の万博開催を契機に 1991 年、農林水産省・国土交通省が提唱・創設されたもの。、

今年で第 24 回目となります。自治会ボランティアとして活動する「ローズカーデンファミリー」

の取り組みが「花を介して協働によって地域コミュニティを発展させた成功事例」として高く評価

されました。今回応募総数 2160件の中で 4件の団体部門として選ばれ、見事国土交通大臣賞に輝

きました。表彰式は 10/24 ですが、六甲アイランド地域全体の喜びとなりました。 

 ○○○○あいさつ声掛け運動についてあいさつ声掛け運動についてあいさつ声掛け運動についてあいさつ声掛け運動について     

          ～ 今年度の自治会活動方針でも謳いましたが、住民みんなが気軽に笑顔であいさつを交わす街を標榜

しています。今回、Ｅ６街区で取り組まれた活動の事例を紹介して戴きました。 

まずは各街区の中での浸透が大切ですが、まち全体レベルへの波及方法等は今後の検討課題です。 

皆さんも是非、身近なところから実践をお願いいたします。 

 ○○○○まちかどネット「まちの活性化」取組み報告まちかどネット「まちの活性化」取組み報告まちかどネット「まちの活性化」取組み報告まちかどネット「まちの活性化」取組み報告についてについてについてについて 

                ～ まちかどネットの今年度取り組みとして、「住民、企業店舗へ活性化に係る現況調査」を中心に推

進されること、その具体的取組みで「お店調査」が 10 月から実施されることなどが報告されまし

た。またその調査員も募集されており、自治会役員にも応募要請がありました。 

今年度内には街区住民にも調査票調査を実施、住民の率直な意見・要望を求める予定とのことです。 

皆さんの真摯なご対応を宜しくお願いいたします。 

 ○○○○10/6 自治懇談会への参加要請自治懇談会への参加要請自治懇談会への参加要請自治懇談会への参加要請についてについてについてについて 
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    ～ 神戸市と自治会との懇談会は毎年実施され、その中で具体的な要望と相互確認を行っています。 

今年は 10 月 6 日(月) 10～12 時、ふれあい会館で開催されます。 

是非皆さんの、積極的なご参加をお願いします。 

 ○フォトコンテストの開催予告について○フォトコンテストの開催予告について○フォトコンテストの開催予告について○フォトコンテストの開催予告について （広報部） 

    ～ 恒例のコンテスト実施スケジュールを告知するチラシが各街区に配布されています。 

是非、ご確認ください。 

【作成日】平成２６年９月２７日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２６年８月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２６年８月２３日（土）１０時～１１時４５分 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（８６名） 出席者５１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 

 ○7/27 役員懇話会の実施報告と今後の街区訪問予定について （総務部） 

    ～ 今年度より、新任役員との交流を深めるため、「役員懇話会」を行っています。 

      7/27 には街区役員１５名と執行役員１２名が参加し、自治会の成立ちや各街区管理組合と自治会の

関係などを勉強、意見交換を行いました。今後も街区役員改選のタイミングに合わせ開催する計画

です。また執行役員による「街区訪問」も進める予定です。 

 

 ○自治懇談会の開催予定と要望・意見の提出について (総務部) 

        ～ 今年も東灘区役所主催「住民自治組織代表懇談会」(自治懇談会)が「１０月６日(月)１０～１２時」

に開催されます。この場に自治会より提出する要望・意見(全 14 件)について討議を行いました。 

要望・意見に対する個別的なコメントの他、今後も RIC 住民全体でまちを守るとの観点から開催

日の見直し(住民が参加し易い土日の開催を！)なども含め、行政に要請していこうとの意見が出さ

れました。当日は積極的な参加をお願いいたします。(因みに役所側出席は約２０数名。) 

 

 ○7/27 街路灯点検の実施結果について （環境部） 

  ～ 7/27 は 37 名が参加して島内居住地域の街路灯点検を行いました。別途実施した公園灯も含めて、

全体で 962 基・1425 本に対し不具合個所 103 が抽出されています。結果を東部建設事務所に説明

後、補修が開始されていますが、リバモールの南ゾーンでは補修作業・代替部品手当が困難な為。

根本的な対策を考えたいとの説明も受けています。引続き粘り強く改善を求めていきます。 

 

○夏祭り関連事項の連絡等について （事業部） 

    ～ 8/30 開催に向け最終のサポート委員会が 8/24 午後に開催されますが、これに先立ち以下の事項が

役員会で報告され、確認を行いました。 

      …①会場レイアウト(出店ブース、ゲームコーナー、主催者管理ブース)、②進行タイムテーブル、 

       ③子どもみこしパレード・警備分担図、④本部役割担当リスト 

 

○夏休み子どもラジオ体操（後半）について （事業部） 

   ～ 8/22 よりラジオ体操が再スタートしています。最終日の 8/31 には終了後、子供達に景品・飲み物



を配布しますので、当日担当街区(Ｅ７)以外の街区からも、多くの応援・協力をお願いします。 

 

 ○文化フェスティバルの関連事項について （事業部） 

    ～ 今年も１１月１６日（日）にオルビスホールにて文化フェスティバル（第 12 回）を開催します。

今回役員会では全体スケジュール、サポート委員会予定、当日の運営・役割分担が報告されました。

出演者応募の締切は 9/12 ですが、多くの住民参加が期待されます。ご期待ください。 

 

 ○六甲ライナー耐震補強工事（工期 ８月～来年２月末）について  

    ～ アイランド北口駅付近のライナー橋脚部の耐震補強工事が行われます。午前８時～１８時の作業で、

車線規制が行われる（通行止めは無し）とのことですが、通行時にはご注意ください。 

 

 ○第 25 回・六甲シティマラソン大会（１１月９日開催）について 

    ～ 神戸市が主催する標記マラソン大会が開催されます。参加者規模は約３千人で、今年からはシティ

ヒル内の一般道路が各コースの最終部分に設定され、一部の交通規制が行われますが島外の参加者

に RIC の街並みを知って貰う良い機会にもなります。当日は、芝生広場等で「秋の SPORTS EXPO」、

神戸レディースフットボールセンターで「全国レディースサッカー大会関西地域予選」も開催され

る予定とのことです。 

 

 ○デカパトスにおけるイベント開催について 

    ～ プール営業が終了する 9/15(祝)午後にレゲェ・コンサートが開催されるとのことです。コンサート

終了時間は１８時ですが騒音のこともあり、近隣街区等には主催者側から事前説明されるとのこと。 

 

 ○その他 

    ～ ①ローズガーデン「全国花のまちづくりコンクールの一次審査通過」について 

       全国コンクールに応募、総数２１６０件の内、現地審査対象の１０団体の中に入ったとのこと。 

       今月末に審査委員会の「現地審査」が実施されるとのこと。 

      ②11 号台風による各街区・島内地域の被害状況について 

       出席役員から「被害状況の情報を持ち寄り意見交換すること」が提案された。 

次月「代表者会」の議題とする。 

 

 

【作成日】平成２６年８月２３日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２６年７月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時  平成２６年７月２６日（土）１０時～１２時１５分 
■ 開催場所  RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（８６名） 出席者５９名、委任状８名。規約第１６条２項により役員会が成立。 
 
■ 特別議題 神戸沖埋立処分場／ダイオキシン問題に関する件 
  ・先月役員会(６／２１)に続き、大阪湾フェニックスセンター２名および神戸市（環境局１名、区役所１名)

２名が来訪され、前回以降の環境調査の結果や取組み事項について説明を受けました。 
・センター側からは、 

◇神戸沖処分場で埋立処分された高島市の基準超過廃棄物について、表層土壌ダイオキシン濃度を調査し

た結果、測定４ヶ所いずれも基準値以下であったこと等が、報告されました。 
◇「再発防止に向けた取り組み」として、 
①排出者による自主分析の追加実施、②センター搬入時抜き取り検査強化、③他府県と連携した立入 
調査、④ダイオキシン類技術アドバイザー／監視専任官の設置、⑤「廃棄物受入に関する検討委員会」 
設置による適正受入強化などが説明され、また頻度を高めた環境監視調査等を実施していくことが表明 
されました。 

・神戸市環境局側からは、 
◇６月に追加調査した放流水と海域水質の結果は、いずれも基準値以下であったことが報告されました。 
◇「今後の対応」として、①採水調査の頻度強化(１→４回／年)、②フェニックスセンターの再発防止取

組みに係る指導が報告されました。 
そして、自治会から要望していた「六甲アイランドシティ内のダイオキシン濃度の実測」、即ち土壌・水

質・底質・大気の各項目の調査を８月に実施することが了解されました。 
  ・先月来の説明内容から「環境面での安全性は確保されている」と判断されますが、「六甲アイランド住民

として安心が確保されている」と理解するには、上記「濃度実測」結果を確認するとともに、センターが

取り組む防止・改善を見守ることが必要と考えています。 
 
■ 報告事項 
 ○「六甲アイランドだより」の発行について （広報部） 
    ～ 今年の夏祭りに関する事項や、神戸沖埋立処分場ダイオキシン問題の状況をお知らせする内容で、

８月に発行する予定が紹介されました。 
 
 ○サマーイブニングカーニバル（夏祭り、８/３０開催）に関する連絡事項ついて （事業部） 

  ～ 各街区へのお願い事項(以下)が報告され、また雨天時の開催手順が説明されました。今年は既報の



通り、会場が一部変更されますが、子供みこしパレードが出来ないような天候の場合は別途「子供  

みこし祭り」(９月上旬頃)の開催を検討し、皆さんが丹精された子供みこしが活用できるような工

夫をしていきます。 
      (街区お願い事項)「夏祭り担当者」・「8/24,30 説明会の出欠」の登録、「ゲーム券追加申込」・「子供 

みこし紹介コメント送付」の連絡、「本部サポートスタッフ」の募集 
 

○「夏祭り 浴衣着付教室、盆踊り練習会のご案内」について （事業部） 
    ～ 各街区の掲示板に、標記の案内チラシを掲示します。多くのご参加をお願いします。 
  

○街路灯点検（７月２７日開催）について （環境部） 
   ～ 当日はセンター駅下･警察官立寄り所に集合(19 時 15 分)、約１時間の予定で行います。 

 
 ○歩道敷石状況の点検調査と補修要請について （環境部） 
    ～ 六甲アイランドシティ内の居住地域・リバーモールの歩道敷石の凹凸状況を点検調査しました。 

４月 20 日～５月 30 日の間、環境部員を主体に一部六甲アイランドまちづくり協議会の方の協力も

得て、凹凸や浮き石の状況を「歩行者の安全通行」の観点からチェックしました。その結果、1079
箇所の危険予想箇所を摘出・リスト化して、東部建設事務所と二度に亘り改善について話し合い、

共同現場チェックも行いました。 
既に一部の摘出箇所の補修が実施・改善されたところもありますが、今後も優先度をつけながら補

修していくことを確認しました。 
 
 ○新任役員との懇話会（７月２７日開催）について （総務部） 
    ～ ６月に各街区で改選により新たに自治会役員となられた方を主な対象とした、懇話会を開催します。

当日は執行役員との意見交換を進め、まちの担い手づくりの手掛かりにしたいと考えています。 
 
 ○防災担当者会議（７月１９日開催）の結果報告について （生活安全部） 
    ～ 各街区の防災担当者が改選により顔触れも変わりました。今年度の実質第一回目の会議であり、「避

難所の開設」に関する講話等を行っています。今年度は、①災害時要援護者の把握、②防災ボラン

ティアの結成、③避難所運営マニュアルの作成を重点に、各街区の皆さんと取組む予定です。 
 
 ○六甲アイランドまちのにぎわい創出実行委員会からの協力要請について 
    ～ 自治会の外部助成団体でもある同委員会が、「歩行者・自転車・自動車の安全通行」を目的とする

まちの現状調査の一環として自転車保有台数アンケート調査を８月に実施するとのことです。別途

詳細要請があり、各街区住民の皆さんに協力をお願いすることになります。 
 

【作成日】平成２６年７月２６日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２６年６月度 定例役員会』議事録 

 
■ 開催日時  平成２６年６月２１日（土）１０時～１２時 

■ 開催場所  RIC ふれあい会館 

■ 役員総数（８３名） 出席者４４名、委任状１１名。規約第１６条２項により役員会が成立。 

 

■ 特別議題 神戸沖埋立処分場／ダイオキシン類基準超過廃棄物の違法搬入(＊)に関する件 

   (＊)・滋賀県高島市がダイオキシン類基準を超過していることを知りながら廃棄物 (同市環境ｾﾝﾀｰから 

      のばいじん処理物)を、六甲アイランド沖にある神戸沖埋立処分場に平成１９年度から継続して搬入。 

      ⇒ 平成２６年５月３０日、高島市からの上記事実報告を受け、廃棄物搬入の受入れ停止処分実施。 

  ・大阪湾フェニックスセンター(神戸沖埋立処分場事業の運営管理主体)３名および神戸市（環境局１名、 

区役所２名)３名が来訪、今回の事案について説明を受けました。 

・センター側からは、 

◇廃棄物の発生～処分場までの搬送～処分場における処理方法など、一連の処理の流れ 

◇今回事案を踏まえ、実施済または実施中の具体的対応 

 (当該廃棄物埋立区域の覆土、他自治体搬入廃棄物の状況調査、立入検査の強化要請、自主検査・立入 

 検査の強化、抜き打ち検査の実施など) 

が説明され、平成１９～２５年度のダイオキシン類の環境調査結果（流水・海域水質・大気質）並びに 

至近時の調査結果が具体的に報告されました。以上の結果、『環境面で安全性は確保されている』こと 

が報告されました。 

・また、神戸市環境局側からは、 

◇環境の安全性は確保できていると評価しているが、安心の点ではなお確認すべき点がある。 

◇採水の調査を緊急的に実施中で、その結果は来週以降に公表する予定。 

との説明がありました。 

  ・出席役員からは、 

    ◇受入れ後埋立までの廃棄物検査の状況、各自治体による検査の信頼性、六甲アイランドへ飛来した 

     影響の確認など 

   についての質問・提言が表明されました。 

  ・別途自治会長名で「要望・質問」を提出済で、今回の説明で明らかになったものもありますが、なお、セ

ンター或いは神戸市当局に説明・確認して戴くものがあり、今後も引続きフォローをして参ります。 

 

■ 報告事項 

 ○事業部より 

・「サマーイブニングカーニバル（夏祭り、８/３０開催）」に関する連絡事項ついて 



 ①会場 ～ 今年は南エリア会場を神戸ファッションマート１階・アトリウムに移し、ゲームコーナー・ 

       ステージ・子供みこし展示・ブース出店などを行う予定。(なお、北エリア会場は従来通り。) 

 ②警備担当者リスト提出 ～各街区より２～４名を選出、事業部までご連絡下さい。締切は７／１２です。 

 ③説明会参加 ～ 第 1 回(７／６開催)、第２回(８／３〃)説明会への出欠確認表の提出をお願いします。 

          締切は７／３です。 

 ④担当ゲーム ～ 今年から W21 街区が新たに参加されます。各街区が担当するゲームをお知らせしま

したので、ご確認をお願いします。 

 ⑤子供みこし ～ 今年も、各街区で工夫されたみこしを製作いただき、パレードにご参加ください。 

  ・「夏休み子供ラジオ体操（前半 7/22～31、後半 8/22～31 開催）」について 

   ～ 各街区でお世話いただく方を選出、事業部までご連絡下さい。締切は７／１０です。 

     事前の説明会を７／１３（日）１０～１２時に行いますので、ご参加をお願いします。 

  

○環境部よりの報告 

 ・街路灯点検（７月２７日開催）について 

  ～ 夏祭り前に、まちの防犯の観点から、住民有志による点検を今年も行います。 

当日はセンター駅下･警察官立寄り所に集合(19時15分)、１９時から約１時間の予定で行いますので、 

ご参加の方は７/２５(金)までに、環境部へご連絡下さい。 

 

○その他 

  ・自治懇に向けた質問・意見等について 

   ～ 各街区より連絡いただいた項目(１０件)の内容を確認しました。 

過去からの懸案事項なども追加の上、自治懇開催(１０月初め頃の予定)までに再度、最終案を役員会

に上程することとしました。 

  ・防災セミナーin 六甲アイランド（６月６日開催）の結果報告について 

   ～ 防災問題で高名な河田惠昭氏による「南海トラフ巨大地震にどう備えるか」と題したセミナーは、約

３５０名の参加者からも大好評でした。J-COM「六甲アイランドアワー」で近々放映されますが、講

演内容などを収録したＤＶＤ(一枚５００円)も製作されていますので、ご希望の方はまちかどネット

事務局までご連絡ください。 

  ・防犯カメラの設置検討について 

   ～ 兵庫県・神戸市からの助成制度を活用し、まちの防犯対策として設置を検討中です。設置場所は、 

     センター駅下の警察官立寄り所とふれあい会館北隣の公衆トイレの２ヶ所を予定しています。 

  ・マリンパークのゴミ箱撤去後のクリーン活動について 

   ～ 神戸市は、従来から設置されていたゴミ箱を６/９から撤去しました。「ゴミの持ち帰り」が基本ルー

ルですが、自治会有志等でゴミの発生実態を観察中であり、これを基に市担当部局と近々面談の予定

で、「持ち帰りルール」「外人にも分かる」看板などの設置を要望する予定です。 

 

【作成日】平成２６年６月２１日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】實光 良夫 



六甲アイランド CITY 自治会

『平成２６年５月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成２６年５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（８３名） 出席者４７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

○事業部より

・サマーイブニングカーニバル（夏祭り）の準備（スケジュール、体制）について

～ 今年の夏祭りは「８月３０日（日）」に開催予定です。開催までの準備について、その日程と推進体

制の確認を行いました。当日、街区からは「子供みこしパレード、ゲームコーナー、会場警備・清掃

で、延べ２１名の動員」をお願いしています。また今後計３回(７/６、８/３、８/２４)の説明会で詳

細内容を確認していきますので、街区から「夏祭り担当者」(２名以上)の選出・出席をお願いします。

昨年は悪天候により夏祭りが始まって以来初の開催中止となりましたが、今年は雨天でも開催できる

ような工夫も検討していきます。

・夏休み子供ラジオ体操の説明会について

～ 今年も７月２２日より「子供ラジオ体操」を予定しています。(前半:7/22～7/31, 後半:8/22～8/31)

街区の、ご協力いただく方を対象した、実施説明会を「７月１３日（日）１０～１２時」に行います。

○環境部よりの報告

・春のクリーン大作戦（５月２５日）について

～ 今回は、各学校やスポーツクラブの他、街区の一般住民の方々に広く参加を募るため、案内チラシの

各戸配布を実施しました。六甲アイランドの周辺環境を、地域で維持する行事として、更なる拡大・

定着を図ってまいります。

○その他

・自治懇に向けた質問・意見等の募集について

～ 毎年秋に神戸市と自治会との間で、地域からの要望・意見・質問をもとにした懇談を行っています。

自治会では地域の声を纏めて行政に求めていきますが、少しでもその成果が上げられるよう、今年は

住民の皆さんからのご質問等の募集を例年より早く集約していくこととしました。６月の役員会で

意見等に関する審議を予定していますので、６月１２日までに総務部宛にご連絡をお願い致します。

（質問・意見等の記入要領は、各街区役員にお尋ねください。）



・バラ祭りの報告について

～ ５月１０日に久元神戸市長をお招きして、オープニングセレモニーを開催しました。今年で３年目を

迎え、島外からもローズガーデンを訪れる方も増えてきました。

『バラ以外の多種の植物も含めた混植』・『無農薬での栽培』・『住民ボランティアによる維持管理』と

いう、他所には見られない特徴を持っており、六甲アイランドのシンボルとなりました。

・自治会ホームページの改訂について

～ 広報部では、自治会からのお知らせを住民の皆さんにより速やかに出来るようにするため、現在のホ

ームページを改訂することを計画しています。９月末を更新目標に、詳細な内容を検討していきます。

・防災セミナーin 六甲アイランド（６月６日開催）について

～ まちかどネット、地域振興会、自治会の主催による「南海トラフ巨大地震にどう備えるか」と題する

セミナーを開催します。講師は防災問題で高名な河田惠昭氏で、神戸ファッション美術館・オルビス

ホールで、１３時よりの開場です。奮ってのご参加をお願いいたします。

■ 討議事項

○「第２２期総代会議案書審議に関する意見・質問書」の回答内容討議など

～ ・議案に関わる質問・意見を求めていましたが、役員会開催までに連絡が無いため、討議には至りま

せんでした。今後ご連絡があった場合、総代会当日に配布しますが、その回答については執行役に

一任することで了承されました。

・また総代会の議長および書記を務めていただく方として、議長にはＷ５街区代表の稲垣氏、書記に

はＷ２１街区代表の酒井氏にお願いすることが報告されました。

・議案書の内容を紹介した「六甲アイランドだより」は、今月末に街区住民への各戸配布を予定して

います。

【作成日】平成２６年５月２４日（土） 【作成者】柏井 敏介 【議事録署名人】前野 正美



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『平成２６年４月度 定例役員会』議事録 
 
 

■ 開催日時  平成２６年４月２６日（土）１０時～１２時３０分 
■ 開催場所  RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（８３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。 

冒頭、３月の役員交替により新たに選出された役員の紹介とご挨拶があった後、以下の議事を進行した。 
 
■ 報告事項 
 ○・リバーモールの交通規制について 

 ～ オートバイのリバーモール区域への立入りを規制し、歩行者・自転車の安全通行が確保できるよう、

神戸市建設局東部建設事務所（リバーモールの「管理者」）や警察と協議してきました。この結果、 
リバーモールが「道路交通法」に定める対象に該当しておらず違反行為として警察が直接的に取り締

まることが出来ないことから、東部建設事務所がリバーモールを「歩行者・自転車専用の道路」に指

定しオートバイ通行禁止を促す標識等を設置して、管理していく方向で解決を進めることになりまし

た。今後も、地元住民の安全、住みよい環境維持の観点からフォローしていきます。 
  ・第３回バラ祭り（５月１０日～２５日）のお知らせ 
   ～ 今年も RIC ローズガーデンにて、神戸国際大学白砂ゼミと共同して開催します。１０日１３時から

のオープニング・パーティでは六甲アイランド高校吹奏楽部の他、シャンソン歌手（翔ユリ子さん）、

バトントワリングの出演で盛り上げます。また神戸ワインのサービス(先着２００人)もあります。 
     期間中は、神戸国際大学の学生さんによる「カフェ＆ショップ」やバラ園案内所での「ローズティサ

ービス」も行っていますので、是非皆さんのご来場・ご観賞をお待ちしています！ 
 
 ○環境部よりの報告 
 ・春のクリーン大作戦（５月２５日）のお知らせ 
  ～ ５月２５日１０時から行います。集合は９時４０分、リバーモール中央ロータリーにお集まり下さい。 
    向洋婦人会、青少年育成協議会からもご参加いただき、また向洋・六甲アイランド両ふれあいのまち

づくり協議会ではそうめんやポップコーン等をご用意いただくなど、六甲アイランド住民全体で参加、

周辺環境を維持する恒例行事です。みんなで気持ちの良い汗をかきませんか。 
 ・シティヒル東遊歩道の桜並木について 
  ～ 樹勢状態が芳しくない桜並木の解決について東部建設事務所と協議を重ねています。５月１７日には

東部建設事務所から樹木医を派遣し現地調査を実施することになりましたが、これに立ち会います。 
 
 



■ 討議事項 
○「第２２期総代会議案書」(案)の審議 

   ～ 会長および各部長よりの説明後、質疑を行いました。 
出席役員から一般会計および夏祭り特別会計の決算・予算内容に関する質問、来期事業計画に関する

意見などが数多く提出され、活発な討議が行われました。 
そして、これらの討議内容を踏まえて議案書として最終取り纏めることについて、執行役に一任する

ことが了承されました。 
 
 

【作成日】平成２６年４月２６日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 



六甲アイランド CITY 自治会

『H２６年３月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成２６年３月２２日（土）１０時～１１時分

■ 開催場所 RIC ふれあい会館

■ 役員総数（８０名） 出席者４２名、委任状 2 名。規約第１６条２項により役員会が成立。

■ 特別報告「振り込め詐欺」「自転車の交通ルール」について…東灘警察署/中和、秋田両氏のご説明。

１）巧妙な詐欺の手口を様々な事例でご紹介戴きました。一寸立ち止り、他人や警察に相談することが

詐欺被害を防ぐ要点とのことでした。

２）昨年、自転車による事故の多発を受け道交法が改正されましたが、自転車事故を防止するポイントや

「自転車安全利用５則」等をご説明戴きました。運転免許は不要ですがルール違反した場合、自動車

運転と同様に処罰されるので、自転車の交通ルールをキチンと知っておくことが大切です。

■ 報告事項

○会長・副会長より

・第３回バラ祭り(5/10～25 開催)について

～ オープニング式典 (５月１０日、午後１時～２時、ローズガーデン側) の内容が報告され、概算費用

３０万円で実施することも了承されました。今年は各街区の各戸へ案内する等、更に住民への周知を

図る計画です。

・まちかどネットによる防災関連イベント(3/16 午後実施)の報告

～ 市の危機管理室から講師を招き「南海トラフ地震・津波想定」と題する講演会を実施、約１５０名の

住民が参加されました。想定津波高さは最高３.３m、到達最短時間は１１０分ですが、シティヒルの

内側では、ほぼ津波被害は想定されないとのことです。

自治会はまちかどネット、地域振興会と共同で、６月６日(金)にオルビス・ホールにて、防災問題で

著名な河田恵昭教授を交えた講演会の開催を計画しています。平日の開催ですが、先生と意見交流で

きるような形式での会とする予定ですので、多くの参加をお願いします。

○生活安全部より

・全戸一斉防災訓練（３月１６日）の結果報告

～ 安否確認の結果、救護訓練の有無等を、街区毎に整理した内容が報告されました。今年の防災訓練

には全１６街区が参加、安否確認に参加の住戸は３，７３６戸(参加率６２%)と、昨年比２０%増と

なりました。また確認に要した時間は平均２３分で、前年(３５分)から大幅に短縮されています。

ご参加された街区住民の皆さま、大変お疲れ様でした。次の防災担当者会議(３月２９日)には今回の

総括を行う予定ですが、各街区内でも防災活動が引継がれるよう、是非宜しくお願い致します！！



・「安全マップ」の各戸配布と「海抜高さ標示板」の設置について

～ 先日、安全マップの各戸配布を終えました。また島内の主要な街路灯約１１０ヶ所に、海抜標示板を

設置しました。

〇事業部より

・チューリップ祭り（３月２９日～４月６日）、シティヒル･ウォーク（３月３０日）について

～ ３月２９日から９日間、チューリップ祭りが開催され、期間中の３月３０日にはシティヒル･ウォー

クも開催します。是非、島内 6 ヶ所の花壇に咲く３万本のチューリップ、シティヒルに開く色とりど

りの”春”をお楽しみください！

○環境部より

・シティヒル緑地の改修工事について

～ 遊歩道路面舗装工事は、シティヒル･ウォークの開催に間に合うよう、ほぼ完了しました。引続き、

その内容をフォローしていきます。

・街路灯点検結果等に関する東部建設事務所との打合せ結果報告

～ 今月初め、自治会から街路灯点検結果を報告した以降の先方対応遅れの原因やシティヒル樹木の樹勢

回復について、行政側の現状・方針をヒアリングしました。設備機器老朽に伴い電灯取替えが容易で

はない等の背景事情や、樹木医の意見を取り入れた総合的な樹勢回復策の検討をご説明戴きました。、

引続き、街路灯・樹木が健全な状態で維持されるよう、自治会として折衝していきます。

〇総務部より

・第２２期 総代会までのスケジュールについて

～ 総代会開催迄に役員会で審議・決定すべき事項等を示す日程が報告されました。来月の役員会には、

総代会議案書の形で内容を審議する予定です。

〇広報部より

・フォトコンテストの投票結果について報告されました。近く発行予定の「六甲アイランドだより」には

入選作品が紹介されます。

■ 討議事項

１）「第２２期活動報告(案)および第２３期活動方針(案)」

２）「第２３期執行役体制の選任」

～ 配布された上記の資料が会長および各部長より説明された後、質疑を行いました。出席の役員からは、

生活安全部の体制に関する質問、来期活動計画に盛り込むべき事項についての意見も出されました。

これらの意見等を踏まえて、来月役員会では総代会議案書(案)の作成を行う予定です。

～ ２３期執行役体制については、会長職に立候補される方が現会長の他は無く、会長以外の執行役・監

事についても配布された案の通り、出席役員多数の賛成で承認されました。

【作成日】平成２６年３月２２日（土） 【作成者】柏井 敏介 【議事録署名人】前野 正美



六甲アイランド CITY 自治会

『H26 年２月度 定例役員会』議事録

■ 開催日時 平成２６年２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（８０名） 出席者４０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

○会長・副会長より

・来期会長の選出について

～ 自治会規約第１０条の規定、即ち「会長を含む執行役は役員の互選により会計年度終了までに役員会

にて選任し、総代会で承認すること」、３月度役員会で選任するので自薦他薦を問わず候補者応募を

お願いする旨、前野会長より報告された。また会長は、東灘区連合自治会組織および行政との関係も

あり、会長職を来期も継続したいとの意向を表明されました。

来月の役員会(3/22 開催)では、他の執行役を含めた次期執行部体制(案)を決定することになります。

・第３回バラ祭り(5/10 開催予定)について

～ 今年はバラ鑑賞の見どころ時期を考慮して予定を一週間前倒し、「５月１０日」の開催となります。

当日午後１時～２時、ローズガーデン側で、趣向を凝らしたオープニングの式典が行われます。

○生活安全部より

・全戸一斉防災訓練（３月１６日）の実施について

～ 当日９時から「住民安否確認、防災情報伝達、けが人救助」を内容とする訓練を各街区の参加により

実施します。その後、１１時３０分からシティヒル東緑地で「600 トン貯水タンクの給水、けが人搬

送」の訓練を行います。

またこれらに連動する形で、まちかどネット主催による「炊き出し実演&緊急時保存食試食会」(12

時 30 分～、＠シティヒル東緑地)と、「神戸市危機管理室による、地震・津波の新想定の説明会」(＠

向洋中学校)も開催され、阪神大震災当時等の貴重な VTR 放映も行われます。

皆さん、是非ご参加ください！！

・「安全マップ」の各戸配布と「海抜高さ標示板」の設置について

～ 今月中に安全マップを各戸配布します。ご家庭で是非ご活用ください。また、来月早々には島内の主

要な街路灯に海抜標示板を設置する予定です。

〇事業部より

・チューリップ祭り（３月２９日～４月６日）、シティヒル･ウォーク（３月３０日）について

～ 今年のいよいよ春の到来を迎え、３月２９日から９日間、チューリップ祭りが開催されます。期間中

の３月３０日にはシティヒル･ウォークも開催します。是非、島内 6 ヶ所の花壇に咲く３万本のチュ

ーリップ、シティヒルに開く色とりどりの”春”をお楽しみください。 なお、シティヒル･ウォークに

お手伝い頂けるボランティア(受付・警備)も募集中ですので、宜しくお願いします！



○環境部より

・シティヒル緑地の改修工事について

～ ２月１７日～３月２８日の日程で、遊歩道路面の舗装工事が各所で実施され、前述のシティヒル･ウ

ォーク(３月３０日)の開催に間に合うように整備されます。この為、不定期に各所で迂回を余儀なく

されることもありますので、ご注意ください。

・島内での落書きの除去事例報告

～ 去る１月中旬、向洋東公園でペンキによる落書きが発生し、実際この消去に当たられた自治会環境部

の方より、その模様(使用薬剤・方法等)が報告されました。過去六甲アイランドでは大規模な落書き

除去活動が島内一丸となって行われた実績がありますが、今回の事例は貴重なノウハウとなりました。

〇総務部より

・第２２期 総代会までのスケジュールについて

～ 先月に続き、総代会開催迄に役員会で審議・決定すべき事項等を示す日程が報告されました。また、

併せて役員交替時の届出書式も説明され、今後、総代会までに各街区で役員交替が行われた際の留意

事項を確認しました。

〇広報部より

・フォトコンテストの投票実施について

～ １月末に締め切った結果、約５０数件の応募があり、当日の役員会終了後、役員の投票により選考を

行いました。表彰式は３月末の予定です。

・六甲アイランド情報ハンドブックについて

～ ３月中に全戸配布を予定しています。目下、原稿を校正中でまもなく印刷に入ります。

○その他

・神戸新交通よりのお知らせ

～ ３月１日より、交通系ＩＣカードの全国相互利用サービスが開始されます。

この結果、従来 PiTaPa と ICOKA しか利用出来なかったＩＣカードは、Suica, PASMO などの全国

主要カードも六甲ライナー・ポートライナー全線での利用が可能となり、利便性向上に繋がるとのこ

とです。

【作成日】平成２６年２月２２日（土） 【作成者】柏井 敏介 【議事録署名人】前野 正美



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H26 年 1 月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時  平成２６年１月２５日（土）１０時～１１時４０分 
■ 開催場所  RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（８０名） 出席者３８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 「六愛ランド（認知症サポートネット）の活動報告」 

～ 六甲アイランドあんしんすこやかセンター・野田事務局長、佛教大学保健医療技術学部・濱吉講師から、 
  「認知症と認知症者に対する関わり方」に関するセミナーを島内各街区で開催する計画について要請が 

行われ、出席者から活発な質問も出ました。各街区単位でのセミナー実施にご協力をお願いします！ 
■ 報告事項 
 ○会長、副会長より 

・六甲アイランドの活性化について  
～ 12 月開催の東灘区・婦人市政懇談会において、向洋婦人会は「六甲アイランドの活性化」について

行政の積極的関与を訴え、これに対し神戸市長は「地元住民・民間事業者の知恵も入れて取り組む」

と回答した。まちかどネットでは、”地域の活性化”を新年度テーマとして取り上げる方針で、”活性化”
について今後、住民アンケートを行う予定。その際には積極的な意見表明をお願いいたします！ 

  ・Ｐ＆Ｇ社の社屋売却 (Ｐ＆Ｇ社 1/8 対外発表)について 
   ～ 売却先は、中国からの部品・資材調達や中国への工場進出、市場参入へのコンサルテーションを行う 

剣豪集団㈱。Ｐ＆Ｇは２０１６年１-３月期に三宮に移転する迄、引き続き現社屋を利用するとのこと。 
剣豪では、アジアと日本に関するベンチャービジネス支援のための施設等に活用するとのこと。 

・年末自衛警戒（12 月 27 日～29 日）の実施結果について 
～ 各街区(53 名)、青少協(16 名)を中心に、３日間で延べ９３名（例年並み）の参加がありました。 
  ご協力いただいた皆さん、有難うございました！！ 

  ・島内企業の合同防災訓練（２月２６日開催）について 
   ～ 自衛消防隊組織を有する企業４社と消防署・消防団による合同訓練が、地域振興会の主催で開催され

ます。工場での消火訓練を行った後、11 時よりｲﾍﾞﾝﾄ広場で消火器の使用・けが人搬送の訓練などを

行う予定とのこと。向洋小学校も参加とのことで、平日ですが是非ご参加ください。 
  ・ハーバーハイウェイの長寿命化工事実施について 
   ～ 高羽・摩耶両ランプで、夜間に舗装工事が行われます。期間は 1/31-2/2,2/7-8,2/14-16 の 22 時～翌朝

8 時です。詳細は、街区内の掲示板をご欄ください。 
  ・２０１３年度 六甲シティ・マラソン大会(１月２６日)について 
      ～ 約３千人が参加する、毎年恒例の大会が開催されます。２０１４年度は、時期を早め、今秋(11/9)に

六甲アイランド高校をスタート地点として開催される予定とのことです。 
 



○生活安全部より 
 ・全戸一斉防災訓練（３月１６日）の実施について 
  ～ 住民の安否確認、防災情報の伝達、けが人救助を訓練内容とする実施計画案が報告されました。 

この訓練は全島一斉に実施することに意義があります。各街区では、上記の計画案を基に訓練の実施 
内容をご検討・ご準備をお願いします。 

    当日、まちかどネットでは「野外炊出しの訓練」「防災講演会(市危機管理室が講師)の開催」を予定し 
  ています。 

 ○広報部より 
  ・まち情報ハンドブック改訂と六甲アイランドだより発行について 
   ～ 情報ハンドブックは、今月末に初稿の作成を終え、その後校正を経て３月完成の計画で進んでいます。 
     六甲アイランドだよりは、３月に第６２号発行で準備中です。今期はこれで５回目の発行となります。 
  ・フォトコンテストの日程について 
   ～ 今月末に募集締め切り、2/22 役員会終了後に役員の投票により入選作を選考します。 

表彰式は３月末の予定です。 
・自治会ホームページの全面改訂について 

   ～ 掲載記事の更新を外部委託しない方式の採用等、コスト・運用面でも改善が図れるよう、また切替の

開始を６月総代会以降とすることで、改訂を進めています。 
 ○総務部より 
  ・第２２期 総代会（６月８日）に向けたスケジュールについて 
   ～ ２月以降～総代会開催迄に役員会で審議・決定すべき項目の予定等を示した日程が報告されました。 
     各街区での行事日程が重ならない様にという事と、役員交替に伴う引継ぎの徹底が要請されました。 
○環境部より 

  ・東部建設事務所との協議結果について 
   ～ 1/21、会長と環境部幹部が神戸市東部建設事務所を訪問し、街灯・シティヒル遊歩道の補・改修、 

島内歩道路面の凹凸改善、シティヒル植栽の樹勢改善などについて、その進捗状況ヒアリングなどを

中心に協議されました。 
居住区内街灯で一部補修未実施の点は、現在埋設電線なども含めて状況を確認中とのこと。遊歩道の

改修は年度内に完工とのことで、近々、一部通行止め箇所が通知されます。歩道の凹凸は逐次、補修

を実施中とのこと。シティヒル樹木の件は樹木医の意見も入れながら、保水対策や土壌テストなども

実施する予定とのことでした。 
東部建設事務所とのこうした協議は、双方にとって有意義であり、今後も進めて参ります。 

  ・向洋東公園地下駐車場施設での落書きについて 
   ～ 1/17、地下駐車場の排気塔壁面に落書があるとの通報が、住民の方より自治会にありました。早速、

環境部員が落書の消去作業を行い、行政の手を煩わせることなく解決を図りました。 
○その他 
 ・まちづくり協議会からのお知らせ 
  ～ ①1/30 より、六甲アイランドアワーでマリンパーク内「野鳥園」に関する取材番組が放映されます。 



     是非、ご視聴ください。 
    ②街路名標示板が島内２２ヶ所に設置されました。今回は W4 および W5 管理組合・神戸市・事業者 
     が協力し設置しましたが、今後は E 側を中心に増設を予定しています。 
    ③12/17 付けで、六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画が変更され、向洋町中９丁目周辺が「複合

利用地区」に指定されました。 
  ・防災福祉コミュニティ関連 

～ 居住地域に新たに海抜高さを表示するなどした「安全マップ」の改訂が進んでいます。また、地域の

街路灯１００ヶ所には海抜高さを示した表示板を設置していく予定です。 
  
  
 

【作成日】平成２６年１月２５日（土） 【作成者】柏井 敏介  【議事録署名人】前野 正美 


