






六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年４月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年４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（７６名） 出席者４６名、委任状６名。規約第 10 条２項により役員会が成立。 
■ 討議事項 
総代会関連 
○『第 20 期総代会議案書』の審議と承認 
・１号議案（４）警察官立ち寄り所の件、毎日２回立ち寄りがあれば時間を決めていただけると相談に行きや

すいが。→警察の性格上緊急案件優先のため約束はできない。 
本当に安全といえるのか→有効活用されていると評価している。 

・２号議案会計報告→質問なし。夏祭り会計→質問なし。３号議案規約改正→背景の質問。→ローズガーデン

ファミリーと自治会が認定した住民ボランティアの追加があり、ボランティアの立場を明確にするため。ボ

ランティアの管理について文言変更→『会長直轄』を『会長又は副会長の管轄』に変更しては→承認。 
・第４号議案→定年制についてボランティアにはいらないのではないか。執行役員についての定年制検討であ

るので理解していただきたい。 
行事予定に３月全戸一斉防災演習を加える。 

・５号議案予算案→事業活動費文化フェスティバルと事業計画の文化祭が同一であれば文言を統一しては。事

業計画側を文化フェスティバルに訂正。 
 月次のキャッシュフローが厳しいとよく聞くが。→来期からふれあい会館への拠出を月額１０万減らして対

応予定。 
夏祭り会計予算→了承 

松本総務部長より 
・総代会スケジュールについて 

  別紙スケジュール案を説明。総代募集チラシ配布期間４/29～５/25。５/12(土)に議案書をふれあい会館まで

取りに来て下さい。次回５月度役員会には『総代名簿』と『議案書審議に関する意見・質問書』を回収して 
提出下さい。役員会で意見・質問に対しての回答案を検討します。 

■ 報告事項 
北岡会長より 

・ＩＮＡＣ神戸サッカー場工事４月末より開始。まずは車両進入道路工事から。 
・シティヒル階段の手摺の件：4 月末より工事開始予定 
・向洋東駐車場の休止の報告→ＩＮＡＣ神戸サッカー場がオープンし駐車場が必要になった場合は速やかに再

開するよう申し入れ。 
 



事業部 高橋部長より 
・シティーヒルウォーク報告：約 300 名程度の例年通りの参加者数。ゴール時間１２：１５の明示のおかげで

トラブルはなし。開催時期→3 月末から 4 月初旬開催を検討していきたい。 
・街区対抗ゴルフ大会（５/18）の件：7 街区 21 名申込あり。残り３街区の返事待ち。トロフィーは関西積和

管理㈱より贈呈の予定。 
・サマーイブニングカーニバル（8 月２５日）：夏祭りサポート委員会募集。1 回目 5 月 13 日 15 時より。 
場所はふれあい会館。今年は５月、7 月、8 月の３回の予定。詳細はチラシ参照。 

・夏祭り運営経費について：前回の総代会で質問がありましたので他社からの合い見積を取りました。 
今年の決算金額８０９万に対して８５８万円の見積金額であった。各項目に違いはあるが概ねこれまでの運

営経費は妥当であったとの評価ができると思われる。 
實光副会長より 
・バラ祭り（ローズガーデンオープニング） 
５月１９日開催、午後１時～雨天決行 

環境部より 
・５月２７日（日）クリーン大作戦実施。 
 大人の数が減ってきている。一般参加への啓蒙をお願いします。 
向洋小が参加できないので是非役員の方々も参加お願いします。両ふれまち協も参画。 

その他 
・リバーモール水路清掃 

期間：５月２１日から２２日（ドイツ学院以南）、５月２３日～２９日（ドイツ学院以北） 
・テントを地域振興会から寄贈いただきました。 

 
 
【作成日】平成 2４年４月 28 日（日）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年５月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年５月２６日（土）１０時～１２時００分 
■ 開催場所 Ｅ8 コミュニティーホール 
■ 役員総数（７５名） 出席者４５名、委任状１０名。規約第 10 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 

實光副会長より 
・バラ祭り報告 
 ５月１９日に式典を実施。ローズガーデンオープニングパーティーを多数の来賓と住民とで祝いあった。 
高橋事業部長より 
・街区対抗ゴルフ大会について 
 ５月１８日（金）に実施。９街区２１名の参加。街区優勝はＷ５、個人優勝はＥ８の西名さん。 
 プレー費や賞品は自己負担で、自治会費は使用していない。 
・サマーイブニングカーニバル報告 
 天候不順による決定事項の検討と前回の良かった点、悪かった点、改善要望点の紹介と意見徴集を実施。 
 サポート委員募集中。第１回委員会は 5/26 実施済。 
西森環境副部長より 
・春のクリーン作戦を 5/27 に実施。多くの参加を求める。 
会長よりその他 
・六甲大橋取付道路塗装塗替工事工事のお知らせ。工期平成２４年６月４日～９月３０日の予定。 
 作業時間：昼間 8：00～17：00 夜間 22：00～5：00 
・六甲アイランド・公園地下駐車場の一旦休止について 
 神戸市より、運営困難につき最も利用数の低い「向洋東駐車場」の営業を７月より一旦休止の方向。 
・六甲アイランドテニススクエア人口芝張替え工事 
 期間：平成２４年６月４日～６月２９日 

■ 討議事項 
総代会関連 
 ・第 20 期総代会『議案書審議に関する意見・質問書』が数点提出されましたので内容の確認と回答案を検討

しました。 
 
【作成日】平成 2４年６月１7（日）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年６月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年６月２３日（土）１０時～１２時００分 
■ 開催場所 RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（７５名） 出席者４３名、委任状９名。規約第 11 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 

○会長より総代会総括 
・ 総代会は予定の２時間を越え３時間に及ぶ。活発に意見交換できたという見方もできるが、混乱したと

も言える。原因として事前に意見、質問書を提出するように依頼しておりましたが、総会当日での追加

意見が多かった。次回は時間通りに終了出来るようご協力おねがいしたい。 
  ・ 議事録は確認でき次第ホームページにアップ致します。 
○宮脇環境部長よりクリーン作戦報告 
・ 次回の改善点など意見を頂戴できればお願いします。 

  西森副部長が引き続き報告 
・ ５月２７日多数参加ありがとございました。青少協、地域振興会等の団体の参加もありました。 

又各街区の理事にゴミステーションへの応援も頂戴しありがとうございました。 
大型ゴミも予定通り回収していただいた。 
街路灯点検８月５日（日）１９時３０分に予定しております。多くの役員に参加お願いしたい。 

○高寺事業部長より 
・ ラジオ体操実施要項 

前半７月２２日～３１日、後半８月２２日～３１日 
   各街区からの担当者を７月１０日までに連絡下さい。説明会は７月１６日１５時から実施します。 

・ 夏祭り関連報告 
各街区からサマーインブニングカーニバル警備ご協力をお願いします。 
担当者を決定し７/15 にまでにご連絡下さい。 
サポート委員会開催および募集。７月１５日１５時～１６時３０分ふれあい会館で実施します。 

○その他、 
・ 自治会役員会担当表の確認。Ｅ７理事とＷ４理事の変更あり。 
  街区代表は役員会議後街区代表者会議を行います。街区代表者のみお集まり下さい。 

生活安全部にかたよった街区はできるだけ他の専門部に振り分けて所属するようにお願いします。 
・ 自治会研修会資料で会議を円滑にする方法等を紹介。 
・ ６月から８月の主要団体スケジュールの確認。 
・ ７月より向洋東駐車場休止の報告。 
・ 六甲大橋取付道路の塗装工事の報告６月４日から９月末まで。交通事故に注意下さい。 



・ 向洋ふれあいのまちづくり協議会行事紹介。（ＡＥＤ，ＰＣおたすけ塾、神出の野菜市イゴボール） 
・ 『家族が熱い一週間』の取り組み紹介。 
・ 六甲アイランドまちのにぎわい創出委員会主催『第１回六甲アイランド市民サイクリング大会 7/29』の

紹介   
 
【作成日】平成 2４年４月 28 日（日）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年７月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年 7 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（７５名） 出席者５０名、委任状７名。規約第 11 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 
○神戸市とのパートナーシップ（PS)協定について 

 松原氏(スタジオ・カタリスト）より概要の説明 
・「協働と参画のまちづくり」神戸市民による地域活動の推進に関する条例による活動。決まった形態はな 
 く地域ごとの取り組み（今まで５地区 PS 協定が締結されている） 
・北須磨団地地区（第二号）の取り組み事例の紹介 
 地域の方と行政職員が一緒に地域問題解決（安全・安心／環境・マナー／健康など）のためのワークショ 
 ップを開催、課題を市民目線で把握した上で解決する取り組みに反映 
・二宮地区（第三号）の取り組み事例の紹介 ごみという問題に特化した取り組み 
・PS 協定によるメリット 

  ①東灘区役所助成制度特別枠（上限 30 万円×3 年）②アドバイザーの活用可能③神戸市との連携の拡大・ 
充実④地域内共通の課題の把握と解決⑤その他の派生的効果（人材の発掘など） 

 ・質疑  
  この街をよりよくするためにはよいが PS 協定がなくても十分では？ 
          →行政の中でやる気のある職員から地域がより見えやすくなり、効果的な取り組みが期待できる。 
        協定をひとつの団体と結ぶと他の団体が結果的に排除されるのでは 
   →そのとおり。「概ね地域を代表する団体」として地域を十分にカバーする組織であることが重要 
 ・神戸市のホームページに PS 協定について掲載されているのでご参照ください。 
 ・今後も自治会として協定については継続検討していきます。 
○高寺事業部長より 

・ ラジオ体操について 
8 月 31 日最終日は各街区の役員の方なるべく参加してお手伝いをお願いします。 

  ・ 夏祭り関連報告 
    人数把握のため名簿を作成していますが当日参加でもよいのでひとりでも多く参加してください。 
    8 月 19 日のサポート委員会にはぜひ参加していただきたい。  
○重友生活安全部長より 

・ 街区防災委員の選出と研修について 
8 月の下旬を目安に活動を会合・活動を開始します。（改めてご連絡・ご案内します） 

 



 ○宮脇環境部長、西森副部長より 
・ 街路灯点検のお知らせ 

    8 月 5 日（日）に街路灯点検を実施します。19：20 にセンター駅下警官たちより場に集合ください。 
  ・ 環境観測データについて 
    神戸市環境局による向洋北地域での測定が始まっています。 
    代表測定地との比較を含めデータがまとまってから改めてご報告します     
○井藤広報部長より 

・ 自治会ホームページについて 
近日中に緊急連絡のページを作成し、リアルタイムで連絡が必要な項目は自治会で作成・連絡できるよ

うにします。 
・ 写真展実施要綱 

フォトコンテストを 12 月から 2 月くらいに募集して 3 月に表彰するという日程で実施する予定です。 
夏の写真もあると思いますので８月に予告のチラシを作成します。各街区ロビーに掲示をお願いします 

  ・六甲アイランドまち情報ハンドブック 
    六甲アイランドまち情報ハンドブックを改訂の予定です。次回の役員会の午後１時から情報ハンドブ 
    ックサポート委員会第一回を開催します。ご協力いただける方はご参加ください。 
○その他 

・ 計画停電について 
計画停電への対応マニュアルを参考に各街区で対策を検討しておいてください。 
特に共用部分ではエレベーターも止まる。インターホンなど連絡もできなくなる。マンション内の水系統もとま

るのでトイレの水などに注意が必要。 
各管理組合の共用部の設備をチェックしておくことも大切だと思われます。朝一番の停電の場合はフロントも開

いていないので事前連絡の問題など注意しておいてください。 
 ・自治会組織 
   街区代表を生活安全部と切り分けました。再度役員として生活安全部に登録していただくことでもかま 
   いません。 
 ・８月役員会は 8 月 18 日（第三土曜日）に開催し、お祭りの準備も兼ねる。 
  役員会の主要なテーマは 9 月 28 日（木）六甲アイランドを管轄する行政との間の自治懇談会について 
 ・７月 28 日（土）オリンピック サッカースウェーデン戦パブリックビューイングがあります。 
 ・７月 29 日（日）市民サイクリング大会の交通規制がありますので注意してください。 
 ・8 月 14 日（火）スイス エーデルボイスコンサートをオルビスホールで開催しますので参加ください。 
 
【作成日】平成 2４年 7 月 28 日（土）【作成者】三浦 真一【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年８月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年 8 月 18 日（土）１０時～１１時００分 
■ 開催場所 RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（７３名） 出席者４６名、委任状８名。規約第 11 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 
 ○北岡会長より 
・自治会と神戸市との懇談会【9 月 28 日（金）14 時～16 時開催】につき意見集約の件 

  環境関連・地域の活性化などの項目について皆様からのご意見をメールと FAX で戴き、部長会で集約を 
  進める。懇談会開催は平日だが、出来るだけ多くの方に参加いただきたい。尚、昨年度の懇談会議事メモ 
 (自治会側で作成)を、参考としてホームページにアップする。 
・神戸レディースフットボールセンター建設工事工程について 
 工事は 7 月 30 日から 10 月 31 日までの予定。着工が諸般の事情から若干遅れたが、8 月後半 U20 女子 

ワールドカップ試合の際に FIFA の視察があり、この時までにある程度の形が判るよう、工事を急いでいる 
とのこと。自治会から、工事車両の進入経路・頻度・時間帯を確認する等、住民の安全確保を要請している。

問題・気づいたことがあれば申し入れますので遠慮なく自治会へ連絡ください。 
・六甲アイランドまちづくり協議会（略称：まち協）の『街路に愛称をつける』活動への賛同について 
 まち協が各街路につけた愛称を広め定着出来るよう活動しており、自治会も地域振興会などと共に本活動に 
 協力している。今般まち協から神戸市に対し、街路愛称の認定道路とするよう「願書」を提出することとな 
 り、自治会からは「賛同書」を提出した。 

 ・神戸ベイシェラトンホテルでの温泉掘削工事 
  ベイシェラトン敷地北西部の植栽を取り除いて掘削を行う。工期は 9 月初旬～来年 4 月末、掘削は 10 月末 
  から始まる。騒音・振動については十分考慮するとのこと。機械搬入なども含め、学童の登下校等に支障の 

無いように特段の配慮をお願いしている。 
 ・六甲アイランドシティモールの公道横断デッキのリニューアル工事 

西大橋 9 月 3 日から 10 月 15 日、東大橋 10 月 16 日から 11 月末日の工期。橋の下は多少の通行規制は 
あるが、通れなくなることはないとのこと。 

 ・東日本大震災チャリティコンサート「K-POP スター」の実施について 
10 月 20 日（土）神戸国際大学隣のデカパトス用駐車場を整備してコンサートを行う。韓国テレビ局 MBC    

の主催で韓国系のアーティストを呼ぶ予定。目標観客は 3 万人で 1.5 万人の座席は確保しているとのこと。 
観客警備・ライナーやバスの運行・その他安全性の確保などを見極める。海に向かったステージとし騒音に

ついては配慮されているとのこと。商業ベースのイベントであり、日-韓間で政治問題が起きている状況など

を勘案し、自治会としては反対もしないが、積極的に支援もしない姿勢で臨む。 
 



 ○高寺事業部長より 
 ・夏祭り関連報告  明日 19 日、夏祭りサポート委員会を開催します。参加協力をお願いします。 
 ・文化フェスティバル 11 月 25 日に文化フェスティバルを行います。9 月末出演者申し込み締切・10 月中旬

からサポート委員会の発足などを予定。 
 ○宮脇環境部長より 
 ・街路灯点検結果報告について 
     去年の夏から街路灯チェックを始め、今夏で３回目のチェックを実施。過去最大の 24 名の参加を戴いた。 
  8 月 7 日に東部建設事務所に点検結果を報告し、夏祭り前には改善いただく予定。 
  非常に暑い中、街路灯チェックにご協力戴いたが、全てのフォローはなかなか出来ない。今後はチェック確

認に客観性をもたせる、時間を短縮するなどの改善を図っていきたい。次回は 12 月頃の予定（夏と冬の２

回／年実施する）。 
○井藤広報部長より 

  ・情報ハンドブック更新について   
広報部メンバー以外にサポート委員会に 7 名参加を戴ける。本日午後、第一回委員会を開催し来年 2 月まで 
計 4 回の委員会を開催する予定。 

  ・自治会フォトコンテストについて  
11 月下旬に応募要領を告知する予定。 各街区でも PR をお願いします。 

 ○総務部より 
 ・規約改正着手について 
  総代会での指摘も含め、改正を行う。今年度中には来年の規約改正に向けて体制を取れるようにしていく。 
 ○その他 
 ・大規模停電の発生について 
  8 月 16 日の 6 時半から 1 時間ほど W4・W５・W6 で停電があった。計画停電ではなく個別受電先トラブル 
  の煽りを受けた模様。関電から事後説明をうける予定。 
  付近の信号灯も消え、エレベーター内に閉じ込められた人もおられた。危機管理の一環として注意し、今後 
  対策を検討していくことが必要。 
 
 
【作成日】平成 2４年 8 月 18 日（土）【作成者】三浦 真一【議事録署名人】北岡 英希 
 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年９月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年９月２２日（土）１０時～１２時００分 
■ 開催場所 RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（７３名） 出席者４１名、委任状９名。規約第 10 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 
会長より 

・ 向洋東公園トイレ設置の件 
  6 月末休止以来駐車場トイレが使用できなかったのを、トイレを１２月末に設置することに決定。 
  →ペットの糞を捨てを抑止できる対策を要望。週２回のメンテナンスとなります。 
  場所はＲＩＣふれあい会館の北側。 
・ ウエスト地区停電の件(W4 と W5) 
  関西電力より報告書あり。ある顧客設備からの漏電を感知し自動で停電した。 
  今後は顧客側で独自の電柱を設置し周辺に停電が及ばないように設備変更をする予定。 
  関西電力のホームページを見れば停電情報が見れます。http://teideninfo.kepco.co.jp 
・ ローズガーデンファミリー バラ園見学会 

RIC ローズガーデンの現状報告。水やりを増やす予定土曜 4 時。薬剤散布していないので幼虫発生し駆

除しました。バラを１７本植栽追加。 
バラ園見学会を企画。11 月 9 日（金）北播磨余暇村公園等。自治会でバス代¥30,000 を負担していただ

きたい。→了承。 
・ 青年部設立準備委員会設立の件 
  総代会方針にもありましたように、第二世代が住み始めている。若い人達の意見を聞きたいということ 
  で準備委員会を設立。現環境副部長の阪本さんを中心に立ち上げます。これに伴い阪本さんは総務部に

所属することになります。→早めの議論が必要。青年部は自治会役員になるのかどうかなど検討が必要。 
高寺事業部長より 

・ 夏祭り報告 
  ゲーム売上が過去最高の¥933,350 であった。夏祭り反省会アンケート集計結果を報告。全体的に良か

った、盛り上がったという意見が多かった。反省点として祭りのチラシは全戸配布すべきとの意見やゴ

ミ箱が少ないなどの意見が多かった。 
コミュニケーションが大事であるということと又夏祭りはいい機会となった。 

  →子どもみこしの待ち時間が多く大変。もっと３グループ別とう細かに集合時間を指定してはどうか。 
  →ゲームコーナーの照明が暗かったので対応を。   
・ 文化フェスティバル関連報告 

サポート委員会開催案内 10 月 14 日（日）１４～１５時、ＲＩＣふれあい会館ホールにて。 



第２回は 11 月 17 日（土）１５時３０分～１７時 
その他、 

・ 総務部規約改正委員会報告。第１回 9 月 9 日（日）実施しました。来年 1 月にはまとめて 3 月に案と 
して確定し総代会で最終承認の予定。 

・ 主要団体スケジュール表を配布。各団体の予定を確認下さい。 
11 月 18 日にクリーン作戦を実施予定。 

・ 東灘区民の防災・安全のつどい 11 月 8 日 うはらホールにて 
・ 赤い羽根共同募金への取り組み 10 月 1 日（月）～10 月２７日（土） 

回収方法 10 月 28 日（日）１３：００～１６：３０の間にふれあい会館まで募金箱を持って来てくださ

い。 
・街路灯点検の実施、一定期間の間で所定の点検を行う。協力できるかたお願いします。 

■ 討議事項 
北岡会長より 
 自治会と神戸市の懇談会 要望意見質問事項の検討を確認した。 
 Ａ生活環境関連 
  ①東灘署へのお願い。 
  ②大気汚染など環境改善について 
  ③シティヒルの整備等 
  ④住環境（交通関連）について 
  ⑤リバーモールについて 
  ⑥南海トラフ巨大地震への災害対策について 
  ⑦その他→野鳥公園、つつじの植栽について 
 Ｂ地域の活性化等について 
 ①地域の活性化についての新規取り組み 
 ②子ども医療費の負担について 
9 月 28 日（金）14 時からＲＩＣふれあい会館にて開催です。できるだけ参加お願いします。 

 追加意見 
・道路工事等の歩道の現状復旧の方法が元のデザインと比べて安易で異なるが元のデザインで戻して欲しい。 

 ・低木剪定等気づいたら順次会長副会長に言って欲しい。毎週金曜日には行政との連絡会を実施しています。 
   
ドッジボールの取り組みについて 

街区対抗ではないが何かの形で年初は開催の予定でありましたが、ドッジボールに取り組む少年が減ってき

ている点も考慮し開催を取りやめる。→承認。 
 
【作成日】平成 2４年９月 22 日（土）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H23 年 10 月度 定例役員会』議事録 
                     （１ページ目）    

■ 開催日時 平成 23 年 10 月 22 日（土）１０時～１２時００分 
■ 開催場所 Ｅ６コミュニティーホール 
■ 役員総数（７６名） 出席者 ３５名、委任状９名。規約第 10 条２項により役員会が成立。  
■ 報告事項 
北岡会長より 
○ 神戸市行政との自治会懇談会について 

１０月５日（水）に実施した自治懇において、自治会・地元団体から要請・要望した内容に 
対する行政側からの回答を、自治会長の作成したメモで詳細報告。以下は役員会での主な論点を 
述べる。 
① 自治懇メモの「詳細内容」をホームページに掲載して欲しい、との要望があり討議したが、 

懇談会での非公式メモであることから、多数決で否決されＨＰ掲載はしない。 
但し、自治会役員は各自の街区にて詳細内容を伝えるようにする。 

   ②「リバーモール」区域が「道路扱い」に法律で規定されているものの、「公園扱い」に変更して 
     もらう動きは地域として継続的に行うことを役員会で確認。 

③ 自治懇の出席者で自治会側・住民側の参加が行政側と比較して少なかった。行政側は人数を絞り、 
住民側はもっと参加者を増やす工夫が必要。次回開催時の継続課題とする。 

實光副会長より 
○ フラワーリバーの近況報告と「バラ園ファミリー」の募集要項を説明。募集用紙は全戸配布。 

最初の植栽は１２月３日（土）９時～バラのみ植栽。１２月１３日、１４日は小学生の手で宿根草を 
植え付け。「バラ園ファミリー」は植栽後の維持管理（水やり・雑草引き）の住民メンバー募集。 

高橋事業部長、金堂副部長、室屋副部長より 
○ 夏祭り会計報告 ----中間報告であり近々に最終まとめの方向。収支的には大きな問題なし。 
○ ドッジボール大会要項 ----１１月３日（木：祝日）１０時～「芝生広場」で実施。参加６チーム。 
              当日、たくさんの応援をお願いする。 
○ 文化フェスティバル ---- １１月２０日（日）１１時方～開始。１７演目。メインゲストは「ＲＩＣ 

ミュージシャンズ」。場所はオルビスホール。入場「無料」。多数参加を。 
重友部長より 
〇防災を考える会の開催 --- 各街区の「防災委員」を一同に集めて１０月２２日午後Ｅ８で開催。 
              各街区間の情報共有、課題共有を図る。 
宮脇部長より 
〇秋のクリーン大作戦 ---- １１月２７日（日）１０時～実施。 
■ 討議事項 
○ ２０周年記念事業について 

住民のフォトコンテスト実施を決定。１１月中旬～１月中旬までテーマごとの作品募集。詳細は 
広報部で詰めてチラシで１１月上旬頃にお知らせする。 

■ その他（報告事項） 
①「ＩＮＡＣ神戸」のサッカー練習場設置を六甲アイランドのデカパトス北の空き地を使う方向で 
  検討している、と神戸市教育委員会事務局スポーツ体育課から１０月５日に自治会等に報告が 
 あった。正式決定には予算どりの関係等であと数ヶ月を要する。 
 



（２ページ目）   
 

②マリーンパーク駅前歩道橋、南側にエレベーターを設置。工事は１０月～２月の間。日・祝は休み。 
③「アニメソングフェスタ」が１２月４日（日）アートカレッジ神戸・ジュリアホールで開催される。 
 声優公開体験レッスンやアニソンのど自慢大会もあり、住民の出場を募集している。 
 来年２月２５日（土）はメインイベントをオルビスホールで開催。（ゲスト：水木一郎さん） 
 自治会としてこれらの開催に対し積極的に「後援」していく。 

④「東灘区民の防災・安全のつどい」が１１月１０日（木）１０時～１２時「うはらホール」で開催。 
 自治会役員の多数の参加を望む。 

  ⑤「神戸シティマラソン」が「六甲シティマラソン」と名称を変えて１月２９日（日）、六甲アイランド 
   で開催。 
  ⑥「神戸沖島」（六甲アイランド 南の埋立地）の埋立完了時期は廃棄ゴミの減少により、平成３３年度   
    完成見込みが平成３９年度まで、６年間延期された。 
  ⑦六甲ライナーの補修工事を１１月～１２月に実施。夜間工事だが騒音のないように配慮。 
  ⑧都市計画総局計画課からの情報で「用途地域の変更（主に高さ規制の強化）」の提言が１２月頃に 
   住民に対して広報される。来年の審議事項となる。 
 
【作成日】平成 23 年 10 月 23 日（日）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 



六甲アイランド CITY 自治会 
 

『H24 年１１月度 定例役員会』議事録 
 

■ 開催日時 平成 24 年１１月２４日（土）１０時～１２時００分 
■ 開催場所 RIC ふれあい会館 
■ 役員総数（７３名） 出席者 36 名、委任状 8 名。規約第 10 条２項により役員会が成立。 
■ 報告事項 
会長・副会長より 

・ 神戸コスプレコレクション後援の件 
・ 放置自転車撤去の件 
  駅周辺はみなと総局、駅以外は東部建設局に依頼。11 月 28 日から調査開始、12 月 12 日（水） 
・ 赤い羽根共同募金報告 

目標額 58,260 円に対して 38,379 円。自治会と合わせて 68,379 円となりました。 
・ 年末自衛警戒実施について 

12 月 28 日（金）から３０日（日）の 3 日間で実施。管理組合毎に２名の応援をお願いします。 
12 月７日までに会館までＦＡＸお願いします。 

・ ローズガーデンファミリー活動について 
10 月 24 日白砂先生との勉強会実施。11 月 9 日播磨中央公園、北播磨余暇村公園の見学会を実施。 
県民教室からの補助金があり自治会負担は 30,280 円でした。 

・ 11 月 10 日午後から宿根草の植え付けを実施。白砂教授他ゼミ生徒 10 名とファミリ 17 名で。 
  植栽品は神戸市から支給。 
・ 今後も植栽と追肥、バラ祭り（平成２５年 5 月１８日（土））を予定。 
・ 工事のお知らせ。 

１．北川テニスコート改修工事。北口駅東のテニスコート北側シティヒルの園路回収工事 
12 月 10 日～２５日 

２．公園（Ｗ３南とＥ８南）の木製遊具を木製以外の材質に変更していく工事を年度内で実施。 
  ・ 駐車場料金変更の件 

12 月１日から六甲アイランド公園及び向洋西公園の当日最大料金５００円に統一。 
→それであれば島内全域で同じ料金になるよう申し入れをお願いしたい。（Ｗ４岡本） 

高寺事業部長より 
・ 文化フェスティバルについて 
  組織運営上人数が不足している。管理組合から１名の応援をお願いしたい。 
  →主催が文化フェスティバル実行委員会、協力に六甲アイランドＣＩＴY 自治会となってますが、 
   主催が六甲アイランドＣＩＴY 自治会、主幹に文化フェスティバル実行委員会では？ 
    →指摘通りです。来年から改めます。 



  来年も１１月第４日曜で予約が取れました。よってクリーン作戦は第３日曜となることになります。 
・ チューリップ祭りについて 

宮脇環境部長より 
・ 11 月 18 日にクリーン作戦を実施。 

同日にスポーツイベントが開催の都合上、開始時間を１時間早めて実施。 
内容は効率よく行われ、応援の方のゴミの分別も積極的に行われた。Ｗ側ジュースが不足したのが反省。 
→ごみ収集車が当日来ずに翌日月曜日となった。Ｗ７，Ｅ７にお詫びした。（環境副部長西森） 

・ 街路灯点検の協力依頼。 
12 月 16 日（日）17:30 開始（20:00 ころ終了予定）雨天中止は 17:00 に判断。 
センター駅下警察官立ち寄り所に集合 

重友生活安全部長 
・ 11 月 11 日防災会議を実施。 

Ｅ８の防災マニュアルが紹介され情報共有されました。 
家具固定について啓発用ＤＶＤで勉強。 
HAT 神戸防災センターにて南海トラフ発生想定の企画展を開催中。12/16 まで。 

その他 
北岡会長より 
 六甲シティマラソン大会１/27 開催 
 
【作成日】平成 2４年 11 月 24 日（土）【作成者】松本 啓二【議事録署名人】北岡 英希 


