
六甲アイランドCITY自治会平成 21年11月度役員会 議事録
開催日時 平成21年11月28日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数 73人

出席者数 41人(委任状提出者 15人)

1 神戸県民局からフェニックス共済の説明

神戸県民局 高見氏からフェニックス共済の説明が実施された。
佐用町の水害を経て、フェニックス共済の存在を知らなかったという声が多かっ
たので、知らせる活動を強化した。
今年の4月に県民局の組織が再編され、総務室がフェニックス共済の関係、県
民室は地域活動との連携窓口となっている。
フェニックス共済に加入していれば自然災害に対して給付金が支給される。住宅
の補修や建築、購入後としていた給付金支給を実施前の給付に変更されてお
り、年額5000円で最高600万円まで給付される。説明会開催希望があれば実施
するとのこと。

2 決議事項

・２０周年記念モニュメント時計台（風力・太陽光発電）について
岸本会長より時計台設置までの経緯について別紙により説明があった。
西側向きにも同じ仕様の時計を37．5万円以内の追加で設置するについて審

議され、追加設置することが承認された。

3 報告事項

（１） 事業部より

・文化フェスティバルが11月22日に開催された。
小山乃里子さんの司会により辻陽子さんのピアノ演奏とRICミュージシャンズと

いう六甲アイランド在住関連のプロの演奏家の集団による素晴らしい歌や演奏
があった。次年度も同様の時期に開催予定。

（２） 環境部より

・秋のクリーン大作戦について
実施日時11月29日
お菓子はE4、E7に用意している。向洋ふれあい会館で豚汁を用意している。

ごみ回収時の交通事故に注意してほしい。カン、ペットボトルは燃えないゴミに
分類し、ガス入りの缶など危険物は燃えないゴミと区別し分類する。 放置自転
車について港湾建設局に連絡し11月27日回収した。約270台。心当たりの人は
神戸市に連絡して取りに行く必要がある（引き取りには約2000円かかる）

（３） 広報部より

・情報ハンドブックの作成の進捗状況を別紙により説明があった。12月20日に
最終原稿の確認会を開催する。参加希望役員はFaxにて申込んでください。

（４）外周道路街灯設置工事

・六甲アイランド外周道路の照明を取り換える工事が実施されることが岸本会長
から別紙により説明された。費用は国の負担。

（５）その他

・年末警戒が12月28日（月）19時から実施される。警察署長の巡回を街区役員、
地域自衛消防隊で受ける必要があるが、六甲アイランドは地域自衛消防隊が消
滅しているので役員の中から出席してほしい。（井原副会長）
・MOVIX六甲が1月30日で閉鎖となる。MOVIXのホームページにも情報が公開さ
れている。階下の食堂にも影響が出ることが予測される。街の環境、治安などで
我々自身が活動を強化し街を守る必要がある。（井原副会長）
・12月の役員会は例年通り休止する。次回は1月23日。12月部長会は予定通り
開催する。

以上

作成日 平成21年11月28日(日) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 井藤一久 議事録署名人 北岡 英希



六甲アイランドCITY自治会平成 21年10月度役員会 議事録
開催日時 平成21年10月24日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数 73人

出席者数 37人(委任状提出者 7人)

報告事項

1 事業部より

・街区対抗 ドッジボｰル大会(10月25日開催予定)の状況と確認
場所、日時、参加チｰム、重要事項、大会運営スケジュｰル等、別紙にて詳細

* 雨天の場合小学校体育館にて開催予定でしたが、インフルエンザ防止の為体
育館使 用許可が下りずで中止とします。 (賞品は購入済みの為、各参加街区
代表者に集合 場所にて配布予定)
・文化フェスティバル(11月22日開催予定)の状況と協力要請
・10月18日、RICふれあい会館にて第1回サポｰト委員会を開催し、出演20演目

3分の1新規出演、出演者への説明会10月25日(12時～13時)実施
・11月14日、RICふれあい会館にて第2回サポｰト委員会を開催予定
・11月22日、文化フェステバル開催、事前にチラシを作成し全戸配布

2 環境部より

・秋のクリーン大作戦について
実施日時11月29日、集合(AM9:50̃ AM 11:00)、作業(AM9:00̃AM11:30)

＊雨天の場合中止（AM8:00現在）
集合場所、実施内容、回収場所、作業内容等、別紙にて詳細
各街区より1名選出し、責任者を選定、回収場所に10時までにﾃｰﾌﾞﾙを用意す

る
集合場所に看板をたてる。(甲南大学より50名応援有り)
放置自転車については、港湾建設局に連絡し11月20日回収予定

3 その他

・地域総合防災訓練について
開催日時、平成21年11月1日午後1時～3時(荒天は体験実施困難な為中止)
開催場所、特別出演、訓練内容、体験実施計画等、別紙にて詳細

・六甲ライナー深夜点検運転のお知らせ
平成21年11月5日、6日、11日(AM1:00̃ AM 5:00)設備、点検運転実施

・家庭用燃えないゴミ等収集日の変更
平成22年4月5日より現状月2回の収集日が毎週水曜日に変更

・20周年記念時計台について
現在設置業者に再見積もりを取って入る状況であり、詳細について次回役員

会
にて再検討

以上

作成日 平成21年10月25日(日) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 竹部 浩二 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会平成 21年9月度役員会 議事録
開催日時 平成21年9月26日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数

出席者数 38 人（委任状提出者 19人)

報告事項

① 事業部より

・サマーカーニバル（8月29日(土)）
仮決算で出店協賛金、模擬店売上共に過去最高を達成した。
一方、今年より、道路使用申請・使用料などの支出が増えた。
・ドッジボール大会（10月25日(日)）
E11南側芝生広場にて開催。
街区対抗の唯一のスポーツであり、各街区是非参加を。
・文化フェスティバル(11月22日(日))

現在出演者募集中。

② 環境部より

・クリーン大作戦（11月29日(日)）
迷惑駐輪については検討中。

③ 生活安全部より

・地域安全ニュース、街灯球切れを連絡
・カナディアン南側、雑草など除去され安全になった。

④ 幹部報告

・ ひったくり事件（井原副会長）

9月8、9日、昼間、六アイ内で連続ひったくりがあり、2名が被害を受けた。中高
生位の3人組、直ちに私服警官20名近くが島の出入り口を警備したが未逮捕。
防犯協会から要請ありＳＧＭから緊急放送、ＳＧＭ管理でないＥ10，Ｗ3，Ｗ20の
内、副会長が伝え前2街区は放送できたが、W20まではできなかった。

・ 赤い羽根募金（岸本会長）

各街区への募金箱設置の廃止したい。理由は手間多く成果小（全街区で2．8万
円）自治会から４～５万円を募金している。設置はふれあい会館、向洋・六アイ
福祉センター、SGMOで。→役員会決議。

・ 行政懇談会（岸本会長）

9月14日開催、東灘区から約20名来所、10件ほどの要請をしたが、具体的回答
なしも、警察官立寄所などをセンター駅近くに設置の考えも警察から出ている。

⑤ その他

・ 六甲大橋の塗装工事、7交差点歩道段差の解消工事、街灯照度アップ工事

以上

作成日 平成21年9月26日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 神吉 正弥 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会平成 21年8月度役員会 議事録
開催日時 平成21年8月22日(土) 10時00分～11時30分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数 73人

出席者数 38人(委任状提出者 7人)

報告事項

1 総務部より

総務部より８月１日現在、担当表を配布、名簿の漏れなどある場合の連絡を要
請

2 事業部より

第２２回サマーイブニングフェステイバル関連について、
●会場図に基づき説明、櫓ステージ、北・南ステージ、協参企業・団体名など、
●駅周辺の迷惑駐輪の移動を各役員に移動協力を依頼（別紙詳細）

：事前啓蒙 ８／２３、７時～…各街区掲示板にも広報
こどもみこしパレードの邪魔になる（特にセンター駅南側とファッション
美術館周辺の自転車）を対象に、８／２８強制撤去する旨のチラシを配布

：当日の早朝撤去移動について ８／２９、７時～
最寄りの駐輪場へ撤去移動

●Ｗ３街区より、全街区のみこしパレードに子供用宇宙服の貸出を申し出、
       各街区単位、２着限定（身長120～160áp用）
●明日、２３日（日）午後2時～4時、サポート委員会議を開催するについて、
・ 岸本会長より
：六甲アイランド２０周年記念モニュメント（時計台）完成披露について

９／１０（木）、１１時～両小学校６年生参加により実施
：六甲ライナーにおいて７／８に新聞報道された磁界による現象について

神戸新交通より回答された書面などについて紹介
：行政懇談会の開催について （東灘区役所の主導により開催）

９月１４日（月）、１４～１６時、出席自由、
意見・希望のある人はＦＡＸにて項目内容の申し出を要請

：六甲大橋橋面舗装及び伸縮装置改良工事について、
みなと総局からの書面を紹介、８／２９～３０、９／５～６の４日間に実施

※ 会議終了後、自治会役員に向け事前披露を実地

時計の方向が、先に説明されていた方向と違うなどとの発言があった

3 その他

以上

作成日 平成21年7月25日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 神吉 正弥 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会平成 21年7月度役員会 議事録
開催日時 平成21年7月25日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数 73人

出席者数 46人(委任状提出者 6人)

報告事項
各専門部;今期の方針・活動予定

1 総務部より

・役員による自治会活動へアンケｰト
・アンケｰトを反映した自治会活動を決めパンフ作成
・新役員への規約・総代会議案書・新パンフ作成
・役員名簿は個人情報管理上から詳細(部屋番,電話など)は部長会のみ配布

2 事業部より

・サマｰカｰニバル(8月29日(土))
子供みこし;集合;ベイシェラトンH西、E16:00、W16:30、
ジュｰス・ゲｰム券(20名/街区、8/23ふれあい会館)を支給
手伝い;みこし、ゲｰムコｰナｰ、会場警備、清掃(翌日)、計17名届出下さい(8/15)
盆踊り練習;8/18&8/25、RICセントラルタワｰ3Fバンケットホｰル
・夏休み子供ラジオ体操の実施要綱確認
前半;7月25日(土)～7月31日(金)、当番;E5,E4戸建,E8,E4,E10,E3,E7
後半;8月22日(土)～8月31日(月)、当番;E6,W20,W3,W5,W6,W7,W4

3 環境部より

・落書き消し活動、・クリｰン大作戦、・草刈り(芝生委員)

4 広報部より

・六甲アイランド便り(4回/年)、・ホｰムペｰジ新規立上げる

5 生活安全部(街区代表)より

・自衛消防隊の活動強化立寄所などをセンタｰ駅近くに設置の考えも警察から出
ている。

6 その他

・20周年記念時計台(á潟Vグナスより説明)
場所;アイランドセンタｰ広場、稼働;8/20より
動力;風力(50W@6m/s)と太陽光(43W)、電波時計、バッテリｰ;5日間無発電

・ W20より日照権の要望あり、
W20の第2期工事により、神戸市日照権が確保されていない。
神戸市に実情説明の陳情をする。(建設反対ではありません)

以上

作成日 平成21年7月25日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 神吉 正弥 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会平成 21年6月度役員会 議事録
開催日時 平成21年6月27日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数 73人

出席者数 37人(委任状提出者 8人)

報告事項

1 スカパｰJSAT株式会社より

・ テレビ受信設備について

参考資料等により説明有り。

各街区、管理組合により評価検討し判断する。

2 東灘消防署より

・ 防災アンケｰト

各街区代表者にて防災アンケｰトを実施

3 事業部より

・ サマｰイブニングカｰニバル

6月12日サポｰト委員会を実施し、次回7月23日14時～18時開催する。

・ラジオ体操

前半7月25日(土)～7月30日(木)、後半8月22日(金)～8月31日(日)実施する。

各街区での世話役3名、人数の多い街区は5～6名人選し7月20日(月)に説明
会、シュミレｰション等を行う。

4 その他

6月定例役員会議題は、次回7月定例役員会にて行う。

以上

作成日 平成21年6月27日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 竹部 浩二 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 5月度役員会 議事録
開催日時 平成21年5月23日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 73 人

出席者数 33 人（委任状提出者 13人)

報告事項

① 総務部より

・ 総代会について
6月7日(日)、13?15時、バンケットホールにて開催。
総代の出欠リスト未提出があり、至急提出願います。
当日の進行表にある通り、9時から準備を始めます。その準備などお手伝いし
て頂きたい。昼弁当を手配します。挙手確認19名
議長に安達様(W4)、司会に前野様(E3)にお願いします。
書記は久野様へ依頼します。
現時点で質疑はなく、今後出てくるので前日6月6日10時から臨時部長会で対
策検討する。

② 環境部より

・ クリーン大作戦
5月31日(日)、10?11時30分に開催、各街区担当者登録願います。
集合場所；W4、W7、E4、E7ゴミ回収ステーション前
4種のごみ分別を行い、クリーン大作戦シールを貼る。
ソーメン食事はインフルエンザ対策として止め、持ち帰り品を用意する。

③ 事業部より

・ サマーイブニングカーニバル
8月29日(土)に開催の準備会として、同サポート委員会(約30名)を4回開催す
る。
第1回委員会では、子供神輿の待機時間を短くとの要請あり、今年は東西別に
スタート時間を変える。

④ 広報部より

・ 六甲アイランドだより
5月末に配布し、総代会の議事内容を記載する。

⑤ その他

・ 甲南大学グラウンドの芝生化
来月から1年間かけ全面芝生化工事を行う。工事車は住居内は通らない。
・ リバーモール人工池の工事
6月上旬、下旬で地下工事を行う。
・ ドリームフェスティバル中止

以上

作成日 平成21年５月2３日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 神吉 正弥 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 4月度役員会 議事録
開催日時 平成21年4月25日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 74人

出席者数 40 人（委任状提出者 14人)

報告事項

① 総務部より

議案書(案)が配布され岸本会長より第17期事業報告書・(決算書)、及び
第18期事業計画案・(予算案)が、北岡事業部長より夏祭り特別会計の
第17期決算書及び第18期予算案の説明がありました、その後審議され
第17期定期総代会議案書が承認されました。
スケジュールの確認
5月9日(土)10時～12時 書類(総代会案内・名簿・議案書等)の受取に会館へ
5月23日(土)役員会に書類提出 「意見・質問書」は同役員会で協議承認
6月7日(日)13時～15時開催

② 事業部より

・ サマーイブニングカーニバル(夏祭り)について
サポート委員募集のお知らせを各街区に掲示してください。
・ シティヒル・ウォーク(3月29日(日)実施)について
関係各位のご協力により400名程参加していただき無事終了しました。

③ 環境部より

・ 春のクリーン大作戦について
5月31日(日)に実施します。各街区の担当者(ゴミ収集場所)のお名前を
5月22日までにFAXでお知らせ下さい。

④ その他

・ 井原副会長より 青パトのメンバー(運転をして頂ける方)の募集及び
自衛消防隊への参加のお願いが、ありました。
・ デカパトス2期工事のお知らせ プール増設工事を4月1日～6月20日の期間
で行うそうです。期間中工事車両等に十分注意してください。
・ ウエストコート6番街で役員の改選があり、新役員の紹介がありました。
・ J：COMとの契約への各街区の対応状況の質問が、W3の役員よりありました
まだ大半の街区が検討中のようです。将来色々な対応が、出来るような契約を
検討する必要があるのではという意見もありました。

以上

作成日 平成21年4月28日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 久野 洋文 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 3月度役員会 議事録
開催日時 平成21年3月28日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 74 人

出席者数 36 人（委任状提出者 13人)

報告事項

① Ｊ：ＣＯＭより

・ デジタル放送対応について
2011年7月のアナログ放送終了に伴い、2010年12月までにデジタル化更新工
事を完了する。本件について説明し、今後各街区理事会に説明してゆく。
J:COM設備更新、及び各街区ブースター交換や故障時取替え工事費をJ:COM
負担で行い、保守管理契約の締結と従来通り利用料1050円／月負担願いた
い。
会長より、独占契約であり六アイアワーの放送回数増や値下げなどを各街区
で主張して欲しい旨、要請があった。

② 総務部より

・ 総代会について
6月7日(日)13時?15時開催
議案書(案)について意見を求め、事業報告にリーバーモールの水問題、20周
年モニュメントなどの掲載要請があった。

③ 事業部より

・ シティヒル・ウォークについて
3月29日(日)10時?、小磯美術館西Startで開催

④ 広報部より

・ 情報ハンドブックについて
4月に入り配布する。
また、六甲アイランド便りは4月1日付け配布する。

⑤ その他

・ 20周年記念モニュメント
風力+太陽電池式の時計台を経過している。但し、予算化が未決定
・ ラグビー場閉鎖
(株)ワールドとの契約が3月末で満了し、安全管理のため万能板で囲いを行
う。
又、当地のマンション第2期は、H21年末着工、H23年春完工、同夏入居
・ 各街区の防災資機材配布について
最終数量が確定した。各街区に維持管理を行うように

以上

作成日 平成21年３月28日(土) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 神吉 正弥 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ２月度役員会 議事録
開催日時 平成２１年２月２８日 10時00分～１２時００分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 ７４ 人

出席者数 35 人（委任状提出者 11人)

報告事項

① 環境部より

・ 各街区の防災資機材購入について。
防災資機材(街区別)配布表の説明
表の数は、H21年2月28日までに各街区に配布された資機材の数量です(W20
とE11には、新規配布)。毎年各街区で数量等を確認の上、不足の資機材につ
いては、
各街区で購入整備して下さい。なお防災資機材の保管方法(施錠の有無)等も
各街区で、検討をお願いします。

② 生活安全部部より

・ 各街区の消防訓練について。
東灘消防署主導で各街区、消防訓練の実施を、お願いします。
同様に東灘警察署の主導による防犯訓練の実施も検討お願いします。

③ 広報部より

・自治会ホームページについて
現在 予算やシステムが不十分の為データーの更新が、滞っています。
今後円滑にホームページが、運用できるように検討中です。例えば

ニュースダストに委託する等、具体的に経費やシステムの概要がまとまりまし
たら
提案いたしますので、検討をお願いします。

④ 総務部より

・ 総代会について (総代会までのスケジュール)
総代会までのスケジュール(案)を提示 各日程の確認とそれぞれの準備のお
願い。
総代会当日(6月7日)午後からの実施が、決議されました。なおE7におかれまし
ては、総会開催日と重なるため再度の調整を、お願いしました。

⑤ その他

・ E8で玄関の鍵を壊される被害が3件発生しました。その他にも数件不祥事や
不祥事のうわさが報告されました。今後街を良くするために不法な行為を見か
けた場合は、速やかに注意や通報を心がける様にお願いします。

お願い‥各街区で役員交代が、ありましたら所定の用紙で、報告をお願いし
ます。

以上

作成日 平成21年 2月 28日(水) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 丸山 忠雄 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １月度役員会 議事録
開催日時 平成２１年１月２４日 10時00分～１２時００分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 ７３ 人

出席者数 35人（委任状提出者15人)

報告事項

① 事業部より報告

・ 2009年度六甲アイランド自治会スケジュール(案)の説明。
主な行事
3月：シティヒルウォーク
6月：住民総代会
７・８月：ラジオ体操
8月２９日：サマーイブニングカーニバル
10月25日：街区対抗親子球技大会
11月22日：文化フェスティバル
自治会が中心になり各街区と協力して進めていくことを確認しました。

② 環境部より

・ 春のクリーン作戦を5月31日に、秋のクリーン作戦を11月21日(東灘区のク
リーンデイ)に行う予定。
・ 防災資材の配布について
イースト11番街とウエスト20番街に新たに防災資材を配布する事を確認。
イースト11番街は街区で負担するという意見があったが、全街区平等に配布
するということなので、配布すること確認しました。

③ 広報部より

・ 情報ハンドブックの更新について
20周年ということもあり、六甲アイランドの歴史を再度まとめ載せる。

④ 生活安全部より

・ 放火事件発生状況の報告
平成20年12月11日までの放火発生日時・発生箇所の報告。
年末に自治会・消防署による巡回により、それ以降は発生の報告はありませ
ん。
・ 自警消防団を再編成するために、島内の各企業に協力を依頼。3月末までに
発足予定。

⑤ その他

・ リバーモールを埋めるという噂がたっているが、埋め立ての予定はありませ
ん。

今後は水を再生水に変更していく予定。
・ カナディアンアカデミー南側の空き地の雑草処理を神戸市に依頼するよ

う確認。

作成日 平成21年1月24日(土) 議事録署名人岸本 貞夫

作成者 赤根 靖隆 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成20年11月2日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 74 人

出席者数
32 人（委任状提出者 15
人)

報告事項・検討事項

最初にイーストコート4番街とイーストコート6番街で、役員改選があり
今月より新役員が、出席されています。

① 事業部より報告

・ 街区対抗ドッジボール大会が11月9日(日)に開催されました。
当日兵庫県でもドッジボール大会が、催されたため参加者が、少なめでした

が
関係者各位のご協力により無事終了できました。
尚イーストコート4番街のチームが優勝しました。

・ 文化フェスティバルの開催(11月23日〔日〕)について
配布した2種類のプログラムの説明とサポート委員への集合時間の確認等。

② 環境部より

・ 秋のクリーン大作戦が11月16日(日)に小雨の中決行されました雨天の中。
672人(推定)が参加して無事終了しました。なお11月よりゴミ出しルールの
変更がありましたので次回よりゴミ袋の取扱い等で変更が生じると思われま

す。
・ 放置自転車の調査報告(場所別・街区別放置自転車数の表を配布)があり、

前回よりも130台程減少。尚放置自転車の問合せは、マリンパーク駅下の
巡視員の詰所までお願いします。

③ 六甲アイランド20周年記念モニュメント寄贈案について岸本会長より

・まだ検討中ですが基本的には時計(風力発電付・温度、湿度表示付等)を考え
ています。 取付け場所は、ジ・アンダンテと神戸ファッションマート間のロータ
リー付近

取付け方法は、歩道橋に取付け(歩道橋の構造に難)や柱を立てることを検
討中(六甲ラ イナーの柱脚への取付けは不可)予算も限られておりますので最
善の方法を計画中

④ ワールド ラグビー場のこれからについての状況報告が岸本会長より

・ マンション建設会社は、予定通り建設に着手する模様です。来年の4月には
芝生等の撤 去工事が始まりそうです。反対運動に対する自治会の対応は従
来と同じ考えです。

⑤ お願いとお知らせ

1) 12月25日～31日(PM6:00～PM10:00)に年末特別警戒が開催されますので
多数の ご参加をお願いします。
2) 12月度「定例役員会」は、休会とします。

以上

作成日 平成20年11月26日(水) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 久野 洋文 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 10月度役員会 議事録
開催日時 平成20年10月25日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 74 人

出席者数 38人（委任状提出者 16人)

報告事項・討議事項

：議事に先立ちＥ５街区役員改選に伴う新任役員を紹介、
新任・西郷正輝（理事長） 生活安全部担当、 （退任・安田弘樹）
〃 ・功力隆憲（副理事長） 環境部担当、 （退任・石井義章

① 六甲アイランド２０周年記念事業について

部長会にて検討の経過にもとづき提議、
記念講演会的な一過性なものにするか、後に残る恒常的なものにするか。
例えばアイランドセンター駅付近に、自治会名を記したソーラー時計・温度

計を
設置してはどうか…
対し出席役員より、温度計はＯＫ、時計は不要、自治会名を記したテントの

作成、 記 念植樹、記念品の配布など発言されたが、結論として２０周年記念
事業として

残るもの、例えばソーラー時計の設置などをさらに部長会で検討し１１月度の
役員会に はかることにした。

② 行政懇談会の報告

１０月３日に開催された。東灘区の５年計画など説明されたが行政側の実績づ
くりの
感があり特に報告すべき事項はなかった。臭いの問題も調べたが感知しな
かったと回答を受けた。今後も発生の都度行政担当部門に通知する活動が必
要。

③ 事業部

１１月９日（日）開催のドッジボール大会について
大方の街区より参加の連絡が届いているが、未報告の街区について至急、

参加・不参 加の回答を要請した。
１１月２３日（日）開催の文化フェスティバルについて

２１演目が決定。例年どおり混雑も予想され、目下、出演者や来場者の応
接をする

サポーターが不足しており自治会役員の参加を要請した。

④ 環境部

秋のクリーン大作戦 １１月１６日（日）に実施
放置自転車の整理は神戸市みなと総局が担当する。分別ゴミの集積や参

加者への飲み 物の渡し場所となるＥ４、Ｅ７、Ｗ４、Ｗ７街区には担当者の配
置などを要請。

防災用具のチェック報告を、重ねて早く提出するよう要請。

⑤ 広報部

２０周年記念特集“六甲アイランドだより”の発行について 拡大号８頁。
１０月３１日、午前中に各街区セキュレタリーフロントに各戸分を届ける。
６．その他、コープのあとに、ダイエーが１０月３０日に開店

以上

作成日 平成２０年１０月２５日（土） 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 丸山忠雄 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 9月度役員会 議事録
開催日時 平成20年9月27日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 74 人

出席者数 39 人（委任状提出者 12人)

報告事項・討議事項

① 行政懇談会(10月3日（金）14:00～)の開催について岸本会長より

・ 既に異臭問題(調査依頼)・アイランドヒルの枯れた植栽の手当てや伐採した
部分の今後の計画の確認・デカパトス北側空地の利用実態の確認(また中古
車置場になるのか)等、数点の質問や要望を提出しておりますので、当日出席
して頂ける神戸市や東灘区の担当者が、それらの問題に返答していただける
予定です。平日ではありますが、ご都合のよろしい方は、出席お願いします。

② 事業部より報告

・ RICサマーイブニングカーニバルについて
無事に開催できた事への関係者各位へのお礼と仮決算の報告がありました。
・ 街区対抗「ドッヂボール」大会について
11月9日(日)10時～ ワールドラグビー場で開催の予定。参加申込書の配布開
始
・ 文化フェスティバル(11月23日（日）開催)について
出演者の募集中です。ゲストは現在2組内定しています。
10月19日にサポート委員会を、開きますので多数のご出席をお願いします。

③ 広報部より

・ 六甲アイランドだよりについて
10月に発刊の予定です。(二十歳の方々へのインタビューを始め各年代の方へ
のインタビューや六甲アイランドの移り変わり等掲載)

④ 環境部より

・ 緑化に対する補助事業(県民まちなみ緑化事業)のお知らせ
・ 環境デー調査報告書提出のお願い。
・ 防災資機材の各街区での数量確認と必要と思われる防災資機材の調査の
お願い。

⑤ 生活安全部より

・ 井原副会長より 青色パトロール巡回増の要請が多くなっています。(現在金
曜日の午後1回)コストや労力の負担が、問題になるので自治会・振興会・青少
協と

協議していきたい。 青少年補導員に欠員が、出ましたので募集のお願
い。
・ 異臭がする車両等に気付いた時には、ナンバー等をメモして通報する。
・ 街区内のペットの問題等は、各街区で処理してください。

⑥ その他

・ 向洋町中3丁目2－8に神戸ドイツ／ヨーロピアンスクールが、建設されます。
・ 10月16日(木)に地域施設見学会(東部スラッジセンター)が、あります。

以上

作成日 平成20年09月30日(火) 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 久野 洋文 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会８月度役員会 議事録
開催日時 平成16年8月23日 10時20分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 74 人

出席者数 43 人（委任状提出者 14人)

報告事項

① 各専門部会の今期活動について

1)総務部
１、新街区W２０新役員の紹介
２、街つくり評議会から

第２回のアンケートの回収率が低いので各街区に呼びかけ(管内放送な
ど)

の依頼。

2)事業部
１、第２１回サマーイブニングカーニバルについて
・各係の詳細は８月２４日(日)のサポート委員会で最終確認。
・各街区役員の担当一覧表の説明。（警備・清掃の時間帯の訂正。）
・当日スケジュールの確認。
・子供みこしのゲーム券(各街区に無償で２０枚)配布。

3)生活安全部
１、喫煙についてのルール

・各街区でルール作り。
２、警察協議会から

・自転車に関するルール
・住吉で中国人による強盗事件発生。蛇頭による情報提供でねらい易い場

所が
被害にあっている。
住民どうしのコニュニケーションを密にし、狙われにくい街に。

4)環境部
１、環境デーについて

・毎月の自治会の開催日。
・報告書の記入方法の説明。RICのゴミの状況を把握することが目的。
・報告書は各街区のスーパーロビーに設置し、環境デーに関係なく気づい

た時に誰で も記入できるようにする。
・らくがき問題については、青少協で検討中。
２、行政懇談会について

・１０月３日 １４：００から ふれあい会館
・六甲アイランド内での諸問題についてどこにれんらくすればいいのか、

どのぐらいで解決してくれるのか等を申し入れる予定。

5)広報部
１、２０歳の人、各年代の人にインタビューする予定。意見のある人は広報部

まで。

② その他

神戸国際大学より、第１回国際教育講演会の案内

以上

作成日 平成20年８月２３日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 赤根 靖隆 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ７月度役員会 議事録
開催日時 平成20年7月26日 10時30分～11時35分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 70 人

出席者数 42 人（委任状提出者 12人)

報告事項・討議事項

① 事業部（北岡事業部長）

1)夏祭り
８月30日リックサマーイブニングカーニバルについて冊子の説明がありました。

１．当日のお手伝い→街区で人選して一覧表の提出のこと。
２．子供みこし→子供の人数の提出のこと。（ジュースを用意する関係）

提出締切8月16日ふれあい会館へFAX.
出発点ベイシェラ通路→終点ファッションプラザ前。16時スタート。
各街区への補助金（￥10,000）提供。
ジュース配布は南テント横で。
みこしは２１まで展示しますのでそれ以降で片付けをお願いします。
ゲーム券は各街区に20枚配布。それ以上は有償です。
追加申し込みは8月２３日までにFAXで申し込み。
みこし世話役は１５時30までに集合お願いします。

３．盆踊り
練習日8月29日（金）13時30分より、バンケットホールにて
街区より最低１名選出し古久保さんへ連絡のこと。

４．サポート委員会
夏祭りサポート委員会最終説明会８月24日（日）１４時～

５．運営組織→自主警備
岸本会長を筆頭に各エリア（北・中央・南）の責任者が任命されています。
北→向井氏、中央→春名、南→伊藤氏
街区代表は緊急時に誰に連絡するかを理解しておいていただく。
基本は本部へ連絡。北岡氏もしくは後藤氏の携帯に連絡。
メンバーはエリアを巡回する。

質問 ゲームは一旦ゲーム券にすべて変えてやるべきでは。
回答 煩雑さもあり、従来通り現金も取り扱う。売上重視ではない。
質問 みこしの順番について
回答 到着順で１５：５０までに出発点まで来てください。

みこしの内容についてケーブルテレビ用にメッセージを準備のこと。
質問 ゲームの設備の準備はだれがするのか
回答 業者がほとんどしますが、ゲームの内容によっては事前準備が必要な

ものもあり ます。（ヨーヨーつり等）

② 環境部（實光事業部長）

環境デーの設定のお願い
主旨は六アイの環境の現状のチェック。（タバコのポイ捨て、落書き等）
街区の管理組合で日を設定していただく。
日程設定の連絡は實光部長までFAX。次月の役員会の前までで結構。
意見 野良猫のえさやりの問題は自治会で対応できないか
他の団体を連携をとりながら今後の課題としたい。

③ その他（岸本会長・北岡事業部長）

東京建物六甲アイランドブリリアで理事会が発足。自治会費も４月度より納め
ていただ いている。名称はW２０とし、来月から定例役員会に出席の予定。

ラジオ体操7月22日からスタートしています。街区への説明会は実施済みで
す。

以上

作成日 平成20年７月26日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 丸山 忠雄 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 6月度役員会 議事録
開催日時 平成20年6月28日 10時20分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 72 人

出席者数 34 人（委任状提出者 16人)

報告事項・討議事項

① 各専門部会の今期活動について

1)総務部
これまでの方針と変わりなく、従来通り進めて行きたいと考えています。

→総務部が主体となり、六甲アイランド自治会の活動状況をホームページ上で
正確かつ
早くPRするようにしていって下さいとの意見がありました。

2)事業部
イベントの企画推進を行っている部門です。具体的には夏祭り、シティーヒ

ルウォ
ーク、ラジオ体操等を企画運営しています。近々のイベントとしては下記の通

り。
①夏休みのラジオ体操について
夏休み中、六甲アイランド地域全体としてラジオ体操を実施しています。通

常、平均 で300名と大人数参加頂いています（多いときは500名)。ラジオ体
操は各街区で役 割を分担して運営しています。自治会としてもサポートしま
すが、主体は街区担当者 にお願いしています。案内書を各街区に回してい
ますので、リーダー、担当者等を決 定し、連絡頂くようお願い致します。

②8月30日のサマーイーブニングフェスティバルの準備を5月から始めてい
ます。来 月の役員会で各街区の役割分担をお願いする予定にしているの
で7月の自治会役員

会への出席をお願い致します。
3)環境部

2回/年のクリーン作戦を4回/年に増やしたいと考えています。現在のクリー
ン作 戦

は役所とタイアップして実施していますが、同様に実施していくよう申し入れ
する予 定です。また、7月30日に資源ごみの臨時収集に関するちらしが来
ています。各街区 に持ち帰り掲示頂くようお願いいたします。

4)生活安全部
2～3年前から青パトを実施しています。毎週金曜日、小学校の下校時に

SGMの車
両で巡回していますが、9月から新たにスケジュールを見直し、実施してい

きたいと 考えています。
また、夏休み中、花火の問題についてパトロールを強化していきます。交番

に対して もパトロール強化の依頼をしていきたいと考えています。
→防犯防災については、警察と消防が管内で活動しているが、自治会も防犯

協会、地域 ふれあい会等5つの協会に加盟し、防犯防災を強化していって
います。

生活案全部としても警察等と情報交換しながら活動していってほしいとの意
見があり ました。

5)広報部
六甲アイランド便り、ホームページの作成、六甲アイランド街ブックの作成や

各種イ ベント関係の写真撮影を実施しています。また、六甲アイランド便り
の20周年特集 記事を出す予定にしています。

② その他

1) TMターミナルのガス漏れ事故について
会社側から報告書「LPG着臭剤配管漏れによる近隣地域への異臭発生の

ご報告とお
詫び」が自治会宛で送付されてきました。六甲アイランドには特に被害がな

かったよ うです。
2)湾岸線西伸について



6/13に冬柴国土交通大臣の秘書に反対署名を提出しました。秘書から住
民側の要望 にできるだけ答えたいとの回答を頂きました。地元選出の衆議
院、参議院にも反対署 名を提出しています。署名運動に関しては感触とし
て一応の効果はあったと認識して います。
3)六甲アイランド病院の講演会について

来年3月まで月一回の講演会を開催する予定にしていますが、6月は70名と
多数の 参加がありました。次回は7月20日「薬の話」という題目で開催す
る予定です。
4)船舶の騒音について

夏場になり、船舶関係のコンプレッサー音が耳につくようになっています。
自治会か ら、その旨を港湾関係者に申し入れしてほしいとの要望がありま
した。この件につい ては申し入れするように致します

以上

作成日 平成20年6月28日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 小池 和生 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 5月度役員会 議事録
開催日時 平成20年5月24日 10時20分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 72 人

出席者数 32 人（委任状提出者 10人)

報告事項・討議事項

① はじめに

明日(5/25)に予定していた春のクリーン大作戦は雨天のため中止と致します。
次回は秋に
実施することになります。

② 湾岸線の西伸に関する署名活動について

反対署名約2800名集まりました。冬柴国土交通大臣、知事、市長に提出した
いと考
えていますが、前記大臣等とのスケジュールがあわず、現時点では未提出状
態。日程
調整して提出するよう致します。

③ 総代会について

1)議案書審議に関する「質問・意見書」に対する回答内容についての協議・承
認等

事前に提出された質問・意見に対する役員会としての回答を協議し、回答
内容につい て承認を得ました。
※ 質問・意見とその内容については総代会で報告される予定です。

2)総代会当日の要領
総務部が担当となり、総代会当日9:00から会場設営を実施し、午後から総

代会を開 催 致します。
※会場設営の参加予定者15名については昼食として弁当を自治会から提供

することに 承認を得ました。

3)予算案の再審議・承認
先月度の役員会で承認頂いた予算案を下記事情により一部修正し、再審

議・承認を 得ました。
①事業活動費
②ふれあい会館の修繕積立金の不足が予測されるため、修繕積立金を

増額させる

④ その他

1)六甲アイランド病院による市民講座開催について
六甲アイランド病院を、より地域密着型の病院として活動して頂く為、定期

的に
病院医師による市民講座を開催して頂く事になりました。

第一回として、下記のとおり開催されます。
日時 ：6月22日(日) 14:00～16:00
場所 ：RICふれあい会館
講師 ：六甲アイランド病院麻酔科部長・診療部長 速水弘先生
テーマ：「麻酔のお話」

2) NHK住田アナウンサーの講演について
「講演会にふるって参加してください」とのPRがありました。内容は下記のと

おりです。
日時：6月5日(木) 午後2時
場所：効用地域福祉センターホール(向洋)
題目：「阪神淡路大震災を経験して」

3)リバーモールの噴水・水流について



現在、リバーモールの水が止まっています。毎日、水を流すのは７、8月だ
けで、 それ以外の月は土、日のみ噴水・水流を稼動させる事が神戸市で
決定されたためで す。

水流は六甲アイランドのシンボルのひとつですが、住民の意見が反映さ
れず、

神戸市の予算削減のため独自決定したしたためです。
神戸市等自治体に対して、住民意見を反映させるためには、住民自身が

連携を密に して強く申し入れができるよう自治会活動を推進していかなけ
ればならないと考え ています。

以上

作成日 平成20年5月24日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 小池 和生 議事録署名人



六甲アイランドCITY自治会平成 20年4月度役員会 議事録
開催日時 平成20年4月26日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 RICふれあい会館 ホｰル

役員総数

出席者数

報告事項

初めに新役員の紹介
ウエストコート6番街・ウエストコート7番街・イーストコート3番街・

イーストコート8番街で、役員の改選が行われましたので 今月度役員会より

新役員が、出席していただきました。

1 生活環境部より

・ 20周年春のクリーン大作戦について

5月25日(日)に実施しますので、ご協力をお願いします。

今回は六甲アイランド島内の落書き調査を実施します。

2 事業部より

・ 2008 RICサマーイブニングカーニバルについて

夏祭りサポート委員会の活動が、5月11日(日)から始まります。

たくさんの方々のサポート委員会への参加を、お願いします。

3 総務部より

・ 第16期 総代会について

総代会議案書案の審議・承認

1) 第1号議案 第16期事業報告が、審議の上承認されました。

2) 第2号議案 第16期会計報告及び監査報告が、審議の上承認されました。

3) 第3号議案 第17期事業計画案が、審議の上承認されました。

4) 第4号議案 第17期予算案 一般会計予算が、審議の上承認されました。

総代会までのスケジュール確認

5月10日(土)に各街区の代表者は、書類の受領をお願いします。

4 その他

1) 芝生広場及び水路でのペットのマナー違反者(禁止場所でのペットの開放等)
への対処

2) デカパトス北側空地に常置している多数の中古車の撤去とその後の空地の

利用方法の検討

上記２件を神戸市に申入れすることを決定

以上

作成日 平成20年4月29日(土) 議事録署名人

作成者 久野 洋文 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会3月度役員会 議事録
開催日時 平成20年3月22日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 70 人

出席者数 26 人（委任状提出者13人)

報告・検討事項

① 岸本会長あいさつ

お亡くなりになった副会長にご冥福をお祈、黙祷を行いました。
※総代会も近いため、副会長を新たに選任しないことに決定しました。

② 予算編成について

予算と組織
1)自治会の組織について

自治会に最も重要と考える環境・防犯・防災組織を新たに設立したいと考えて
いる。
そのためには、総代会で承認が必要である。
現時点では暫定組織として活動中しているが、総代会で組織の詳細について報告
し、

承認を得られるようしていきたい。
2)予算

①クリーンアップ大作戦を予算なしで実施していたが、自治会と地域振興会で
5万円の予算計上したいと考えている。

②放火等の犯罪が発生する中で、パトロールを強化していきたいと考えてい
る。
そのため、防犯関連の予算を増額していきたい。現在、東灘区の防犯協会に7万
円支払

予算：現状7万円 → 10万円
(理由)青色パトロールをSGMのサービス事業として実施頂いているが、
管理会社が変わったところもあるため、SGMの手弁当でお願いするのは申し訳な
い。
ガソリン代として5000円/月を支払っていこうと考えている。

③ シティヒルウォーク

3月30日開催のシティヒルウォークの説明がありました。

④ 阪神高速湾岸線計画路線への反対活動について

各街区に反対PRのちらしを六甲アイランド自治会名で配布予定。以後、反対署名
運動に
始めて行きたいと考えいてる。

⑤ 総代会について

4/12 部長会
この間で監査実施
4/26 役員会で決算書および予算案報告

以上

作成日 平成20年３月23日 議事録署名人 小池 和生

作成者 小池 和生 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 2月度役員会 議事録
開催日時 平成20年2月23日 10時00分～13時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 71 人

出席者数 28 人（委任状提出者 9人)

報告・検討事項

① シティヒルウォーク（３月30日開催予定）の実施計画

・例年通り開催。30日日曜日、雨天中止、チラシの全戸配布を行う。
通常で３００名程度の参加見込み。

② 六甲アイランド病院の医療体制の現状について

・速水先生より、児童の２４時間は無くなったが救急はやっている。

③ 各街区管理組合理事会会議報告

・2月2日に開催し、この会議上では湾岸線西伸問題について住民エゴではなく
環境面を強く訴えての署名活動については合意を得た。
・これを受けて、署名活動の実施を訴える文書を全戸配布したい。
各役員からの質問で、署名の提出先、協力体制、また文面においてもう少し詰
めてから実施すべきではとの意見が出る。
・文面は再度岸本会長に委任し、再考することとする。

以上

作成日 平成20年２月23日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 松本 啓二 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会1月度役員会 議事録
開催日時 平成20年1月26日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 72 人

出席者数 32 人（委任状提出者 11人)

報告・検討事項

① 岸本会長あいさつ

・本年初回役員会に当たり今年も皆様の協力を願い、自治会の発展に努めた
い。

② 自治会運営組織の見直し

・規約変更は総代会の決定事項となるが一部改正案（生活案全部と環境部を
合体）が提案され総代会まで改正案に則った形で進めていく。
又人員不足のためサポート委員等の募集も考えている。

③ ワールドラグビー場跡地マンションの受け入れ

・現在約３００契約１００募集、3月３日入居自治会入会決定
・ 名称については従来通りＷ 番館となるか独自の名称になるかは未定
・ ６月に管理組合が発足するのでその時点で決定となる

④ 地域総合防災訓練の実施

・地域毎の防災訓練について神戸市より依頼があり２月１１日に決定（資料配
布）各街区より５名ぐらいの参加が望ましい

⑤ 今年度行事予定

・配布資料（年間スケジュール表）により第１６期総代会、事業部より行事予定
について説明があった。

⑥ 各街区管理組合理事長会議の開催

・湾岸線西伸問題（住民運動により条件変更可）
・ ＪＣＯＭ使用料変更（値下げ）要望
上記問題について話し合う
２月２日に決定しているので当日理事長欠席の場合は代理人を必ず出席の事

⑦ その他

・コープ閉店の件１月２８日（月）各種団体の代表者を集め説明があった。
・本日消防訓練の予定がありましたが都合により中止となりました。

以上

作成日 平成20年１月29日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 客野 伸 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成19年11月24日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 人

出席者数 30 人（委任状提出者 8人)

報告・検討事項

① 事業部より報告

・20周年記念事業
街区対抗ドッジボール大会が11月10(土)にワールドラグビー競技場で無事開
催することができました。今回の反省と来年以降の開催については、これから
検討課題です。
・文化フェスティバル
出演者のキャンセルが少しありました。サポート委員の欠員が少しありますの
で、当日役員の方のご協力をお願いします。

② 環境部より報告

・20周年秋のクリーン大作戦
12月9日（日）に実施しますので、ご協力をお願いします。
甲南大学の参加や新聞社の取材などが、予定されています。
放置自転車・単車の調査について調査票が２種類になりました。
駐輪場内の自転車・単車には白色の調査票を、それ以外の場所の自転車・単
車には、黄色の調査票を取り付けます。神戸市が事前に（12月７日）取り付け
ますので、当日はそれに習って取り付けをお願いします。なお駐車場に使用注
意事項を明確に掲示する必要があるのではという提案を頂きました。駐輪場の
数や各商業施設と駐輪場の関係等と同様に検討していきたいと思います。
放置自転車の回収日（12月19日）にも参加できる方はよろしくお願いします。

③ 青パトの出動報告

・加古川の事件を受けて水曜日と木曜日に特別パトロールを実施しました。
通学時間帯には、毎日出動できるようになるのが希望

④ 六アイ・フォーラム（12月１日）・人権週間講演会（１２月３日）

・岸本会長より参加の案内がありました。

⑤ その他

・コープの閉店問題 岸本会長と土屋氏がコープへ まだ検討中との回答
・ プラザ南側空地の仮囲いについて

役員より現在の仮囲いが景観上好ましくないのでフェンス等に代えてはとの
申

し入れがありましたが、神戸市は現状が、最良の措置だという回答でした。
・ １２月２７日～３１日に年末警戒を実施しますので参加よろしくお願いします。
・ 各街区で役員の改選が行われた場合は速やかに届け出をお願いします。

以上

作成日 平成19年1１月29日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 久野 洋文 議事録署名人 井原 偉



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １０月度役員会 議事録
開催日時 平成１９年１０月２７日 10時00分～11時４0分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 人

出席者数 31 人（委任状提出者 12 人)

報告・検討事項

① 地域安全ニュースについて

・地域安全の啓蒙活動が11月13、14日、「ふれあいの会」主催により向洋小学
校、六甲アイランド小学校にて行われる予定。
・東灘警察署管内において、六甲アイランド内の犯罪件数は非常に少ないが、
注意は十分する必要あり。

② 環境部

・秋のクリーン大作戦について
12月9日（日）の10～11時に予定。ゴミ収集場所（Ｅ４，Ｅ７，Ｗ４，Ｗ７）でお茶
ジュースを渡す予定。当該街区から各2名づつ担当役員を選出。

・同日、放置自転車・原付バイクの調査を行い、該当する車両には撤去を警告
する調査表 を貼る。
・ポイ捨て禁止のポスターを配布。各街区にて掲示を。

③ 事業部

・文化フェステイバルについて
現在、20演目の申し込みあり、プログラム作成中。

・街区対抗ドッジボール大会について
11月10日（土）10～14時開催予定（雨天の際は翌日に順延）。12チーム参加

予定（ 混合チーム含む）。
各街区より最低1名の役員を選出。役員の役割等は実行委員会（11月3日14

時～、ふれ あい会館）で説明の予定。
昼食の取り方は、各街区で決定に。軽食は販売予定あり。

④ その他

・湾岸道路西進の拡張工事について
11月26日（月）午後7～9時に六甲アイランド小学校にて環境アセスメントにつ

いての 説明会が予定あり。資料は11月はじめに全戸配布予定。
・コープ閉店について

自治会として存続要望へ何らかの活動をするべきではないかとの意見あり。
一方、反対 の意見もあり、今後の検討事項にすることとなった。

以上

作成日 平成19年10月29日 議事録署名人 井原 偉

作成者 井上 隆朗 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 9月度役員会 議事録
開催日時 平成19年9月22日 10時00分～12時15分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 人

出席者数 31 人（委任状提出者 ３人)

報告・検討事項

① 事業部より（北岡部長）

・ サマーイブニングカーニバル会計報告（配布資料について説明）
約２万人の参加好評にて無事終了

・ 文化フェスティバル9月２３日サポート委員会開催。協力要請あり。
・ ２０周年記念事業ドッジボール大会9月２３日実行委員会で内容等について
検討する。

② まちかど会議について（井原副会長）

まちかど会議は約６０の企業団体で構成されているもので自治会はその事務
局的な役割を担っている。原点は環境問題（タバコのポイ捨て・放置自転車・落
書き）であり、当局と話し合い乍ら活動しているが、すぐに解決できるものでは
なく、あきらめず少しづつ解決して行くしかない。又安全安心については青色パ
トロールで活動。今後については検討する必要はある。

③ 環境部より（実光部長）

配布資料により環境・マナーの今後の予定、又秋のクリーン作戦（11/18）につ
いて説明あり、協力要請がありました。

④ 六甲アイランドにおける諸問題（岸本会長）

・ コープ閉店については開店以来赤字つづきで社内の閉店基準に達する負債
となっている。今年中閉店はないので質のよい商品を仕入れ販売するのでで
きるだけコープを利用にて欲しいと依頼あり。
・ 大阪湾岸道路西伸について9月１２日当局（市・県・国）より住民説明会が
あったが質問でも明解な回答は得られず、時間切れとの事で閉会。今後は専
門家による委員会が設けられそこで検討されるが、当局は急ぎ決定したい意
向に思われる。今後注意して見守る必要がある。

⑤ その他

・ ふれあい会館のコピーが故障ぎみ、リースで切り替えしたい。使用料は安く
なる。特に反対意見なし。

⑥ 出前トーク

講師：建設局東水環境センター 米田、山本氏
２０分ビデオ放映ののち配布資料（排水設備修理の手引き他３部）について説
明。
質疑応答し終了

以上

作成日 平成19年９月２５日(火) 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 客野 伸 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 8月度役員会 議事録
開催日時 平成19年8月25日 10時00分～11時00分

開催場所
ＲＩＣふれあい会館
ホール

役員総数 人

出席者数 人（委任状提出者 人)

報告事項・討議事項

① 岸本会長よりごあいさつ

イブニングカーニバルの無事な開催への協力要請など

② 環境部より報告

・ ポイ捨て禁止条例及びポイ捨て防止重点区域の指定について
重点区域の指定については、まだそれぞれの意見の集約中であり引き続き

まちかど
会議(次回9月1日開催)等で議論を重ねる必要があります。
当面は、神戸市の条例の確認と啓発活動を進める。
井原副会長より「住宅展示場跡地については、ポイ捨て禁止及び車両乗り

入れ禁止
の看板を港総局に要請」

・ 出前トーク次回のテーマ『知って得する下水道豆知識』9月度定例役員後開
催

③ 生活安全部より報告

・青パトの活動
夏休み中は、休止していましたが、9月から再開します。(活動時間午後

2:30～3:00)

④ 広報部より報告

・六甲アイランドまち情報ハンドブックについて
全戸配布(自治会未加入街区には、今回配布しない。各主要窓口には配布)
自治会の活動内容をより多く盛り込み8ページ程増の予定
次回サポート委員会は9月9日(日)10時より開催

⑤ 事業部より報告及び承認

・ 文化フェスティバル 11月25日開催案内のポスター掲示を始めます。
・ 20周年記念事業 街区対抗ドッジボール大会を11月10日(土)に

ワールド ラグビー競技場で開催することが、承認されました。

⑥ サマーイブニングカーニバル無事成功への決起

・追加の注意事項の確認等

⑦ その他

・大阪湾岸道路西伸部についての説明会開催のチラシについて
2,3日前にウエストコート4番街のみにチラシの配布がありました。
この問題は、全島に係る問題ですので、特定の街区のみのチラシの配布の

経緯
及び全街区への配布の要請を確認(説明会9月12日(水)午後7時～9時 六

甲
アイランド小学校体育館で開催)

以上

作成日 平成19年8月25日 議事録署名人

作成者 久野 洋文 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 7月度役員会 議事録
開催日時 平成19年7月28日 10時20分～11時45分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 人

出席者数 38 人（委任状提出者 2人)

報告事項・討議事項

① 岸本会長より再任のごあいさつ

② 第１５期定期総代会報告

・議事録について意見あれば連絡を

③ 専門部会活動方針

(1)事業部
・サマーイブニング、ラジオ体操、シティヒルウォークなど。特に２０年行事に注力
(2)生活案全部
・青パト活動の立て直しを
・防犯について各街区での対策の情報交換をして、それに基づき各街区で対策を
(3)環境部
・まちかど会議環境部会に積極的に参加。環境について本役員会の場で意見を
(4)広報部
・六甲アイランド便りの発行（本日、各街区の掲示板用を配布）
・ホームページ広報活動に力を入れる
・まち情報ハンドブック改定について、サポート委員会設置する。ぜひサポート委員会
に参加願いたい（案内配布）
・２０年フォトコンテストは見送る
(5)総務部
・専門部会、役員会の進行変更（専門部会メンバーの顔合わせのため）

④ 井原副会長より

・夏祭りサポート委員会に多くの人が集まって進めている→運営は任せてよい、自治会と
しては予算管理
・ハンドブックのサポート委員会歓迎
・環境部会にて不法駐輪問題議論したい
・安全安心は生活の基本であり自治会活動の本来の目的。よって生活案全部を設置
・夏祭り会場などの自治会主催イベントでの募金活動（テント設置、ビラ配布など）につ
いて→自治会活動の精神にそぐわないためお断りすることに決定
・リバーモール遊泳問題、ドッグラン問題→自治会として何かの対応が必要か？

⑤ ワールドラグビー場での20年イベントについて

・ワールドからは４～５日なら可能との返答。自治会として何かやりたい。たとえば11月
初旬に街区対抗のドッジボール大会など。

⑥ 住宅展示場跡地での夏祭り

・無償で使用可能

⑦ その他

・スラッジセンターからの温水供給システム→改修工事予定
・湾岸線延伸の地元説明会→9/12に六甲アイランド小学校講堂で実施予定
・夏祭りボランティアメンバー→8/11までに名簿提出のこと

以上

作成日 平成１９年７月２８日（土） 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 篠原 祥 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ６月度役員会 議事録
開催日時 平成19年6月23日 10時05分～11時25分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 69 人

出席者数 33 人（委任状提出者 3人)

報告事項

①

第１６期総代会応募者名簿、総代会出席者名簿及び委任状、質問状・意見
書。新役員候補者の名簿など一連の総代会成立等に必要とされる資料の提
出を求め受領。
１４街区中３街区が未届け。（Ｅ３、Ｅ５、Ｅ７）尚本日届けられた街区の中にも後
日追加をするという街区の報告があった。
・「六甲アイランド便り」の決算書数字訂正部分について説明。（前野・松本部
長）
・神戸大学「ごみじゃぱん運動」の資料回覧。（岸本会長）
・質問・意見書、議案書に関する回答審議。（岸本会長）
・「自治会規約の改正案」に対して。
（１）Ｗ４鵜木氏より現行と改正条文が対比出来やすい様に表現して欲しいとの
意見。
（２）同高橋氏より自治会費の値上げに付いて。

・実光部長から、過去の住宅連絡会から自治会設立に至る過程で、
当時３００円であった会費が現在の１５０円になった経緯に関して説明。
岸本会長より、現状として会費値上げは困難ではないかとの意見。

・「六甲アイランド便り」に付いて内容の特色に関して説明する（前野部長）
・会場の準備。バンケットホールに７月７日１時集合。

総代会議長候補として室屋副部長を指名。同議事録担当候補として
井藤部長を指名。

午前の部 ○総代会当日の受付をする担当者の役割。総代席の準備数 ８０
名程度。

会議進行について説明。１２時終了の予定。（昼食）
午後の部 ○１６期第１回役員会。当日は新年度役員の担当分野を相談し決

定する。
役員候補８６名。３時終了の予定。

７月７日会場準備。午後１時集合参加者８名の予定。
議事録署名人（岸本会長、野坂監事、北岡部長の３名）

・ 「東灘防犯協会総会」について。青パト実施の為に入会した。
青パトの実情について説明。２７名（自治会及び他のメンバー）役員は全員

留任。

以上

作成日 平成１９年６月２３日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 熊谷常一 議事録署名人 井原 偉



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ４月度役員会 議事録
開催日時 平成19年4月28日 10時00分～11時20分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 人

出席者数 33 人（委任状提出者 3人)

報告・検討事項

① まちかど会議実施

4月16日（月）（企業団体）、4月21日（土）（RIC住民）
まちづくり勉強会、自治会中心、島内のまちづくり

② 第15回総代会迄のスケジュール（案）の決定

4月28日（土）役員会にてスケジュール案提示、規約改正案提示
5月12日（土）部長会にて、15期事業報告・16期事業計画案・など

総代会議案書案の検討・原稿作成。
5月26日（土）役員会にて、総代会議案書の審議・承認、議案書など印刷手配。
6月9日 （土）部長・ブロック長会にて以下の関連資料を配布
：「総代会開催案内と総代募集」ポスター 各掲示板数
：「総代応募者受付名簿用紙」各フロントへ配置
：「総代会議案書」 ・同封「総代会出欠・委任状」「議案書に関する 意見・質問書」

◆六甲アイランドだより（総代会開催案内特集号）の発行
6月16日（土）各ブロック長又は代理の方は

１：フロントから、「総代応募者受付名簿用紙」を引き取り、
総代定数と応募名簿数を調整。会長・副会長・部長・副部長は定数外。

各街区の16期自治会役員候補の方は、総代応募名簿に必ず記名のこと。
２：総代応募者から、「出欠・委任状」と「意見・質問書」を回収。

6月28日（土）役員会、ブロック長は下記を提出すること。
１：「各街区、総代応募の名簿用紙」
２：「総代会出欠・委任状」、止む無く欠席の場合は委任状に記名のこと。
３：「第15期総代会議案書審議に関する意見・質問書」
４：「各街区役員名簿」、現在と変更のない場合は不要。

7月8日（日）総代会当日の要領
※ 午前9時集合 会場設営、各街区「総代応募用紙」にて出席受付。
※ 開会：午前10時～12時（予定）、出席者数、委任状提出者数を司会者に報告。
※ 議長、議事録署名者の選任、各議案の承認、採決。

◆ 総代会終了後、同所にて昼食。食後、第16期第1回役員会開催。
※ 会長・副会長の互選、監事・会計役員の選任、各専門部ごと部長副部長の互

選
ブロック長の互選など、午後3時終了予定。

③ 六甲アイランド20年行事に関して

「夏祭りサポート委員会」の立ち上げ、サポート委員募集。第1回の委員会を5月12日
に予定。
専門部員はサポート委員。大いに盛り上げていきます

④ その他

１．「自治会規約改定」案の提示。次回役員会にて検討、再吟味必要。
２．東灘防犯協会「青少年補導委員」の募集について。
３．まちびらき20年記念春のクリーン大作戦

5月27日（日）午前9時30分～11時。両ふれあいのまちづくり協議会協賛。

以上

作成日 平成19年4月25日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 森田一彦 議事録署名人 井原 偉



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ３月度役員会 議事録
開催日時 平成19年3月31日 10時10分～11時45分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 72 人

出席者数 24 人（委任状提出者 25人)

・開会前に前野部長より今月の新役員の紹介がされた

報告事項

① 20周年関連活動について

① 記念イベントは、事業部、広報部に於いて企画する様に依頼している。（井原副
会長）
② 「情報ハンドブック改訂版」発行の計画を立てているが、此の件については前回
に井藤広報部長より説明している（松本広報副部長）
③ 4月28日のオープニングセレモニーに芸能人を呼ぶのかどうか。
④ 各街区に予算の補助があるのか。（Ｗ４高橋理事長）
自治会の総予算は年間910万円で当期繰越が250万あるが、これを記念行事に使
用したいと考えている。（岸本会長）

② 新年度予算について

① 太陽発電工事費処理はどうしているのか。（吉川広報部副部長）
修繕積立金の取り崩しで行う。総代会でＯＫを採る。
② 自治会の会費が安過ぎるように思うが如何。（高橋氏）
以前は300円であったが現在は150円になった等其の経緯説明。（実光環境部長）

③ 市制報告会について

① 区長との懇談会に於ける要望。大気汚染の問題等に付いて実光氏より説明。
② 大阪などに於いては、港湾の船、トレーラー、ディーゼルエンジンから出る音の
クレーム等に関しては港総局に対して改善を申し入れているが。（西Ｅ４ブロック長）
以上の問題に関して、今後も自治会として行政側と交渉努力を払い問題解決に尽
力すると回答。（井原氏）

④ Ｅ７番街に窃盗団潜入に関して

前回説明された同街区の荒井理事長が欠席されたが、本件掲載されている理事会
便り3月号の資料を配布した。
同街区に住んでおられる吉川氏から、此の問題当時の状況などに関し説明

⑤ おぼえがき「まちびらき20年を迎えて」発行の説明

本題の冊子が完成したので、希望者の方には無償で配布をしたいので申し出をし
てほしいとの紹介があった。（松本広報副部長）

⑥ その他

①3月24日に実施したゴミ資源トークに関し「不法投棄」について。（実光氏）
②これに関しゴミの4分類の協力など環境対策に付いての説明。（井原氏）
③住宅展の跡地問題。②ＪＲ住吉～阪神御影にバス路線申し入れ。（岸本会長）

以上

作成日 平成19年3月31日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 熊谷常一 議事録署名人 向井正明



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会２月度役員会 議事録
開催日時 平成19年2月24日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 71 人

出席者数 25 人（委任状提出者 7人)

報告事項

（Ａ）会議に先立ち前野部長よりＷ３の役員人事に付いて紹介がなされた。今
西国三氏より中田武志氏にブロック長が交代された旨本人出席された上での
ご挨拶があった。尚同地区の他の交代メンバーの各位はご欠席のため次回以
降となった。
（Ｂ）岸本会長より神戸市震災保険加入に付いての説明、及びＥ10の関藤幸儀
氏よりご披露に接した。神戸環境局より「優良クリーンステーション」として表彰
を受けたとの報告がされた。

① まちかど会議と地区会議について報告。（井原副会長）

② 地区計画の手続きに付いて

協議会の構成メンバーを審議中であるが、各街区の管理組合理事長１名、街
区代表としての出席。（又は代理人指名）自治会より２～３名の参加を希望。
今秋迄に協議会として結論を出し市役所に提出したい。
其れだけに急がなければならない案件であるが月1回、乃至2ヶ月に3回位が
出来得る限界ではないかと思う。
此の問題に関して2～3名の質問者があり会長より回答をされた。

③ 「まちびらき２０周年」に付いて。（井原副会長）

事業・広報部の2部に記念企画を練って案を提出してもらう。
来月に素案的なものを考えておきたい。

④
井藤広報部長より記念企画として記念パンフレットの発行、フォトコンテスト実
施

⑤ 神戸ゆかりの美術館会館に付いて

3月2１日の内覧会には管理組合理事長は出席を願いたい

⑥ シティーウォークに付いての説明（北岡事業部長）

⑦ その他

Ｅ７窃盗団、東灘区の青木で爆弾が発見されたなどの情報等の交換あった。

作成日 平成19年2月10日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 熊谷常一 議事録署名人 向井正明



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 1月度役員会 議事録
開催日時 平成19年1月27日 10時00分～11時40分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 人

出席者数 人（委任状提出者 人)

報告事項

① 会長挨拶

旧年11月以来2ヶ月ぶりとなりますが、本年も皆様益々健康に留意され明るく
健全な自治会の運営にご協力御願い申し上げます。

② ＲＩ水上消防署林副所長の要請

１：平成18年中、水上消防署管内における火災概要
神戸市における火災状況、水上管内における火災状況、水上消防署管内にお
ける火災の原因、放火・放火による疑いの火災発生時間帯。（ＲＩの法化場所
はウエストに集中）
２：消防署の管轄区域が平成19年4月1日から変わります。ＲＩは東灘消防署の
管轄区域になります。
３：住宅用火災警報器の義務化に便乗した悪質訪問販売による被害が明石市
で発生。（30万円～50万円の被害が発生。1台当たりの価格は3000円～10000
円くらい）
４：防災リーダー研修の開催案内、2月24日（土）11時30分～12時30分

場所：向洋西公園（向洋小学校東側）、対象者：各街区の防災リーダー及び
順ずる者、定員30名、研修内容：講義と消化訓練（放水訓練）

③ 前野司会者のコメント

ＲＩＣに於ける今後の放火やいたずらが心配。東灘消防署のマンション不案内
が心配。各街区において啓蒙が必要。

④ 街区関係議事

１：ＲＩＣふれあい会館「ソーラー設備」の完成記念行事が21日（日）に40名が参
加して、出前トークと共に行われた。
２：まちかど会議、1月28日（日）将来像部会10時～12時、向洋地域福祉セン
ターにて開催。将来像スケジュールと地区計画勉強会。各街区長に出席要
請。
３：各街区ごみ環境の実態報告、Ｅ10とＥ5戸建が優良。
４：ＲＩＣ対象の簡易包装実験（ＮＰＯごみじゃぱん）について協力要請。
５：その他事項

夏祭り特別会計仮決算報告、第4回文化フェスティバル収支決算報告。

以上

作成日 平成19年1月27日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 森田一彦 議事録署名人 向井正明



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成18年11月25日 10時05分～11時15分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 ７０ 人

出席者数 ２６ 人（委任状提出者 ５人) （司会者）北岡事業部長

報告事項

① まちがど会議世話人会

【11月13日（月曜）開催済み】報告。（井原副会長）
W4Ｗ5マンション問題が契機となって、住民と行政との間に於いて将来に向けた
全島のグランドデザインに関して、永続的な話し合いの場を設けることで内意に
達したとの報告。
煙草ポイ捨て、放置自転車対策に関し其の後の経過について。

② 秋のクリーン大作戦

【11月19日（日）実施済み】報告。（鎌田環境副部長）～（実光環境部長）
①鎌田氏 放置自転車の調査報告（別紙資料に依って説明）、クリーン大作戦800
名位。
②出席者から問題点3点の発言。○Ｅ７ゴミ回収者に渡すのはお茶よりもジュース
が良いとの希望。○「ふれまち」では出し遅れて一部の人にお菓子を渡せなかっ
た。○ゴミの分別をしていない街区があった。
③井原氏 各団体が「クリーン大作戦」に参加。自治会はコーディネーター役
④土屋組織部長 灰皿の設置は其の後どうなったか。各所に増設の必要がある
のでは。
⑤井原氏 12月16日開催の「まちかど会議総会」で此の問題を発言してほしい。
⑥実光氏 環境局「悪臭防止法による規制について」回答者に関して説明。（別紙
資料）
⑦井原氏 街宣車は予定通りに11月24日までの滞在。みなと総局、消防署の話。

③ 文化フェスティバル

【11月26日（日）開催】準備完了の報告。（室屋事業副部長）

④ 異文化交流ふれあい防災の集い

【12月2日（土）開催】概略説明。（北岡事業部長）～向井副部長）

⑤ 其の他事項

①北岡氏 神戸市消防局主催、「消防出初め式」【平成19年1月5日（金）午前10時
メリケンパークに於いて開催】自治会に対しては5名のチームの参加を要請され
た。
②実光氏 地域振興会に於いて稲荷顧問から来年20周年の話等聞いた。
③高橋理事長 （Ｗ４管理組合）「ラグビーマンション問題」神戸市開発審査会の
公開口頭審理に傍聴参加が11月24日行われ、2名の住民代表が1時間に渉って
陳述。
④井藤広報部長 「ホームページ」に付いて。11月15日現在掲示板に書き込み増
加。
⑤久保ブロック長 （Ｅ３）上記環境局調査に依る「悪臭防止」に関し質問。

以上

作成日 2006年11月25日 議事録署名人 岸本貞夫

作成者 熊谷常一 議事録署名人 向井正明

←戻る



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 10月度役員会 議事録
開催日時 平成18年10月28日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 70 人

出席者数 27 人（委任状提出者 20人)

報告事項

① 自治会

行政との懇談会について。10月13日（金）開催の報告。
自治会提出の懇談テーマ：１、六甲アイランドの街づくりとグランドデザインの再
確認及び将来像と活性化について。２、安全と安心、美しい街づくりについて。

② 行政の対応

東灘区長から平成18年度区内主要事業について説明（資料配布）
「食育。健康タウン東灘」の充実、小児科救急医療体制の充実。子育て支援な
ど、保育所の新設（開設8箇所、新規登録2箇所）。
地域ぐるみの学校安全対策。学校施設の耐震化。ユニバーサル歩道の整備と
街灯増設。
コミコミ活動隊（助成30万円）。などなど。

③ 六甲アイランドだよりについて

10月20日（金）発行配布

討議事項

① 秋のクリーン大作戦

11月19日（日）午前10時～11時
１、ごみの分別回収 ２、不要自転車。単車の調査。回収は11月29日（水）予
定、環境局で実施。（環境部担当）

② 第4回文化フェスティバル

11月26日（日）開催。20組申し込みあり順調。10月28日出演者説明会。
異文化交流ふれあい。防災交流12月2日（土）開催。11月3日（祝）事前打ち合
わせ

③ その他

１、先般の出前トークへの回答が神戸市環境局環境保全課から大気の測定項
目年度平均値一覧表が出された。
2、六甲大橋塗装塗り替え工事のおしらせ。
2006年11月1日（水）～2007年3月20日（火）
昼間作業 8:00～18:00 、 夜間作業 22:00～6:00、
発注者神戸市みなと総局
（専門部会）12時～環境部のみ

以上

作成日 2006年10月28日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 森田 一彦 議事録署名人 熊谷 常一



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 9月度役員会 議事録
開催日時 平成18年9月23日 10時１0分～12時４0分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 70 人

出席者数 29 人（委任状提出者 6人)

報告事項

① 第4回文化フェスティバル計画について

北岡事業部長より11月26日（日）開催予定としている当計画に関して、別紙の
進行（案）に基づき説明があった。

② 「第1回部長・ブロック長会議」について

土屋組織部長より去る9月9日（土）に開催された当会議内容の要点に関して口
頭報告がなされた。吉川広報副部長よりブロック長の出席人数は何人かとの
質問あり。土屋氏より9人と答弁。向井副会長より文化フェスティバルの期日と
クリーン大作戦の予定日とダブらないのかとの質問。井原副会長より青少協等
他の参加団体と調整の必要ありと返答。

討議事項

① 自治会懇談会開催に当たってメインテーマ決定について

井原副会長より10月13日（金）に予定している同会合の従来の経過について
説明。本年度のグランドテーマは9月28日（木）までに各役員より提案書を提出
されたしと依頼する。

② 「自治会のらくがき・メモ」記録版発刊について

井藤広報部長より同誌その1～その3の内容を再編集の上、自治会の記録誌
として残したいとの提案。来年の街開きに記念発行を予定し2,000部で40万円
の予算を要請される。

③ 文レク地区マンション建設問題

Ｗ４高橋理事長より、当日資料配布の上で神戸市開発審議会に対する「審査
要求書」等に関し、建設反対運動の現状に付いて説明がなされ引き続いて全
島としての協力を依頼。
去る9月17日に締め切った署名運動の成果について、総計13,502名集まったと
の報告があり自治会各位の協力に謝意を表明された。この運動に関しE11客
野ブロック長より、8月の役員会に於いて対策委員会から直接に、各街区理事
会に対する署名運動の依頼訪問を行いたいとの説明があった（議事録を読ん
で）こととは異なり、実際は理事会ではなくスーパーロビーに訪問となったのは
如何なものかとの意見が出された。これに対し高橋氏より当初方法との手違い
を陳謝された。
次に土屋部長より神戸市の対応や業者側の態度などどのような現状等どう
なっているのかとの質問があり、高橋氏より住民の声が反映されているとは言
えず進展していないとの説明等なされた。W6中村氏（富永氏代理）よりグランド
デザインについての質問があった。

④ 其の他事項

サマーフェスティバルの反省として、吉川部長より何か気の付いたことが有りま
すかとの発言に対し、中村氏よりゲームの売上高の発表がないかとの質問が
あった。
自治会懇談会に前野総務部長より多数の出席を希望しますとのコメント。
又赤い羽根運動について各街区に対して募金協力につき説明がなされた。
出前トーク 11時10分～12時40分 「空・海・川の環境保全」市環境局主幹西
江博氏資料とスライドで説明。質問事項が各氏より有ったが即答を避け後日調
査の上で回答することとした。
以上は実光環境部長の担当に於いて実施した。

以上



作成日 2006年9月23日 議事録署名人 岸本 貞夫

作成者 熊谷 常一 議事録署名人 熊谷 常



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会８月度役員会 議事録
開催日時 平成１８年８月１９日 10時00分～１２時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 69人

出席者数 39人（委任状提出者14人)

報告事項

① 夏祭りについて

北岡事業部長 案内状、サポートマニュアル、警備・清掃マニュアル、ゲーム担
当表を説明。ゲーム券本日手交。ステージ、タイムスケジュール、警備担当者
の注意点説明。今日より警察の所管が変更となって警備に関し大変細かい点
までを注意されている。各担当は警備に名簿を提出済みで担当者変更は必ず
届出のこと。ゲーム担当者で①の方は現金管理者で、前半担当者はつり銭受
領。後半担当者は現金を本部まで持参。（役員が現場にとりに行くことは絶対
に無い）つり銭受領担当者の見分けが付くよう方法を考える。サポートマニュア
ル説明。子供みこし、ゲーム実施要領説明、物品庫センターの説明、街区代表
者の役割説明、飲食、金庫に関する注意。

② 青色パトカーの件

井原副会長 車はカーニバルに展示する。ロータリー近く（本部テント近
辺）ＳＧＭ車を借りたもの。

③ まちかど会議の件

同副会長 9月10日環境分科会実施予定。参加希望者は自治会に申し込み。
実光環境部長より当日の内容を説明。ポイ捨て、自転車放置禁止区域の指定
検討。条例では、神戸市内全域がポイ捨て禁止区域であるが罰則なし。地区
指定すれば看板の設置可能、ポイ捨てがあった場合には住民が頻繁に清掃
する義務が生まれる。当日これらの方針を相談したい。

④ 出前トークの件

実光環境部長 大気環境の現状、神戸製鋼の発電設備の現状と大気汚染の
関係、9月23日11時実施予定。

討議事項

① 自治会会議方針案

熊谷副会長 ①定例自治会運営会議（従来の部長会）ブロック長、正副会長、
会計、監査、各部門長が出席、管理組合と自治会の意見交換の場としたい。
（来月より実施）②定例役員会、③サポート委員会は従来通り。

② 自治会各部への所属案

同副会長 街区代表としてブロック長は組織部のみに所属。副会長は井原（環
境）、向井（組織・事業）熊谷（総務・広報）。現在組織部に所属者は本人の意
見に依り所属変更可とする。

③ ラグビー場跡地マンション建設問題の件

岸本会長 全島1万人の署名でＮＯの意思表示の表明がしたい。
ウエスト４藤原氏より運動の概要を説明。6項目の依頼事項に関して検討。続
いて三村副部長より署名には反対しないが、対策委より提示の事項に対して
は各管理組合理事会において検討して貰うのが妥当。
（12時10分頃三村氏退席）代わって熊谷が議事録の作成者となる。イースト増
田氏より、本会の承認で良いのではないかとの意見。引き続いてウエスト４対
策委の岡本委員長及びウエスト５日高氏より反対運動に関して理解と署名協
力重ねての依頼。
結果として岡本氏より、項目（４）以下に付いては対策委員会の方から各管理
組合理事会個々に了解を取り付けたいとの見解を表明し閉会する。

以上

作成日 2006年8月19日 議事録署名人 岸本 貞夫



作成者 三村 祐造 議事録署名人 熊谷 常



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ５月度役員会 議事録
開催日時 平成1８年５月２７日 10時00分～１２時１０分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 69 人

出席者数 48 人（委任状提出者 11人)

報告事項・討議事項

① ６月役員改選街区に交代届け提出依頼

Ｅ５，Ｅ７，Ｅ１０、Ｗ４，Ｗ５

② 稲荷会長より行政関係等に付き報告

東灘区うはら祭に参加
阪神高速環境アセスメント実施の件
社会福祉協議会予算削減傾向の件
Ｗ４を中心とした放火事件発生、動物の死骸放置事件発生の件
青色パトカー申請、進捗状況報告
まちかど会議例会実施報告

③ 総代会議事録説明（前野総務部長）

第１４期事業報告、会計報告、監査報告
第１５期事業計画案、予算案説明
規約改正案説明
誤字脱字等の訂正、予算適用欄の追加等が指摘有り、訂正後の原案 として

承認

④ 総代会までのスケジュール説明（前野総務部長）

◆ ５月２７日 「総代会の開催と総代の募集案内」ポスターの各街区掲示
と「総代応募者受付名簿」の、各街区フロントへの配置を直接手配

◆ ６月１０日（土） １３時～ ＲＩＣふれあい会館に用意
各街区ブロック長（代理者）は、「総代会議案書」、「総代会出欠表・
委任状」、「意見・質問書」（封筒入り）を受け取り、「総代応募者」へ
配布する

◆ ６月１７日（土） フロントから 「総代応募者受付名簿」を回収し・点検
「総代定数に満ていない場合」は、募集作業をする

※１５期自治会役員の方は、必ず総代として登録のこと

◆ 6月２４日 各街区ブロック長（代理者）は、役員会に
① 総代名簿・・・「応募者受付名簿」を持参
② 総代応募者から

「総代会出欠表・委任状」と「意見・質問書を回収」し持参
※ 意見・質問書への返答内容は、役員会にて打合せする

⑤ 六甲アイランド街開き２０周年企画（稲荷会長）

稲荷会長の私案を提示、各役員より具体的な提案を募集したい旨説明

⑥ 火災報知器設置義務化の法令改定説明（井原副会長）

消防署作成パンフレットを配布

⑦ 明日（５月２８日）のクリーン大作戦の件（井原副会長）

青少協より多数参加するが、自治会からもたくさんの参加を希望
９；30よりリバーモールにて受付、
集めたゴミはW4・７、E４・７に集合、それぞれの街区の担当の方はよろしく

以上

作成日 ２００６年５月２７日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 三村 祐造 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 4月度役員会 議事録
開催日時 平成１８年4月22日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館

役員総数 65 人

出席者数 37 人（委任状提出者 未集計)

新役員紹介

◆ Ｗ６街区 八橋（ブロック長）、冨永、梅津、野島
◆ Ｗ７街区 島本（ブロック長）、河合、佐々木
◆ Ｅ３街区 久保（ブロック長）、加藤、竹内
◆ Ｅ８街区 高橋（ブロック長）、智原、長池 合計１３名

報告事項

① 3月以降の報告事項 （稲荷会長）

① 長田区シューズ会館で開催の「神戸まちづくり会議」に自治会より４名参
加。
「六甲アイランドＣＩＴＹ活性化」の参考とすべく、多様な団体と意見を交換。

② 関連行政 組織 ◆警察 水上警察署より、東灘警察署に。 ※消防署は
来年度。
人事 ◆東灘区長 松本 明、 ◆六甲アイランド校長 岡田 万理。

③ 青パトについて （井原副会長）
まちの安全・安心のために2年前より折衝、近く承認される。青パトの添乗者は
六甲ア
イランド住民が要件（運転免許は必ずしも不要、女性も歓迎）、早急に募集した
い。

④ 小・中・高校の入学式状況。 私学入学が増加している傾向。

⑤ 事業活動 ３月２６日（日）開催のシティヒルウォーク
参加人員約４００名、例年より子供の参加が少なかった。

⑥ まちかど会議 世話人会の開催状況について
５２団体（現在集計数）で推進されているが、事務局は実質的に自治会が担
当。
今後、案内文書などの連絡宛先は「井原副会長」として発信することになった。

② ラグビー場マンション建設関連

：Ｗ５ 松田ブロック長より、各管理組合理事会の[建設反対議決」に感謝。
反対運動の経過と、今度の予定について詳細（別紙）に報告。

：Ｗ４ 濱田ブロック長より、松田報告に追加して総代会議案書（案）にある「ラ
グビー場跡地」の字句について、「跡地」の字句削除を要請。役員会で承認さ
れた。

併せ、一部委員より現在所有者はワールドではないとの意見がだされ、今
後、呼称

に「ワールド」を付けず 「ラグビー場マンション建設」に統一することにした。
◆５月１４日(日） 業者による第２回説明会が開催される。

≪今後、例としてグリーンのバンナダを各戸に配布するとかなど、具体的な
反対

活動案を企画中、一層の支援を要請した≫
◆松本副会長より、同問題に関連して発行する
「六甲アイランドだより特集号」の原稿案

（４月２６日完成予定）を出席役員に提示・説明した。

③ その他議題



① １４期総代会議案書案（１４期報告、１５期計画…４／９部長会にて集約）に
ついて、
報告、読み合わせ検討。一部に役員意見を受けて修正することとし、
さらに追加意見のある役員には、前野総務部長宛にＦＡＸを要請。
５月役員会にて、最終的に１４期総代会議案書を完成する。

◆ ５月２７日（定例役員会）において、
午後も引き続きブロック長、部長会メンバー、監事などによる 来期役員人事、
予算、規約改正案など、検討会議を企画。該当役員に出席を要請した。

② 防犯連絡所表示板の設置について （井原副会長）
：各街区スーパーロビー近くに設置（貼り付け）をお願いする。 担当として、理
事長名
を登録。ブロック長欠席の２街区について、Ｅ４は岸本、Ｅ８は長池さんの名前
で登録。

③ 夏祭りのサポーター会議 （北岡事業部長）
第１回会議 ５月１４日（日）に開催。関係役員に参加・出席を要請した。

以上

作成日 平成18年4月22日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 植 木 勇 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会3月度役員会 議事録
開催日時 平成18年3月25日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館

役員総数 65 人

出席者数 44 人（委任状提出者13人)

報告事項

① 市民救命士講習会開催

２月２６日心肺蘇生・AED操作講習、２５名参加

② 神戸少年サッカー｢夢クラブ｣（仮称）クラブハウス新築

E3隣接の公園（積水ハウス所有）に新築予定

専門部報告、協議事項

① １４期総代会スケジュール説明

７月９日（日）バンケットホールにて開催決定
準備スケジュール説明
４月２２日役員会にて議案説明・討議
５月２７日役員会にて議案承認、各街区ごとに総代募集ポスター掲示
６月２４日役員会に各街区総代名簿、出欠表・委任状、意見・質問表提出

② シティーヒルウォークの件

明日（３月２６日）１０時スタート
スタート地点担当のウェストコートの方は９：３０集合
ゴール地点担当のイーストコートの方は１０：３０ゴール地点に集合
役員会後に詳細打合せ実施予定

③ 行政との関係について会長より報告

社会福祉協議会「広報研修会」で、六甲アイランド情報ハンドブックを紹介
４月より警察所管が水上署から東灘署に変更、消防関係は来年の予定
小中高学校卒業式に副会長が参加
公立小中共に入学生徒数が減少、小中から私立に入学者が増加の傾向

④ ワールドラグビー場マンション建設問題関係

Ｗ６理事会より、
建設については疑義を持っている、現段階では建設には反対の姿勢
意見表示をはっきりさせるべき

W４より自治会役員ではないが、高橋副理事長が参加して現状の説明
東京建物、不二建設、平石建築企画が計画の主体
３月着工の計画であったが延期（建築確認も未提出）
反対運動の現状、反対理由の説明、今後の運動方針説明

自治会長より方針説明
六甲アイランド全体に関連する事項として、２月度役員会でも議決
神戸市長を始め、行政当局に対しても既に行動を起こしている
平石建築企画より（設計企画変更案について）面接の依頼があったが、
本日の役員会後に回答すると回答。神戸市も、平石建築企画に自治会が
反対している事を伝え、自治会との協議を指導している様子である
３月１９日、自治会・Ｗ４・５と意見交換、一致して行動していくことを確認

３月２４日、Ｗ４・５・自治会が業者と打合せし、建築反対の立場を説明済
出席役員より、自治会が前面に立って反対運動をするのかと発言あり

Ｗ４・５の活動に協力していくことを再確認
Ｗ4高橋副理事長より、以下について要望・依頼
1、全街区より理事会名にて反対声明書を提出してほしい
2、自治会ホームページに反対声明を掲載してほしい
3、自治会長名にて自治会として反対の文書を提出してほしい
4、六甲アイランド全体の今後を討議するために｢未来を考える会｣を作って

自治会が参加してほしい
4、はまちかど会議との重複をさけるために検討事項とし、1、2、3、は自治会

として同意。 ※、挙手にて全員賛成



出席役員より意見
口頭のみでなく、「文化レクリエーション地区」の建築制限を明確に表記して
文書で、要望書を提出することが重要である

⑤ ゴミ問題の件

各街区に掲示中の「お知らせ」の通り、ルール違反のゴミについては、取り残し
を
４月ⅰ日分より実施予定との事。

以上

作成日 １８ 年 ３ 月 ２５ 日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 三村 祐 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ２月度役員会 議事録
開催日時 平成18年２月25日 10時00分～12時15分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館

役員総数 65 人

出席者数 32 人（委任状提出者 6人)

報告事項

① ワールドラグビー場マンション建設関連について

稲荷会長より、これまでの経緯について説明。
1月２９日（日） Ｗ４、Ｗ５住民向けの、事業主 （東京建物、他２社）の 説明会
開催。

※ 多数参加し発言。後日、業者から工事延期の文書が、Ｗ４・Ｗ５各戸に配
布された。
２月１９日（日） Ｗ４住民向け、神戸市説明会（みなと総局）。

１０:００～ 神戸ファッションマート９Ｆ Ｗ４住民他、２００名以上参加。
３月２日（木） Ｗ５住民向け、神戸市説明会（同）。

１９:００～ Ｗ５コミュニティホール Ｗ５以外住民の参加もＯＫ。
※ Ｗ４、Ｗ５街区住民でこの問題について、管理組合のもと、委員会が結成

された。

Ｗ４濱田、Ｗ５松田、両ブロック長より、この問題は 両街区住民だけの問題で
はなく、
六甲 アイランド全体にかかわる、問題として協議、 協力することを、強要請
するとの発言あり。
自治会としても、３月２日の住民説明会の状況を見守り判断するが、
六甲アイランド全体 の問題である。
両街区以外の理事会でも、報告・協議・検討され、その議事内容などの
会長宛連絡を要請。

② ２月５日（日） まちかど会議会議（５１団体参加） 世話人会開催について。

自治会、美しいまちづくり会、青少協、婦人会、など出席。
「住民（通勤者を含む）のモ ラルアップ」、「空地・公的施設、商業施設を含め
た六甲アイランドの全体的な活性化」、

「環境・モラル・ルール」などを、テーマ（案）とすることで一致した。

③
ワールドラグビー場マンション建設問題について、多くの意見が出され、
３月定例会議で も、議題とする。

各専門部報告と協議事項など

① 総務部

街区理事会 ３月改選（Ｅ３，Ｅ８、Ｗ６、Ｗ７）のブロック長に対し、自治会役
員、
ＲＩＣふれあい会館運営委員、防災リーダーなど、引継ぎ・交代（留任）者の
「規定書式」による、名簿提出を要請。
：Ｊ・ＣＯＭの各理事会及び住民向け説明会スケジュールについて（別紙）

② 広報部

情報ハンドブックの配布状況
各街区フロントに５０～１００部配置。足りない街区は広報部へ連絡を。
商業地域には既に配布ずみ。

③ 事業部

シティヒルウォーク ３月２６日（日）開催
「案内チラシ」は、開催日の１～２週間前に、別途、全戸に配布。 雨天中止。

④ 組織部



市民救命士講習会 ２月２６日（日）、水上消防署（参加申込状況 ２２名）
：消防団員の募集について。

⑤ 環境部

昨年度に確認ずみの事項であるが、パルテック（産廃焼却施設）との協定を
締結する。
：ゴミ６分類 各管理組合説明会完了。 ４月以降、ルール違反街区について
は、取り残しゴミの、民間業者による有料回収依頼と、管理組合の費用負担
なども検討される。

⑥ その他 稲荷会長

来年（平成１９年）は、六甲アイランドＣⅠＴＹ ２０周年。その記念や街の活性
化
に向けた、様々なイベントを開催したい。近く企画案を提示する。

⑦ 災害対策用 「六甲アイランド大容量貯水槽」の見学 １１：３０～１２：１５

神戸市水道局東部センターの、山田副所長を始めとする多数局員から、貯水
槽の蓋を
開けて水槽の現物説明、さらには手動ポンプによる「蛇口給水」の実際体験
と、
関連器材 保管倉庫の開扉など、詳細な説明を受けた。

設置場所 ：向洋中学の東側、シティヒルの公園部
設置時期 ：平成７年１１月 （工事は前から始められていたが、震災時に

は、
間に合わなかった） ・水道ルートの途中にあり、水は常時循環している・

貯水容量 ：６００? ＜参加役員の希望者には、貯水槽のイメージ図などを
配布＞

※ 貯水槽のあることは、防災福祉コミュニティ作成の「コミュニティ安全マップ」
で知っていたが、実際に見るのは全員始めて。
我々六甲アイランドへの設置と、住民の命を 守る、「目につかない日頃の管理
活動」
に対し、一同、拍手をもって謝意を表した。
※ 別途、消防用貯水槽も、西公園付近にあり、こちらも参観を計画中。

以上

作成日 18年2月25日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 植木 勇 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成17年11月26日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館

役員総数 67 人

出席者数 46 人（委任状提出者 8人)

総務部長より新役員紹介及び依頼事項

・Ｗ３、Ｅ６、Ｗ７、Ｅ４、Ｅ１０の役員変更、新役員紹介
所属部署及び電話番号未登録の方は至急登録依頼
新役員への協力依頼事項
・自治会新役員の氏名等必要事項は早急に連絡（別紙文書）を依頼、ふれあい会
館運営
委員・ふれまち協議会委員・安全委員の選定及び報告を依頼
各種助成金の申請を忘れないこと

報告事項

① 赤い羽根募金実績報告

全額で１８４，４３０円（内、自治会１０万円、企業４万円）

② 街区消防訓練実施

Ｗ４，Ｅ３，Ｅ１１，Ｅ５

③ 地域の動き

・リバーモール一帯の建物を積水が売却、外資系企業が所有
ケーブルビジョン（５チャンネル）を積水がジェイコムに売却
広報誌｢こうべ｣に湾岸線の計画縦覧広報が載る予定
・センター駅近辺のゴミ箱が撤去された、事前に連絡無く、市に対し事前の相談を
依頼
センター駅周辺の放置自転車撤去
・防犯関連・・・最近、学校に脅迫電話あり、２件（小・中）
・神戸市環境局東灘より注意、ゴミだしルールが守られず、特に悪い街区の報告
あり
・（Ｈ１６年度、Ｗ３・４・７・８・９・１０、Ｅ４・８・９・１０）

④ 井原副会長（環境部担当）より報告

①クリーン作戦の件
・７５７名参加、内、野球部・サッカー部・ＦＣライオスの子供たちが多数参加
②センター駅周辺の放置自転車は約１３０台撤去（長期間放置分）するも、既に
自転車置き場は満杯の状況
③積水所有の六甲アイランドケーブルビジョン?株式をジェイコムへ売却による、
関連事項に注意する必要あり
④ゴミだしルールの件詳細報告・・・特に当地区でルール無視の事例多く、ルール
逸脱のごみ出しは収集しないとの意見もあり、自治会でも対策が必要
ＳＧＭにも協力依頼
⑤リバーモール周辺ゴミ箱撤去の件は通勤者が家庭ごみを出す事例が多く、年間
６万円の経費がかかっており、撤去したとの事

当面の取組み

① １１月２７日文化フェスティバル

プログラムを全員に配布、１部１１時から、２部１３時から

② １２月３日（土）異文化交流ふれあい交流の集いの件

自治会としては餅つき大会応援必要、各街区から参加者を報告依頼の予定

③ まちかど会議

１２月初旬に、１０月１６日実施の総会報告を、広報紙にて参加５１団体へ実施予
定

④ 情報ハンドブック改訂版の件



１月２０日ごろまでに完成予定、１月２９日の神戸シティーマラソンに配布

⑤ 神戸シティーマラソン

１月２９日例年通り開催予定

⑥ 歳末こども火の用心

・１２月２６日（月）実施予定、ふれあい会館出発、各街区を巡回予定
・各街区からの参加者を報告依頼、必ず保護者をつけて戴く様お願い、
・報告期限１２月１０日～２２日

以上

作成日 平成 １７年１１月２６ 日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 三村 祐造 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会10月度役員会 議事録
開催日時 平成17年10月22日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 66人

出席者数 33人（委任状提出者 13人)

報告事項

① 行政関係

・ライナー運賃改定 ：通学定期１ヶ月１０００減額、発乗運賃（２km以内）２００
円。
・水上消防署フエアー：９月２１日、会長・副会長出席、出席企業に変化あり。

② 地域関係

・まちかど会議総会 ：１０月１６日開催、４０団体、９５～９６名参加、１７団体発
言

全体に好評。

③ 自治会関係

・東灘自治連会議 ：ＭＣターミナルの視察点検。
・部長連絡会議 ：１３名出席
・各専門部会 ：神戸市みなと総局と建設局の移管に問題ある

（放置自転 車など）。
・Ｎo.38自治会だより：８０００部、４０ケ所に配布。
・異文化交流 ：「異文化交流ふれあいの集い」、１２月３（土）開催。

１０月２５日（火）までに「イベント会議連絡表」
で連絡のこと。

・ 文化フェスサポーター会議 ：外国人の参加が少ない。
・ ＲＩＣふれあい会館 ：開館５周年の状況

④ 上半期の収支決算報告がされた。

当面の取り組み

① １０月２９日（土） ：異文化交流の準備会開催

防災リーダーの参加申込状況２０名程度。問題あり。

② １１月２０日（日） ：秋のクリーン大作戦。

東灘区民の11月27日を前倒実施。環境部員には春と同様よろしくお願いす
る。

③ １１月２７日（日） ：第３回文化フェスティバル

出演者説明会(10月30日)、
２３演目、サポーター会議（11月12日,19日）、参加案内を全戸に配布。

④ １２月 ３日（土） ：異文化交流ふれあいの集い

⑤ 近く管理組合総会開催の、Ｅ６（10／30）、Ｅ４（11／20）、Ｗ３（11／23）街区
ブロッ長に対し、自治会より引継ぎ事項などを文書で要望。

⑥ その他

⑦ 防犯の直近資料が配布された。

以上

作成日 ２００５年１０月２２日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 森田 一彦 議事録署名人 三村 祐造



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会9月度役員会 議事録
開催日時 平成17年9月24日 10時00分～11時20分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館 ホール

役員総数 64 人

出席者数 38 人（委任状提出者 8人)

報告事項

① 主な報告

１．８月度 ラジオ体操 中学生ボランティアによる模範指導が好評で感謝状を
だした。
２．サマーイブニングカーニバル 約３万人が来場、各ステージとも盛大で成
功。なお

金魚すくいその他反省、改善の余地もある。
３．歩み展 ＲＩＣ１７年の歩み展は2500人の来場があり、今後も活用されたい。
４．まちかど会議 ３６団体が参加、今回初めて市長も出席した。
５．保健所の健康診断 ８月23，26日に実施されたが、例年に比べ女性の参加
が50人

～60人で少なかった。
６．９月度 デカパドスプール 来場者２０万人を突破した。
７．選挙について 投票率は向洋地区約６３％、六アイ地区約６４％で、若者の
投票率が 改善された。
８．高齢者の集い バンケットホールにて実施。 島内には７０歳以上が

約１５００人在住。
９．行政懇談会 行政側２０人、住民側２８人（ＳＧＭ，セキスイを含む）が出席。
特に 通学定期の値下げ、青色パトカーなどの問題を話し合った。

② 当面の主な取組み

１．赤い羽根募金 １０月１日から始まるので、各街区は募金箱をもちかえり、フ
ロント設置されたい。各街区とも￥１００００以上を目標に取り組んで欲しい。

まちかど会議総会 １０月１６日（日） できれば全役員の参加を。
会館５周年記念 １０月２３日（日） 全戸配布の会館だよりを是非ご覧あれ。
市長選挙は１０月２３日（日）。１２月３日のイベントに対し１０月２９日（土）
に防災福祉コミュニティ実行委員会をひらく。

２．秋から年末にかけての事業、日程
１１月２０日（日） 秋のクリーン大作戦
１１月２７日（日） 第３回文化フェスティバル １０月１０日参加申込み締切
１０月末に第１回打合せ予定。
１２月 ３日（日） 異文化交流など

③ 各専門部会

１１時３０分～１２時 日程など打合せ（略）

以上

作成日 ２００５年９月２４日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 森田 一彦 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 7月度役員会 議事録
開催日時 平成17年7月23日 10時00分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい会館ホール

役員総数 66 人

出席者数 37 人（委任状提出者 人)

報告事項

① 総代会総括（稲荷会長）

①総代会議事録は各街区には番館掲示、理事長、副理事長宅に配布をＳＧＭ
に
依頼した。（一部の街区を除く）
② 総代会の出席状況 届出１６８名中８６名出席 委任７４名（正副部長は含
まれ
ず） 昨年度１１１名出席に対し、１０名減。
③ 総代会後の第１回役員が行われたが、新役員５２名出席予定でありなが
ら、無
断で帰宅した役員が１０名ほどいた現状。役員のモラルが問われ課題を残す。
④ 総代会の感想としてもう少し、安全安心を中心とした議論が望ましかった。

② ラジオ体操について（北岡副事業部長）

ラジオ体操の最終日（８月３１日） 参加賞を配布するため多くの人手が必要と
す
るため役員の協力を要請。

③ サマーイブニングカーニバルについて（北岡副事業部長）

① 子供神輿と盆踊りの案内のチラシ（各戸配布用）、役員会終了後持ち帰るこ
とを
依頼。また子供神輿の飾り付け準備金を各街区に支給する。
② サマーイブニングカーニバルの担当者一覧表の提出期日（８月１０日まで）
厳守。
なお、届出者は前半、後半で重複してもかまわない。
質問 ＳＧＭには何を依頼するのか？
返答 案内のチラシを各戸に配布してもらうため依頼します。
質問 ゲームコーナーの金庫の管理等については？
返答 当日詳細については説明いたします。つり銭用としてそれぞれ４万円分
の小
銭を準備する予定です。
③ サポート委員会次期予定日は８月２０日(土)開催。

④ まちかど会議について（稲荷会長）

３４団体が一堂に会し、自治会は事務局的立場に徹します。今後、情報ネット
ワーク
の確立を目指し、安全・安心なまちづくりを推進します。
次期開催予定８月１日(月)１５時より
議題内容として
① 六甲アイランドの夢を出し合う
② 神戸市の関連施設の有効利用、効率的な行政の見直しなど

⑤ その他

① ホームページリニュアル化を記念して、「フォトコンテスト」開催の説明。
② 自治会活動で利用いただくため、アドレスの名刺を作成。希望される方は申
し
出下さい。 以上 【広報
部】
③ 区役所より「防犯シール」が配布される。枚数が少量ですが希望される街区
に
支給します。

④ 水上警察の資料をもとに「六甲アイランドの被害状況」を作成。昨年度と
比較し
て相対的に減少しているが神戸市全域にも言えるそうですが、増減の波もあり



ま
すから今後も防犯に留意下さい。 以上 【組織
部】
⑤ 役員会の開催などにＦＡＸで連絡していますが、送信に大変手間が掛かる
ため
メールアドレスをお持ちの方は是非登録下さい。 以上 【総務部】
⑥ まちかど会議の補足として、防犯関連で警察も招致している。防犯パトカー
を自
治会で申請中。
⑦ ７月１日にオープンした「デカパトス」盛況の反面、騒音の苦情が１０件寄せ
られ
ている。周辺地区のゴミの散乱も問題で係員も苦慮しているとのこと。
⑧ 六甲アイランドの歩みを写真展で見る。８月２０日美術館ホールにて開催。

以上 会
長談
８月はサマーイブニングカーニバルため役員会は開催されません。
以上

その後、各専門部会に別れ協議する。

以上

作成日 ２００５年７月２３日 議事録署名人 稲荷真三

作成者 苫谷 政司 議事録署名人 前野正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会6月度役員会 議事録
開催日時 平成17年6月25日 10時00分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 69 人

出席者数 41 人（委任状提出者 15人)

報告事項

① 稲荷会長より以下の内容で近況報告がありました。

１） 防犯について、最近色々と事件が多発してきているが、理事長、管理人等
に情報が伝わって いないケースが散見される。（最近の事件ではＷ７、Ｗ６戸
建ての盗難、不審者による痴漢 行為など）。大きな事件にはなっていないが理
事会、管理人とよく連携して情報の早期共有化と 注意の喚起が必要。
２）児童館運営委員会の報告では、持ち込まれる相談件数が増加。六甲アイラ
ンド福祉センターの例では７８人の子供が預けられているが、親の引き取り時
間が守られず、預けぱなしの状態な
ど クレームがきている。
３） ６月１３日（月）にまちかど会議を開催。島内のクリーンアップ大作戦からま
ちかど会議が 発足。３４団体が集まってゆるやかな交流、情報の場として運営
されている。

総代会案件

① 各街区出欠表の確認

＊Ｅ４戸建て、Ｅ５、Ｅ１０，Ｗ５については本日の段階で出欠内容未提出に
より、

最終集計に至らず。自治会にて早急にフォローし確認する。

② 意見書の内容と見解

① Ｑ）六アイ バイパスの要望あり。
Ａ）従来から同様の要望あり。

行政への要望は続けていく。
深江の方へ１００円で行く案など過去の要望について、行政の見解では

「ＥＴＣの距離制の
導入検討中であり、待ってほしい」とのこと

Ｑ）六甲アイランド大橋の道路はバイク通行は可能か？
Ａ）一般道路は可能。ただし、「側道（歩行用）」はバイク禁止となっている。
② E4の方の公共施設の公用等の意見（３件）
Ａ）自治会として本人に内容・趣旨を確認した上で回答
③ W7の方の支出に関する質問
Ａ）ラジオ体操については、子供さんへの参加景品、ジュース、出欠カード代が
主たる支出。
内容は明確なので総代会の中でも同様に説明していく。
④ 屋外プールができることによる騒音について。
A)自治会としては実際の具体的事象にもとずいて対応させていだだく。

＊総代会ではこれらの質問・意見にたいしての回答を正式に行ないます。

その他

① Q)公共の場所での明かりが暗い（電灯が切れている）場合は何処に言えばよ
いか？

A)東部建設局（tel ：０７８－８５４－２１９４）に連絡して下さい。

以上

作成日 平成 １７ 年 ６ 月 ２５ 日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 北岡 英希 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会５月度役員会 議事録
開催日時 平成17年5月28日 10時00分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 69 人

出席者数 31 人（委任状提出者 0人)

報告事項・討議事項

① 総代会スケジュール説明（前野総務部長）

・総代会議案書を役員に配布、街区代表者より総代候補者に配布依頼。
・ポスターを各街区掲示板に掲示、総代の募集を依頼
・総代応募者名簿用紙を手交
・6月18日に総代受付名簿により総代定数との調整をしてほしい(若干の定数
オーバーはOK、第14期役員は全員総代となること)
その上で総代応募者から｢出欠・委任状｣｢意見・質問状｣を回収
その上で総代応募者から｢出欠・委任状｣｢意見・質問状｣を回収

①総代名簿・・・応募用紙
②総代出欠表・委任状
③意見・質問書

を各街区代表者が持参すること
・意見・質問への返答は来月役員会にて打合せする
7月9日（総代会前日）午後3時 会場準備の予定
7月10日9時より受付準備 10時～12時総代会 昼食をはさみ13時～15時前
後第1回役員会

② 防犯グループ結成依頼の件（稲荷会長）

・ 県は自治会が中心となって｢まちづくり防犯グループ｣の結成ほしいとの依
頼あり、六甲アイランドは各街区にてグループ結成の方向で了解を取った。
・14街区のそれぞれから申請があれば自治会として支援してゆく
・各街区の理事長名で申請書を作成し、自治会が取りまとめて県に申請する
方針
・8月末までに各街区にグループを作り、申請書を自治会に提出してほしい。
SGMにも協力は依頼済み

③ 明日のクリーン大作戦の件（井原副会長）

・春・夏の2回実施し、従来は落書き消しを中心としていたが、落書きはほとん
ど無くなった為、今回はゴミ拾いと、駅周辺の不法駐輪の整理を実施予定。
・不法駐輪整理には東部建設局の担当者も参加予定
・環境部は9時に集合、９；30よりリバーモールにて受付
・ 集めたゴミはW4・７、E４・７に集合、それぞれの街区の担当の方はよろしく

④ サマーイブニングカーニバルの件（岸本副会長）

・サポーターが３０名応募いただいた
・今年よりサポーター制はイベントごとではなく通年のサポーター登録をお願い
しており、更に多くの方々にサポーター登録をお願いしたい。
・ ６月2５日に次回サポーター委員会を予定しており、よろしくお願いします。

以上

その後、各部会に別れ、各部役員会実施

作成日 ２００５年５月２８日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 三 村 祐 造 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 4月度役員会 議事録
開催日時 平成17年4月23日 10時00分～12時40分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 46 人（委任状提出者 14人)

報告事項

① 新任役員の紹介

Ｅ３、Ｅ８、Ｗ６、Ｗ７新任役員紹介 ＊所属部会が不明。早急に決定し連絡を
依頼。

＊Ｅ３、Ｅ８、Ｗ７の新任役員の所属部会名が未届。今日決定をお願いしま
す。

＊欠席の場合は「委任状」提出を
７月から自治会は新年度に変わります。
街区で役員交替時は６月までに自治会まで新役員名簿の提出を願います

② 事業部副部長 交代ご紹介

Ｅ３：室屋俊明さん、Ｅ４：北岡英希さん

③ 新設 自治会事務ボランティアご紹介

Ｅ４：山田昭夫さん

④ 第１３期総大会関係

会計報告
昨年からに変化点説明（稲荷会長）
＊１７年のあゆみ重点事業実施
＊夏祭り特別会計収支説明（岸本副会長）

Ｑ：１４期案、どこが担当か？明確に。
Ａ：１７年の歩みー広報、総務中心に全体で。
Ａ： ひろば５周年の運営委員会、実行委員会と連動。
Ｑ：主体は自治会か、運営委員会か？⇒Ａ：運営委員会
Ｑ：自治会としてやる内容を明確に
Ａ：まちかど会議は自治会単独ではできないので、実行委員会中心。

環境、総務が中心になる。
Ａ：情報ハンドブックは、総務をはじめ各部長があたる。
Ｑ：予算、「向洋サッカー」は未定では？
Ａ：名称は「スポーツ振興」に変更、予算は変えず。
Ｑ：ふれあい会計の「予備費」の内容と表現不一致では？
Ａ：了承。清掃費等、実際の項目に合わせた名称を儲け予備費から分離。

⑤ 「ひろば」の名称を「会館」へ変更決定。

運営委員会委員会で決定。役員会一任

⑥ 規約改正検討委員会

読みやすいものへの改正。大きな変更ではない。新年度での活動。

⑦ １３期総代会議案書について

５月役員会に議案書案として提出、役員会承認。

⑧ 環境部からの報告

（１）センター駅下の新駐輪場について
放置自転車の撤去 約２００台。撤去できていないもの 「警告文」の貼付け

で啓蒙。
担当役員はみなと総局からに「タスキ」「腕章」「帽子」貸与。
啓蒙推進委員、ボランテｲアを募集。（希望者は役員会終了後申し出を）

（２）大栄環境施設見学会について
自治会と協定書締結。井原副会長事前見学実施。
５月１４日（土）施設見学会を計画。（先着３０名） ＜詳細別紙＞

Ｑ：駐輪場の電気がついていない
Ａ：リバーモールの管理は４月１日より、みなと総局の管理から建設局の管理と
なった。



連絡先：東部建設事務所
８５４－２１９１ ～ ２１９４ リバーモール公園、街灯、陸橋などでの問合

せ

⑨
大栄環境施設見学会について

＊夏祭りサポート委員会を立上げ、５月初旬より公募。５月２１日（土）１３時～
第１回会合予定。

⑩ 安全推進委員概要（苫谷さん）

＜別紙詳細＞
Ｑ：防災委員も含めた活動か？
Ａ：「窓口一本化」の方向で安全推進委員
Ｑ：防犯はいいとして「防災」は別ではないか？
Ａ：日常活動では「女性」委員も必要
安全推進委員の中で「防犯」「防災」等役割をわけていくなど検討
今回の資料をたたき台として検討。

⑪
朝会の資料

⑫ 向洋スポーツクラブの立上げ紹介

＜別紙配布＞

国税調査 東灘区役所 総務課調査係 本間さん、 さん。

５年に一回の調査へのお願い。調査委員は手当て支給（銀行振込）。
＊調査区 ＥＡＳＴとＷＥＳＴ。 調査委員の募集：１１０人。
入居者多い地域は細かく調査区を設定。
＊調査精度を上げたいので自治会に協力のお願い
＊従来、市でアルバイト募集して実施。
＊公募は実施する

以上

作成日 平成 １７ 年 ４ 月 ２３ 日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 北岡 英希 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 3月度役員会 議事録
開催日時 平成17年3月26日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 69 人

出席者数 36 人（委任状提出者 14人)

報告事項・討議事項

① 六甲アイランド基金申請と報告について

・ 震災後の1996年にＰ＆Ｇと積水などが7億4千万円程出費して基金として設
立。
ＲⅠＣふれあい広場主催で外国人の講演会を毎年10万円の予算で開催し、こ
れまで13カ国の参加があった。
夏まつりは、毎年100万円申請し、昨年と同じ70万円が認められた。
基金の対象となるは、六甲アイランド内だけではなく兵庫県内の団体等であ
り、ヒヤリングもある。
今年は、自治会、地域振興会などが主催し、8月20日から８月末頃まで「六甲ア
イランド１７年のあゆみ」写真パネル展を開催するが、総経費500万円のうち
250万円の助成を申請し承認された。

② パルテックをはじめ駐輪場の建設

・ 産業廃棄物処理工場のパルテックに対して神戸市と自治会は、24時間体制
で年間の活動を定期的にチェックしており、3年前の総代会決議のとおり、今年
も協定を再度交わす。
・ 新たに3月末に駐輪場ができるが、4月4日時点でまだ放置自転車がある場
合は、対応を考える。

③ 地域アンケートの状況報告

・ ６７６０戸程は回収できたが、実際には、まだ７００戸以上はあると思う。
回収率は３０％程。昨年は３５％で、回収率は低い。

④ シティヒルウォーク・防災リーダー研修会

・ 第7回シティヒルウォークは、3月13日に開催。514名の参加がった。
昨年も５１６名の参加があり、定着してきた。なお、予算も１０万円ほどでおさ
まっている。
・ 同日に防災リーダー研修会が開催され、災害時の、ケガや骨折の処置など
が行われた。
各街区ごとに1名がわりあてられ、年１回開催しているが、参加者が少ない。
防災リーダーは、各棟で1名は、必要である。
また、選ばれている人にその認識があまり無いようなので、各街区は、活動し
やすい人を推薦してほしい。
震災後、防災福祉コミュニティが出来たときに、防災リーダーも出来た。
自治会とは別組織であるが、防災福祉コミュニティを組織として強化する必要
がある。

⑤ 「国勢調査」の要請

・ １０月1日現在の調査内容がデーターとなる。
40名から50名に対して調査員が1名なので、１００名程の調査員が必要であ
る。
担当は、東灘区役所総務課調査係である。

⑥ 14期総代会 スケジュール（報告と計画）

・ 県知事選と重ならないように、14期総代会は、7月１０日に開催する。
事業報告について、意見があれば、次回役員会までに会長宛ＦＡＸ送付する。
当日の資料などは、4月の役員会までには揃えておく。また、六甲アイランド便
りでも掲載する。

⑦ ４月度の役員会（会議案の確認）

・ 各街区から名簿の提出のあった役員のうち、１５％ほどの人がまったく出席
していない。今後、役員会の終了後は、役員会が長引いても、なるべく専門部
会をひらく。
・ 14期総代会の資料の事業内容に各担当専門部会も記載する。



⑧ その他

・ ＲⅠＣふれあい広場ホールの名称に広場と付いているので、その場所がわ
かりにくくなっている。そこで、2月の運営委員会で３０万円の予算で看板を設
置することがきまった。
・ ＲⅠＣふれあい広場の５周年記念事業として運営委員会に予算５０万円が
認められ、
１０月７日を初日として１、２週間ほど間開催の予定。
・ 六甲アイランド雨水幹線補修工事を3月下旬から5月末まで行う。

以上

作成日 ２００５年３月２９日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 武 川 一 志 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 2月度役員会 議事録
開催日時 平成17年2月26日 10時00分～11時40分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場

役員総数 69 人

出席者数 49 人（委任状提出者 12人)

報告事項

① 1月22日防災学習会

１，０００人以上が参加し、参加者は多かった為、予備費より10万円支出
問題点が多数浮き彫りとなった
・防災リーダー・自治会役員の参加予定者の中で欠席者が多数、リー
ダーの意識
欠如が見られる
・１４街区以外に情報の伝達方法が無く、その他街区への情報伝達方法
を要検討
中学校・高校の生徒による中越・スマトラ沖地震への募金活動は成果が
あり若者に
よるボランティア活動は評価されている

② 1月30日第15回マラソン大会

沖縄・青森等からも参加あり、六甲アイランド紹介の為に情報ハンド
ブックを２，８００部提供した

③ 1月29日向洋小学校にスポーツクラブ設立

県内１７０小学校で150番目
県・市より助成金が支出されており他小学校では10年前よりあったが、
島内には初めて出来たもの

来季に向けた取組み（総代会に向けて）

① RICふれあい広場完成５周年記念行事

広場の看板作成を含め予算５０万円程度で検討
具体的内容は４月以降の役員会で検討

② 防犯・防災対策を一本化して対応したい

組織体制の整備
夏祭・文化祭のサポート委員会も組織化して継続的なものとしたい

③ 六甲アイランド１７年のあゆみ写真展

自治会・地域振興会共同で開催
8月25日より1週間程度（夏祭り期間を含めて）ファッフィョン美術館で開
催し
展示写真は１６０点程度あり

④ 街の活性化の為に

３月結婚式場オープン
７月プールオープン
まちかど会議の今後の活動方針等

⑤ 総代会事業計画等は４月役員会に文書で具体的に提案したい

⑥ 役員からの意見



南海地震も予想されており、防災対策メインにしてほしい
住民が一人一人対策を熟知しておく必要あり、警察・消防・区役所の対
策を勉強しておく
震災１０周年の記念行事で問題を認識しているのでそれへの対策が必
要
各街区理事会・SGM・自治会が連携して対策を講じる必要あり

当面の活動方針

① 第７回シティーヒルウォーク

月１３日１０時より開催
本日全戸配布用ビラ手交
各街区よりお手伝いを２名ずつ依頼（ウェストは出発点、イーストは到着
点）

② 本日１１時３０分よりファッション美術館見学を予定

経営主体が変更となる為存続の危機にあり、役員に現状を把握してい
ただく為

③ アンケート実施について

昨年実施のアンケートに若干の変更点を加えたもの
まちかど会議の検討課題をふまえて項目を多少変更したが１年たった経
年変化を調査
３月１１日に実施
結果は取りまとめてフィードバックする
今後も長期的観点に立って随時アンケートを実施する予定

④ 本年度総代会は７月３日（日）に予定しており、当日は理事会の予定を入れな
いでほしい

当日は１０時より総会、引き続き午後第１回役員会

⑤ ５月２１日新任役員研修会実施予定

３月までに役員改選が行くが多く例年２回実施していく

防犯関連

東灘警察署六甲アイランド交番岩佐警察官より防犯の現状・対策を説明
犯罪の現状では空き巣犯が多く、特にマンション１階の被害が今年３件
対策では住民同士の声賭け運動が必要
交通事故は特に目立ったものは無し

美しい町アンケートについて

神戸市市民参画推進局より２名（杉山、井垣氏）、武庫川大学大学院水
野氏より
趣旨及び昨年との変更点を説明
昨年の回収率は３５．７％
３月１１日全戸配布、２２日までに回収予定、結果は会報及び報告会実
施予定

以上

作成日 平成 １７ 年 ２ 月 ２６ 日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 三村 祐造 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成16年11月27日 10時05分～12時15分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 45 人（委任状提出者 13人)

報告事項

① 10月31日（日）開催の「まちかど会議」について

99名（内、66名は懇親会にも参加）、島内32団体（カナディアンスクールを除く
島

内全団体）の参加を得て実施。発言は7団体だったが、これは時間制約のた
め。焦点

は「落書」への対応問題。次年度に関しては、アンケート項目も含めて再検討
する。

② 「赤い羽根」の募金額について

募金額は昨年とほぼ同額の「64,288円

③ 11月20日（日）開催の「第2回文化フェスティバル」」について

① 午前は「ピアノ発表」が中心プログラムだった故か、入場者が80～100名程
度だっ

た。しかし午後は「子ども」が多く参加するプログラムが組まれていたため、そ
の

家族を含む入場者が増え、昨年並の賑わいを見せた（参加団体は21組）。
② 市から給付される補助金は当初から「3年間」とされていたので、補助金は
次年度

で打ち切られる。それを成功裏に終らせるために、早めに準備に入り、告知
活動に

も万全を期す。今年度の反省会を11月27日（日）に行う。
③ 第3回は、2005年11月27日（日）に行うこととし、既に会場を予約した。
④ 市からの補助金がなくなった後も継続して実施するという方向で検討に入
る。

会長のコメント：役員会で決めたことが、必ずしも街区で着実に行われてい
るとは限

らない。その結果、自治会執行部の業務執行に支障を来して
いるケ

ースがある。
役員会メンバー諸氏には、その点、特に留意されたい。

討議事項

① 11月28日（日）実施の「秋のクリーン大作戦」について

① 当日、ゴミ清掃を目的とする、自治会主催の「秋のクリーン大作戦」と、「落
書消

去」を主目的とする主体が青少協である「クリーンアップ作戦」の２プログラム
が

同時に行われる。
② 今年度は地元の小中校の教諭も参加予定で、総員800名規模の「清掃隊」
が島内の

クリーン化に力を注ぐことになる。
③ 開始は9時50分から10時10分までだが、準備・終了のために、担当部所属
の役

員及びボランティアの人たちは、その前後の時間の提供を願いたい。
④ 準備に当る人は9時30分前後に「RICふれあい広場」に参集されたい。ゴミス
テー

ション」の閉鎖は11時頃を予定するので、その時間までご協力願いたい（な
お、

ジュース等に残余が出た場合は、取り敢えずスーパーロビーに預けること）。



② 12月5日（日）開催の「異文化交流」ふれあいのつどいについて

① 防災福祉コミュニティが行う、「外国人に対する防災訓練」と、12月３日～５
日の

間、島内で行われる「全国障害者会議・のじぎく大会」に協賛する形で、90?の
「も

ちつき大会」を行う。
② それを齟齬なく遂行するのに女性を中心とする30名程度のボランティアが
必要で

ある。11月25日現在、自治会からの6名を中心に、ほぼ必要数を充足してい
る。
③ 各街区では、もちつき大会への参加勧誘のポスターの掲示を行って欲し
い。

③ 12月27日（月）実施の「歳末 こども火の用心リレー」について

例年、街区によって“濃度”に濃淡があるが、今年度は全ての街区から参加が
行われ
るよう、協力を願いたい。

④ 1月2２日（土）実施の「震災10周年行事」について

① グラムの大枠は既に決定されているが、詳細については防災リーダーを中
心に検討

中。「体験学習」を通して震災・防災意識の向上を図るべき、このプログラム
では
「避難訓練」や「避難所体験」等のプログラムを編成する。また、震災・被災の
状

況を記録写真や体験者の講演を通して伝えて行く。
② 現在、準備されている告知用チラシなどは、読みようによっては「六甲アイラ
ンド

小学校」の児童たちの参加を拒否しているようか感じを抱かす可能性がある
ので、

その点、再考する。

⑤ 大栄環境（?）と締結する「環境保全協定書」について

①「協定書」の素案がまとまってきたので、それを役員会で最終チェックし、12
月初

旬を目途に執行部案を定める。
②それを、今後の予定・手順も含めて「告示」の形で会員に示し、会員の意見
を徴し、

大栄環境?）との協定締結の具体化の歩を一歩進める。
③なお、この「告示」は各街区毎に掲出するものとする。

⑥ その他

① 12月は「役員会」を開催しない。1月は1週間前倒しして、1月15日に開催す
る。
② 神戸市環境局から「エコタウンまちづくり」への取組み依頼があった。自治
会とし

ては前向きに対応するつもりでいる。詳細は改めて協議する。
③12月5日にマリンパークで開催が予定されてい「花火大会」は中止になった。
③ 島内の犯罪発生状況に関わる資料の提示。なお、これに関連して自治会と
して「防

犯シール」を作成したので、希望街区は申し出て欲しいと要請あり。
④ 各街区の管理組合の理事改選は、管理組合によってバラツキがるが、仮に
どの月に

改選が行われたとしても、現自治会担当は7月まで引き続き自治会役員を引
き受け

て欲しいとの要請あり。

以上

作成日 ２００４年11月27日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 うえやま たけし 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 10月度役員会 議事録
開催日時 平成16年10月23日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 30 人（委任状提出者 13人)

報告事項・討議事項

① 自治会懇親会（１０月７日開催）趣旨について

・自治会の要望について、ほとんどが困難との回答である。特に、最近の猛暑
の中で小学校にクーラー等が予算の問題で設置できないというのは、おかし
い。せっかく、たくさんの要望書を集約して提出しても、他の件も含めこのような
回答しかないようであれば、こういう会議をしても無駄である。
・今後は、自治会側としても、内容を精査し、もっと要望そのものをしっかりした
ものにしてから提出する。また、これとは別に、自治会側で定期的に住民の要
望をとりまとめて行政側に提出して、その都度回答してもらう方法もある。
・なお、アイランドセンター駅での掲示板増設については、改札口向かって右側
に幅１２００×高さ１６００ミリの寸法のものを設置できることとなった。

② １０月３１日(日)開催 まちかど会議について

・９月２１日時点で、住民側７２名、行政側１2名及び一般（他の団体）15名の合
計99名の出席要望がある。当日の懇親会も72名が参加を希望している。
・「美しいまちにする会」という名称の会が六甲アイランド内にあり、それと混同
している人が多い。
・クリーン作戦や落書き消し作業等を区役所などと進めていく中で、この会議が
できた。
・行政側が公表するアンケート結果などのデータをもとに、自治会、婦人会、学
校など合計２４団体が集まって話し合う会議である。平成15年7月11日に第1回
実行委員会が発足した。
・文書に書かれた各テーマについて、自由に方法、対策を話し合う会なので、
自治会としては、主催団体の１つにすぎず、要望を出すという立場ではない。

③ 11月20日（土）開催 第2回文化フェスティバルについて

・9月末日までに出演者を募集し、10月10日に締め切る。
・21組（２２プログラム）が出演する。当日に応援できる人を後日募集する。

④ １１月28日(日)開催 秋のクリーン大作戦について

・当日午前10時頃から開始。
・先に落書きがひどいＥ４から作業をしてもらう様、依頼している。
・当日のゴミの集積場は、Ｗ４、Ｅ４、Ｗ７、Ｅ７内のそれぞれ決められたゴミス
テーションとなる。
・作業終了後、各ゴミステーションでお茶やジュースを配布する。
・六甲ふれあいセンターでお茶と菓子、向洋ふれあいセンターでは、豚汁を予
定している。後日ポスターにて掲示する。

⑤ 赤い羽根募金について

・各街区のフロントでの箱の回収の際、金銭が入った箱なので、受け渡し書が
必要との意見が出たが、結局、各街区の代表者が、11月3日(祝)にふれあい広
場に持ってくることとなった。

⑥ 12月5日（日）開催 異文化交流行事について

・主催者である水上消防署から自治会に対して応援依頼があった。
・基本的には、六甲アイランド内の外国人に対して、救命士の講習をすること
が、目的である。
・できれば自治会としては、30人程の応援を考えている。
・午前10時からは、消火方法について、午前10時30分からは、救命方法につい
て、午前11時から1１時30分までは、音楽隊の演奏があり、終了予定は、午前
12時頃である。
・当日、アーバングルメポートにおいて、餅つきも予定している。



・後日、出欠について、各街区にＦＡＸにて照会する。

⑦ 1月22日（土） 震災１０周年行事について

・震災時の写真と体験談の募集や、プロの劇団による震災をテーマにした劇な
どを予定している。

以上

作成日 ２００４年１０月２３日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 武 川 一 志 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 9月度役員会 議事録
開催日時 平成16年9月25日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 68 人

出席者数 33 人（委任状提出者 11人)

報告事項

① 夏まつり・子どもラジオ体操について

①「夏まつり」について
・台風の襲来が懸念される中で実施。推定参加者は、過去最高の参加者を数
えた
一昨年とほぼ同数の25,000人程度。特記すべきトラブルもなく、無事終了。
・始めてのプログラムであった「よさこい」は島内にチームがなく、東灘のチーム
に協力要請。外国人居住者が積極的に参加し好評。但し、準備不足の感が免
れなかったので、「よさこい」チームの編成も含めて、次年度は準備時期を早め
る必要がある。
・経費面では、今年度、拠出を受けた協賛金が昨年比30万円減の263万円、
ゲーム等売上は昨年比26万円増の95万円。総収入は723万円、支出は723万
円前後で収支はほぼトントン。
②「子どもラジオ体操」について
・最終日に参加者に渡した参加賞の数量ベースで540名ほど。但し、最終日が
台風の襲来が懸念されていて実施が危ぶまれる状況にあったため、参加賞を
受け取れなかった子どもが若干名いたので、実際の参加者はそれ以上。
・経費は16万円ほど。昨年は指揮台を作成したので24万円ほどだった。
・反省点として以下の点を会長が指摘した。

1、街区によって指導に濃淡がった。始めての担当者には予め実施の様子
を確認して

おいてもらう必要性を再認識した。
2、体操の指揮者として子どもを擁立した街区が２つあった。
趣旨としては評価できるが、その場合は事前の指導を十分に行っておく必

要がある。
３、台風襲来の懸念があったという特殊事情があったとしても、前記のよう

に
参加賞を受領できなかった子どもが生じた。誰に渡したかが明確になってお

れば、
その後に対応できた。次年度に向けての課題である。

② その他事項

①「湾岸ヒヤリング」について
・学識経験者3名、行政側8名、住民側22名が参加して、8月21日午後0時30分
から、ＲＩＣふれあい広場で実施。
・細部は未だ決まっていないが、高さでいえば37階当りを通過する由。
・たとえば、関連資料が島内に置かれていないなど、行政側のＰＲ不足が否め
な
い点等を指摘（詳細は別途報告）。
②「落書点検」について
・昨年度179ヶ所あった落書個所は、今年度はＥ４街区を中心に62ヶ所に減少。

・それへの対処方法は、周辺の防犯対策の問題とからめて今後、協議する。
③「防犯無線」について（各街区管理組合への要請を含む）
・アンテナ設置が困難な街区を除き、ほぼ全街区に設置完了。未設置街区に
ついては今後とも市と折衝する。
・毎月17日17時に試験電波を発するので、受信状況確認を各街区管理人に要
請されたい。
・防災・避難用具等の設置場所の明示シール等を配布するので、各街区で然
るべく対応されたい。



討議事項

① 10月7日実施の「自治会と神戸市との懇談会」について（含む要請事項）

・資料をもとに神戸市に既提出の要望・意見・質問事項等の内容の説明。
・若干の質疑の後、当該懇談会への出席者確認。少なくとも各街区から1名は
出席する、との趣旨から出席者名の連絡のないＷ7・Ｅ３・Ｅ４・Ｅ７の街区は
早急に出席者を確定されたい。

② 10月31日開催の「まちかど会議」について（依頼）

・当該プログラムを街区住民に告知するための掲示用チラシを準備しているの
で、街区の掲示板に掲示されたい。
・また、自治会としては30～40名程度の会員を送りこみたいので積極的に出席
されたい。

③ 11月20日開催の「第2回文化フェスティバル」について

・市の「コミコミ活動助成金」から20万円の補助金（申請額；25万円、昨年は
30万円申請で、25万円の補助金）を得て、総額45万円規模でオルビスホール
を会場に実施。
・現在、既に6件の参加申込みがあるが、全体で25～30件程度を集めたいの
で、積極的に参加勧誘を願いたい。
・当日、30名程度の運営ボランティアが必要なので，併せて協力を願いたい。

④ その他

・「クリーン大作戦」を11月28日に実施。詳細は今後、担当部で詰める。
・05年1月22日に「防災10周年」の防災記念イベントを向洋小学校で実施。詳細

は今後詰める。
・この他、「共同募金への協力要請」「アートカプセルの実施案内」「『美しい町
づ
くり』への協賛」「ゴミ収集方法の変更案内（神戸市）」「自治会広報紙の今後の

発刊予定」「地域福祉センターの活動紹介」等が行われた。

以上

作成日 ２００４年９月２５日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 上山 武司 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 8月度役員会 議事録
開催日時 平成16年8月21日(土) 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 33 人（委任状提出者 12人)

報告事項・討議事項

① ＲIＣサマーイヴニングカーニバルについて

８月２８日(土)当日の各担当者の行程を説明。
・子供神輿担当は、午後３時３０分にリバーモール北側のサブウェイ（サンド
イッチ店）前に集合、 腕章を着用し、午後４時に出発。
・出務者の弁当については、午後６時３０分から午後７時３０分に配布。場所
は、リバーモール北側の 旧山楽（居酒屋）の２階を予定。
・ゲームコーナーの責任者は、午後５時に本部集合。説明を受けた後、準備に
入る。準備完了後 本部に釣銭金庫を取りに来る（釣り銭４万円）。
・午後６時ゲーム開始。2交代後､午後9時に終了。撤収は業者がするのでその
ままでよいが、 ゲーム後半責任者の方は、売り上げ釣銭を金種別表に記入
して、本部に持参する。
・自治会ゲーム担当者及びゲーム業者は､午後５時、本部説明後、ボランティ
ア休憩所にて待機。
・ゲーム券は、１枚２００円で、本日、各街区には、子供神輿参加者用に配布。
３００円のものについては、１００円現金を追加してもらう。なお、ゲーム券は、
本日各街区で追加必要分は、 販売する。当日、本部でも販売する。
・警備・清掃の前半部の担当者は、午後５時４０分に本部に集合。後半部の担
当者は、 午後７時４０分に本部に集合。本部の場所は、リバーモールの噴水
南側となる。
・当日の各出務者には、本日配布したＲＩＣサマーイヴニングカーニバル警備・
ゲームコーナー マニュアルを人数分コピー配布する

② 第２回六甲アイランド文化フェスティバルと取組みについて

・１１月２０日(土)午前１１時から午後４時まで、オルビスホール（神戸ファッショ
ン美術館にて文 化フェスティバルを開催。
・出演者募集用のチラシを近日中に各街区の管理人室に配布するので、掲示
すること。
・なお、応募締め切りは、９月３０日（木）で、サポート委員会は、９月中に開催
する。

③ ラジオ体操の進行状況について

・明日８月２２日（日）から８月３１日(火)まで後半のラジオ体操を開催。
・各担当日に当たっている街区について、出務者を連絡していないところにつ
いては、ＦＡＸにより 報告すること。

④ その他

・ＲＩＣサマーイヴニングカーニバルについて六甲アイランドケーブルビジョンが
「お知らせチャン ネル」の中で各街区の子供神輿を紹介するため、コメントは
ＦＡＸにより送付すること。
・神戸市との自治会懇談会を１０月７日（木）午後１時から午後３時３０分まで、
ＲＩＣふれあい 広場ホールにて開催する。各街区から最低１名程度は出席し
てもらいたいので、９月１０日（金） までにＦＡＸにより出欠を連絡すること。部
長会において、出席者名簿と要望を取りまとめる こと。
・各街区において防災行政無線の設置を進めており、８月２５日までは概ね工
事完了予定であるが、 Ｅ３、Ｅ９並びにＷ４そして戸建住宅の街区について
は、個別の事情があり、まだ設置できていな い状況であり、現在、調整中で
ある。なお、防災行政無線設置一覧表の中で、各街区の管理人の 名前が記
載されているが、管理人には、直接責任は無いので誤解しないようにするこ
と。
・まちかど会議を１０月３１日（日）午後３時から５時３０分まで、バンケットホー
ルにて開催 する。今回の住民アンケート調査結果をもとに、落書き等の件も



含め話し合うことになる。当日は、収穫祭や、だんじりなども予定されている。
・六甲アイランドＣＩＴＹ自治会ニュースの発行費用について、レイアウトや原稿
作成する作業に パソコンを導入したのでかなりの経費の節減化ができた。

以上

作成日 ２００４年８月２１日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 武 川 一 志 議事録署名人 前 野 正 美



大栄環境説明会および
六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ７月度役員会 議事録

開催日時 平成１６年７月２４日（土） １４時００分～１７時００分

開催場所
イーストコート７番街 ２階
ホール

役員総数 67人

出席者数 35 人（委任状提出者 14人)

報告事項・討議事項

① 大栄環境説明会（１４時００分～１５時００分）

・現在の事業内容（再資源化利用促進物の資源化の確立、神戸市域の排出物
の受入れ（積み替え

保管））に加えて、中間処理施設を新設する計画の目的、処理内容、環境負
荷対策を大栄環境

から説明。
・平成１４年の説明会では、焼却処理はしないと約束したが中間処理について
は検討中であると

説明したと大栄環境から説明。
・本日の説明会の実施により六甲アイランド住民への説明を実施したと捉えな
いことを大栄環境

、自治会で確認。
・仮に住民が反対しても法的には計画は中止しなくてもよいが住民の意見を聞
きたいと大栄環境

から報告。
・施設新設による粉塵、騒音等の具合的数値の提出を自治会から要望。

② ７月度役員会（１５時００分～１７時００分）

①総代会の評価を報告（稲荷会長）
・総代対象でなく全住民を対象にした初めての総代会であった。
・出席者は減少傾向であったが今回は高い出席率であった。
・総代会で出た行政への意見は９月の行政懇談会で意見を整理する。
・役員に女性７人（３名がブロック長）が参加し従来にない形である。
・役員一人一人の自発的な活動が自治会の姿勢につながる。

②１３期役員体制について（三村総務副部長）
・Ｗ４の役員が３名変更。前野総務部長が副会長職を辞退。（承認）

③夏祭り関係（竹原事業副部長）
・子供御輿補助金を配布。各街区で御輿の飾りつけを実施。
・「子供みこし参加者募集」と「盆踊り練習会の案内」を各街区に掲示。
・世話係と子供みこし参加者を８／１０までに自治会へ連絡する。
・ゲームコーナーの開始は１８時で統一する。
・次回役員会にて御輿順路や舞台出演者等について説明を予定。
・７／３１午後４時からふれあい広場にて第３回サポート委員会を実施。

④ラジオ体操（竹原事業副部長）
・参加者も多く順調に実施できていることを報告。

⑤湾岸線ヒアリング参加者募集について（三村総務副部長）
・特に北側街区からの参加を募集。参加メンバー確定後、日時を決定。

⑥落書きについて（稲荷会長）
・落書き消しの協定書を作成。協定書の必要性について質問あり。
・稲荷会長より自治会役員および神戸市の担当が代わっても継続的
・に活動するために作成した、意見は引き続き頂きたいと説明。

⑦組織部活動方針について（苫谷組織部長）
・組織部活動目標、防犯委員、防災リーダー検討会について説明。
・警察ＯＢ等の有識者を交えて検討してみてはどうかという意見あり。

⑧広報（松本広報部長）
・自治会だよりを８／１０前後に発刊予定。内容は総代会、サマーイブニング

カーニバ
ル、駐輪場、ガーデンウェデング場等。



⑨大栄環境について
・自治会として今後は積極的に関与する方向で進めることを決定。

⑩その他
・年末から３月末にかけて住宅展示場に駐輪場（２７０台）を新設する計画あ

り。
今後、行政と検討を予定。

・ハウスウェディング場が来年３／５にオープン予定。近隣街区に資料は送付
済み。

・８／２４向洋中、２９向洋福祉センターで健康診断を実施（１０００円）。
・次回役員会は８月２１日（土）午前１０時よりふれあい広場にて。

以上

作成日 ２００４年７月２５日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 米田 圭 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ６月度役員会 議事録
開催日時 平成16年６月２６日 10時00分～１１時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 31 人（委任状提出者 0人)

報告事項・討議事項
① 総代会に関する事項

提出書類の確認

必要書類が未提出の街区がある。
（総代名簿、出欠表・委任状、意見・質問書、役員名簿）
各街区が責任を持って書類を用意して欲しい。（稲荷会長）

1.

出欠表・委任状は今月末までにふれあい広場に提出を。2.

1.

議案審議に関する意見・質問書について（前野総務部長）

回収された意見・質問書の内容を確認。1.
主な意見・質問は次の通り。
・防犯や防災に関し、自治会としての具体的な取り組みを要望
・住民アンケートへの自治会の関わりと、集約結果の活動方針

への織り込み
・手作りで安価な夏祭りへの転換
・行政への要望に関するもの

2.

意見・質問に対しては、事前に確認・整理し、総代会の中で回答する。3.
議案書の訂正あり。
・９ページ「夏祭特別会計予算案」収入の部、第１３期予算額

収入計。（誤）18,424,228。→（正）8,424,228 。

4.

2.

当日の進行要領について（前野総務部長）

当日バンケット・ホールに９時に集合。

作業は、看板吊り・椅子の配列・受付テーブルの設置など。

1.

ブロック長は各街区の受付を担当。

総合受付で出席者と委任状の集計を行う。

2.

12時までに総代会を終了し、食事後に第一回目の役員会を開催。
会長・副会長・部長・副部長を互選する。
15時頃までに終了の予定。

3.

3.

② 報告・関連事項

ジュニアサッカーチームが全国大会に出場（稲荷会長）

六甲アイランドのジュニア・サッカーチームが県大会で優勝し全国大会への出場

が決定。

1.

六甲アイランドだよりに掲載。壮行会を７月１１日にバンケットホールで開催する

予定。

2.

全国大会の出場に際しては、自治会として費用面での支援（予備費からの支出）
を検討中。
主旨については、役員会として賛同するが、決定は総代会後とする。

3.

各街区でも協力をおねがいしたい。4.

1.

阪神高速道路湾岸線の延長について（稲荷会長）

無作為によるアンケート調査を実施中。1.
国土交通省からのヒアリングが７月末頃に開催される予定。
ヒアリングのメンバーとしては、環境部及び道路側街区からの選出を考えてい
る。

2.

2.

大栄環境の件（前野総務部長）

大栄環境からの申し出により、来月の役員会の後に話を聞く事とする。1.
3.

夏祭りサポート委員会の件（竹原事業副部長）

５月２９日に第一回目のサポート委員会を開催。

内容は議事録を参照の事。

1.
4.

ラジオ体操について（竹原事業副部長）

各街区の担当者を７月１５日までにFAXでふれあい広場宛に連絡の事。1.
ラジオ体操の当日は雨天でも現場まで行って頂きたい。

（子供が集まっている事があるため）

2.

5.



ケーブルTV・掲示板・学校等を通じて連絡している。

当役員会後、ブロック長で打ち合わせを実施。

3.

以上

作成日 ２００４年６月２７日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 佐 々 木 健 児 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ５月度役員会 議事録
開催日時 平成16年５月２２日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 20 人（委任状提出者 0人)

報告事項・討議事項

① 総代会議案書説明

総代会議案書を役員に配布し、総務部長より説明。
・事業報告は先月説明済みにて、今回は説明省略。
・第１２期一般会計決算内容及び夏祭特別会計決算内容を説明し、異議無く承
認。監査を５月１６日実施し、適正に処理されている旨報告。
・第３号議案第１３期事業計画は先月報告済。項目４にRICふれあい広場の建
物登記について６団体名義にて登記する旨を追加するとの報告
・ 第４号議案 第１３期予算案を総務部長より説明。一般会計予算案の新設項
目調査活動費・安全対策費を事業活動費に含め、摘要に項目を追加すること
とした。更に広報部よりホームページ運営費に関し、昨年はボランティアの好
意により予算計上分を使用しかったが、今期も同様の協力が得られるとは限ら
ず、運営費を計上した旨説明があった。事業部からは夏祭への分担金に関し
現状が最低限であるとの注意があった。
・更に自治会事務に関し、従来は執行部の役員が事務を分担しやってきたが、
自治会員５千戸を超えることとなり、専門の事務員を有償ボランティア等に依
頼することが必要となってきているとの意見あり、仕事の内容をはっきりとさせ
て次回役員会までに検討することとした。
・ 以上にて第３号議案・第４号議案を承認。

② 規約改正の件 （近藤副会長）

総代会にて議長選任、書記選任の規定が成文化されておらず、成文化の必要
性あり、追加したい旨報告あり。

③ 総代会までのスケジュール （前野総務部長）

・本日配布の総代会告知・総代募集ポスター掲示、及び、総代応募者受付名
簿用紙の各街区フロントに配置依頼（６月１２日締切り）
・６月１２日に総代応募者向議案書・添付資料、総代会出欠表・委任状、意見・
質問状をRICふれあい広場に取りに来てほしい
・６月２６日役員会開催時に、各街区総代名簿、総代会出欠表・委任状、意見・
質問状を持参してほしい。
・７月４日１０時総代会開催、１２時終了予定、食事後、第１３期第１回役員会開
催、会長・副会長互選、監事選任、会計選任、ブロック長互選、各専門部部長・
副部長互選。

④ 役員体制について （稲荷会長）

役員には役員会に出席できる人を選任してほしい。女性の役員を登用してほし
い。副会長等執行部の人材が減少傾向、W・Eにてそれぞれ２名づつ選任して
ほしい。

⑤ 当面の取組み

事業部 ： ラジオ体操の担当街区を連絡。 夏祭りの日程と盆踊りへの参加
を依頼。 サポート委員会への参加を依頼
広報部 ： 六甲アイランドだより総代会特別号を全戸配布（議案の概要を掲
載）

⑥ その他

・湾岸道路計画のパンフレットが全戸配布される予定、今後意見の集約が必
要。
・大栄環境より中間施設の説明会開催希望あり、環境部にて詰をする。
・ 落書きの現状を報告。
・ オリックスがW11南側にガーデンウェディング場を計画中。
・ 管理組合規約の改正に関してはE４にて検討中。



・ 郵便局前の街灯が暗く危険、自治会より郵便局・神戸市に陳情希望。

以上

作成日 ２００４年５月２２日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 三村 祐造 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ４月度役員会 議事録
開催日時 平成16年４月２４日 10時10分～12時10分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 66 人

出席者数 34 人（委任状提出者 0人)

報告事項

① 新任役員紹介（総務部長）

W６、E３、E８、E１１の新役員紹介

② 学校関係（会長）

小・中・高校の入学式に参加
・各校の校長・教員に新任多くこの地域を知る先生が少ないことを認識する必
要あり

③ 自治会関係

① 4月4日区役所にて文化フェスティバル報告会があり、会長・古久保事業部
長出席
② 4月6日神戸市にて「美しい街」交流会実施、会長・辻本副会長・古川副部長
が出席
・８団体が発表
③ 防犯関係、先月、空き巣をはじめ３件発生
④ ブロック長・部長合同会議実施
・詳細は後述するが出席自体が少なく、街区により差が激しい
⑤ ４月１０日「空気」学習会実施
・２６名参加
・市・区危機管理係からの報告によると二酸化炭素・浮遊物質の値は基準未
達があるものの、概ね良好とのこと
・今後も行政に対する監視が必要と感じた
（ここで大栄環境に対するその後の進捗につき質問あり）
・そもそも大栄環境は積替処理のみを目的とするとのことで合意しているもの
を、中間処理と問題を摩り替えてきている感じがする。
・今後の自治会の対処方法を環境部にて検討して役員会に報告することとなっ
た
⑥ 4月14日防災計画の件
・震災10周年行事の件
・震災問題を風化させないためにも、10周年を迎える来年に向けて行事を計画
中
・市防災課・水上署を含めて防災訓練等を計画してゆく、平成１７年１月２２日
（土)実施予定

討議事項

① 総代会の件

①１２期事業報告案、１３期事業計画案を説明
・問題点等あれば、後刻FAX等にて意見を寄せてほしい
・昨年との違い

a.自分たちの街は自分たちで作る
まちづくりは人間関係から、を前面に出してゆく

b.防災・防犯に自治会は総力をあげて取り組む
まちづくりは人間関係から、を前面に出してゆく

（RICふれあい広場の建物登記について質問あり）
・昨年の総代会にて、既に６団体で無限責任中間法人として登記することを決
定している
・今後建物の保存登記をしていきます
②自治会規約改正の件
・第７条・第８条・第１０条の改正点を説明
・管理組合規約と自治会規約との整合性の問題等意見あり



② ブロック長・部長合同会議の件

・役員のあり方、総代会への取組みの問題点について会長より説明し、各街区
での取組みについて、改善を要望した。
・概略は、役員任期は２年、役員会等には出席を、複数役員の選任、女性役員
の選任、部長・副部長は街区のバランスを取って選任、総代会には総代は全
員出席を、等

③ 新任役員研修会実施の件

５月２３日実施予定

④ HP掲示板の件（広報部）

・ホームページ掲示板への書き込みが誰でも可能になった。ご意見等があれ
ばここに書き込み願いたい

以上

作成日 平成１６年 ４月 ２４日
議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 三村 祐造
議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ３月度役員会 議事録
平成16年3月27日 10時00分～12時25分

ＲＩＣふれあい広場 ホール

57 人

30 人（委任状提出者 ０人)

報告・連絡事項

① 新役員紹介

Ｗ７新役員の海野氏･中嶋氏･片山氏(欠席)を紹介。

② 防犯について

① 防犯パトロールのプレート作成（青少協：古川氏）
・青少協で防犯パトロールのプレートを５０枚作成した。
･自治会役員の自転車にも、極力取り付けて欲しい。
・良い取り付け方法があれば、連絡して欲しい。
・こども１１０番｢青少年を守る店･守る家｣にもご協力を。
② 空き巣の発生報告（Ｅ６：山下氏）
・３月８日１３時頃、Ｅ６で空き巣発生。 実害は無し。
・Ｅ６理事会で対策検討。

防犯腕章を付けて巡回、監視カメラ設置プレートの大型化、マネージャーの
巡回数増加、防犯ニュースの継続掲示。

③ 行政関係（稲荷会長）

① 震災１０周年を控え、六甲アイランドでの行事を考えたい。
② 阪神高速湾岸線延長のための専門委員を選出。
今後、国土交通省近畿事務所が中心となり、作業を推進。
③ 六甲アイランド内の放置自転車･犬の糞･煙草のポイ捨てについての調査
を実施。
④ 六甲アイランド北側のガソリンスタンド横に、スポーツ施設の建設（サッカー
場）とみなと観光バス本社移転の予定あり。
⑤ 情報ハンドブックの作成に対する交付金を受取るため、県に収支報告と説
明会に出席。
⑥ 平成１６年度六甲アイランド基金に、サマーイブニングカーニバル関連
（１００万円）・外国人交流関連（２０万円）を要請、（六甲アイランド基金：セキス
イとＰ＆Ｇが資金を拠出して設立）各、７０万円と１０万円の交付が決定され
た。

④ 六甲アイランドシティヒルウォークについて（竹原副事業部長）

① ３月１４日(日)に開催。 皆さんの協力に感謝。
② 好天に恵まれ、多数の参加者があった。
・イースト：３２９名、ウェスト：１７３名、他：１４名 計：５１６名
③ 費用は８７,４０２円で、予算(１０万円)の範囲内。

⑤ 環境について（辻本副会長）

① ４月１０日１３時から、大気汚染勉強会を開催。
② 大栄環境（産廃業者）の見学会について
・大栄環境より、現在の積替え保管に加え、中間処理施設の追加要請あり。
これらを踏まえ、４月１７日に中間処理施設の見学会を実施したい。
・一昨年大栄環境より自治会に対し、中間処理は実施しない旨の説明があり、
まず質問書を入れるべきとの意見有り。
・検討の結果、見学会は中止となった。

⑥ 総代会について（前野総務部長）

① 開催は、7月４日。
② 議案書は、簡潔且つ見やすくし全戸配布する方向で検討。
③ 第１２期事業報告･第１３期事業計画案についての意見は、３月末までに
ＦＡＸにて連絡のこと。
④ ＲＩＣふれあい広場の法人化及び建物の登記については、これまでの経過
説明が不十分な事もあり、別途説明の機会を設ける。



⑤ 規約改正については、次回役員会の検討とする。

⑦ その他

① 自治会ホームページについて（松本広報副部長）
・現在、ボランティア１名で作業しており、人手不足の状態。
・更にボランティアを募集したい。
② ふれあいのまちづくり協議会の説明（稲荷会長）

以上

作成日 ２００４年３月２９日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 佐々木 健児 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １月度役員会 議事録
平成16年1月24日(土） 16時00分～18時00分

ＲＩＣふれあい広場 ホール

60 人

36 人（委任状提出者 ０人)

報告事項

① 第1回 六甲アイランド文化フェスティバル決算報告（竹原事業副部長）

助成対象経費は３９６,１４９円、対象外経費としてブルゾン作成等で９７,７７０
円となり、自治会よりの助成金として１１６,９１９円計上。
自治会助成金の支出可否につき賛否を問い、異議なしにて承認。

② 第1回ブロック長会議（岸本副会長）

各街区の管理組合の諸事情等を説明。
新理事改選時には自治会に報告依頼、更に自治会役員が全員改選されるこ
ととならないよう依頼。
防災・防火訓練時の助成金の申請依頼。4月にもブロック長会議開催予定。

③ 防災訓練等開催報告（近藤副会長）

12月14日 防災訓練・異文化交流に、外国人中心に40名参加。もちつき大会
の交流には約800人参加。
1月18日 防災訓練 （於 六甲アイランド小学校） 約100名参加。
12月26日～28日 年末警戒、親子火の用心リレーに約１００名。

（景品代１５千円を防災コミュニティより支出）
2月29日市民救命士訓練予定。

④ クリーンアップ作戦実施報告（辻本副会長）

12月２２日向洋中学校近辺の落書き消し作業実施、中学校からも校長他の応
援があった。
1月8日ハワイ公園周辺の落書き消し作業実施。
今後の対策として1月23日各学校長に落書き問題の対策依頼状を持参し趣旨
徹底を依頼した。

⑤ 年末行事・クリスマス会等の現状につき説明（稲荷会長）

各街区にて実施されている年末行事等を説明

…報告事項を承認…

討議事項

① ハンドブック作成状況（前野総務部長）

11回の検討を元にほぼまとまったハンドブック原案を公表（サンプルを回覧）。
六甲アイランド全体の状況（樹木・彫刻・行事・外国人関連等）を掲載。
2月早々にA4・２０Pにて1万部発行予定。
助成金中心ながら不足分は六甲アイランドだより予算を使用予定。

② ホームページ現況報告（村信広報部長）

現状のアクセス数は1日10件程度。
アクセス数の増加、内容の充実、活動メンバー増、広報活動が課題。
由美の「セレブなお店紹介コーナー」近日アップ。
アクセス啓蒙のためのポスターを街区掲示板に掲示依頼。

③ 防犯問題の取り組み（辻本副会長）

最近盗難事件等が多発、緊急事態となっている。
SGMO・警察に対策依頼、ケーブルテレビにて防犯対策の放映開始。
住民の防犯意識高揚の為挨拶運動等が必要。
E4戸建での対応状況、青少協の対応状況等の報告あり。

④ 今後の自治会活動（稲荷会長）

管理組合と自治会との関連、役員会への出席要望、役員改選時の依頼、総
代会に向けてのスケジュール説明。

⑤ 「美しいまち」アンケート （神戸市役所国山主幹他）



全戸対象のアンケート実施。 2月13日～23日、実施項目の説明あり。

⑥ シティヒルウォーク実施案説明（竹原事業副部長）

以上

作成日 ２００４年１月２４日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 三村 祐造 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ２月度役員会 議事録
平成16年2月28日 10時00分～11時25分

ＲＩＣふれあい広場 ホール

57 人

33 人（委任状提出者 ０人)

報告・連絡事項

① 新役員紹介

Ｅ１１新役員の井原氏を紹介。

② ハンドブックの完成と配布状況について（前野総務部長）

① ２月７日にハンドブックが完成、印刷部数は１万部。
② 費用は８０万円弱、自治会からは広報費用として３５万円弱を支出。
③ 全街区、商店、学校、美術館等に配布、是非有効活用を。
④ １ページ目の｢１９９８年｣を｢１９８８年｣に訂正。

③ 「美しいまち」アンケートについて（稲荷会長）

① 回収率は３割程度か？、女子学生会館は回収率良好。
② 後日、アンケート結果を報告。

④ 六甲アイランドシティヒルウォークについて（竹原副事業部長）

① ３月１４日(日)に開催、雨天中止。
雨天中止の判断は、９時３０分に行う。
② ホームページやケーブルテレビでもＰＲ。
③ 案内のチラシを各街区に早急に掲示、全戸配布は開催の一週間前くらい
に。
④ 当日の手伝いをお願いしたい。
スタート地点で、チラシにスタンプを押し、参加者に街区と名前を記入してもら
う。
ゴール地点で、チラシを回収する。
⑤ 来年からは、もう少し暖かい時期の開催を検討したい。

⑤ 防犯対策について（稲荷会長）

① 六甲アイランドだより号外を配布。
② 空き巣の発生件数は、昨年の４件に比べ、今年は２月２０日現在で既に６
件。 他に未通報分もあると思われる。
③ 防犯に関する、稲荷会長の考えの説明があった。
・安全、安心なまちづくりの一環として防犯を位置付ける。
・情報の精度向上と共有が重要。
④ 防災に関し、次のような意見があった。
・具体策として、「警察との情報交換」を取り入れて欲しい。
・自治会として、各専門部会毎に整理して提案すべき。
・行政の支援活動等もうまく活用して欲しい。
・監視カメラの使用については、各管理組合で議論が必要。

⑥ ホームページについて（村信広報部長）

① 街区情報の発信にホームページを活用して欲しい。
② アクセス件数は、１０件/日程度であったが、ポスターによる宣伝で30件/日
になった。 １００件/日を目標としたい。

⑦ その他

① 六甲アイランドの空気に関する勉強会（辻本環境部長）
・４月１０日開催、講師はＥ１１在住の里上氏。
② 市民防災リーダー研修会（近藤副会長）
・２月２９日、水上警察署六甲アイランド出張所にて開催。
・定員３０名(１２名の出席予定)、救急救命士の認定を行う。
・当日受付も可、是非出席をお願いしたい。
③ プールの建設について（前野総務部長）
・神戸市がマリンパーク南西にプールを建設。
・今年着工し、来年オープンの予定。



・建設費は１３億円、運営は民間に委託。
・住民との調整をもっと行うべきとの意見があった。
④ 総代会について（前野総務部長）
・７月４日に開催予定。
・各街区の行事が重ならないように調整をお願いしたい。
役員会後、専門部会を開催。

以上

作成日 ２００４年２月２９日 議事録署名人 稲荷 眞三

作成者 佐々木 健児 議事録署名人 前野 正美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １１月度役員会 議事録
開催日時 平成15年11月22日（土） 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 ５８ 人

出席者数
３２ 人（委任状提出者 ０
人)

主な活動に関する報告

① Ｅ４戸建が自治会に加入 ー宮脇 貴栄Ｅ４戸建街区ブロック長ー

・新規加入挨拶。 他の戸街区にも自治会活動への協調・加入を働きかけた
い。
≪Ｅ４戸建街区の自治会加入を、出席委員の拍手をもって承認≫

② 行政関係について －稲荷会長－

・阪神高速湾岸線の延長計画の検討が具体的になって来た。
・オルビスホールの運営方針を決めて、１１月末までに神戸市に答申したい。

（住民が安く利用できる、積極的なＰＲ、ファッションに固執しない 等）
・住宅展示場は全てなくすと決まった訳ではない。 今後も注目していく。
・リバーモール一帯の放置自転車について、東灘区長が先頭になって検討を
行う方向が見えてきた。

③ 自治会報について －松本広報副部長－

・六甲アイランドだより３２号を、１１月１４日に配布。
・夏祭り写真コンクール入賞作品紹介で、作品と作者が入れ替わっていた。

④ 環境部より －辻本副会長－

・クリーンアップ大作戦を、１１月１６日に実施。 約６５０名が参加。
自治会以外の諸団体からも多大な協力があった。

・街路灯の点検のため、六アイ街路灯配置図をブロック長に配布。
通報カード(ＦＡＸ用紙)は、発信の宛先や街灯番号の記入に注意。
ＳＧＭＯにも協力要請し、了承を得た。 但し、ライフマネージャーの作業もあ

り、管理組合の了解を取ることが前提。

⑤ 赤い羽根募金 －岸本副会長－

・各街区に設置していた１６箱の募金箱を、１１月２日に回収。
・２７,６０７円の実績で、昨年の１４,０３０円を上回った。 協力に感謝。

当面の重点課題

① 文化フェスティバル －古久保事業部長－

・２６組、３０４名の参加予定。 出演者との打合せも完了。
・各街区のフロントにパンフレットを置く。 多くの住民に来場して欲しい。
・１１月３０日にスタッフとしての協力をお願いしたい。

（当日の８時３０分に集合）

② ハンドブックの作成状況 －前野総務部長－

・Ａ４見開きで２０ページ程度の大きさ。 名前もこれから決定する。
・内容は、今までになかったような新しいものにしたい。
・１２月中にまとめて、１～２月に配布する予定。

③ 外国人と地域住民の防災の集い －近藤副会長－

・市民救命士の資格取得(外国人対象)ともちつき大会を行う。
・もちつきの杵とりの経験がある方は、協力をお願いしたい。

④ 防災､防犯について －土屋組織部長－

・子供火の用心リレーは、街区火の用心リレーとして大人が中心となって実
施。
・防災器具保管庫を各街区に配布を完了。 是非有効活用して欲しい。
・防災無線子局を各街区のフロントまたは管理人室に設置する事に決定。

近日中に設置予定。



要請・報告

① ブロック長会議を１２月７日の１６時から開催予定。（案内の２７日を訂正）

欠席時は極力代理出席をお願いしたい。 今後の自治会の活動などについて
意見交換をしたい。（稲荷会長）

以上

作成日 平成１５年１１月２３日 議事録署名人 稲 荷 眞 三

作成者 佐々木 健児 議事録署名人 前 野 正 美



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ９月度役員会 議事録
開催日時 平成15年９月２７日（土） 10時00分～11時20分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 ５８ 人

出席者数 ２９ 人（委任状提出者 ０人 稲荷会長欠席)

① ハンドブックの企画について －前野総務部長－

９月２０日に第一回目の打合せ実施。
六甲アイランドシティーの歴史･現況･課題や自治会活動などを掲載予定。

② ラジオ体操の開催結果報告 －古久保事業部長－

雨天のため２回中止となった。 参加人数も去年より少なめであった。
手伝いの人数は、街区によりバラツキがあり、１名の日もあった。
来年はこのような事がないよう、各街区で充分な手伝いの確保をお願いした
い。
体操の指揮台は、ニュースダスト社より借用していたが、腐って危険なため、自
治会で購入した。

③ 夏祭りの開催結果報告 －古久保事業部長－

当日は時折雨の降る生憎の天候であったが、盛大に行われた。 感謝してい
る。
竹原副部長より概略の会計報告があった。 収入は７２３万円、支出は７５３万
円で、昨年より収入減･支出増となった。 正式な会計報告は文書化して来月
の役員会で行う。
来年は３月頃より計画を立て進めて行きたい。

④ 組織部アンケート調査等の依頼 －土屋組織部長－

街区パトロールに関するアンケート(各街区ブロック長宛)の回答を、未提出の
街区は早急に提出の事。
防災機器の保管庫についても、必要なら土屋組織部長宛にＦＡＸで連絡の事。
行政に対して、各街区に防災無線の子局(受信機)の設置を依頼している。
設置場所を、次回の役員会までに土屋組織部長宛に連絡の事。

⑤ 六甲アイランド･クリーンアップ大作戦について －近藤副会長－

８月２４日に居住地域の落書き消しを実施したが、サークルシアターに再び落
書きが行われた。９月２９日にこの落書き消しを行う予定。
第二回クリーンアップ大作戦として、マリンパークの落書き消しを集中的に行
う。
１０月１９日の午前に実施する方向で検討中。 積極的な参加をお願いしたい。

⑥ 文化フェスティバル開催について －古久保事業部長－

１１月３０日にオルビス･ホールにて開催する。(参加は有料、入場は無料)
ポスターを早急に作成予定。
申込みが少なく、各街区の協力が必要。 ついては、各街区のサークルを調
べ、連絡して頂きたい。
学校にも依頼しているが、参加料については無料にするなどの検討が必要。

⑦ その他の報告･連絡事項

前野総務部長より自治会･区長の懇談会(９月１９日開催)に関する報告があっ
た。
・六甲アイランド内の照度低下が、犯罪の増加などの治安低下に繋がってい
る。不具合や改善すべきところについては、積極的に提示すべき。
・神戸新交通の運賃割引の記事が、９月２６日の毎日新聞神戸版に掲載され
た。
岸本副会長より赤い羽根募金への協力依頼があった。 六甲アイランドの募金
額 は、東灘区の平均に比べても少ないのが現状。
広報部(松本副部長)からの報告と依頼
・夏祭りの写真募集の結果は、３名１２作品と低調。 原因はＰＲ不足等。
・六甲アイランドだよりを１１月中旬に発行予定。 何か行事の予定があれば、
１０月１２日までにふれあい広場宛にＦＡＸを頂きたい。



Ｅ４戸建てより自治会への加盟依頼あり。
六甲アイランド内の治安が悪くなっている。 各管理組合でもアピールして欲し
い。
水上警察との犯罪情報に関する情報連絡を、毎水曜日ふれあい広場で行う。

以上

作成日 平成１５年９月２９日 議事録署名人

作成者 佐々木 健児 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １０月度役員会 議事録
開催日時 平成15年１０月２５日（土） 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 ５８ 人

出席者数 ２８ 人（委任状提出者 ０人 稲荷会長欠席)

① ９月度役員会以降の主な活動について －稲荷会長－

(1)行政との懇談会以降、住環境の問題点等について具体的な活動に入って
来ている。

(2)１０月のクリーンアップ大作戦には６８名が参加。若い母親や子供の参加が
多くなって来ている。

(3)Ｅ４戸建(４１戸)が自治会に加入。他の街区にも加入を呼び掛けたい。
(4)竹原事業副部長より夏祭りの収支報告があった。

・収入の利息分を除き収支が確定した。収入は８４３万円、支出は７５３万
円。
・運営については、かなり自主運営が進んだ事を評価。来年も自主運営の
形式で行いたい。

② 当面の重点課題

(1)秋のクリーンアップ大作戦の件 －辻本副会長－
・１１月１６日(日)に開催予定。７００～８００名の参加を見込んでいる。
・各街区に案内の掲示をして頂きたい。

(2)ハンドブック作成の進捗 －岸本副会長－
・１１月末頃までに形を整えて、印刷し各戸に配布する予定。
・便利帳的な性格を持たせたいと考えているが、掲載内容に関する提案が
あれば、ふれあい広場まで連絡して頂きたい。

(3)第１回文化フェスティバルの件 －竹原事業副部長－
・１１月３０日(日)の１１～１６時、オルビスホールにて開催予定。
・出演者は、現在２４組が決定。今後、神戸国際大学や六甲アイランド高校
にも出演依頼を行う。
・開催に向けて、実行委員会を立ち上げたい。事業部役員と夏祭りサポー
ト委員及び有志で構成の予定。１１月１日の１７時から打合せを行う。

(4)赤い羽根募金の状況と集約 －岸本副会長－
・現在の募金の状況は、寂しい限りである。
・あと一週間なので、協力を宜しくお願いしたい。

(5)「№33六甲アイランドだより」の件 －松本広報副部長－
・１１月１４日に配布予定。
・夏祭りや文化フェスティバル、各街区の年末年始の行事予定を掲載。

③ 要請・報告

(1)東灘アートマンス(芸術月間) －稲荷会長－
・東灘の６美術館共通の活動。

(2)ブロック長会議の開催 －稲荷会長－
・１２月７日の１６時頃から打合せを行う。
・議題は、半年間の活動の反省と総括、及び来期の総代会の段取りについ
て。
・本人が出席不可の時は、代理出席をお願いしたい。

(3)防災について －土屋組織部長－
・防災無線子局を各街区の管理人室に設置する旨、ＳＧＭＯに了解を得
た。
・防災機器の保管庫を１０月３０日以降、各街区のフロントに配布する。
・苫谷組織副部長より、アンケート結果の報告があった。

各街区の防災に対する意識は低く、自治会から積極的に働きかける必要
がある。



・子供火の用心リレーは、大人が率先して参加できるような形式にして行
う。
・水上消防署より｢異文化交流ふれあい防災のつどい｣の説明と参加依頼
があった。

(4)六甲アイランド内の照明について －辻本副会長－
・電柱の配置図を入手。球切れ等の連絡用紙をフロントに置く。

(5)その他
・六甲アイランドＣＩＴＹ自治会の商標登録を検討しては、との意見有り。
・六甲アイランドの投票率は低い。投票には必ず行くように心掛けて欲し
い。

以上

作成日 平成１５年１０月２７日 議事録署名人

作成者 佐々木 健児 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ８月度役員会 議事録
開催日時 平成15年8月23日 10時10分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 55 人

出席者数 29 人（委任状提出者 0人)

報告事項

① 六甲アイランドだより配布の件

８千部印刷、戸建を含め全戸に配布。

② 秋の文化事業の件

11月30日オルビスホールにて開催予定
自治会主催の六甲アイランドにて初めての文化事業

討議事項

① 夏祭り等（古久保事業部長）

街区コーナー利用申し出が少ないが、食事等にて利用してほしい
ゲーム券の件

配布対象者10名以下の街区あり、対象者多数の街区に配布を分けることとし
たい。

反対意見無く、提案どおりとする
8月27日お祭のチラシを全戸配布
8月28・29日各街区にて全館放送にて宣伝依頼

ラジオ体操の件
役員の参加人数少数の街区あり、お手伝いの人数を増やすことを依頼

8月31日は全街区より応援を依頼

② 六甲アイランドシティまち愛着づくり事業(会長）

先々週神戸市にてヒアリングあり、会長・副会長が参加
六甲アイランドでは自治会の他４団体が申請中
30万円の予算にてハンドブックを作成計画中
アンケート・ネットワーク作り等９月の部長会にて更に議論していく

③ クリーンアップ作戦（辻本副会長）

8月24日（日）実施（落書き落とし作業）
８：００～８：３０、ＲＩＣふれあい広場に集合、１２：３０頃までに終了したい
経緯 7月末まで実態調査、170箇所に落書き有り

8月18日デモンストレーション、50名参加
8月24日本作業、７０～７５名参加予定、できれば80名参加してほしい
各街区からの参加予定者を再確認してほしい

意義 ①各種団体との合同作戦
ＳＧＭも６～７名参加予定、六甲アイランド全体での環境クリーン

アップ作戦
②行政等との関係

神戸市の美化運動のモデル地域となっている
道路・公園・植栽・橋等全てを良くしてゆく第一歩と捉えている

④ 行政との懇談会開催の件

9月19日（金）１４：００～１６：３０
ＲＩＣふれあい広場にて開催
消防・警察・行政等への要望があれば9月6日までに各街区にて取りまとめて
ほしい
一般からも受け付けている
当日は各街区から最低１名は参加してください

⑤ 防災器具保管庫の配備について



街区により保管状況がまちまち
住民にはっきりわかる様に保管庫を整備してゆく
費用等は組織部にて検討したい

⑥ 市民参画条例のヒアリング

８月２７日に開催され、会長・副会長が参加

⑦ 広報部より夏祭り写真募集の件

アイランドフォト ジョー で集めてくれることとなった、したがって広報部への直
接持参は不要
各街区にて発行している広報誌があれば教えてください。広報部にて参考とし
ます。

以上

作成日 平成 １５ 年 ８ 月 ２３ 日 議事録署名人

作成者 三村 祐造 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ７月度役員会 議事録
開催日時 平成15年7月26日(土） 16時30分～18時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 53 人

出席者数 32 人（委任状提出者 0人)

① 第１１期定期総代会の評価 －稲荷会長－

今回の出席者は８６名で、最も多かった１２０名から減少傾向の中、何とか底を
保った状況である。
４月より議案書の準備をして来た事によるのか、質問が非常に少なかった。
当自治会の加入戸数は、Ｅ１１の加入で４,９０４戸となり、単一の自治会では日
本一の規模となった模様。
総代の出欠状況に見られるように、各街区の管理組合でかなりの温度差があ
る。
地域コミュニティーは、非常に危険な状況であり、今後ますます自治会の役割
が重要になって来ているとの認識。

② 役員名簿の確認等 －前野総務部長－

役員の名前･番館･担当を確認。
役員会は毎月第４土曜日１０時開催が原則。 連絡がない時は、各自確認の
事。

③
六甲アイランド･クリーンアップ大作戦(落書き消し)について －近藤副会長
－

落書き消しについては、神戸市も予算面の制約があり、なかなか実行に移せ
ないのが実情である。
今回、官民共同作業として各種団体に協力を呼び掛けた結果、賛同が得られ
た。
７月末までに実態調査を行い、夏祭りまでに落書きを消す作業を実施する。

④ 街区防災･防犯訓練助成金申請書について －近藤副会長－

これまでの助成金の対象は防災だけであったが、新たに防犯も加えた。
今後、各街区で訓練の実施を検討して欲しい。また、実施に当っては、極力消
防署･警察署にも参加を依頼の事。

⑤ ラジオ体操･夏祭りについて －古久保事業部長－

ラジオ体操は７月２２日より開始。順調に進んでいる。
夏祭りの南北ステージに出演者が決定した。
子供御輿は小学生の参加が少なく、参加を促すために小学生限定でゲーム券
を事前に配布する。 配布ルールについては各街区に任せる。
・住民からの質問も予想されるので、その際は主旨説明を宜しくお願いしたい。
・今回は初めての試みであり、必要があれば次回以降に見直しを行う。
・順路は、各街区からの出発ではなく、集合場所からリバーモール周辺を回る
ようにする。 また、順路の事前案内を行う。

⑥ その他の報告･連絡事項

住民健診の案内を各戸に配布予定。
｢六甲アイランドシティまち愛着づくり事業｣ の実施に向けて、自治会として主導
的に活動して行く。
９月中頃に行政との懇談会を開催予定。 神戸市や東灘区等に対しての要望
を具体的に文書で提示する。
Ｅ１１南側の芝生広場の塀を金網等に変更する件は、コンパクトフォーラムを通
じて要望している。 今後、役員会で行政の回答を報告する。
広報部松本副部長より、
・各街区の行事の写真を撮って広報部まで送って頂きたい。
・夏祭りの写真募集の件、各街区のセクレタリーフロントに集まった写真は、各
街区の広報担当がふれあい広場まで提出して頂きたい。
次回の役員会は、８月２３日の予定。



以上

作成日 平成１５年７月２６日 議事録署名人

作成者 佐々木 健児 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ６月度役員会 議事録
開催日時 平成15年6月28日 10時00分～11時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数 32 人（委任状提出者 0人)

検討事項

① 総代会出欠表、委任状、質問･意見書、新役員名簿の確認

第１１期定期総代会総代名簿
総代定数と実数について実数の超過街区の総代の取扱いについて採決の結
果、今回は総代名簿のとおりとする。
委任状について、総代会に出席された場合は委任を取り消し、出席とする。白
紙の委任状は、議長への委任とみなす。
質問及び意見書の提出は、無し。なお、総代会になじまない行政に対する意見
書は、行政懇談会にて取り上げる。
上記２件、採決の上、承認された。

② 質問・意見書に対する検討

検討の案件無し。

③ 当日のスケジュールの確認

７月６日 ９時３０分 役員集合
１２時から第１回役員会

④ 前日事前準備の確認

７月５日（前日）会場の用意：１０時から 総務部担当

その他報告事項

① 落書きの件

自治会が世話人となり、各団体に連絡をとり、行動する。７月１１日会議をす
る。

② 健康診断

健康管理に役立てましょう。
8月21日：向洋中学校
8月28日：向洋中学校

③ 自治会活動の助成

県が行なう活動アップ助成（５０万円）の申請をする。
アンケート、ハンドブックの作成を目的とする。

④ 「六甲アイランドだより」３０号

編集・企画案が説明された。
発行予定：８月初旬
主な内容：夏祭りと総代会

⑤ ラジオ体操

各街区は担当者を事業部へ連絡すること。
ラジオ体操カード（予備用）が配布された。

⑥ サマーイブニングカーニバル

イベント、ゲームの紹介がされた。
外国人の方用にゆかたの新調が提案され、承認された（１６万円）。
各街区掲示のポスターの紹介、人の募集がされた。
自治会担当 ２人
本部 ２人 女性
盆踊り １人 〃

⑦ ７月２６日 新任役員研修会、新旧役員交流会を開催



以上

作成日 平成１５年６月２８日 議事録署名人

作成者 吉 川 道 和 議事録署名人



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ５月度役員会 議事録
開催日時 平成15年5月25日（日） 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数
39 人（委任状提出者 ０
人)

検 討 事 項
① 第１１期定期総代会について

７月６日（日）第１１期定時総代会開催。
総代の役割は、会員の声を総代会に反映させる事で、定数は３０戸に1名の割
合。
総代の立候補受付のポスターを各番館とセクレタリーフロントに貼る。
6月13日まで立候補を受付。

② RICふれあい広場の保存登記関係

4月4日東灘区長に対し、稲荷会長を申請者として「固定資産税、都市計画税
免除申請書」を提出し承認された。
県税の不動産取得税は保存登記完了後に兵庫県神戸県民局灘県税事務所
より課税標準額が決定されるので、これに対して中間法人として減免申請書を
提出することになる。
今後自治会規約改正が必要。

③ ふれあい広場

建物機械設備保全、維持管理の責任は運営委員会に帰すことを明確にして対
応。

④ 第11期会計報告および監査報告

収入、支出について概略説明が行われ、予算額オーバーの項目については、
それぞれ理由が述べられた。
また、監査報告書コピーが配布された。

⑤ 規約改正

第３条３ 賛助会員についての記述は残す。したがって第21条も残ることにな
る。
第6条⑥正副部長 各1名
役員会に次の部を置き、それぞれ部長が担当する。
（ア）総務部 （イ）事業部 （ウ）組織部 （エ）環境部とあるを
（イ）広報部・・・ホームページの稼動、運営「六甲アイランドだより」の編集、発
行などを挿入し、事業部以下（ウ）（エ）（オ）と順送りする。
第 7条 役員は各街区ごとに候補者を選任しの文言を残す。
第１２条 ただし書き以下の文意は執行部一任。
規約の抜本的改正に向けて時間をかけて検討する。
街区との連携強化が必要。

⑥ その他

E11、３９４戸 福井理事長から自治会加入の意思表示あり、加入可能性大い
にあり。
５月２５日（日）のクリーン作戦協力依頼が環境部長からあり。
ラジオ体操、盆踊りお手伝い依頼が事業部副部長からあり。
特に8月30日（土）サマーイヴニングカーニバルの盆踊りの踊り手、各街区２名
以上募集中なのでよろしく。
練習は8月初旬からバンケットホールで実施。
夏祭りの意見があれば、ふれあい広場へFAXをどうぞ。
コミュニティ安全マップを六甲アイランド全戸に配布。

６月役員会 ６月２８日（土）
ブロック長・総務部会議 ６月１４日（土）



作成日 ２００３年５月２６日 議事録署名人 中島 淳

作成者 岸 本 貞 夫 議事録署名人 松本 啓二



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ４月度役員会 議事録
開催日時 平成15年4月26日 10時00分～12時00分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数 31 人（委任状提出者 ０人)

検 討 事 項
1. 総代会関連

第11期定期総代会議案書（案）についての説明があった。
議案書の内容については、例年から大幅に変更を加えている。
主な内容は次の通り。

① 第1号議案：第11期事業報告

第11期の事業に関する、一般経過報告・組織体制・活動の主な特徴・主要な
課題・コミュニティー作りについての報告案の説明があった。
・「活動の主な特徴」の防犯・交通に関する記述の中で、”お年寄り”の表現を”
高齢者”としてはどうか、との意見があり承認された。
・中島副会長より、ふれあい広場の登記について追加文言化をしたい、との意
見があった。

ふれあい広場については、固定資産税及び都市計画税の減免措置が認めら
れている。 これからは、法人として登記後、不動産取得税の減免申請を行う
ことになる。
採決の結果、第11期の事業報告については、提示案で大筋了承された。 細
部の文言調整については執行部に一任とする。

② 第2号議案：第11期会計報告及び監査報告

当議案については、5月の役員会で野坂会計より改めて報告を行う。 また、監
査についても未実施であり、別途日程を調整後、実施し、5月の役員会で併せ
て報告する。

③ 第3号議案：第12期事業計画案

稲荷会長より、第12事業計画案は、前期より大幅に内容を変更しているとの説
明があった。全体方針としては、行政や管理組合への働きかけを重点課題と
位置付けている。
続いて、各専門部（総務部・広報部（新設）・事業部・組織部・環境部）からの活
動方針の説明があった。採決の結果、第12期の事業計画案について、賛成多
数で了承された。

④ 第4号議案：第12期予算案

前期予算からの主な変更点は、渉外費（15→20万円）、分担金（21→19万円）、
夏祭会計振替（320→300万円）、ホームページ運営費（0→30万円）などであ
る。 採決の結果、第12期予算案について、賛成多数で了承された。

⑤ 第11期定期総代会議案書

第11期定期総代会議案書については、執行部で内容の整理・チェックを行い、
5月の役員会に最終案として提示する。

2. 自治会規約の変更

近藤副会長より、自治会規約の変更点についての説明があった。検討の結
果、専門部として広報部を明記する事、また各街区の管理組合等との関連に
ついては、別途検討し、5月の役員会で改めて審議する事となった。

報 告 事 項
① ふれあい広場の収支報告

近藤副会長より、ふれあい広場の平成14年度収支決算書の報告があった。ま
た、建物・設備の保全計画として、今後発生すると予測される費用と、その調
達計画に関する説明があった。

② 広報ボランティア募集



松本総務副部長より、各街区の管理組合に対し、「六甲アイランドだより」の紙
面作りに協力いただける方の募集に関して、協力要請があった。今後、各街区
の理事会で検討していただく事となる。

③ その他

① 六甲アイランドふれあいのまちづくり協議会より自治会に対し、役員2名を出
してほしいとの依頼があった。
② 環境部より、前回の役員会で取り上げられた野良猫問題に対して環境庁及
び区役所の見解についての報告があった。
③ 夏祭りサポート委員会が４月より活動を開始した。
④ 六甲ライナーマナー向上標語募集に、社会的マナー部門を設定。 （自治
会共催）
⑤ 第9回みどりの風コンサートを5月24日に開催。（自治会後援）

＊ ５月役員会 ５月２４日（土） 10：00～12：00

作成日 2003年4月26日 議事録署名人 中島 淳

作成者 佐々木 健児 議事録署名人 村信 政幸



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ３月度役員会 議事録
開催日時 平成15年３月15日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数
30 人（委任状提出者 ０
人)

報 告 事 項
① ＲＩＣシティヒルウォーク（3/9）について （古久保事業部長）

小雪ちらつくあいにくの天気であったが、335名の参加があった。

② 防災リーダー研修（3/2）について （近藤副会長）

講演（演題：電気火災）と実習（消火器取り扱い、ﾛｰﾌﾟ締結等）が行われた。
「とっさの時の初期活動が大切」との説明があった。

③ 防災マップ作成について （近藤副会長）

3月29日に最終の会合をもって完成予定。島内の各戸に配布。

討 議 事 項
① 第12期予算案 寄付金について （稲荷会長）

自治会予算で拠出している寄付金（日赤）について説明があった。
寄付金の種類としては、赤い羽根共同募金（10月）、年末助け合い（１２月）が
ある。他に日赤基金（社債）（5月）がある。
自治会からは、赤い羽根募金（10万円）、年末助け合い（3万円）、日赤基金（2
万円） 合計15万円を寄付している。（2002年度）
一方、年末助け合いから島内の団体（両福祉ｾﾝﾀｰ等）・個人（寝 たきりの
方々、交通遺児等）へ、これらの募金から約30万円が還元 されている。
当自治会としては、募金の本来の趣旨に沿って、自発的な取り組みを中心にし
ていくこと。来期予算では2万円減の13万円で予算計上することを提案。採決
の結果、賛成多数でこれを承認した。
また募金活動においては、われわれの募金が島内にも還元されていることを、
広報活動を通じ、啓蒙していくべきとの意見があった。

② 自治会規約に表彰規定・弔事規定を付加する件 （稲荷会長）

現在、功労のあった自治会役員への褒賞に規約上の定めがなく、そのつど
ケースごとに決定していた。又、弔事においても同様に個別に対応していた。こ
れを以下の通り、規定化したいとの提案があった。 表彰規定 ： 自治会の発
展向上、事業達成の為に貢献し、特に業績の著しい者に、表彰状と記念品（1
万円程度）を授与する。 弔事規定 ： 役員が死亡したときは、ｼｷﾐ又は供花
を供え、弔電を発信する。 （以上規約案の抜粋）
採決の結果、賛成多数でこれを承認した。

③ ＲＩＣふれあい広場の税金関係 （中島副会長）

建物が未登記でも課税されるのが通常であるが、ＲＩＣふれあい広場は、建設
経緯から県税・市民税とも現在まで課税されていない。 区役所市民活動支援
課の助言を受けたので、市税の「減免申請書」を提出する予定である。

④ 夏祭り企画・運営「ｻﾎﾟｰﾄ委員会」立ち上げ（古久保事業部長）

夏祭りを成功させる為、自治会事業部だけが準備するのではなく企画・運営を
お手伝いいただく全島的な｢ｻﾎﾟｰﾄ委員会」を立ち上げる。ﾒﾝﾊﾞｰを住民から広
く募集したいので、案内ﾎﾟｽﾀｰを作成する。特に女性の積極的な参画を希望す
る。

第1回のﾐｰﾃｨﾝｸﾞは、４月５日 １３時より ＲＩＣふれあい広場にて

⑤ その他

＊ Ｗ４渋谷委員より、「野良猫対策」の匿名文書の紹介があった。
自治会としては、この問題に対しては関心を持ち続けること。又猫の病気に関
しては、知識として把握していく必要があり、環境部会が、その任に当たること



とした。
＊ 近藤副会長より、本来街区の自主活動ではあるが、各街区で防災訓練を実
施して欲しいとの要請があった。この際自治会より１万円を助成する。申請書
の提出が要件となる。
＊ 総代会予定 ２００３年７月６日（日） 10時～ RICｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ３階
＊ ４月役員会 ４月２６日（土） 会場ｾｯﾃｲﾝｸﾞ当番街区 Ｅ8，Ｅ10

作成日 平成15年３月15日 議事録署名人 中島 淳

作成者 村信 政幸 議事録署名人 近藤 幸生



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 ２月度役員会 議事録
開催日時 平成15年２月22日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数
33 人（委任状提出者 ０
人)

報 告 事 項
① 広報紙｢六甲アイランドだより｣第28号の発行・配布について

村信総務部長より 第28号の発行と配布完了の報告が行われた。
発行部数は２万部。
今号では従来からの要望に応えて、全島マップを盛り込んでいる。

② 防災マップの作成状況について

近藤副会長より、作成状況が報告された。
これまでに計４回の会議を実施、後１回の会議を経て次の内容を盛り込み３月
末に完成、島内全戸に１部ずつ配布の予定である。

災害時連絡網、主要連絡先、消火栓設置箇所、避難場所、公衆電話設置箇
所 等

③ RICふれあい広場について

近藤副会長より、現状の課題について説明が行われた。
建物の法人化については継続討議中である。
平成15年度予算については、編成案がまとまった。
広場をより住民に利用してもらえるよう、運営方法（祝祭日利用や開館時間等）
を検討していく。

④ 古久保事業部長就任の件

竹原事業副部長より、柴田氏の転勤に伴う事業部長辞任に伴い、古久保氏が
事業部長に就任されたことを発表された。

⑤ その他報告事項

稲荷会長より以下報告が行われた。
・神戸シティマラソン（１月２６日実施）

出場者は２８００名以上あり、島内からは小学生中心に参加。
・防犯

ひったくり発生数で東灘区が市内トップ。（但し島内は少数件）
島内では車上あらしが多発。（昨年118件）
さらにわいせつ犯罪も島内で3件発生。注意を要する。

討 議 事 項
① 防災リーダー研修（3/2）について

近藤副会長より、３月２日の研修についての説明が行われた。
９時３０分～１２時まで、島内水上消防署にて行われる。
多数の防災リーダーの参加をお願いしたい。（現在１１名）

② ＲＩＣシティヒルウォーク（3/9）について

竹原事業副部長より説明が行われた。
案内ちらしは全戸に配布のこと。（遺失防止のため3/2頃配布方）
各街区掲示板へも早めにちらしを掲示し案内のこと。
（ホームページにも掲載中。 http://www.ric.jp/）
また各街区にて当日のお手伝いの登録、協力をお願いしたい。
なお当日は、スタート地点にて竹原事業副部長が、ゴール地点にて古久保事
業部長がそれぞれ待機される。

③ 第１２期 予算案について



村信総務部長より１１期予測と１２期予算案の説明が行われた。
１１期予測は現段階の状況を踏まえて最終までを予測したもの、
また総額は１１期、１２期とも同額との条件で算定している。
各科目とも新項目への割り当て分は今期予算からは増額となる。
要検討項目は次の通り。

・分担金の使途
共同募金への参画のあり方を含め、次回結論を出す。

・ＲＩＣふれあい広場運営費
ふれあい広場の予算案を見て判断する。（4月か5月）

・夏祭りの予算
全体を見直し、より効果的な予算の使い方を探る。

その他
竹原事業副部長より事業部員数の増員が要請された。

終了後、新任役員研修会が行われた。

作成日 平成15年２月22日 議事録署名人 中島 淳

作成者 北村 吉文, 野村 茂由 議事録署名人 村信 政幸



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 １月度役員会 議事録
開催日時 平成15年１月25日 10時00分～11時30分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 52 人

出席者数
38 人（委任状提出者 ０
人)

報 告 事 項
① 新年挨拶（稲荷会長）

夏祭り、神戸市等行政との懇談、学校関係交流、クリーン作戦（島内清掃）、年
末防災等、昨年7月からの活動状況報告がありました。今年は、島内住宅地域
に放置されている神戸市有地の緑地化、放置自転車の処理（昨年からの継
続）、防災マップの作成、自治会等法人化・規約改正・IT化への取組を行いた
い、との説明がありました。また、地域のコミュニケーションが希薄なことから自
治会活動の住民PR、住民・管理組合と自治会との対話型ミーティングの設定
など検討したいとの話がありました。なお、毎月第２土曜日に正副部長会、毎
週木曜日午前に正副会長の集まりを持っており、役員で自治会への検討要望
事項等のある方はお申し出願いたい、とのアナウンスがありました。

② 年末子供火の用心リレー（土屋組織部長）

2日間で参加者は111名、街区により参加者数にばらつきがある。各戸へのチ
ラシなど事前PRをしたが十分行き届いていない。来年は小学校を通じてPRす
るなど工夫したいとの報告がありました。一役員から、年末であって人が集まり
にくい時でもあり、来年は廃止も含め検討してはどうか、との意見が出されまし
た。

③ 大規模修繕等意見交換会・防災マップ（土屋組織部長）

先日第１回目を開いた。またエレベーターの保守管理費のアンケートについて
は５街区から回答があり、資料配布する。エレベーター管理について、今後マ
ンション管理に係るNPOの方を呼び、講習会を開くことなど考えたい、との報告
がありました。役員より、自治会と住宅連絡会（街区管理組合理事長の協議
会）との関係等について質問があり稲荷会長より、修繕等は管理組合の業務
であって、自治会は街区横断的な情報交換等をサポートすること、近く新任役
員を対象に自治会活動内容等の研修会を開く予定、との説明がありました。防
災マップは、水上消防署等関係機関、各街区防災リーダーにこれまで３回集
まっていただき、地図印刷業者（ゼンリン）を呼ぶところまで進んでいる。完成
後は各戸に配布する、との説明がありました。なお、防災リーダーが島内から
転出などによりいなくなった街区もあり、補充をお願いしたい、との依頼があり
ました。

④ 「六甲アイランドだより」第28号の発行（松本総務副部長）

8ページもので、自治会活動、街区の紹介を内容として、2月上旬発行したいと
の報告がありました。

⑤ ホームページ仮開設報告とコンテンツ充実の方針（IT化PT村信総務部長）

自治会のメールアドレス、URLを取得した。コンテンツとしてJR住吉駅時刻表、
役員会議事録等原稿を作成中である。また、島内地域関係団体へはHP原稿
依頼中であり、島内住民に関係のある公共機関、団体等へのリンクも先方の
了解が得られれば、盛りこんで行きたい。ご意見があれば下記までお寄せ願
いたいとの説明がありました。ric-jichikai@blue.ocn.ne.jpまた、当自治会の公式
ホームページURLは、http://www.ric.jp/

⑥ シティヒルウォーク（3月9日開催）運営要領（柴田事業部長）

2月役員会で案内チラシを配付するが、早く配ると忘れられるので、1週間前頃
各戸に配付されたい。3月9日午前10時シティヒル北西出発、マリーンパーク南
側解散。想定参加人数は300名～500名。歩きを基本とし順位をなどは競わな
い。参加者には傷害保険をかける。以上のような説明があり原案通り了承され
ました。

⑦ その他



一役員より役員会等の運営のあり方、予算（外部団体への補助金のあり方
等）、役員の改選 （多選問題）等について2月以降役員会で検討されたい旨
要望がありました。村信総務部長より、２月度役員会において来期予算案の集
中審議を行うとの説明がありました。柴田事業部長より、転勤によりやむなく自
治会役員を辞任したいとの報告がありました。後任は古久保美和子氏（E４）が
引継ぐこととなりました。(正式発表は2月役員会にて） 終了後、23名の役員が
参加し、役員懇親会が開かれました。（会費＠1000円）

作成日 平成15年１月25日 議事録署名人 村信 政幸

作成者 茅野 俊秋 議事録署名人 中島 淳



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 11月度役員会 議事録
開催日時 平成14年11月23日 10時00分～11時50分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 ５４ 人

出席者数 ３９ 人（委任状提出者 ０人)

報 告 事 項
① Ｗ３、Ｅ６自治会役員交代（村信総務部長）

Ｗ３ 理事長 足立 、副理事長 山西 、 役員 中渡 ・ 志村 ・ 巽
Ｅ６ 理事長 藤原 、副理事長 関

② ＲＩＣふれあい広場の法人化問題の検討

中島法人化対応プロジェクトリーダーより状況説明
現在建物は無登記となっている、敷地は神戸市所有となっており、神戸市より
借地権使用許可、建築許可を受けているが、建物を登記する条件が付保され
ている
使用期間は１２年～１６年３月３１日（延長可）
今期中に結論を出し対応（登記）したいが、自治会を法人化して自治会名にて
の登記は困難であり、RICふれあい広場を中間法人として、RICふれあい広場
名にて登記する方向にて検討したい。
本日はその為にご専門であるW6の野田氏にご説明いただきたく参加いただい
ている。
W6野田氏より中間法人の説明
中間法人は実例が非常に少なく大阪では１～２例程度しかない
中間法人の概念に付き説明いただく
有限責任中間法人、無限責任中間法人、財産的基盤、基金の拠出、基金の
返還、代表者、業務の執行、監事、社員総会、経費の負担、計算書類、代表
者の権利濫用の防止方法、等につき説明
更に中間法人は営利事業が可能で税法上課税法人となるが、事業の内容を
定款にて 制限することが可能で実質課税されないようにすることも出来得る
基金拠出は現物出資が可能で、出資者も権利能力無き社団が可能。
中島法人化リーダーより意見
ＲＩＣふれあい広場出資者は６つの団体で、それぞれにRICふれあい広場の法
人化について検討いただくこととしたい

③ E4火災について（E5でも先週小火あり）（稲荷会長）

１１月１８日自治会より消火活動に活躍した小学生に感謝状と図書券（防災コ
ミュニティーより支出）を小学校で渡した
水上署管轄では本年刑事事件が約１０００件発生、内半数が六甲アイランド
内、車上荒しが多数発生、検挙率は２０％程度、現在は２４時間パトロールを
実施中

④ 赤い羽根募金（稲荷会長）

１４４，０３０ーが集まった、街区からは１万４千円程度で街区により大きな差が
出ている

⑤ 防災活動（稲荷会長、土屋組織部長）

１１月１３日防災フェア－、１１月１５日ファッションマート防災訓練に参加
１１月１６日防災マップ会議実施、第２回に付き問題点を検討、今後起こる可能
性のある
大規模災害への対応を課題としたほうがよりよいとの意見あり
避難場所、避難訓練等のマニュアルとなるものを作成したい
あと２回打ち合わせ実施し従来のものより範囲を広げたものを作成したい

⑥ IT推進プロジェクトの状況（村信総務部長）



ドメイン取得、ric.jp
２００３年１月仮開設が可となった、本格稼動は２００３年７月予定

⑦ 各街区年末行事予定報告（土屋組織部長）

未済街区は早急に報告依頼あり
E6,E8,E4,W5,W7

年末までの取り組み
① １１月２４日クリーン大作戦（奈須野環境部長）

奈須野環境部長より実施要綱説明、自治会主催であるので各役員は是非参
加を依頼
雨天の場合は８時に決定、役員は９：３０集合、参加者確認（多数参加予定）

② 放置自転車の件（稲荷会長）

１１月末～１２月上旬、１週間以上放置の自転車をリバーモールを中心とした
区域から 整理実施の予定、事前に広告を実施の予定

③ 来年度予算の件（稲荷会長）

全面的に見直しの予定、各部より来年度予定の事業に関する必要経費の報
告を依頼
１２月中に報告を受け、１月中にまとめたい
役員より各街区の役員からも意見を聞いてほしい旨依頼あり、補助金の見直
しにも着手してほしい旨依頼あり

④ 広報誌の件（村信総務部長）

今回発行は防災・学校行事・役員紹介に付き、各部長に執筆依頼、１１月末に
まとめ１２月初旬発行予定
次回は２月、街区の行事紹介特別号を予定に付き、各街区の参加依頼

⑤ こどもの火の用心リレー２００２（土屋組織部長）

１２月２７日～２８日にかけて実施予定、概要説明

⑥ 六甲アイランド地域フォーラムへの参加（稲荷会長）

１２月１日１３時～１６時３０分、バンケットホールにて実施

⑦ 大規模修繕勉強会実施の件（稲荷会長）

１１月２４日１３：３０より実施予定

⑧ 役員会予定（村信総務部長）

１２月は開催せず、次回は来年１月２５日実施

作成日 平成１４年11月23日 議事録署名人 村信 政幸

作成者 三村 祐造 議事録署名人 中島 淳



六甲アイランドＣＩＴＹ自治会 10月度役員会 議事録
開催日時 平成14年10月26日 10時00分～11時45分

開催場所 ＲＩＣふれあい広場 ホール

役員総数 ５２ 人

出席者数 ３５ 人（委任状提出者 ０人)

報 告 事 項
① ｢広報紙第26号発行の件｣｢役員会議事録配布の件｣

松本総務副部長より広報紙第26号発行、各棟ロビーに掲示同時に４０００枚各戸
に配付と報告。
村信総務部長より 9月度役員会議事録配布の報告があった。
議事録の各街区掲示についてのて手続き、内容及びあり方等に関し、数名の役
員より質問や意見が出た。

② 対行政関係（学校運動会、歩道チェック、知事との会他）

稲荷会長より、
ライナーがＪＲとの連絡定期発行可（11月より）。
小中学校の運動会へ参加。
行政との懇談会以降、歩道の７ケ所の改善とチェック実施。知事と語る会に会

長参加。
高校グランドの問題（Ｅ７・Ｅ１０と教育委員会）が解決した等

報告があった。

③ サマーイブニングカーニバルの収支報告

柴田事業部長より２００２年夏祭り収支報告と共に総括があった。
明石事故の例から特に警備保険代が前年比増と報告された。
収支報告を賛成多数にて承認した。

④ RICふれあい広場運営委員会

近藤副会長より平成14年度予算会計報告書の配布及び説明があった。
受講料収入の伸び悩みは人気講座が少ないのが原因。
活性化のために講座・行事起案書の提出要請があった。期限15年1月末。

⑤ エムシーターミナル視察

奈須野環境部長より、自治会より6名参加（１０月25日）との報告があった。

⑥ 六甲アイランドいいとこマップ

中島副会長より報告。10月２万部発行。婦人会が各戸配布の予定ではあるが、
自治会としても配布協力が必要であると各街区に対し要請があった。

⑦ 安楽みゆき氏｢ハッピーシニアコンサート

中島副会長より、12月15日、ＲＩＣｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰでの安楽さん（Ｗ4在住ソプラノ歌手）
のｺﾝｻｰﾄ開催に関し、各街区でのポスター掲示等で、自治会が協力するとの説
明があった。

討 議 事 項
① 法人化対応プロジェクト

中島副会長より、ＲＩＣふれあい広場の法人化に関し、これまでの経緯と課題が説
明された。
法人化については、中間法人等の制度等もあり、次期役員会に専門家として野
田氏（Ｗ６）を招き、アドバイスを受けることの提案があり、これを承認した。
また、法人化対応プロジェクトのメンバーとして、以下の役員5名を承認した。



中島淳（ﾘｰﾀﾞｰ）、稲荷眞三、近藤幸生、村信政幸、土屋武彦あわせて、自治会の
規約改正（会長任期等）を次期総代会に諮るとの報告があった。

② IT推進プロジェクト

村信総務部長より、HP立上げ準備の為ソフト購入費等として予算10万円計上の
提案があった。
採決の結果、賛成多数にて、これを承認した。
なお、ＨＰは2003年1月仮開設、同7月本格稼動の予定であるとの説明があった。
また、IT推進プロジェクトメンバーとして、以下の役員５名を承認した。
近藤幸生（ﾘｰﾀﾞｰ）、村信政幸、松本啓二、奈須野明徳、吉川道和他に、女性を含
めたボランティアを若干名加えで当プロジェクトを進めたいとの説明があった。

③ 専門部会の活動

土屋組織部長より、第2回防災ﾏｯﾌﾟ会議を11月16日１０時より、RICふれあい広場
にて開催。関係役員へ出席要請。また組織部活動は、街区管理組合との連携を
充分にすべきとの意見があった。
奈須野環境部長より、クリーン大作戦に関して以下の説明があった。
11月24日に開催。リバーモール集合。分別ごみはE4、E7,Ｗ４，Ｗ７各街区の置き
場を借りる予定。
後日、該当する各街区理事長に承諾を得る。

④ 年末までの事業計画

稲荷会長より、火の用心パトロール（子供消防訓練）を実施予定であること。
又、本年度、来年度の予算編成は現在検討中であるとの報告があった。

作成日 平成１４年11月3日 議事録署名人 中島 淳

作成者 山根 隆 議事録署名人 村信 政幸


