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塩屋まちづくり推進会 第５回総会 

 

 

日時 ２０１０年６月２７日（日）10：00～12：00 

会場 塩屋地域福祉センター 
 

 

 

1．はじめに 

開会あいさつ 

会長あいさつ 

議長選出，書記任命  

 

 

2．審議事項 

第１号議案 ２００９年度 事業報告    ・・・ 1  

第２号議案 ２００９年度 収支決算    ・・・ 3   

第３号議案 ２００９年度 監査報告    ・・・ 3   

第４号議案 新役員の提案     ・・・ 4   

第５号議案 ２０１０年度 事業計画（案）   ・・・ 5  

第６号議案 ２０１０年度 収支予算（案）   ・・・ 6   

第７号議案 塩屋多井畑線・地域住民による整備の考え方（案）・・・ 7   

 

 

3．閉会あいさつ 
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第１号議案 ２００９年度 事業報告 

 

4 月 2日 定例部会 2009 年度のすすめかた 

    各部会の報告 など 

4月 8日 定例勉強会 2009 年度総会の準備 

    駅前・商業部会アンケート調査票 など 

5月 7日 定例部会 ニュースレター発行，準備 

    各部会の報告 など 

5月 13日 定例勉強会 ニュースレター発行，準備 

    駅前・商業部会アンケート調査票 など 

6月 4日 定例部会 各部会の報告 など 

  駅前・商業部会アンケート調査票 など 

6月 10日 定例勉強会 2009 年総会の準備 

    都市計画道路塩屋多井畑線見直し方針案について（神戸市）

6月 28日 第４回総会 活動報告、事業計画、決算・予算案 

  塩屋多井畑線の見直しについて、市から説明を行う 

7月 2日 定例部会 総会を終えて 

    各部会の報告 など 

7月 8日 定例勉強会 総会議事録，ニュースレターについて など 

    塩屋多井畑線に関するエリア別検討会 

8月 6日 定例部会 今年度のスケジュールについて 

    各部会の報告 など 

8月 12日 定例勉強会 見直し方針案に関する報告会 

    エリア別検討会 など 

9月 3日 定例部会 ミニニュースレターについて 

    各部会の報告 など 

9月 9日 神戸市より 道路のネットワーク、自動車交通の観点から道路の機能、 

・12日 見直し方針案説明 役割を説明 

10月 1日 定例部会 エリア別検討会 

    各部会の報告 など 

10月 14日神戸市より 歩行者交通の観点から道路の役割 

・17日 見直し方針案説明 ロータリーの説明 

10月 26日役員会 地域としての見直し案づくり検討会について 

   

11 月 1日 見直し方針案づくり （会場）小学校・図書室 

 ワークショップ  

11 月 5日 定例部会 ニュースレターについて 

   各部会の報告 など 
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11月 8日 見直し方針案づくり （会場）下代自治会館 

 ワークショップ  

11 月 15日見直し方針案づくり （会場）福祉センター 

 ワークショップ  

11 月 29日川のシンポジウム （会場）福田地域福祉センター 

   

12 月 3日 定例部会 ニュースレター発行準備 

    各部会の報告 など 

12月 9日 定例勉強会 ニュースレター発行準備 

  検討会のまとめ 

1月 7日 定例部会 まとめる会について 

  各部会の報告 など 

1月 13日 定例勉強会 ニュースレター発行準備 

   

1 月 22日 駅前部会 駅前アンケートの報告 

  今後のすすめ方について 

2月 4日 定例部会 「１つの提案にまとめる会」について 

    各部会の報告 など 

2月 7日 第１回 １つの提案に （会場）小学校・図書室 

 まとめる会  

2月 10日 定例勉強会 「１つの提案にまとめる会」を終えて 

  各部会の報告 など 

2月 21日 第２回 １つの提案に （会場）小学校・図書室 

 まとめる会  

2月 26日 駅前部会 消火訓練について 

   

3 月 4日 定例部会 「１つの提案にまとめる会」について 

    各部会の報告 ・消火訓練について など 

3月 10日 定例勉強会 まとめる会の運営等について意見交換会 

    各部会の報告 など 

3月 13日 追加 １つの提案に （会場）小学校・図書室 

  まとめる会  

3月 21日 消火訓練・防災まち点検 （消火訓練）初期消火について・消火器の使い方 

   （まちあるき）消火器の場所・空地・危険箇所確認 

3月 27日 「塩屋百年百景」展示会 （会場）グッゲンハイム邸 

～4月 2日   

※毎月第 4日曜日午前中 塩屋谷川の清掃実施 
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第２号議案 ２００９年度 収支決算 
 

１．収入の部 

（単位：円） 

科 目 金 額 摘 要 

神戸市街づくり助成金 ３００，０００ まちづくり活動助成金 

寄付金 ３２３ 都市調査計画事務所 

合 計 ３００，３２３  

 

２．支出の部 

（単位：円） 

科 目 金 額 摘 要 

会場費 ５２５ 8/11 コープミニ塩屋 

会議案内代 ７００ 各団体への案内文 

ニュース印刷代 ２６５，８６０ 
ニュース NO8.NO9.NO10 

追加集会お知らせ 

アンケート印刷代 １０，５００ 

塩屋駅前周辺の将来像検討のためのアンケ

ート 

居住者 550枚・事業者 90枚・集計結果報告 

ニュース配布代 ２０，０００ 塩屋婦人会配布料 5,000 枚*4回 

清掃活動一般 ７９０  

お茶代 １，６００ 2/21・3/13 ワークショップ 

封筒代 ３４８  

支出合計 ３００，３２３  

 

第３号議案 会計監査報告 
 

塩屋まちづくり推進会の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの会計決算報告に関

し、関係証憑書類を監査照合した結果、いずれも厳正的確に処理されていたことを認めます。 

 

平成２２年６月９日              会計監査    恩田 怜 

                  会計監査    白國 高太郎 
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第４号議案 新役員の提案 
 

 

規約より 

 

【役員・監査】 

第７条 本会に次の役員及び監査をおく。 

会 長  １名 

副会長  ２名 

会 計  ２名 

事務局長 １名 

幹 事  若干名 

監 査  ２名 

 

 

【役員・監査の任期】 

第８条 役員及び監査の任期は、２ヶ年とする。 

①役員及び監査は再任することができる。 

②補充又は、増員による役員及び監査の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

【役員・監査の選任】 

第９条 役員及び監査の選任は、次の各号に掲げる方法で行う。 

①役員及び監査は、総会において選出する。 

②会長、副会長、会計及び事務局長は、役員の互選により選出する。 
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第５号議案 ２０１０年度 事業計画（案） 
 

【①地域のまちづくりの研究及び協議】 

・ 誰でも自由に参加し意見交換ができる場として，「定例勉強会」とテーマ別の「部会」をそれぞ

れ月 1 回開催します。また地区住民等の参加を広く呼びかけ，推進会の活動内容について知っ

てもらうように努めます。 

 

 

【②まちづくり構想の具体化】 

・ 「誇りを持って愉しく住み続けられる」まちの将来像をとりまとめた「まちづくり構想」の具

体化に努めます。 

 

 

【③まちづくりルールの策定】 

・ 「歴史・地域文化・自然環境」を改めて探り，それらを守り，育てるためのルールづくりを進

めます。地区計画の策定や認定団体（まちづくり協議会）としてまちづくり協定の締結をめざ

します。 

 

 

【④まちづくり構想に基づくものづくりの推進】 

・ 都市計画道路・塩屋多井畑線に関する地域としての整備の考え方を神戸市に提案します。またその

他の生活道路のあり方について検討します。 

・ 眺望スポット・防災スポット，駅前や大谷交流ゾーンの整備方針について具体的な検討をすすめま

す。    

 

 

【⑤まちづくりに係る情報共有のための活動】 

・ ニュースの発行および掲示板の活用により，会の活動やまちづくりの情報を発信・共有します。

また，まちづくりのテーマに沿った継続的なイベント等を通じて推進会をＰＲするとともに，

活動への理解と参加を促します。 

 

 

【⑥その他の事業】 

・ 「まちづくり構想」の具体化に向けて，各種部会・検討委員会で，実践的なワークショップ等

を企画・実施します。 

・ また，地域のイベントや伝統行事と連携し，人と人との交流を促進します。 
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第６号議案 ２０１０年度 収支予算（案） 
 

１．収入の部 

                                     （単位：円） 

 

２．支出の部 

（単位：円） 

科 目 金 額 摘 要 

【基幹活動】 

会議開催費 １０，０００ ワークショップ資料代等 

ニュース等発行費 ２７０，０００ 
ニュース印刷費 15円ｘ4500 部ｘ4回 

 

【提案活動】 

活動紹介活動 １０，０００ 掲示施設の増設 1基 

【その他】 

事務費 １０，０００  

支出合計 ３００，０００  

 

 

 

科 目 金 額 摘 要 

神戸市街づくり助成金 ３００，０００  

合 計 ３００，０００  
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第７号議案 塩屋多井畑線・地域住民による整備の考え方（案） 
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都市計画道路・塩屋多井畑線に関する整備の考え方（案）・回収結果 

 

 

実施期間  5 月 1 日～16 日 （※一部の地域は 23 日） 

 

配布数 約 4,600 票（地区内+地区外権利者） 

回答数 1,447 票（約 31.5％） 

 

 

 

賛同できる  1,317 票 （91.0％） 

賛同できない 115 票  （8.0％） 

無記入  15 票  （1.0％） 

 

 

 
ＭＥＭＯ 

回答結果（Ｎ＝1447）

賛同でき
ない
8%

無記入
1%

賛同でき
る
91%
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 資 料  
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 資 料  
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塩屋まちづくり推進会 

ホームページ 
http://shioyamachisui.web.fc2.com/ 

できました。 
ブログなどで，活動内容について掲載中！ 

意見を書き込みして，活動に参加してください。 

 

会合は，毎月２回、塩屋地域福祉塩屋地域福祉塩屋地域福祉塩屋地域福祉センターセンターセンターセンター

(塩屋児童館)で行っています。 

定例部会 ・第１木曜日・19：00-21：00 

定例勉強会・第２水曜日・19：00-21：00 

誰でも参加できます♪ 

興味、関心のある方はぜひご出席ください。 

“ Google”で 

塩屋まちづくり

推進会と検索し

てください。 


