
 

～協議会発足5年目を迎えて～

新緑の候、上津台の皆様方におかれましては、ますます御健勝のこととお

慶び申し上げます。上津台自治会協議会は、上津台の各自治会で抱えてい

る問題を皆で考え問題解決に取り組めるように、また上津台全体の情報を

各自治会に共有できるようにと考え発足された私たちのための組織です。皆

様方の暖かいご理解とご協力を賜り、5年目を迎えることができました事を深

く感謝致しております。

平成26年に上津台の人口は7,000人を超えました。その中でも20歳未満の

人口は約2,900人、12歳以下の人口は約2,400人と全国でも類を見ない程、

全体の人口に対する子どもの割合が非常に高い町となっています。この大

勢の子ども達を安心して育てていけるよう、また住民同士で気がついた事は

気軽に情報交換でき、防犯防災や環境美化への意識の向上が図れ、楽しい

イベントなどには大勢の方々に参加して頂き、今以上に活気のある町づくり

をめざしていきます。

引き続き皆様方には暖かいご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

して、27年度会長の挨拶とさせていただきます。

会長 三谷和正
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平成27年度も6丁目自治会の会長職を続投させていただく事に

なりました三谷和正です。よろしくお願いします。

今年度はいよいよ6丁目自治会で防犯カメラを設置することとなりました。平

成23年度の住民アンケートから始まったこの防犯カメラ設置事業ですが、映

像の管理方法、設置場所、電源、予算の確保などの問題を検討してようやく5

年越しの企画が実現します。これをきっかけとして上津台の全ての地域に防

犯カメラ設置して、町全体の安全を確保したいと考えております。
（6丁目自治会 会長 三谷）

今年度の活動計画と致しまして

①年2回の一斉清掃 （清掃後に子供達を対象に行うミニイベントを実施)

②夏祭り行事の活動運営

③たかつこ公園内に5丁目としての倉庫設置(防災グッズの購入)

④防犯パトロールの活動開始

⑤救命講習会、もちつき大会等の行事に参加

不慣れな部分もたくさんありますが上津台をより活性化出来ますよう5丁目と

して頑張っていきます！ （5丁目自治会 会長 芝田）

LA*KUU自治会も発足から6年目を迎えました。本年

度も６月と１１月に清掃活動を行い、７月には恒例の夏祭り。昨年度ご好評

頂きました親睦会の開催や防犯カメラの設置を進めてまいります。

5月からは会員の方への集会所の貸出しを開始し、住民の方々の交流場

として活用して頂きます。 (LA*KUU自治会 会長 齋藤)

今年度、上津台2丁目自治会長をつとめます橋本です。

住民同士の会話や交流の機会の多い地域づくりや防犯にも力を入れていき

たいと思っています。1年間行き届かない点もあると

思いますが宜しくお願いいたします。

今年度の活動計画は

●防犯倉庫設置●6月/一斉清掃とバーベキュー●7月/上津台夏祭り

●11月/一斉清掃とくじ引き ●12月/防犯、炊き出し訓練

以上を予定しています。
(2丁目自治会 会長 橋本)

3丁目北自治会では、昨年度に引き続き「顔の見える自治会」

を目指し、年4回の福利厚生活動、月一で防犯パトロールを継続していきた

いと思います。また、新しい試みとしまして、今年度は自治会員名簿の作成、

防災倉庫への防災グッズの備蓄、自治会主催での夏休みラジオ体操などを

考えています。ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ
(3丁目北自治会 会長 井久保）

【1】環境衛生の分野 ～ 美しく衛生的でマナーのよい環境にしていく為の活動

①上津台一斉清掃の実施

・上津台全体の美化を図るため上津台自治会協議会を構成する各自治会で

同じ日に実施

【※6月14日(日)(6月第2日曜日)・11月15日(日)(11月第3日曜日)に実施予定と

する】

②長尾福祉センターの清掃活動

・上津台で4チーム編成 ～年間6回を上津台地区が清掃実施予定

[チーム編成] 《協議会》 《1・2丁目自治会》 《3北・5丁目自治会》《6丁目自治会》

[当番割り当て] 5月前半・5月前半、8月前半・8月後半、11月前半・11月後半

③環境・衛生にかかる各種情報提供等の推進

・各自治会の実情に応じた環境・衛生に係る各種情報提供等の推進

④公園のゴミの持ち帰り促進と公園マナーの向上について啓発と推進

⑤『ごみ分別カレンダー』 ～各自治会必要部数を把握し印刷手配と配布

【2】愛護訓育の分野 ～ 子どもたちの心身ともに健全な成長を地域全体で

育んでいく為の活動

①長尾小・北神戸中およびPTAとの連携を深め、児童生徒の健全な育成を図る

②子どもたちの安全を守る「ゾーン３０」道路の増設要望と道路標記（標識）改善

について（有馬署、神戸市北建設事務所と交渉する）

【3】防犯防災の分野 ～上津台全体の安全安心を確かなものにする為の活動

①見回りパトロールと青色パトロールの地域分担・ルールの策定

（無理なく継続）

②防犯知識の普及と警察との協力

・回覧等の活用にて地域住民への注意喚起の実施

③防犯カメラの計画的設置に向けた取り組み

・協議会が上津台全域のコーディネーターの役割を果たす（費用は当該地域

の自治会が負担）

・まず上津台への進入路をカバーすることが求められる

【4】福利厚生の分野 ～ 上津台の町づくりと私たちの絆を深め合うための活動

・上津台の住民同士の交流を深める手立ての企画（バスツアーなどの継続）

【5】全体的な分野 ～ 上津台全体の将来を展望しつつ、現在を充実したもの

にしていくための活動

①「上津台夏祭り」の継続をサポートする

・各自治会の実情に配慮しつつ、役員会で検討する。上津台自治会協議会

での活動と近隣自治会などとの協力協同

・長尾町自治会、長尾防災福祉コミュニティ・鹿の子台自治協議会、先行

ニュータウンの連合自治会など先達者の経験は積極的に学ぶ

③議会活動の広報・・・・自治会だより『なう。上津台』などの定期的発行

④上津台に集会所の建設や“会議室”などの施設を求める

・神戸市の施設として福祉センター的な集会施設の建設を要望する。

⑤上津台の自治会未成立地区（3丁目南地区・4丁目全域）を対象に自治会の

設立を働きかける

⑥G‐7モール、造成工事業者など、事前説明会へ積極的に出席し要望事項に

ついて交渉する

1丁目自治会は今年で創立10年を迎えました。47世帯で結成さ

れた本自治会も、今や170世帯を超え、今年度末には200世帯近くに増える

見込みです。これまで年間を通してたくさんの親睦行事や年中行事を行って

参りましたが、今までの延長線上では難しい課題も出てきております。

今年度はこの10年を節目とし、自治会活動や行事のあり方、それに伴う役

員の役割についても抜本的に見直し、より多くの住民意見を反映した“見え

る自治会”に改善すべく皆で知恵を出し合い活動を進めて参ります。
（1丁目自治会 会長 人見）
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菅生池法面の緑化事業

“上津台青パト”活動中!

4丁目の宅地造成工事

市民救命士講習会の報告

”ゾーン30” および住宅街での走行について

【なう。上津台夏祭り特別号】で告知のとおり、2015年7月25日（土）[雨天中止]に菅生公園多

目的広場にて「第3回上津台夏祭り」を開催します！現在、有志の方々で結成された「夏祭り

実行委員会」を中心に、開催に向けて準備を行っています。今年は、昨年なかった「メインス

テージ」を設置し、住民の皆さんに楽しんで頂ける催しを考えています。ぜひともお楽しみに★

開催にあたり、運営のお手伝いをして頂けるボランティアを随時募集中です！ぜひとも、夏

祭りの運営に携わっていただき、住民の皆さんとの交流の場にしてもらえたらと思います。

また、上津台で開業しておられる企業様及び個人事業主様に「協賛」を募集中です！夏祭り

の開催にご賛同いただき、ぜひともあたたかいご支援をお願い申し上げます。ボランティア・

協賛企業の募集についての詳細は、各自治会の役員までお問い合わせください。

3丁目北自治会では、

菅生池の法面の雑草に群生するカメムシ対策のため、住民による除草作業を検討、実

施して参りました。そこで、兵庫県が行なっている「平成26年度県民まちなみ緑化事業」

の助成事業に申請し、平成27年に助成を受け、法面の植栽工事が完了しました。

助成を受けるには、5年間植栽計画を維持していくことが条件であり、毎年、維持管理

ができているかを県へ報告する必要があります。植栽に関しては、手入れが簡単な木を

選択し、除草に関しては工事施工業者からアドバイスを頂きながら行なっていきます。

“第3回上津台夏祭り”準備着々と！

平成27年2月22日に長尾町地域福祉センターにて、隣接する長尾町の消防団にご

協力を頂き、市民救命士講習会が開催されました。今回は各自治会の役員を中心

に多くの住民の皆様に参加を頂きました。

神戸市では家庭に1人の救命士という考えの下に、一昨年から上津台でもこの講

習会を実施しております。救急車が到着するまでの間の処置要領およびAEDの使

い方法について講習を受けました。このような活動は、住民の皆様と共に、今後も

継続して実施していきたいものです。

”ペットの糞の後始末は

飼い主の手で！

上津台では、多くの住民の方々がペットを飼っておられ、公園や歩道で散歩をされている方々も

多くいらっしゃいます。以前からお伝えしておりますが、飼い主の方のマナーがまだまだ改善されてお

らず、特に糞の後始末の苦情が絶えません！

歩道などに放置すると、近隣の住民の方が不快に思われますし、これから暖かくなってくるので、虫など

が集まって衛生的にも良くない状態です。

飼い主の皆さん！ペットの散歩を行う際は最低限のマナーとして、糞の後始末ができる袋などを持参し

て自宅に持ち帰り処理をお願いします！

※ペットの糞を自宅に持ち帰らず、菅生公園のトイレなどに捨てる方もいるようです。

これが原因でトイレが詰まり、公園の利用者が使えないとの苦情も発生しています。

これはマナー違反ですので、絶対にやめて下さい！

上津台では長尾小学校の周辺道路を最高速度30㎞規制の標識と路面に「ゾーン30」の

標示をして通行車両への注意喚起しています。

【ゾーン30施行エリア】

・コスモGSの信号から住宅街に進入した2丁目

・ＬＡ*ＫＵＵの境界道路

・2丁目と3丁目との境界道路

これは通学中の児童や生徒、そして住民の安全確保を目的としております。

また生活道路へ通り抜けする車両への抑制を目的としています。順次

規制道路・区間が増えていきます。

その他、住宅街の通り抜けや、無謀な速度での運転が見受けら

れます。①3丁目と菅生公園の間の道路②簡易郵便局から

1丁目内に入った直線道路で、共にヒヤリハット情報も多

く寄せられています。朝の通勤時間の迂回路として通

行する車両が見受けられます。通学時間と重なる

場合もありますので通行される場合は速度を落

として通行してください。

また、自転車の無謀運転もあるようです。

坂が多い地形であるため、猛スピード

で坂を駆け下りたり、また、歩道を

並列で走行する学生なども見

受けられます。近年これら

の原因による事故が

多数発生している

ので改めてご

注意下さい。

【上津台4丁目開発エリア】

※大型車両(10ｔ)通行の際、ガードマンを配置。

※工事車両通行時間は、9：00～17：30まで。

※作業場内を搬出入する際、車輪の汚れが

酷い場合 は散水して美化に努める。

上津台4丁目では、5/1～10/30までの期間におきま

して、約50区画の分譲住宅(戸建)の建設を目的に、

第1期宅地造成工事が実施されます。(※休日/日曜)

期間中、大型の作業車両などが通行いたしますので、近

隣の住民の皆さんは十分ご注意ください。

なお、工事に関するお問い合わせは、各自治会の役員もしく

は下記の事業主まで直接お願いします。

【有限会社コスモ（代表：森田寛人）06-6841-9539】

上津台では、役員を中心に青パト登録を行い、夜間に

パトランプを光らせながら、上津台全体を定期的に巡回

しております。住宅街の夜回りや、路上・菅生公園駐車

場への夜間駐車などを中心に見回っています。

随時、住民の皆さんの中で青パトに登録し、夕方の

時間帯に上津台を巡回頂ける方を募集しています。ご協力くださる方、詳しい説明が必要な方は、

三谷会長（090-3619-2574）まで連絡をお願いいたします。皆さんの力で、上津台の安全を守って

いきましょう！


