
１．経緯

①現在、長尾小学校区の学童保育については、学校内に設置した長尾学童保育コーナーで実施してい
る。なお、小学校から１．６ｋｍ離れた場所に長尾児童館が設置されているが、学童保育は実施していな
い。
［現学童保育コーナー（学校内）の状況］
・第一学童保育コーナー 北棟2階８４．３０㎡
・第二学童保育コーナー 仮設校舎1階１２９．６０㎡（H２７．７月～ リース）
・学童保育児童登録数 134人（H２８．５．１ 現在 １～３年生のみ）

H３１年度見込み165人（高学年含む）
［長尾児童館の概要］
・開設年月日 平成8年1月11日
・建物の概要 2階建て鉄筋コンクリート造 延床面積２５１．５５㎡ 合築施設なし。

②長尾小学校の児童数が見込まれており、平成30年度当初に教室が不足するため、教育委員会から
平成30年1月頃を目途に学校内の学童保育コーナーを返還するよう求められている。（H28年10月）

③建設局と協議し、隣接する菅生公園内に学童保育を実施する仮設の建物を建設する予算を要求して
いる。

２．新設する学童保育コーナーの概要（案）
①移転時期 平成30年1月
②移転場所 菅生公園（長尾小学校隣）
③建物の概要 2階建て軽量鉄骨造 延床面積３００㎡（耐用年数約20年）

学童保育登録可能人数 176人
④設備スケジュール
・平成29年度 設備工事
・平成30年1月 開設予定
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その他のお問い合わせは各自治会長
までお願いします

平素より、地域の活動ならびにPTA活動にご理解ご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
昨年、上津台から北神戸中学校へ通学されている保護者の皆様に北神戸中学校PTAよりバス通学の
アンケートを実施いたしました。
その結果、バス通学をさせたいとのご意見が多数有り、昨年10月より、地域も一緒に神姫バス様との
打ち合わせを重ねて参りました結果、道場行き増便の回答をいただきました。
北神戸中学校では、2017年4月よりバス通学の併用を開始いたしました。
併せまして新たにバス停も1箇所増設いたしました。
バス停の増設につきましては地域の事業者様ならびに北神戸中学校PTA役員様、鹿の子台青少協
様にバス停工事をお願いし増設することが出来ました。

つきましては、通学時の事故防止はもちろんですが、是非とも地域の皆様にも神姫バスを活用してい
ただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【時刻表】
■（神鉄道場駅着）：既存の8:001便に対し、7:00 の1便を増設
■帰り（神鉄道場駅発）：既存の13：06、16：23便に対し、12：36、17：23、17：53、18：23 の5便を増設
※但し昼便は68系統（神鉄道場-イオン）のため、上津台内を周回せずイオン下車のみになります。

１丁目自治会

【運行日】
平日のみ（月～金）
土日の運行については、今後協議していきます。当面は自転車の活用をお願いします。

【運行ルート図】

LAKUU自治会で今期会長を努めさせていただきます菊田です。
LAKUU自治会も今期で８期を迎えました。
環境の美化並びに防犯は、
昨年度に引き続き取り組んでいきます。
自治会としては、防犯の三原則
【きれいな街】 【路上駐車のない街】 【挨拶の溢れる街】
を合言葉にして 防犯のLAKUUを意識付けたいです。

(LAKUU自治会 会長 菊田)

上津台は新興住宅地として同世代の方が多く住まわれていると思われます。
住民の皆様も多種多様な生活スタイルがあり、昔ながらの面倒な自治会ではなく必
要最低限の活動を考えています。
本年度宜しくお願いします。

(5丁目自治会 会長 阪本)

2丁目自治会
２９年度２丁目自治会長をさせて頂くことになりました小島と申します。

今年度は2丁目に一台目の防犯カメラを清女ヶ谷公園に設置する予定です。

自治会活動を通して、上津台にお住いの方々が引き続き安心して過ごせるよ

う、私に出来ることがあれば精一杯させて頂くつもりです。この上津台に住む

ことになった以上は、上津台という町、また上津台に住んでいる方々を愛情を

もって大切にしていきたいと考えております。（2丁目自治会 会長 小島 ）

3丁目北自治会

LAKUU自治会

４丁目自治会

５丁目自治会

６丁目自治会 『つながり』
＜基本方針＞
「つながり」は、人と人、人と社会を結ぶ大事な架け橋です。29年度基本方針

「つながり」を目標に実行したいと思います。
自治会における「つながり」には、2つの種類があると思います。
一つ目は、「家族のつながり」です。イベントを計画し、絆づくりに努めてい

きたいです。
二つ目は、「協議会とのつながり」です。日頃から自治会と協議会がしっかり

とつながっていることは、地域全体の向上にもなります。共用したより良い考え
をお互いに理解できるよう努力していきます。29年度は防犯カメラを中心につな
がります。 (6丁目自治会 会長 湯田)

この度、1丁目自治会会長を務める事となりました上野と申します。
自治会発足、12年目がスタートしました。先住の歴代役員方の築いた信頼を損ねる事無く、
会員の皆様に、全員参加型の運営が出来るように、楽しい会、思い出が残れるように役員
全員で努めていきます。29年度の活動内容としては、「上津台夏祭り」の参加、「一斉清
掃」、「秋のフェスタ」、「年末夜回り」など、前年度同様の行事を予定しております。
最後に、他の町内に無い、1丁目の自治会は「すごいな、うらやましい」と、言われる町づ
くりを目指いきたいので、何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

(１丁目自治会 会長 上野)

６２系統行き
新規バス停

上津台自治会協議会新年度に向けて
去る4月16日、上津台自治会協議会の総会にて、事業報告と計画、決算報告と予算について承認をい

ただきました。
今年度も、新役員と共に上津台地域の課題に取り組んで行きたいと思います。4月より北神戸中学校

への自転車通学時の事故を軽減する取り組みの一つとして、神姫バス様のご協力のもと通学時間帯に道
場行きの増便をしていただきました。ぜひ、地域の皆様にも活用していただければと思います。少子高
齢化の問題を抱える大沢町の大沢校へは指定外通学が認められ、今年度より上津台の小学生と中学生が
通学を開始いたしました。
大規模校を抱える上津台地域では、長尾小学校の教室数も足りなくなるため、学童・保育コーナーの

建物が菅生公園へ建設されます。子どもの数では神戸市の中でも指折りの地域となり、数年は地域の中
で子どもたちの声が絶えないかと思いますがそれと併せて近隣地域と同じく団地の高齢化も進んで行き
ます。地域の皆様におかれましては、自治会活動ならびに協議会の活動に益々のご理解とご協力をお願
い申し上げます。

上津台自治会協議会 会長 野崎利恵子

29年度も引き続き4丁目自治会の会長を務めさせ
ていただきます松山です。
今年度は年2回の上津台一斉清掃の実施、上津台
夏祭りへの参加、防災倉庫や防犯カメラの設置に
向けた準備をしてまいります。
協議会を通じて他の自治会と連携しながら、安心
で安全な上津台にしてまいります。
皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。

(4丁目自治会 会長 松山)

日時：平成29年7月11日（火）18：30～20：00
場所：神戸市立長尾小学校 体育館
参加対象者：長尾小学校保護者及び長尾小学校区にお住まいの方で参加を希望される方
内容：整備予定学童保育コーナーの概要について
その他：説明会の参加について事前の申し込みは不要です。お手数ですが、上履きと靴を入れる
ための袋をご持参下さい。

お問い合わせ先：神戸市こども家庭局こども青少年課
電話 078-322-6948

なお、学校へのお問い合わせはご遠慮下さい。

長尾小学校内学童保育コーナーの移転に関する住民説明会

【平成29年度 予算書】【平成28年度 会計報告】

３丁目北自治会長をさせて頂きます重崎と申します。
当自治会では、上津台夏まつりへの参加だけでなく、ハロウィン、炊き出し、ドッ
チボール大会等、自治会活動を楽しみながら地域の繋がりを密にし、防災防犯の意
識も高める活動を続けています。より居心地の良い町にする為に、皆さん少しずつ
力を貸して下さい。よろしくお願い致します。

(3丁目北自治会 会長 重崎)



夏祭り開催日時

回を重ね今年で5回目となる上津台の夏の一大イベント「上津台夏祭り」。今年も菅生公園・多目的広場（グラウンド）を含む全体で開催することに

いたしました。今年はメインテーマを「地域防災」とし、自治会の重要な役割である防災に関する情報発信を柱に据えて企画しています。また、初の

試みとして「夏祭り前夜祭・映画鑑賞会」を実施します。イベント盛りだくさんでお待ちしております。

会場周辺の住民様には騒音やゴミ問題などでご迷惑をおかけいたしますが、見回りや清掃活動を徹底し、環境の保全には十分に配慮した上で開

催いたします。地域活性化の礎ともいうべき、夏祭りの開催である旨、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。ご近所お誘い合わ

せて参加し、地域住民が集い、顔を合わせ、皆で楽しむ、そんな素晴らしい夏祭りにしましょう！ 2017年度夏祭り実行委員会 役員一同

ご挨拶
前夜祭・映画上映会開催概要

ステージイベント募集要項

出演時間： 1組あたり30分（入れ替え時間を含む）

申込締切： 6月15日（木）

応募多数の場合は、抽選とさせていただく旨ご了承願います。

お申込、お問い合わせは下記問い合わせ先に電話・メールで連絡

願います。申込書を送付いたします。

お問い合わせ （ステージイベント担当： 川﨑・井久保）

MAIL： kozudai.nmr.stage@gmail.com

TEL： 090-3629-3918（井久保）

夏祭り実行委員会・小学生部を小学5・6年生で結成し、こども主体で企

画・運営する「こども屋台」。準備から原価計算、仕入れ、看板作成、販売

などを大人がサポートしながら、こどもたち中心に行います。夏祭り運営

に関わることで、地域への愛着・自主性・協調性を育む取り組みです。

こども屋台運営募集要項

開催時間： 7月29日（土）15：00～18：00頃

申込締切： 6月30日（金）

募集人数： 10名程度

お申込は長尾小学校で配布する夏祭り案内の申込書を自治会役員

に提出してください。お問い合わせは下記問い合わせ先に電話・メー

ルで連絡願います。

お問い合わせ （こども屋台担当： 竹田）

MAIL： kozdai.summer.fes@gmail.com

TEL： 080-2513-6399

上津台夏祭り前夜にもイベントを開催します！毎年グラウンドに設置しているステージ

をスクリーンとして、夏の夜空の下での野外映画上映会を行います。

開催場所 菅生公園 多目的広場 （参加費無料）

映画タイトル 未定（決定次第ホームページ・回覧板などでお知らせいたします）

会場では軽食や飲料の販売を予定しています。

ご注意 ： グラウンド又はその周辺で鑑賞いただきます。座って鑑賞できるように敷物をご用意くださ

い。小さなお子様でも座って鑑賞できるように持ち込みの椅子に着席しての鑑賞はご遠慮ください。

ステージイベント出演 こども屋台運営2017年 7月 29日（土）15：00～20：00（雨天中止）

今年度は早期の募集にも関わらず、企業・団体様、ならびに個人事業主様には上津台夏祭りへの多大な協

賛をいただいております。ご芳志に対し、深く感謝と御礼を申し上げます。夏祭り実行委員は上津台地域住民

が一体となって楽しめる充実した夏祭りを企画・運営し、安全に開催できるよう入念な準備をして参ります。

ご協賛・ご出店いただきました際には、上津台住民、周辺企業様、約2,000件へ配布するプログラム、会場掲

示板、ホームページにご芳名を掲載させていただきます。資料作成の都合、申込期日：6月15日（木）までにお

申込いただいた協賛企業様分について掲載いたします。ご協賛・ご出店を希望される企業・団体様、ならびに

個人事業主様は取り急ぎ夏祭り実行委員にご一報いただくようお願い申し上げます。

ホームページへの広告掲載についても随時募集しております。詳細につきましては夏祭り実行委員長にお問

い合わせください。

第5回上津台夏祭り ご協賛のお願い

防災イベント
楽しいだけが祭りじゃない！昨年の夏祭りではチャリティーTシャツプロジェクトや募金を行い、上津台の地

域企業、自治会、住民のチャリティーの想いが結集し、震災の被災地熊本へ大きな力を送りました。阪神・

淡路大震災から20年以上が経過し、震災の教訓の風化が懸念される中、防災・減災の推進は地域が取り

組むべき大きな課題です。そこで、今年の夏祭りのメインテーマは「地域防災」とし、兵庫県の「ひょうご安

全の日推進事業」として、神戸市北消防署の協力の元、さまざまな防災イベントを企画し、参加者に防災

学習、体験をしていただき、上津台地域の防災力向上の一助になればと考えております。

夏祭り開催概要
開催場所 多目的広場（メイン会場）： ステージ設置 自治会出店ブース こども屋台

公園内平地スペース ： 自治会出店ブース 上津台周辺企業の出店ブース

公園西側道路(歩行者天国) ： 消防車・地震体験車の展示

自治会出店ブース 1丁目自治会、2丁目自治会、LAKUU自治会、3丁目北自治会、4丁目自治会、5丁目自治会、6丁目自治会

ステージイベント イベント出演者募集（募集要項参照）、防災イベント、各丁対抗勝負、抽選会

車両展示
菅生公園西側道路(歩行者天国)にては

しご車・救急車・ポンプ車の展示および地

震体験車（ゆれるん）の体感ができます。

展示時間 ・消防車： 15：00～17：20

・地震体験車：15：00～16：00

ステージにて神戸市消防職員により下記の講習

をしていただきます。時間：16：20～17：20

・防災○×クイズ ・水消火器取扱い訓練 ・消防職員による訓練展示

家庭や地域での防災・減災につながる心構えや対応についてアドバイスいただきます。また、地

域住民が一緒に防災○×クイズに参加することで、地域での事前の合意形成をする一助にもな

り、防災力強化につながります。ぜひご参加ください。

防災レクチャーオンステージ

菅生公園

夏祭りの詳細は決定次第、全戸配布のパンフレット、上津台フェイスブックと連動した上津台ホームページ（http://www.kozdai.info/）にも情報をアップしていきます。ご期待下さい！！

今年もグラウンドに「メインステージ」を用

意します。出演者は個人でも団体でも構

いません。我こそは！と夏祭りを盛り上げ

ていただける出演者を募集します！

上津台夏祭り各種募集案内

お問い合わせ

夏祭り実行委員会

委員長 井久保 隆一

•MAIL： ryuichi.i@softbank.ne.jp

•TEL： 090-3629-3918

ホームページ案内

【主催】上津台自治会協議会
夏祭り実行委員会

グラウンド内本部テントに救護ブースを設置します。負傷者の応急措置な

どの医療救護活動を担当いただきます。活動手当あり。

救護スタッフ募集要項

応募資格： 看護師・保健師・救急救命士などの有資格者

活動時間： 7月29日（土）15：00～20：00（複数名でのシフト制）

申込締切： 6月30日（金）

申込・お問い合わせ （救護担当： 野崎） TEL： 080-4497-3098

夏祭り当日のお手伝いをしていただけるボランティアスタッフを募集

いたします！現在、各丁目の夏祭り実行委員会役員、自治会役員を

中心に出店内容を検討しています。模擬店運営には多くの人手が必

要で、皆様のご協力が不可欠です。ぜひとも運営に携わっていただ

き、住民同士の交流の場にしていただければと思います。ボランティ

アの案内は各丁自治会で行いますので、ご協力いただける方はお近

くの自治会役員まで連絡をお願いいたします。

救護スタッフボランティアスタッフ

はばタンも祭りに招待しています！

2017年 7月 28日（金）19：00～21：00 （雨天中止）

前夜祭・映画上映会開催日時

菅生公園の駐車場は夏祭り準備で前日7月28日（金）から閉鎖いたしますので、車の駐車スペースはありません。

自転車の駐輪スペースは右の地図 印に設けますが台数に限りがあります。お近くの方は徒歩でご来場ください。

こまめに水分を摂り、適度に休憩をとりましょう。帽子など日差しをさえぎるアイテムも活用し、熱中症対策は万全に。

ごみ箱は会場内に数か所設置します。カン、ビンは「燃えないゴミ」、その他は「燃えるゴミ」での分別にご協力くださ

い。周辺道路へのごみのポイ捨てなど、近隣住民の迷惑となる行為は絶対にお止め下さい。

落し物、迷子、体調不良を訴える方がいらっしゃいましたらグラウンド内本部テントまでご連絡ください。

右の地図ピンク色の区間（オリンピア保育園様前～個別教室PICSIS様前）は7月29日（土）14：00～21：00に車両

通行規制を行います。近隣住民様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご注意


