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令和４年度 

 

新任自治会長向けガイドブック 

 

 

 

 

 

 

北区役所まちづくり課 

北神区役所まちづくり課 

 

 

 

 

◇このガイドブックは新しく自治会長になられた方が、自治会運営を

スムーズに行えるために作成しています。自治会運営に重要な問い合

わせ先や助成制度も掲載しておりますので、是非ご活用ください。 

※本資料は令和４年８月時点のものです。 
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１．北区の各問い合わせ・窓口 

（１） 窓口一覧 

内 容 窓 口 連 絡 先 

○相談窓口 

北区役所まちづくり課 
鈴蘭台北町 1-9-1 

☎593-1111（代） 

北神区役所まちづくり課 

藤原台中町 1-2-1 

（北神中央ビル 2 階） 

☎981-5377（代） 

○道路・公園・河川に関すること 

道路・みぞ・河川の維持補修、私道 

舗装等助成、街路灯等の管理、公園・ 

街路樹の維持管理、放置自転車対策    

等 

道路公園 110 番 

有野町唐櫃字種池 3064 

☎771-7498 

FAX：050-3156-2904 

Email：pwd-kobe-

roadpark@persol.co.jp 

○下水道に関すること 

下水道の利用・普及に関すること、 

汚水管・雨水管渠等の工事監督及び 

維持管理 

建設局中央水環境センター

管理課北下水道係 

山田町下谷上字上ノ勝 4-1 

☎581-6250 

【水道修繕受付センター】 

☎0120-976-194 

（下水のつまり・溢れ・修繕） 

24 時間対応 

○ごみ・清掃に関すること 

ごみの減量・資源化及びまちの美化 

に関する啓発、地域との協働の取り 

組み、ごみ収集及び運搬、クリーン 

作戦、不法投棄及び犬・猫の死体処 

理等 

（※P8 に詳細あり） 

環境局北事業所 
山田町下谷上字五郎本 1-1 

☎581-0460 

○水道に関すること 

水道料金に関すること、転入・転出 

に伴う手続き、水道管の漏水と修繕、 

直結給水等 

【お客さま受付センター】 
☎797-5555 

平日 9 時～17 時 15 分 

【水道修繕受付センター】 
☎0120-976-194（修繕） 

24 時間対応 

○消防に関すること 

火災の予防、救急活動、救急講習会、 

住宅用火災警報器の設置、防災福祉 

コミュニティ等地域での防災、消防 

団・消防活動に関すること（北神分 

署・山田・有馬・ひよどり出張所を 

含む） 

北消防署 
北五葉 2 丁目 1-9 

☎591-0119 
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内 容 窓 口 連 絡 先 

○有害鳥獣・農業振興に関すること 

・米・農作物の生産振興に関するこ

と 

・人と自然との共生ゾーンの指定等

に関する条例に関すること（届出書

の受理・相談） 

・農業振興地域制度に係る農用地区

域に関すること（農用地内外証明願

の相談・受理、証明書発行） 

・有害鳥獣（イノシシ・シカ）によ

る農業被害に関する事（相談） 

・外来生物（アライグマなど）の捕

獲に関すること（箱わなの管理・相

談） 

北農業振興センター 

 

 

 

 

 

藤原台中町 1-2-1 

（北神中央ビル 6 階） 

☎982-7111 

 

○農地法等に基づく手続きに関する相談 

 

※許可申請、証明等については三宮

ビル東館 2 階「神戸市農業委員

会」にて受付 

農業委員会相談窓口 

（北農業振興センター） 

藤原台中町 1-2-1 

（北神中央ビル 6 階） 

☎982-8830 

 

【神戸市農業委員会】 

中央区御幸通 6 丁目 1-12 

☎984-0387 

○犬、猫、ペットに関する相談 

 ・野犬等で迷惑しているとき 

 ・犬猫が買えなくなった時の相談 
生活衛生ダイヤル 

山田町下谷上字中一里山

14-1 

☎771-7497 

FAX：741-8035 

○健康に関する相談 

 ・医療を受けるまでではないが、

健康に不安を感じるとき 

 ・生活習慣、栄養、フレイルに関

すること 

シニア健康相談ダイヤル 

（看護師が相談に乗ります） 

☎322-5999 

FAX：322-6053 

平日 10 時～15 時（土日祝、

年末年始を除く） 

○消費生活に関する相談 

 消費生活における商品やサービ   

 スに関する事業者との契約トラブ 

 ルなどの相談 

消費者ホットライン 

☎371-1221(月～金の 9 時

～17 時)または☎188(月～

金の 9 時～17 時、土日祝 

の 10 時～16 時） 

○住まいに関する相談 

 建築、高齢者の住み替え、マンシ

ョン管理、契約のトラブル、資金

計画などの相談 

すまいるネット 

☎647-9900 

水曜・日曜・祝日定休 
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（２） 自治会長などが変更となった際の連絡先 

自治会の代表者が変更となった場合・ポスター等広報物の送付先が変更となった場合は、 

下記のいずれかの方法にて、まちづくり課まで変更の届け出をお願いいたします。 

 

・郵送 

・FAX 

・ホームページ（下記アドレス、もしくは検索より。入力フォームがございます。） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/jichikai/henkou-kita.html 

 

   

 

 

【届け出先】 

○北区役所まちづくり課事業推進・広聴担当 

 〒６５１－１１９５ 神戸市北区鈴蘭台北町１－９－１ 

☎593-1111（代） Fax：593-1166 

 ○北神区役所まちづくり課 

   〒６５１－１３０２ 神戸市北区藤原台中町１－２－１ 

☎981-5377（代） Fax：981-3506 

 

※法人化した自治会（認可地縁団体）の代表者が変更となった場合は、 

企画調整局参画推進課（☎322-5170）へもご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.7「自治会・管理組合 変更届 兼連絡票」をご使用ください。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/jichikai/henkou-kita.html
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（３）市政やくらし、イベント情報などの問い合わせ先 

 

○ 神戸市総合コールセンター（☎0570－083330 または 333-3330） 

市政・くらし、各種手続きなどでわからないことにお答えします。「年中無休」で「午

前８時～午後９時」の間、お問い合わせを受け付けています。電話のほかにも、ＦＡＸ

（３３３－３３１４）や、ホームページのお問い合わせフォーム（http://www.kobe-

call3330.jp/）からもご利用いただけます。 

 
  ※各種手続きやごみの分別方法など、身近な疑問にチャットでお答えする「神戸市 AI チ

ャットポット」サービス(24 時間 365 日、閉庁日や夜間でも利用可能) や「よくある

質問と回答」(Q＆A)も上記ページにございます。 

    是非ご確認ください。 

 

 

（４）北区における各種団体などについての問い合わせ先 

 

① 地域団体などに関する担当課 

○青少年育成協議会･･･北区役所まちづくり課地域活動担当 

○防災福祉コミュニティ･･･北消防署消防防災課消防係 

○ふれあいのまちづくり協議会･･･北区役所まちづくり課地域福祉担当 

                北神区役所まちづくり課 

○老人クラブ･･･北区役所まちづくり課地域福祉担当 

○子ども会･･･北区役所まちづくり課地域福祉担当 

○民生委員・児童委員･･･北区役所保健福祉課管理係 

            北神区役所保健福祉課管理係 

 

② 市の関係団体等の事務所 

○北区社会福祉協議会･･･北区役所６階（北神事務所：北神中央ビル２階） 

（神戸市北区共同募金委員会） 

   ○北区ボランティアセンター･･･北区役所６階 

   ○北神ボランティアセンター･･･北神区役所２階 

 ○スポーツに関すること（旧北区体育協会）･･･北区役所まちづくり課地域活動担当 

 ○神戸まつり北区協賛会･･･北区役所まちづくり課地域活動担当（事務局） 

  

http://www.kobe-call3330.jp/
http://www.kobe-call3330.jp/
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（５）ごみ・清掃に関して 

 

○ごみ問題に関する問い合せ先 

対 象 内 容 問い合わせ先 

クリーンステーションの

新設など 
設置や管理に関する相談 

環境局北事業所 

☎581-0460 

クリーン作戦の実施 

クリーン作戦で集めたごみの処理相

談（実施日２週間前までに依頼書を

提出） 

ごみの分別説明 説明会の開催 

美しいまちを守り、ごみの

減量、資源化を推し進める

協定 

① ごみ出しルールの説明会 

② クリーン作戦 

③ 不法投棄の監視パトロール 

④ 地域行事での啓発活動につい

て、地域団体・環境局北事業所・区

が協定を締結し協働で実施 

※ ごみの出し方や資源回収などについては、下記のホームページからもご確認いただけま

す。 

ＵＲＬ https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/dashikata/shigen/index.html 

 

☆ ごみと資源の分け方・出し方ルールブック（ワケトン BOOK）の配布先 

配布場所 

南部地域：北区役所まちづくり課 

北神地域：北神区役所まちづくり課 

各出張所 

※ごみの収集日や分別ルールについては、環境局北事業所（☎581-0460）へ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

○資源集団回収活動の助成 

古紙（新聞、雑がみ、段ボールなど）などの「再生資源」のリサイクルを推進するため、

地域での資源集団回収活動に対して助成金を交付します。 

対 象 内 容 問い合わせ先 

概ね 20 世帯以上の 

地域住民団体 

 拠点回収方式 各戸回収方式 

古紙 3 品(新聞・雑

がみ・ダンボール) 
２円 １円 

その他(牛乳パッ

ク・古着・古布) 
３円 － 

 

神戸市行政事務センタ

ー(資源集団回収担当)

☎381-5533 

https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/dashikata/shigen/index.html
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２．安全・安心情報の電子メールサービス 

（１） ひょうご防災ネット 

 

 神戸市や兵庫県から市民の方々に風水害時の避難指示などの緊急 

情報や地震情報・津波警報などの緊急気象情報を、登録した携帯電 

話や情報端末に電子メールでお知らせするサービスです。 

ホームページ（http://bosai.net/kobe/）にアクセスするか、右の二 

次元バーコードから接続し、画面の指示に従い登録をお願いします。 

 

【重要】登録時のご注意（迷惑メール防止設定をされている方へ） 

 登録内容確認の返信メールが info@bosai.net から携帯に送信されますので、事前に

info@bosai.net からのメール受信をできるようにしておいてください。 

【問い合わせ先】危機管理室（☎0570-083330 または 078-333-3330(代)） 

 

 

 

メール内容サンプル   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スマートフォン向けアプリ版もあります 

※メール版と同時利用でも、メール登録なしでもご利用可能です 

下記の二次元バーコードを読み取るか、[App Store][Google Play]で「ひょうご防災」を

検索して、ダウンロードしてください。 

 

iOS(iPhone等)の方         Androidの方 

 [App Store]         [Google Play] 

 

 

http://bosai.net/kobe/
mailto:登録内容確認の返信メールがinfo@bosai.net
mailto:事前にinfo@bosai.net
mailto:事前にinfo@bosai.net
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（２）ひょうご防犯ネット 

兵庫県警察から、犯罪情報や防犯情報（情報の種別、地域選択可）をメールでお知らせします。 

 

【登録方法】 

○ support@police.pref.hyogo.lg.jp に空メールを送信。 

（送信の際、必ず件名を入力してください。入力内容は問いません。） 

○ 空メール送信後、「ひょうご防犯ネット」からメールが返信されますので、送信画

面の案内に沿って登録手続きを行ってください。 

○ 迷惑メールを設定している方は、hbnet@police.pref.hyogo.lg.jp からのメール

が受信できるように設定をお願いします。 

○ 二次元コードでも登録できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
 兵庫県警察本部 生活安全企画課 犯罪抑止対策室 
 （☎341-7441） 

ひょうご防犯ネット 検 索

b 

mailto:support@police.pref.hyogo.lg.jp
mailto:hbnet@police.pref.hyogo.lg.jp
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３．自治会活動の補助事業・助成制度 

 よく区役所へお問い合わせのある補助事業・助成制度を記載しました。地域で使用された

いものがあれば、工事等行われる前に、記載されている問い合わせ先まで、まずはご連絡く

ださい。また、掲載している補助事業・助成制度以外にも様々な制度がございますので、 

なお、いずれも概要を掲載しておりますので、詳細は補助要綱などを必ずご確認くださ

い。 

 

○市民活動補償制度 

自治会等の地域団体の皆さまが、市民活動を安心して行っていただけるよう、神戸市が保

険契約を行い、活動中の事故によって、責任者、従事者の方がケガなどをされた場合や、他

の人や物に損害を与え、地域団体が賠償責任を負った場合に補償金を支払うもの。 

 

 【制度の特徴】 

① 事前の加入手続きは不要です。事故発生後に手続きをしていただきます。 

② 保険料は不要です。市民活動が安心して行えるよう、神戸市が保険料を負担し、保険 

会社と契約しています。 

 

 

 

【対象活動】 

№ 区   分 対  象  活 動 

1 生活環境に関する活動 
防災活動、防火活動、防犯活動、交通安全活動、保健衛

生活動 

2 自然環境に関する活動 

公園の環境整備活動、河川の環境整備活動、道路の環境

整備活動、クリーン活動、集団資源回収活動、地球環境

を守る活動（減量化、分別化） 

3 社会福祉に関する活動 

高齢者の福祉のための活動、障害者の福祉のための活

動、児童の福祉のための活動、母子・子育て支援のため

の活動、社会福祉施設への協力活動 

4 青少年育成に関する活動 
青少年の自立支援活動、青少年の安全・安心のための活

動 

5 
社会教育・文化スポー

ツ・国際交流に関する活動 

社会教育活動、文化振興活動、スポーツ振興活動、国際

交流活動 

6 行政への協力活動 
上記を除く行政が主催する行事・実施事業へのボランテ

ィア活動 

7 その他市民活動補償制度を適用することが妥当と判断される活動 

※ 上記「No.１～７」に該当する活動であっても、自主的、自発的活動とは考え難いもの

や、自助的な活動など広く公共の利益を目的とした活動とは考え難いもの（PTA、学校施

設開放運営委員会の活動等）については対象外です。 
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【賠償内容】 

賠償責任事故（身体・財物・保管者）、傷害事故（死亡・後遺障害・入院・通院・手術） 

 

 【その他】 

  制度を利用される方は、事故の日から 30日以内に報告書（様式第１号）を提出してく

ださい。なお、保険会社が保険契約の対象と認めない場合は、提出されても補償金が支払

われないことがあります。 

 

【問い合わせ先】 

企画調整局参画推進課（☎322-0319） 

 

 

○地域提案型活動等助成事業 

区民の皆さんが自ら考え提案して、魅力あふれる地域づくりができるよう、責任を持 

って取り組む団体に対する活動経費の助成を行います。 

《参考》令和４年度申請受付期間 令和４年４月１日（金）～令和４年９月 30 日（金） 

 

 

【問い合わせ先】 

◆南部エリアでの活動の場合・助成制度全般に関する問い合わせ 

北区役所まちづくり課事業推進担当  ☎593-1111（代） 

◆北神エリアでの活動の場合 

  北神区役所まちづくり課 ☎981-5377（代） 

 

○まちの美緑花ボランティア制度 

市民のみなさんに、身近な公共空間である公園を愛着を持ってお世話していただくこ 

とにより、まちの美化と地域のコミュニティ形成の場として活用していただくボランテ 

ィア活動への助成制度です。 

 

【問い合わせ先】建設局北建設事務所管理係 ☎981-5191(代) 

 

○青色防犯パトロール活動支援事業 

 兵庫県警から青色防犯パトロール実施団体としての証明を受けた団体に対し、パト 

ロール物品（青色回転灯１基、広報用マグネットシート２枚）の支給や、１団体につき上 

限３万円までの活動回数に応じた報奨金の交付を行い、地域のパトロール活動を支援して 

います。 

 

【問い合わせ先】危機管理室  ☎0570-083330 または 078-333-3330(代) 

 

○兵庫県ボランティア活動等行事用保険（ボランティア保険） 

  ボランティアグループ等の各種団体が主催者となる行事や講習会などでの事故に備える
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保険です。申請様式は、窓口で配布しています。 

 

 【問い合わせ先】北区社会福祉協議会ボランティアセンター ☎593-9910 

         北区社会福祉協議会ボランティアセンター北神事務所 ☎981-5377（代） 

 

○私道の街灯助成事業 

  

自治会等で設置・管理している民間街灯の電気料金、新設・取替にかかる経費の一部を 

助成します。 

  

 補助金額（限度額） 

灯具及び支柱経費  公道と公道をつなぎ道幅が 2.7ｍ以上 左以外 

灯具（新設・取替） 全額補助（上限  20,000 円） 2/3（上限 14,000 円） 

支柱（新設・取替） 全額補助（上限 100,000 円） 1/2（上限 50,000 円） 

 

※上限は１灯あたり。維持管理経費（電気料金・電球代等）は 2,000 円／灯。 

※灯具の新設時にかかる電力会社への受託工事代及び手数料相当額も助成対象となります。 

（上限 10,000 円/灯） 

 

  補助対象要件（一例） 

 ・私道上にある街灯で、地域団体が設置・管理しているもの。 

 ・道路を照明するもので、独立柱のもの、又は電柱等に添加する街灯であること。 

 ・道路上に設置する添加広告街灯、又は営業用に供している街灯等以外のもの。 

 ・LED灯またはその相当品であること。  等 

 【申込期間】毎年９月上旬～同年９月下旬(令和 4 年度は 9/1～9/30) 

 

【問い合わせ先】建設局北建設事務所  ☎981-5191 (事前相談) 必ず事前にご相談ください。 

         神戸市行政事務センター ☎381-5533       

 

◇以下の事業は今年度の受付を終了しています。来年度以降の申請の参考にご覧ください。 

 

○令和４年度広報掲示板設置補助事業 

地域住民同士のコミュニケーションのため、また市・区行政の広報活動にご協力いただくた

めに、区民の住民で組織する団体等が行う掲示板の設置、修繕の一部を補助するもの。 

 

【補助内容】 

  ① 補助金額    設置、修繕に要する経費の３分の２以内（100 円未満切り捨て） 

  ② 補助の限度額  設置３万円、修繕１万５千円（１枚あたり） 

  ③ 補助基準    50 世帯に１枚、同一年度内 20 万円まで 

           ※ 補助を受けた掲示板は申請年度を除く５年度以内は補助不可。 
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【問い合わせ先】 

北区役所まちづくり課事業推進・広聴担当（☎593-1111（代）） 

北神区役所まちづくり課（☎981-5377（代）） 

 

 

○地域集会所修繕等補助事業 

 自治組織が行う集会所の修繕・改修、新築・買収、増築・改築、バリアフリー化に要する経

費の一部を補助するもの。 ※「評定委員会」の審査で選定された場合にのみ助成されます。 

 

【補助内容】 

① 補助金額・限度額 

種別 補助率 限度額 

修繕・改修 

補助対象経費の２分の１以内 

(補助対象経費は実施要領で定

める) 

300 万円(賃貸借物件の場

合、30 万円) 

新築・買収 
1,200 万円(賃貸借物件は

対象外) 

増築・改築 
600 万円(賃貸借物件は対

象外) 

バリアフリー化 
200 万円(賃貸借物件は対

象外) 

 

※「修繕・改修」、「増築・改築」、「バリアフリー化」に関しては「交付を受けた年 度を含め

10 年度以上経過していること」、また「新築・買収」に関しては「交付を受けた年度を含め 30

年度以上経過していること」が申請の条件となります。 

     

② 補助基準（一例） 

・自治組織によって設置運営及び利用され、住民福祉のために寄与する施設であるこ 

と。 

・加入者が 50 世帯以上の自治組織が存在する地域を対象として設置する施設である 

こと。 

・会議及び集会に必要な設備を備えていること。 

・整備の経費が 15 万円以上かかること 

・自治組織の加入者の同意があること。 

    

③令和 4 年度の募集期間 

令和 4 年 3 月 14 日（月）～令和 4 年 5 月 13 日（金） 

   

【問い合わせ先】 

企画調整局参画推進課（☎322-6486） 

北区役所まちづくり課事業推進・広聴担当（☎593-1111（代）） 
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北神区役所まちづくり課（☎981-5377（代）） 

 

 

○兵庫県・神戸市防犯カメラ設置補助事業 

地域における防犯活動を補完し、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに向けた地域の自主

的な取り組みを支援するため、自治会などの地域団体が行う防犯カメラの設置に要した経費

の一部に対して補助するもの。 

 

【補助内容】 

〇兵庫県 

①補助対象団体 

自治会、防犯協会及びまちづくり防犯グループ等の地域団体 

②補助の額・箇所 

6 万円・500 箇所 

③補助対象経費 

防犯カメラ機器購入費・同設置工事費 

④補助対象期間 

令和 5 年 3 月 31 日までの間に設置完了する事業 

⑤募集期間 

令和 4 年 4 月 18 日(月)～令和 4 年 6 月 30 日(木) 

 

〇神戸市 

①補助対象団体 

自治会、ふれあいのまちづくり協議会等の地域団体 

②補助の額 

8 万円（支柱を設置の場合は 11 万円） 

③補助対象経費 

防犯カメラ機器購入費・同設置工事費 

④補助対象期間 

令和 5 年 3 月 31 日までの間に設置完了する事業 

⑤募集期間 

令和 4 年 4 月 18 日(月)～令和 4 年 6 月 30 日(木) 

 

※１ 両補助事業の併用可（両方に選定された場合） 

※２ 応募の受付は神戸市が一括して行っています。（個々に提出する必要はありません） 

 

【問い合わせ先】 

兵庫県企画県民部県民生活局地域安全課 （☎362-3225） 

神戸市総合コールセンター（☎333-3330） 

※防犯カメラ設置場所についての相談↓ 

有馬警察署生活安全課 （☎981-0110） 



17 
 

神戸北警察署生活安全課 （☎594-0110） 

 

【更新補助】 

  本補助を活用して、（平成 22～27 年度に）設置した防犯カメラを更新する際の費用を補

助する事業もございます（上限８万円）。対象の防犯カメラの更新を検討されている地域団体

の方は、危機管理室（☎0570-083330 または 078-333-3330(代)）までお問い合わせください。 

 

 

 

今回紹介した制度以外にも、様々な補助事業・助成制度が存在します。 

     自治会活動を行っていく中で、困ったことや不明な点などありましたら、お気軽 

に北区役所及び北神区役所まちづくり課までご相談ください。 

 

また、この研修資料含め自治会運営に関わる情報をホームページに載せていま 

すので、是非ご活用ください。 

 

   神戸市北区 新しく自治会長に就任された方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索 
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４．参考情報 

〇自治会活動ハンドブック 

 【概要】 

  自治会の運営方法や活動事例をまとめています。 

  各種様式例(加入申込書、会費徴収簿)なども載っています。 

  自治会運営の教科書として是非一度ご覧ください。 

 【問い合わせ先】 

  企画調整局参画推進課（☎322-5170） 

                             

 

〇地域活動ちえぶくろ 

 【概要】 

  地域の課題解決のために、どのような団体にどのような方法で具体的な地域活動につな

いでいけばいいのか、さらに地域活動を活発化していくにはどのように取り組んでいけ

ばよいのかを活動事例を盛り込みながらわかりやすく解説しています。 

 【問い合わせ先】 

  企画調整局参画推進課（☎322-5170） 

                         

                           

 

〇地域の担い手ちえぶくろ 

 【概要】 

  担い手の発掘・育成のためのちょっとしたアイデアやすでに取り組んで先駆的に効果を

あげている事例を紹介しています。 

 【問い合わせ先】 

  企画調整局参画推進課（☎322-6492） 

                             

                             

神戸市 地域の担い手ちえぶくろ 

神戸市 地域活動ちえぶくろ 

神戸市 自治会活動ハンドブック 

QR コードもつけていますので、

適宜ご利用ください 
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〇神戸市コミュニティ相談センター 

【概要】 

  「ゴミ出しルールを守らない人がいて困る」、「役員の後継者をどうやって育成しよう

か」、「自治会行事への参加者を増やしたい」など、地域コミュニティの運営や活動にす

る様々なご相談に応じています。 

 

【問い合わせ先等】 

 住所：神戸市長田区二葉町７－１－18 

（ふたば学舎１階） 

電話番号：☎643-2900 

開館時間：10:00～17:00 

定 休 日：日曜・月曜・祝日 

                             

 

 

 

 

 

○KOBEぽすと 

 【概要】 

  「道路のひび割れ」や「公園遊具の故障」など、神戸市が保有する施設や設備の不具合

に関する投稿を受け付けるアプリです。 

    スマホならではの位置情報を活用することにより場所の特定が容易であること、投稿

内容を市民の皆さまと神戸市がリアルタイムで共有できることが本アプリの特徴です。

本アプリをきっかけに、市民と行政が一緒になって神戸市が保有する施設や設備の不具

合に関する地域課題を解決することを目指します。 

  ※神戸市が所有していない施設や設備に関する投稿、神戸市が所有する施設や設備の不

具合に該当しない投稿は本アプリでの受付対象外となります。対応いたしかねますの

で、あらかじめご了承ください。 
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 ○スマホ教室 

【概要】 

  高齢者に向けて、身近な電子媒体であるスマートフォンの利用方法を学んでいただ

くために、スマホ教室を開催します。また、大学生等と地域とのつながり構築や世代

間の助け合い促進に繋げるため、講師に大学生等を起用します。 

【開催内容】 

 ①スマホ体験教室 

   スマホをお持ちでないまたは使い始めて間もない方向けに実施します。電源の入

れ方や LINEアプリの操作方法などを体験していただけます。（体験用スマホは神戸

市が用意します。）  

 

参加可能人数：15名（1回あたり） 

実施時間：約 2時間 

   ②スマホ活用相談会 

     ご自身がお持ちのスマホの使い方でわからないことなどを、講師の学生等に 1対

1でご相談いただけます。 

 

参加可能人数：20名（1回あたり） 

実施時間：約 2時間（一人につき 30分） 

 

  【開催スケジュール等】 

    開催場所：地域福祉センター 

         ※ふれあいのまちづくり協議会が希望した場合のみ開催します。 

    実施団体：ふれあいのまちづくり協議会 

    開催日時：令和 4年 6月 1日(水曜)～令和 5年 3月上旬 

参加申込：申込はお住いのふれまちに問い合わせください。 

費用：無料 

       

 

                                                                  

 

 

 

神戸市 スマホ教室 
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○北区公式 SNS 

 Instagram・Twitterにて北区の魅力や、区内イベントの開催情報などを発信しています。 

 是非ご確認ください！ 

 

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

○区役所での市民相談のご案内 

 区役所で各種市民相談を行っております。いずれも無料になりますので、お気軽にご相談

ください。 

種類 内容 日時 予約・問い合わせ 

弁護士相談 相続、借地・借家、金

銭貸借等の法律相談 

毎週水曜/13時～16時

（開催日の前週木曜 9

時より予約受付） 

市総合コールセンタ

ー（受付時間 9時～

21時） 

☎0570-083330 また

は☎333-3330 
司法書士相談 所有権移転、相続など

の各種登記手続き 

第 2・4木曜/13時～16

時（前開催日翌日 9時

より予約受付） 

行政書士相談 自筆による遺言書・遺

産分割協議書の作成 

第 1木曜/13時～16時

（前開催日翌日 9時よ

り予約受付） 

行政相談 国などの行政機関への

意見・要望を受け付

け、解決や実現の促進

を図る 

第 3木曜/13時 30分～

15時 30分 

左記時間内で先着順

（15時まで受付） 

兵庫行政評価事務所 

☎331-9096 

 

 

フォローお願いします！ 

Twitter Instagram 
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これ以外も様々な自治会に関する情報が

インターネットにあがっています！ 

分からないことがあったら、とりあえず

インターネットで調べてみましょう！ 


