
六甲アイランドまちづくり協議会 

   2021年度 第 1 回（４月）委員会記録   

日時：2021 年 4 月 10 日(土)16：10～17：30    場所：RIC ふれあい会館会議室      出席者 25 名 

配布資料：①第 11 回(3 月)委員会議事録  ②2020 年度活動報告(案) ③2020 年度収支決算書(案) 

 ④役員及び監事(案) ⑤2021 年度活動スケジュール(案) ⑥ニュースレター第 58 号  

⑦小規模保育園光の子グレースチラシ ⑧コミコミ 2021 年 4 月号最終頁 

１.委員長連絡・報告 

①2020 年度活動報告(案)について 

 ・新型コロナの影響により年度始めの４・５月委員会が中止になったが、６月の総会は開催できた。7 月には台風

接近によるふれあい会館閉館で中止、1 月には再び新型コロナにより中止となった 

 ・コロナ禍の中、まちかどネットからまち協活動のヒアリングを受けて machi-e で紹介された。又、夏祭り中止

に伴う広報イベントの代替活動として六アイ野鳥図鑑を発行、8 千部印刷の内 6 千部程を配布し好評を得た 

・阪神高速湾岸線西伸部協議会は、新型コロナにより開催が見送られ続け、2 月 1 回だけの開催となった 

・会計報告では、活動縮小を余儀なくされた関係で支出が抑えられた。そのため市からの助成額が減額され、期

首に振込済みだった助成額との差額 11,366 円については市に返金した 

・支出の中で､交通費には 11 月開催の 2 年前の台風被害復旧状況見学会で使用したレンタカー代を含む。通信費

にはインターネットのプロバイダー会社をＧＭＯ→サクラインターネットへ変更した費用を含む 

②役員改選(案)について 

  今年度が２年毎と決まっている役員改選の年に当たる。昨年 10 月の吉富副委員長死去と中川監事からの辞任申し

出を受けて新役員に児島副委員長(現事務局長)、宮崎事務局長(新任)、谷岡監事(新任)を総会に諮る予定 

他に、事務局スタッフが可能な方や推薦者が居られれば受付ける 

 ③まちの情報 

  ・ＫＦＰサン広場に地域子育てひろば「こべっこあそびひろば・六甲アイランド」がオープンする。4/12 開設記

念式典、4/13 より利用開始。毎週木曜定休日、9 時半～17 時まで 5 枠 1 時間毎の利用、事前申込制と当日先着

順受付もあり、定員は 1 枠 30 組程度 

・隣接して小規模保育園「光の子グレイス」がオープン済。島内に既設保育園がある同じ法人が運営 

・他にもサン広場入口にネイルサロンもオープンしておりＫＦＰの活用に期待する 

 ④神戸市人事異動について  

  4/1 付で神戸市職員の人事異動があり、まち協関係の部局にも異動があったので新任者を一部紹介した 

 ⑤その他 ・六甲アイランドまちの将来の姿【今後のまちづくりの方向性】が冊子になり、ふれあい会館にある 

２.事務局連絡・報告 

 ①広報紙 News Letter Vol.58 を 3/18 に印刷して全戸配布済み 

 ②ＨＰセキュリティ強化のためＵＲＬとメールアドレスを変更。ＰＣやスマートフォンの登録変更をお願いした。 

  旧ＵＲＬからも当分の間は新しいＨＰへジャンプする。旧メールアドレスは数ヶ月間は使える 

Ｑ:プロバイダー会社を変更したことで優位点はあるのか？  Ａ:今後の年間利用料が抑えられる 

 

 ③野鳥園の水質改善について（藤田委員） 

  ・野鳥園内の池(4,000㎡)の水が、海水と変わらなくなっている。原因は地盤沈下により雨水用排水桝から満潮時

に海水が逆流していると考えられる。その影響で飛来する水鳥の種類や量が減少。また周囲や中の島の樹木も

枯れ始めている。港湾局と相談して、排水桝を 20cm嵩上げして逆流を防ぐ工事を 4～5 月に実施予定 

  ・同時に池の中に立ってる杭に横棒を取付けて止まり木とするアイデアも受入れられて同時に工事の予定 

  Ｑ:排水桝は１ヶ所のみか？  Ａ:１ヶ所のみ 



  Ｑ:野鳥園南東角の水路からも海水が入っているのでは？  Ａ:今のところ港湾局は否定している。今後の課題 

 ④2021 年度スケジュール(案)について 

  ・委員会は原則第 2 土曜日で今年度と変わらないが、8 月のみお盆休みの関係で第 1 土曜日（8/7）になる 

  ・アカミミガメ防除活動はカメの活動期を考慮して 5～6 月に、野鳥園の清掃はバーベキュー広場利用が増える夏

休み前の 7 月と冬鳥が飛来する前の 10 月に実施予定。11 月には小学生の校外学習「野鳥観察会」に協力予定 

  ・広報紙は 59 号で総会案内、60 号で総会報告、活動報告として 61 号と 62 号を発行する計画 

  Ｑ:新聞折込で、神戸製鋼火力発電所3号機諸試験実施の知らせが入っており、実施日の詳細は入って来るのか？？  

Ａ:まち協に入るのであれば先ず自治会へ入る筈で、情報が入れば報告する 

３.諸団体の活動報告 

 ・まちかどネット… 3 月にまち歩きを実施、5 月も実施予定、先着 30 名、自分以外の街区を見ることができると 

毎回好評 

 ・ＲＩＣコミュニティライブラリー… ライブラリー通信を各街区に貼り出している。年末実施したアンケートには

829 通の回答があり、集計結果と要望・意見に対する回答をライブラリー内に掲示、及びＨＰへ掲載 

４.神戸市連絡・報告 

 ・都市局… 水島課長の後任である萩原係長より新任挨拶 

 ・東灘区役所… 白坂さんより異動のため離任挨拶 

５.その他 

 ・Ｑ:AOIA 跡地にロープが張られたままだが？ 

  Ａ:一部は岸壁嵩上げ工事用に使用しているが、コンテナ船の荷さばき処理には使用しなかった 

 ・Ｑ:アイデアとして、萩原係長が着任されたのでリバーモールの水施設見学会をしては如何？イベント広場横の噴

水活用や当初計画と現状を比較した調査・啓蒙活動の提案あり 

  Ａ:検討する 

 

＊次回運営会  4 月 13 日（火）、27 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会   5 月 8 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館会議室 

＊総会     6 月 12 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館会議室 

                                                以上 



   六甲アイランドまちづくり協議会 

2021年度 第 3回（7月）委員会記録 

日  時：2021 年 7 月 10 日(土) 16：10～17：00    場 所： RIC ふれあい会館 会議室 

出席者 21 名 

配布資料：①2021 年度定期総会議事録 ②News Letter Vol.60  ③アカミミガメ防除活動報告 

１.委員長連絡・報告 

①ホームページの改変について 

 ・TOP ページに次回委員会の日時を入れた。緊急の中止などは今後 HP でも表示する 

 ・アーカイブの総会議事録と委員会記録については、今後は出席者名を省き人数のみ表示する 

 ・最近の閲覧数は、１日平均 3 月 47 件、4 月 38 件、5 月 38 件、6 月 35 件、7 月 32 件で、個人的な見解では多く

の方に見てもらっていると感じている。今後もレベルアップを目指す 

 ・委員より…仕事で HP の事をやっているので、出来ることが有ればお手伝いしたいとの申出があった 

②RIC サマーイブニングカーニバル参加について 

昨年はコロナで中止、今年は規模を縮小して開催予定と聞いている。時間帯は昼間で、酒類の販売は行わない

とのことなので、まち協としては、出店参加を見合わせることとした 

③大阪湾岸道路西伸部事業協議会の開催について 

・8/26(木)RIC ふれあい会館にて開催予定。前回は 2 月に行われたが事業者側の問題で開催が遅れている 

・臨港北道路での工事は、進行中で車線規制など行われている。工事中の意見・要望があれば言ってきてほしい 

④その他 

・南島フェニックス事業団の工事で、3 年前の台風被害箇所の復旧工事が 4 月に工事完了したとの報告を受けた 

・今後、3 期処分場の環境アセスメント準備書への県･市の意見が 7 月中に提出され、その後まとめられる予定 

２.事務局連絡・報告 

 ①広報紙発行について 

   配布資料②の広報紙 News Letter Vol.60 を 7/1に印刷、全戸配布された 

 ②野鳥園のアカミミガメ防除活動報告について 

  ・配布資料③アカミミガメ防除活動報告に沿って説明 

  ・最近の報道によれば、今後アカミミガメはアメリカザリガニと一緒に特定外来生物に指定され、そうなると無

許可飼育や売買等が禁じられ、違反すると罰則が規定される予定だ （参考：環境省コメント） 

  ・野鳥園で 5 月にバンの雛 4 羽、6 月には 3 年ぶりにカルガモの雛 8 羽誕生した 

また、KFP 南側搬入路上部でツバメが巣を作っており AOIA 跡地ではコチドリ、コアジサシが子育てをしている 

３.諸団体の活動報告 

 ・まちかどネットからの報告 

2021 年度の活動計画が発表された。基本的は前年度踏襲、新規に RIC 仲間づくりプロジェクト始動 

まん延防止措置で閉場していた RIC BBQ 広場は 7/17以降利用再開予定 

４.神戸市連絡・報告 

 ・東灘区役所より  

   新規配属の島本氏の紹介があった 

兵庫県知事選挙の期日前投票が区役所にて実施中 

ワクチン接種は神戸市では 1 回目 35% 2 回目 20%実施済 高齢者では 1 回目 84% 2 回目 51%が実施 

＊次回運営会  7 月 13 日（火） 7 月 27 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会   8 月 7 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館会議室                     以上 

vamia
ノート注釈
vamia : Completed

テキストボックス
環境省コメント：これに対し環境省は８月３日、「特定外来生物に指定する方針を定めたという事実はありません。『アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、そうした弊害をできるだけ軽減させる形で、生態系等に係る被害の防止に資する規制の仕組みの構築や各種対策を進める必要がある』との『外来生物対策のあり方検討会』の提言を踏まえて検討を行います」とコメントしている。



六甲アイランドまちづくり協議会 

2021年度 第 4回（8月）委員会記録 

日 時：2021 年 8 月 7 日(土) 16：10～17：05      場 所： RIC ふれあい会館 会議室 

出席者： 26 名 

配布資料： ①2021 年第３回委員会  ②震災資料保管庫案内  ③RIC スケジュール 8,9 月分 

      ④区役所より/啓発うちわ・シール・マスクのセット 

１.委員長連絡・報告 

①島内の行政看板について…3 年前からマリンパーク・野鳥園など島内に設置されている行政看板の点検と刷新を

要望してきた。2 年ほど前、神戸市の各部局が独自に設置している様式をピクトグラム等を用いて統一する計画

があったが、コロナの影響もあり決定に至っていない。まち協として今年度中の看板刷新を強く要望する 

②東灘区へのインターンシップ活動協力について…7/28(水)に東灘区が受け入れた高校生 6 名に六アイの状況とま

ち協活動を説明し、野鳥園など島内を案内した。高校生には将来六アイに興味を持ってもらえるようＰＲした 

③まちの情報…東京五輪スケートボードの金メダリスト四十住さくら選手は、六アイのＧスケートパークで昨年秋

までの数年間練習していた。六アイにゆかりのある選手の活躍は大変嬉しい。また、Ｇスケートパーク社長の

安床氏は当委員会で講演してもらったこともある。ちなみに社長のご子息もローラースケートの世界チャンピ

オンで安床兄弟として有名な存在 

 ・今年はリバーモールのカモへの餌やり禁止看板をまだ設置していない。餌やりが目立ったり、水質が悪化すれ

ば設置を検討、まずは住民相互での協力をお願いする 

２.事務局連絡・報告 

 ①インフラ施設見学について…今年の見学会は、阪神高速湾岸線西伸部の工事も始まった事もあり、阪神高速震災

資料保管庫(配布資料②)の見学を計画している。現在コロナ禍で見学受付を中止しており、再開されれば運営す

る財団と交渉して、改めて詳細を報告・説明する 

 ②野鳥園の現状報告について…8/4 にカイツブリの雛一羽が誕生した。肉眼では確認しにくいが中ノ島の茂みの中

で卵があと３個ある。今年はバンに始まりカルガモ、カイツブリと例年になく誕生ラッシュである。暑い日が続

くが散歩がてらに是非野鳥園を訪れてほしい 

３.諸団体の活動報告 

 ①自治会…・11/21 文化フェスティバル開催を検討中、来年は自治会 30 周年に合せてで情報ハンドブック作成予定 

      ・コロナの影響で夏祭り、ラジオ体操は中止 

 ②まちかどネット…“まちあるき”を島の大木探しなどの趣向をこらして実施予定 machi-e の 7 月来訪者は 306

名、開設からの延べ来訪者数は 29,557 名。伝言板コーナーやゴミ出し受付も順調。8/13～15 はお盆のため休館 

 ③RIC ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ…・8/8～16 夏期休館 ・コロナ禍で外に出にくいがﾗｲﾌﾞﾗﾘｰを利用してほしい 

４.神戸市連絡・報告 

 ・神戸市…BBQ 広場は先月再開したものの、再びのまん延防止等重点措置発出で 8/31 まで閉鎖 

 ・東灘区役所…熱中症予防とフレイル予防について啓発うちわ・シール・マスクのセット配布 

・8/7 現在、神戸市のコロナ患者は入院 153 名(内重症 7 名)宿泊療養 151 名 自宅療養 218 名 入院調整中 446 名 

受付停止していたワクチン接種のうち 8/5 から 40～59 才の受付を開始（会場はノエビアスタジアム）ネット予

約が出来ない人は区役所にてお助け隊を 9～17 時迄設置 

・ワクチンパスポートは海外渡航用途以外には発行しない 

＊次回運営会  8 月 10 日（火） 8 月 24 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会   9 月 11 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール                    以上 



六甲アイランドまちづくり協議会 

2021 年度 第5回（9月）委員会記録 

日  時：2021 年 9 月 11 日(土) 16：10～17：35      場 所： RIC ふれあい会館 会議室 
出席者：25 名 

配布資料：①2021 年第 4 回(8 月)委員会議事録 ②新型コロナウイルス感染症への対応について ③ホームページのトップページ 

④アカミミガメ防除助成金決定通知書 ⑤活動スケジュール表 ⑥余剰ワクチンボランティア募集について  

⑦湾岸線事業協議会資料 ⑧Ｉウォークちらし ⑨きょうどうのわ通信 

１.委員長連絡・報告 

・新型コロナ対応について…緊急事態宣言発令中であるが、配布の神戸市都市局まち再生課資料②に則り、感染対策を十分

実施し今回委員会を開催。島内団体の対応はバラバラだがコロナ対応に苦慮している。まち協としては、ふれあい会館が開いて

いる時は開催する予定である。尚、神戸市関係者の出席は、緊急事態宣言発令中は見合わせる方針 

・ホームページ（ＨＰ）の記事について…・トップページの記事：＜街の情報＞「カモにエサをやらないでください」の背景などの説明と

協力依頼   ・随時気のついたことで HP に手を加えており、ぜひ見て欲しい 

・8/26 開催の阪神高速湾岸線西伸部事業協議会について 

① 事業者側は、毎月何度か工事現場周辺の清掃を行っており、ドライバーや通勤者のゴミが多いそうだ 

② 夜間ヘッドライト(ハイビーム)時の住環境への影響について…事業者側も影響あるだろうとの認識を持ち、８～９年後の  

開通前に「その時点の最新の知見の下で、実際に車両実験をして、住民側と協議しながら遮光板の設置などを適切に対応

する」と回答あり 

③ 素材について各種シミュレーションと結果の説明…防音（遮音）性能及び遮音壁への太陽光の反射については、共に   

非透光型/金属板の方が透光型/ポリカーボネート板より生活環境に影響が少ない。それらの事から、非透光型/金属板の

方が良いとの意見が多い。まち協として半透光型(下部:金属板、上部:ポリカーボネート板)で環境と景観が両立できないか

意見・議論したが難しい状況であり、今後の技術革新などで再検討できるかどうかだ。リバーモールの南北見通し線の確保も、

難しい状況である 

④ 現在の工事状況について、資料にもとづき説明 

⑤ これまで協議会は 12 回開催してきたが、今後は連絡会と名前を変えて継続していく 

2．事務局連絡・報告 

 ・野鳥園の現状報告について…今春野鳥園の池に大量の藻が発生した。先日、甲南大学の藻類研究の教授が打合せに来て、 

来春再発生したら調査予定。秋になり、六アイ野鳥園に渡り鳥が立ち寄っているので観察にいって欲しい 

 ・活動スケジュールの変更について 

   9 月の勉強会は延期、10 月の交流会と 11 月のｽﾎﾟｰﾂｴｷｽﾎﾟ協力と六アイ小野鳥観察会は中止となった 

３.諸団体の活動報告 

 ・自治会…11/21 文化フェスティバル、11/末にクリーン大作戦開催予定。自治会情報ハンドブックで野鳥等のエサやりについて掲載

予定。ＩＮＡＣ神戸が地域活動参加の為、9/19 清掃活動を予定。ふれあい会館が 11/15～11/19 に大規模改修予定 

 ・婦人会…｢Ｉウォーク」開催と「コミュニティスペース”ＲＩＣのわ”」開設について配布資料にて説明。婦人懇ではまちの活性化として

婦人会から公共のスケボーパーク建設などのアイデア提案 

 ・まちかどネット…情報交流センターは今回緊急事態宣言中でも開館している。入館の際従来の手指の消毒だけでなく連絡先記入 

   と検温が求められ入館が厳しくなった。先月末で延べ 29,744 人が来館され今年度中に３万人に達する予定。ポルシェ中古車 

   センター付近でセアカゴケ蜘蛛が発見された 

４.その他連絡 

  ①余剰ワクチンボランティアの募集について配布資料により説明  ②神戸市長選挙が 10/24 予定されていたが、衆議院解散 

  総選挙により日程変更の可能性有  ③「みなと HANABI～神戸を彩る５日間」が 10/25～29 実施予定(毎日 10 分程度) 

  ④1 月予定の六甲シティマラソン大会は延期決定  ⑤東灘スイーツめぐり、灘の酒蔵めぐりは開催予定 

 ・Q：リバーモールの足湯設置はどうなっているのか？  A：源泉を持つ事業者と最終の詰めを行っているそうで、年内に工事業者の 

募集や選定が行われれば、来春工事開始で、夏前に完成・利用開始になりそう 

＊次回運営会  9 月 14 日（火） 9 月 28 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  10 月 9 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール 

                    以上 



   六甲アイランドまちづくり協議会 

2021 年度 第6回（10月）委員会記録 

日  時：2021 年 10 月 9 日(土) 16：10～17：30      場 所： RIC ふれあい会館 会議室      
出席者： 27 名 

配布資料 ①2021 年第 5 回委員会議事録 ②HP アクセス数資料 ③施設見学会レジュメ ④RIC スケジュール  

⑤大阪湾フェニックス計画冊子 ⑥まちのね vol.7 ⑦かえるーぷチラシ 

⑧東灘区イベントパンフレット(灘の酒フォトコンテスト・リアル謎解きゲーム・東灘アートマンス・灘の酒蔵探訪)  

１.委員長連絡・報告 

・大阪湾フェニックス計画（正式名：大阪湾圏域広域処理場整備事業）について 

   配布資料⑤に沿って説明。六甲アイランド南島の現 2 期埋立事業は 10～15 年先に満杯になる。その後 3 期(西側)の埋立

が開始される予定で、今年度中に環境影響評価書が策定される予定。 北側(六アイ側)については国交省管轄で現在付近

のしゅんせつ土砂の捨て場となっている。六アイ南島の土地供用は３０年以上先の完成予定。今後も注視する必要あり。 

当会では、過去３回南島見学を実施。来年度以降も時期を見て開催予定、その節は参加をよろしく 

  Q.南島への取付け予定道路は、パンフ記載箇所と変わってないのか確認を乞う  A.確認しておく 

・RIC スケジュールについて 

発行後に変更あり、神戸市長選が 10/24→10/31、10/25～29 のみなと HANABI は日程未定で延期 

・まちの情報について 

ファッションプラザ 3 階南側にｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ“RIC のわ”が 10/1 開設された。北隣の障害者施設は当初 11 月オープン予定が

来年にずれ込む予定。10/1 からは 65 歳以上対象の I ウォークがスタート、参加者には概ね好評の模様 

２.事務局連絡・報告 

  ・神戸市発行の”まちのね”の冊子にまちづくり協議会の HP アドレスが掲載予定 

  ・施設見学会について配布資料により説明。少人数・複数日程で実施予定、開催日決まればメール等々で見学申込の案内 

  ・大阪湾岸道路西伸部工事状況について 

工事のため通行止だった西側横断歩道は 10/1～通行可能になった。東側横断歩道は 10/16 以降に通行止となる 

  ・野鳥園について 

野鳥園とその周辺に８月頃から珍鳥(タカサゴモズ・カラムクドリ)が飛来、多くのカメラマンが訪れ観察窓を占領してのカメラ据付 

や護岸などの危険箇所へ入るような行為が見られた。遠くは四国からの人もあり六アイ野鳥園も有名になった 

現在、珍鳥も飛び去ったのか静けさを取り戻している。昨日冬鳥のマガモがこの秋はじめて観測された 

３.諸団体の活動報告 

 ・自治会からは、11/21 文化フェスティバル、11/28 クリーン大作戦、12/5 街路灯点検は実施予定、文化フェスティバルは参加 

申込が多数のため予定より 30 分繰上げての開始予定 

   INAC の試合が 10/10 にノエビアスタジアムで開催される。六アイ住民１０万人無料招待を企画、ＨＰでチケット予約して是非 

応援に行ってほしい 

   六甲アイランドだより第 93 号にまち協が見守りを続けているハマボウについてのコラム掲載予定 

 ・まちかどネットから 

    まちかどネット通信が９月末に全戸配布。情報交流センターmachi-e は入館チェックを強化していたが、緊急事態宣言解除も

あって来館者数は増えつつあり、通常に戻りつつある。10/1 再開した BBQ 広場の申込みも通常に戻った 

４.神戸市連絡 

 ・東灘区のイベントを配布資料で説明。灘の酒蔵探訪と灘の酒フォトコンテスト・東灘アートマンス・東灘スィーツめぐりを今年も開催。 

リアル謎解きゲーム「うさぎ旅行社と秘密のツアー」は若者に人気がある 

 ・神戸市長選挙日の変更について 

    10/24 予定だった市長選が、衆議院選挙に合せて 10/31 に変更されて同日選挙となった。期日前投票は市長選 10/18 

    と衆議院選 10/20～で、朝 8:30～20:00 まで区役所 4 階で受付(共に３０日迄)。通知ハガキを忘れても本人確認が 

出来れば投票可能。また以前から要望のあった六アイの期日前投票所が神戸ファッション美術館４階セミナー室に開設される。 

期間は 10/28～30 の 3 日間で 13 時～17 時迄 

 

＊次回運営会  10 月 12 日（火） 10 月 26 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  11 月 13 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール                      以上 



   六甲アイランドまちづくり協議会 

   2021 年度 第7回（11月）委員会記録 

日  時：2021 年 11 月 13 日(土) 16：10～17：10      場 所： RIC ふれあい会館ホール     

出席者： 出席者 26 名 

配布資料 ①2021 年第 6 回委員会議事録  ②大阪湾フェニックスセンターに関する新聞記事(写)  ③施設見学会報告  

       ④2021 年度阪神高速グループの主な取組(抜粋)   ⑤六甲シティマラソン大会ランナー応援イベントちらし 

１.委員長連絡・報告 

①大阪湾フェニックスセンターに関する報道ついて…配付資料②で説明 

   10/29 フェニックスセンターより連絡があり、滋賀県守山市環境センターからの搬出物で基準値を超える濃度の      

ダイオキシン類の検出があり、10/26 受け入れを停止。内水・放流前の処理水、周辺海域海水、大気を採取し、周辺

環境などへの影響がないか現在分析検査中。結果が出るまで約１カ月かかる。現在も守山市からの搬入は停止中。 

過去にも同県高島市でもダイオキシン類持込の経緯あり。今後もフェニックスセンターの運営について注視していく 

②阪神高速について…配布資料④で説明 

2021 年度阪神高速グループの主な取組より、六甲アイランドに関連するものを抜粋し説明 

③まちの情報について 

・11/20(土)午前中に神戸市立高校(5 校)の駅伝競争大会を実施予定。シティヒル南側部分がコースとなる 

・来年 1/30(日)予定の六甲シティマラソンが再延期となり、代替イベントとして「ランナー応援イベント」が同日午前中に、

芝生広場およびシティヒルを会場として開催される予定 

２.事務局連絡・報告 

  ①野鳥園について 

     ・毎年春秋に草刈りを実施しており、今秋は 10/26 に実施。その際排水枡の嵩上げ工事の時に設置した木製止まり板

が腐食により水没していた為、今回併せて撤去した 

・野鳥の状況：昨日冬鳥のマガモのオスが 2 羽確認されたが、今朝は 1 羽になっていた。マガモのオスはいろどりが綺麗で

散歩の際に野鳥園に足を運んで見つけてほしい 

  ②施設見学会について…配布資料③で説明 

    11/10は午前/午後とも各4名参加、次回11/24(水)にも実施予定。 施設側より5名の制限があるが現在、24(水) 

午前/午後共 1 名の空きあり、参加希望者は委員会終了後に申出てほしい。見学会の報告は来月の委員会にて 

３.諸団体の活動報告 

  ①まちかどネットから 

     ・machi-e の展示物に街角広場の彫刻写真を展示中、先月から実施した I ウォークは好評で現在約 280 名が登録

されている。ファッション美術館 4F でのギャラリー展も 2 月と 3 月の展示が決まっている 

・情報として、2023 年(令和 5 年)に日展の神戸展が六アイにて開催予定   

４.神戸市連絡報告 

 ①都市局から…先日、自治懇でも報告を行った高潮対策はフェリー乗り場付近を除く東側岸壁の嵩上げ工事は今年度中

完成予定。六甲大橋袂の防潮壁設置工事や湾岸線袂の防潮対策検討も引続き実施していく予定 

②区役所から 

      ・KFP 集団接種会場でのワクチン接種状況は 10 人/日と減ってきた。同会場は年末を待たずに閉鎖の予定 

3 回目のワクチン接種日程は未定。神戸市のワクチン接種率は 10 日現在 1 回目 75.6% 2 回目 73.4% 

（12 歳以上では 1 回目 82.3% 2 回目 80.5%）。陽性率も減少傾向にある 

      ・イベント広場の南側空き地(旧ウッディプディ跡)について、神戸市が期間を定めて貸農園を計画 

      ・ファッション美術館での期日前投票は 3 日間で 2071 名が投票し予想を大きく上回った。来年の参院選もやる方向 

※出席者から：3 回目のワクチンも六アイでの集団接種会場設置と、期日前投票は期間の増日の要望があった 

          Ｑ 足湯計画の進捗は？ Ａ これから事業者募集の段階で完成は早くとも来年 5～6 月頃の見込み 

＊次回運営会  11 月 16 日（火） 11 月 30 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  12 月 11 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール  

   来年年明けの委員会は 1 月 8 日（土） 16：10～                                  以 上                  



   六甲アイランドまちづくり協議会 

   2021 年度 第8回（12月）委員会記録 

日  時：2021 年 12 月 11 日(土) 16：10～17：10      場 所： RIC ふれあい会館 会議室 

出席者： ２７名 

配布資料 ①2021 年第 7 回委員会議事録  ②2021 年施設見学会報告  ③震災資料保管庫パンフレット  

       ④RIC スケジュール   ⑤ツヤハダゴマダラカミキリ被害資料 

１.委員長連絡・報告 

①大阪湾フェニックスセンターに関する報道のその後の経過について…先月報告した滋賀県守山市環境センターからの搬出

物より基準値を超えるダイオキシンが検出された問題で現在も同市からの受け入れは停止中。周辺環境への影響は放

流水や周辺海域の海水等を採取して分析中、放流水については基準値の 1/20000、その他の結果とまとめて来年に

は報告予定 

②まちの情報について…・配付資料④の RIC スケジュールにて説明。 当会のホームページにもリンク先のバナーが貼付けら

れている神戸港防災ポータルサイトを紹介。高潮、津波等の防災情報を得ることができるので活用して欲しい 

２.事務局連絡・報告 

  ①2021 年施設見学会報告…阪神高速道路の震災資料保管庫を 11/10・24 日の午前/午後各 4 回で 16 名が参加

した。当施設は被災した構造物を体系的に抽出し、地震の凄まじいエネルギーや被災の状況を後世に伝える施設として

運営されている。興味のある方は見学できるので、配付資料③のパンフレットにある URL から問い合わせください 

②今後のスケジュールとして…毎年この時期に実施している自然観察会を今年度は２月に実施、趣向を変えて梅の咲くころ

(2/27、予備日は 3/6)で計画。正式案内は 1 月委員会にて。 3 月にはニュースレター発行予定 

③野鳥園について…現況は 12 月に入りマガモが増えて二桁の数となった。美しい青色の頭が特徴の雄を見るなら午前中が

お奨める(午後は逆光となるため) また、新しい委員も増えてきたので野鳥園の復旧・改善にまち協がどう関わってきたのか

経緯を改めて説明した 

３.諸団体の活動報告 

  ①自治会…11/21 文化フェスティバルはゲスト 2 組を迎え、盛況に終えることができた、11/28 クリーン大作戦、 

12/4 フォトコンテスト表彰式(応募総数 116 点)、12/5 街路灯点検 

  ②まちかどネット…きょうどうのわでは仲間づくり、子育て世代の交流などの活動を実施。 情報交流センターが I ウォークの 

スタンプポイントになっているほか、フォトコンテストの全応募作品を 2 回に分けて展示 

  ③婦人会…赤い羽根募金と歳末助け合い募金への協力御礼 

  ④RIC コミュニティライブラリー…貸出し登録者数約 2500 人、年間延べ約 20000 人以上が利用している 

    年末年始は 12 月 26 日～年明け 1 月 5 日まで休館 

４.神戸市連絡・報告 

 ①都市局…イベント広場横ウッディプッディ跡地の一部を貸農園として貸し出す。企画調整局所管で年明けから資材搬入 

や整備作業が始まる。来年 3 月頃の供用開始を予定している 

足湯についてはシェラトンホテル西側にある半球状の噴水北側に設置予定。同ホテルの泉源を使用するためのホテル側の 

工事が先に実施される。本体工事の着手は許可申請などもあり来年度に入ってからとなるため、供用開始は来年秋頃 

②区役所…外来種であるツヤハダゴマダラカミキリの被害が島内の港湾緑地、公園、街路樹等で確認。食害を受けた木につ

いては伐採予定。当該樹木には目印として黄色テープを巻いている。 各街区内の植栽は調査対象外のため、食害を確

認した場合は写真を神戸市環境局環境都市課生物多様性担当まで 

    ・六甲アイランドを発着とする「第 1 回神戸 明石ウルトラウォーキング」(2022 年 2/11～2/12)の紹介があった 

５.その他 

   東灘区役所まちづくり課井高係長が 12/1 付で東灘保健センターへ異動のため挨拶があった。後任者はなし 

 

＊次回運営会  12 月 14 日（火） 12 月 28 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  2022 年 1 月 8 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール  

                                                                     以 上 



   六甲アイランドまちづくり協議会 

   2021 年度 第9回（1月）委員会記録   

日  時：2022 年 1 月 8 日(土) 16：10～17：30      場 所： RIC ふれあい会館 会議室 

出席者：27 名 

配布資料 ①2021 年第 8 回委員会議事録  ②貸し農園説明会資料 ③六アイ自然観察会案内文(案)  

       ④３回目ワクチン接種プレス発表資料   ⑤六甲アイランド基金だより vol25 

１.委員長連絡・報告 

・大阪湾フェニックスセンターの経過について 

   12/28 に滋賀県守山市環境センターからの搬出物より基準値を超える濃度のダイオキシン検出の結果報告があり、放

流前の処理水、周辺海域での海水、大気の濃度測定の結果はいづれも従来と変わらず基準値を下回っていることを確

認した。今後の守山市の対応についてはまだ報告を受け取っておらず、次回報告する 

   今回新たに奈良県の山添村の廃棄物受け入れが決定した 

・湾岸線西伸部事業協議会の日程について 

コロナで延び延びになっていたが、2/15(火)13：30～ふれあい会館にて開催予定 

＜意見＞工事個所の交差点での車線ラインがわかりにくく事故に繋がりかねないので、明示してほしいとの要望があった 

・まちの情報について 

①リバーモール足湯工事は春ごろ着工、夏に完成、秋頃より利用予定 ②KFP サン広場改修工事は3～４月頃にかけ

床面タイル、遊具、植栽の整備が予定されている ③貸し農園事業（配布資料②）は 1～2 月に土地造成し 3 月

OPEN 全 32 区画で 5 年間の借地契約 ④ファッション美術館が、来年から数年間 2～3 月に日展の会場となる予定 

２.事務局連絡・報告 

  ・六アイ自然観察会について（配付資料③） 

     コロナの関係で今回の案内は(案)であり、文面も変わるおそれあり、次回の委員会にて正式案内決定を行い各街区に 

も貼りだしをおこなう。今回は10 回目で例年と違うコースを廻る予定。アイランド北口駅より東廻りで梅林(時期的には少

し遅いが)からマリンバ－クそして野鳥園で観察を行い解散する。まん延防止措置で開催検討、緊急事態宣言発令では

中止となる。いづれも 2 月委員会迄に可否決定し改めて案内する 

  ・野鳥園について 

     現在マガモが 10 羽前後、コガモ、カルガモ、オオバンが姿を見せている。珍しい鳥のタカサゴモズも偶に飛来してる 

  ・六甲アイランド基金だより（配付資料⑤）の内容に沿って説明 

３.諸団体の活動報告 

  ・RIC 自治会から 

     街路灯の点検を先月実施した。球切れが箇所があったが何れも LED 化なっていない街灯であった。また、12/28～30 

     に年末自衛警戒を実施し延べ約 150 人が参加した 

  ・まちかどネットから 

      あいウォークの実施状況報告でアンケート結果では外出の機会や人との交流ができた等非常に好評であった。情報交

流センターのガラス面掲示のルールが決まった。展示では先週から週替わりで写真展を行っている  

４.神戸市連絡報告 

・区役所から 

      まちづくり課で 12 月に異動になった井高係長の後任である、島本氏上司の林係長の紹介があった 

      3 回目のワクチン接種プレス発表の資料（配付資料④）にもとづいて島本氏より説明があった 

５.その他 

   ＜意見＞参加者よりリバーモールのテープライトが切れているとの指摘あり→A:担当部局に伝える 

   Q:リバーモールの照明が紅白になっているが、照明スケジュールを教えてほしい  

      A:自治会＆神戸市 HP に、ライトアップの年間スケジュールが掲載されている 

＊次回運営会  1 月 11 日（火） 1 月 25 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  2 月 12 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール                    以上                                                                               



   六甲アイランドまちづくり協議会 

2021 年度 第11回（3月）委員会記録 

日  時：2022 年 3 月 12 日(土) 16：10～17：25      場 所： RIC ふれあい会館 会議室 

出席者： 26 名 

配布資料 ①2021 年第 10 回委員会記録  ②神戸市 2/25 発表資料  ③第 10 回六アイ自然観察会報告書 

       ④六アイの環境と野鳥の関係について  ⑤いいことぜんぶひがしなだ冊子 ⑥KFP ペーパークラフト ⑦まちのね冊子 

       ⑧六甲アイランド農園オープンチラシ 

１.委員長連絡・報告 

・令和 4 年度まちづくり助成金申請について 

   この 2 年間コロナ関係で思うような活動が出来なかった。来年度は通常通りの活動が出来ることを願って、助成金対象活

動費用 30 万円、助成金申請 15 万円で提出する 

・市発表の工事ついて資料…②神戸市発表資料により説明/KFP サン広場などのリニューアル、足湯施設について 

・令和４年度予算の六アイ関連について 

   都市局 : デジタルサイネージ(タッチパネル式案内板)設置   AOIA 跡地の基盤整備(雨水排水管等)  

   経済観光局 : 神戸ファッションマートエントランスの改修(1F 入口横スペースなど) 

   文化スポーツ局 : 令和 5 年 2 月に日展の神戸展開催予定、同時に（仮称）六甲アイランドアートフェアの開催 

   港湾局 : 高潮対策で東側埠頭の嵩上げ工事未済分と北側埠頭の嵩上げ工事の設計着手 

   環境局 : ツヤハダゴマダラカミキリの撲滅(神戸市では六アイが最初) 夏ごろに駆除イベントなど計画 

・湾岸線事業協議会の報告…2/15 に開催。ヘッドライトの眩光問題は街の総意として自治会より要望提出。次回は事業

連絡会として夏ごろに開催予定 

・六アイ貸農園について…3/6 プレオープンで 32 区画中 28 区画が決定し、殆んどが六アイ住民。オープンは明日

13(日)AM10 時～、野菜即売会も予定 

・まちの情報…「RIC ウエルカムフェスティバル」が 3 年振りに 5/14～15 開催される。5/14 からは「バラまつり」も実施予定 

  ・神戸動植物環境専門学校学生のレポート「六アイの環境と野鳥の関係について」は、資料④にもとづき説明 

２.事務局連絡・報告 

・広報 Vol.６１はアカミミガメ防除、阪神高速震災資料保管庫見学、六アイ自然観察会の記事を 3 月下旬に発行予定 

・第 10 回六アイ自然観察会報告については資料③により説明 

・2021 年度決算見込みと 2022 年度予算について別紙資料にて説明 

３.諸団体の活動報告 

  ・自治会から 

     リバーモールの照明が 3/11～ブルーと電球色でウクライナ支援仕様となった 

     3/13 地域防災訓練(今回初めて仮設給水訓練予定)  3/27 シティヒルウォーク予定  5/14～バラまつり予定 

  ・まちかどネットから 

     4/16 に machi e にてマイナンバーカード受付イベント予定 まだ作成されてない方は是非作成してほしい 

     4/2～BBQ 広場がオープンされ、情報交流センターmachi e にて現在受付中 

  ・RIC コミュニティライブラリーから 

     春の休館日：4/1～5 

４.神戸市連絡報告 

・東灘区役所から 

資料⑤いいことぜんぶひがしなだ冊子 ⑥KFP ペーパークラフト ⑦まちのね冊子 の内容について説明 

５.その他 

   Q.2022 年度予算案で西暦の下に、カッコ書きで和歴を表示するよう意見があった  A.その様に対応する 

＊次回運営会  3 月 15 日（火） 3 月 29 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

＊次回委員会  4 月 9 日（土） 16：10～17：30  於:RIC ふれあい会館ホール              以上                                                                               


