
  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24年度 第 1回(4月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24年 4月 14日（土） 16:00 ～18:00 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：21名 

出席者 ： 岡本(W4) 長谷川(W5 ) 丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 ) 山本(W4 )  

重友(W5 ) 高橋(W4 ) 藤原(W4 ) 西森(E3) 大島(E3) 石田(E6) 福本(E8) 

池田(W7 ) 竹中(W7 ) 岩城(区役所) 宮原(区役所)  山本(みなと総局)  

田谷(みなと総局) 小西(みなと総局) 谷口(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： 委員会 議事次第 

 

議題１．委員長からの報告  

   ・新任担当の岩城係長（東灘区役所）、山本課長（みなと総局）紹介 

   ・東灘区まちづくり連絡会に参加して青木地区の事例発表を聴講した 

   ・商業地域にあった電柱２か所の地中化工事が終了した 

   ・私立「高羽六甲アイランド小学校」竣工式に参加した 

   ・ＲＩＣ・コミュニティ・ライブラリー評議委員として岡本委員長と高橋事務局委員

の 2名が参加する 

   ・「街路につけた愛称」がＪ:ＣＯＭで２週にわたり放映の編集版を視聴 

・イースト大通り沿いのカネディアンアカデミイ南の空地が、スポーツグランドと 

して整備中 

 

議題２．地区計画の見直しについて（調査・研究グループ）  

   今後とも地区計画指定を進めて行きたい未指定箇所が 25カ所あるが学校関係は 

   今までの街角広場の基準では難しいので行政と相談しながら相応しい形を考えたい。 

   今期の活動として街角ウオッチングを実施する予定である 

   ウオッチングの範囲は周辺工場街も含めて取り組みたい。 

 

議題３．六甲アイランド基金について（渉外・広報グループ）  

   Ｈ24年度助成金について今年も 3年連続 10万円が決定となった。街路の名称の 

広報費に充てる。 

 

議題４．街路に愛称をつける活動について（渉外・広報グループ）  

   名称が定着することがこれからの課題。パンフレット 1万部を作成し全戸配布、 

商業者、学校、行政諸機関にも配布した。街路表示案内板の更新時には記載を依頼。 

 

議題５．その他  

   まちのにぎわい創出実行委員会活動は、サイクルタウン構想の 2年目継続に、助成金

申請中 

以 上 

※ 次回運営会 ：4月 17(火) 5月 1日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 5月委員会 ：5月 12日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24年度 第 2回(5月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24年 5月 12日（土） 16:00 ～18:00 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：27名 

出席者 ： 岡本(W4)  長谷川(W5 ) 丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 )  山本(W4 )  

重友(W5 ) 高橋(W4 ) 若田(W4 ) 藤原(W4 ) 西森(E3) 大島(E3) 福本(E8) 

堅田(E11) 平藤(W4) 平林(W5 ) 堀(W6) 池田(W7) 勝部(W20) 

義本(W20 ) 北岡(自治会) 山本(コンサルタント) 岩城(区役所) 中山(区役所) 

山本(みなと総局) 高畑(みなと総局) 小西(みなと総局)  ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： ニュースレターVol.23(案) 平成 24年度総会資料 第１回委員会会議録 

 

議題１．News Letter 23号発行の件  

   誌面内容は 第 6回総会開催のお知らせと、平成 23年度活動報告とし内容を運営会

で再検討し発行する 

 

議題２．平成 24年度総会議案について  

   平成 23年度活動報告、平成 23年度会計報告、規約一部改定、役員改選、 

   平成 24年度活動計画、平成 24年度収支予算 について内容を検討 

 

議題３．「街路の愛称」の定着に向けての広報について（渉外・広報グループ）  

   定着に向けて以下の方策が考えられる。行政に対しての働き掛け、メディアに情報を 

流す、住民に印刷物の配布、六甲アイランドマップを作る、街角広場にプレート設置、 

   行政管轄看板に記載の働き掛け等 

   予算が限られる中 知恵を絞って実行していきたい 

 

議題４．その他  

   ○まちのにぎわい創出実行委員会参加報告 

   ・5月 16日サイクルタウン構想 2年目の助成金申請を提出する 

・マリンパーク駅西側にある建物を、スポーツ愛好家他一般人が集まり、休息・飲食

が出来る施設として検討中 

・自転車競技会を 7/29 に開催で検討中 

・4月 19日ＲＩＣコミュニティライブラリー評議会に出席 

以上 

 

※ 次回運営会 ：5月 15(火) 5月 29日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 平成 24年度総会開催 ：6月 9日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24年度 第 3回(7月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24年 7月 14日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：27名 

出席者 ： 岡本(W4)  丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 )  長谷川(W5 ) 山本(W4 )  

重友(W5 ) 藤原(W4 ) 菅(W4 ) 大島(E3) 西森(E3) 石田(E6) 福本(E8) 安信川(E10) 

芳野(W4) 平林(W5 ) 堀(W6) 竹中(W7) 勝部(W20) 前野(自治会) 福本(婦人会) 

山本(アドバイザー)岩城(区役所) 中山(区役所) 山本(みなと総局) 田谷(みなと総局) 

谷口(みなと総局)｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： ニュースレターVol.24 平成 24年度活動計画案  

六甲アイランド都市機能ゾーン将来人口の予測 第 6回定期総会議事録 

議題１．委員長報告  

   ○ニュースレター24号を 7月 5日に発行 全戸配布した 

○「街路の愛称名」の定着活動として行政含め島内外の 50余団体に使用協力を 

求めた。これからも活動続ける。 

○神戸市に愛称認定手続き中、案内サインは改定時に記載して貰う。 

   ○今年度活動計画の一環として７月２３日島内のナリスコスメティックフロンティ

アの工場見学を実施する。 

議題２．平成 24年度活動計画案について  

   丸尾副委員長より資料に基づいて説明あり 

   ○今年追加したい街角広場はマンション街区 4か所、学校園 10カ所、その他の箇所。 

学校園 10カ所については街角広場の指定のお願いをすると共に街角の景観整備も 

依頼していきたい。 

○街並みウオチィングをシティヒル外側も含めて実施する。 

議題３．六甲アイランドの将来像について  

   山本アドバイザーが六甲アイランドの将来人口を 20年先まで予測し、資料に基づ 

   き説明した。説明の後、委員から将来像を考える意見が多く出たので次回以降協議 

することにした。 

議題４．8月のサマーイブニングカーニバル参加について  

   今年度も昨年同様の内容で出店参加する  

議題５．その他 

○委員長から 

・ 地域振興会の総会（６/21）に出席しました。 

・ ＲＩＣコミュニティライブラリー評議会（６/21）出席しました。    

・ 助成金 30万円を 6月に受けました。 

   ・ W7 の第二期マンションは街角広場を考慮した設計になっており 10 月頃の着工



との情報です。 

・ 7/28 なでしこジャパン応援の「パブリックビューイン in 神戸」に参加しましょ

う。 

・ 野鳥公園の調査・研究をしたい。 

  ○その他 

   ・7/29「自転車競技会」の質問があり、長谷川委員から説明した。 

以 上 

※ 次回運営会 ：7月 24(火) 7月 31日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：8月 11日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24年度 第 4回(8月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24年 8月 11日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：23名 

出席者 ：丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 ) 山本(W4 ) 重友(W5 ) 高橋(W4 )若田(W4 )  

藤原(W4 ) 菅(W4 ) 西森(E3) 福本(E8) 安田(W4) 平林(W5 ) 藤田(W5 ) 

岸本(W5 ) 堀(W6) 池田(W7 ) 福本(婦人会) 柴谷(カモメクラブ) 

山本(アドバイザー) 岩城(区役所) 山本(みなと総局) 高畑(みなと総局) 

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：街路愛称名の広報活動状況表、六甲アイランド野鳥公園に関する資料、 

     野鳥公園の再生について、土地利用パターン別 2030年の人口予測、 

     まちの将来像を検討するための現状資料、第 3回委員会会議録、 

議題１．委員長報告 岡本委員長に代わり高橋委員が報告をした。 

   ○街路愛称名の広報活動を行政、公共機関、民間に出向いて実施した。添付資料有り 

    7月 30日神戸市長宛「願書」を神戸市建設局道路部管理課に提出した。 

   ○島内企業ナリスコスメティック見学会を7月23日に実施し15名の参加があった。 

   ○野鳥公園プロジェクトチームを立上げました。 

議題２．今後の活動について  

   ○9月19日カネテツフーズ㈱工場見学とアイランドシティウオッチングを実施する。 

○10月13日こうべまちづくり学校専修講座に合わせた島内ウオッチングを実施する。 

○野鳥公園の再生をするプロジェクトを進める。 

 丸尾副委員長が再生の趣旨、検討事項、作業の進め方について提案。添付資料有り。 

 藤田委員が「野鳥公園に来ている鳥を住人が見られるようにしたい」と云う趣旨か 

 ら以下の点について発表した。 

現地で見た野鳥の種類、野鳥公園の現状の問題点、現状を改善する提案、学術的 

検討の必要性、中長期的な課題について。    添付資料有り。 

神戸港管理事務所へ相談に出向いて相談したところ現地同行調査の了承を得た。 

議題３．六甲アイランドの将来像について（その２）  

   山本アドバイザーより将来人口について再度説明を受けその資料に基づき、  

   委員は 4班に分かれ将来像について自由意見を交わし模造紙上に整理した。 

議題４．8月のサマーイブニングカーニバル参加について  

   パネル展示は、街の愛称などの広報、街の財産として六甲アイランド高校の研究 

成果を協同展示する予定。 

   今年度も物品販売は昨年同様の内容で出店参加する。  

以 上 

※ 次回運営会 ：8月 14(火) 21日(火) 28日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：9月 8日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24年度 第 5回(9月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24年 9月 8日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：31名 

出席者 ：岡本(W4)  丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 )  山本(W4 ) 重友(W5 )  

高橋(W4 ) 若田(W4 ) 藤原(W4 ) 菅(W4 ) 中川(W5 ) 西森(E3) 大島(E3) 

     坂井(E7) 長尾 (W4) 長谷川(W5 ) 平林(W5 ) 藤田(W5 ) 岸本(W5 )  

堀(W6) 池田(W7 ) 竹中(W7 ) 義本(W20 ) 北岡(自治会)   

山本(アドバイザー) 岩城(区役所) 中山(区役所) 山本(みなと総局)  

田谷(みなと総局) 谷口(みなと総局) 水野（武庫川女子大）｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：夏祭り出店収支明細、まちの将来像に関するワークショップ、 

ニュータウンの現状と課題、第 4回委員会会議録、 

 

議題１．夏祭り出店協力御礼(岡本委員長・藤原会計)と報告  

   ○街路愛称名の定着に向けて８月２５日の夏まつりの中で広報活動をした。 

   ○六甲アイランド高校の「六アイタンポポ」と「ホシベニカミキリ」の研究は街の財 

産と考え夏祭りのなかで発表ポスターの展示をした。 

○夏祭りの出店収支について報告があった。 

議題２．今後の活動について  

○9月 19日のカネテツデリカフーズ㈱工場見学をアイランドシティウオッチングの 

    一貫として実施する。 

○野鳥公園の再生をするプロジェクトについて神戸港管理事務所と 9月 20日に 

現地立ち入り調査と意見交換を行う。 

○山本アドバイザーから、10月 13日、19日こうべまちづくり学校専修講座に合わ 

せた島内ウオッチングについて実施内容が説明された。 

議題３．六甲アイランドの将来像について（その３）  

   武庫川女子大学 水野優子先生から「ニュータウンの現状と課題」について講義あり 

質疑応答があった。内容：①ニュータウンの誕生と展開 ②ニュータウンの現状  

③高経年ニュータウン大和団地の事例調査 

議題４．その他 

   ・「街路の愛称」を街中の案内地図、道路標識に順次記載する予定であると、みなと 

総局より説明があった。 

   ・ニュータウン人・縁卓会議が 10月 27日に西神ニュータウンで開催されます。 

以 上 

※ 次回運営会 ：9月 11(火) 9月 25日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：10月 13日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24 年度 第 6 回(10 月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24 年 10 月 13 日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RIC ふれあい会館    出席者数：２４名 

出席者 ：岡本(W4)  丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 )  山本(W4 ) 高橋(W4 ) 

 若田(W4 ) 藤原(W4 ) 菅(W4 ) 大島(E3) 福本(E8) 平林(W5 ) 

 藤田(W5 )  竹中(W7 ) 義本(W20 ) 勝部(W20) 北岡(自治会) 

 福本(婦人会)  

山本(アドバイザー) 岩城(区役所) 中山(区役所) 田谷(みなと総局) 

小西(みなと総局) 高畑(みなと総局)｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：野鳥公園現地見学会と意見交換会報告、 

まちの将来像に関するワークショップまとめ、道路愛称の承認について 

の回答書、第５回委員会会議録 

 

議題１．委員長報告  

   ○神戸市から道路愛称名を次の２件について承認を受けた。 

１．小磯美術館通り ２．向洋中央通り 

・神戸市全体では上記を含めて９７件、東灘区では９件になった。 

・六甲アイランド内の案内標識も更新する。 

・そこには英語表記も行うのでその案を運営会で決める。 

・上記の愛称名承認については、ケーブルビジョンの六甲アイランド 

アワーで 18日（木）から一週間放映される。                     

○９月１９日(水)カネツデリカフーズ㈱の工場見学を実施 １０名参加 

○９月２０日野鳥公園の立ち入り調査を実施 ２０名参加 

○神戸市パートナーシップ協定については まち協として協力していく。 

○１１月１８日の地域振興会実施のスポーツエキスポに参加し、街路愛称の

広報などのイベントを検討している。 

○ニュースレターの発行については、広報ｸﾞﾙｰﾌﾟを中心に進めている。 

 

議題２．今後の活動について  

○藤田委員から、９月２０日１０時～１２時に実施された野鳥公園現地見学

会と意見交換会の報告があった。 

 ・参加者はまち協１０名 自治会３名 みなと総局４名 区役所１名 

  山本アドバイザー、高田名誉教授の計２０名 

 ・現地見学は１０時から３０分ほど実施し、観察施設を見分した後で入っ

た。 



・意見交換会（W５ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ） 

 神戸港管理事務所の長尾係長から野鳥公園の説明のあと質疑あり。 

 高田名誉教授から５点の見解が示された。 

 内容は報告書に記載 

 

議題３．六甲アイランドの将来像について（その４）  

○ワークショップを予定していたが時間がなくなったので、前回のワークシ

ョップ 

の内容から山本ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに集約して頂き、12 月の委員会で提案をお願いし

た。 

  

議題４．その他 

○山本アドバイザーから、本日１３時３０分より行われた「まちづくり学校」

の島内ウオッチングの実施内容と今後の計画についての説明があった。 

 

   ○「街路の愛称」について、街中の案内地図・道路標識への記載案が、みな

と総局より説明があった。 

   ・その案に対して委員から質問・提案があり、次回の委員会で再度検討する。    

   ○E3 委員より、街路灯補修時の対応についてガイドラインを決めることの提 

案があった。 

理由は、「同一品を探したが生産中止になっている。周辺調査では、 

色々な様式・製品になっており、各街区の対応に任せていると景観が乱れ 

るのではないかと懸念する。」ことである。 

    議論を集約し、「製品変遷や時代の流れで、旧来と同一物には出来なくなっ 

ている。 

街路灯のみならずその外の点でも景観形成計画でガイドラインが決められ 

ており、それを出来る限り遵守してもらうよう各街区に働きかけたいので、 

街区委員は注意して欲しい。」と回答があった。 

   

   ○自治会より 

    １０月２０日（土）に、六甲アイランドマリンパーク特設会場でＫ－ＰＯ 

ＰS   イブコンサートが開催され２万人の来場者が予想されている。 

        

以 上 

 

※ 次回運営会 ：10 月 16(火) 10 月 30 日(火)  18：30～20：30 於 W5 集会室 

※ 次回委員会 ：11 月 10 日(土)  16 時～18 時 於 RIC ふれあい会館 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24 年度 第 7 回(11 月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 24 年 11 月 10 日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RIC ふれあい会館    出席者数：23 名 

出席者 ：岡本(W4) 丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 ) 山本(W4 ) 重友(W5 ) 高橋(W4 ) 

 菅(W4 ) 中川(W5 ) 福本(E8) 大島(E3) 平林(W5 ) 藤田(W5 ) 岸本(W5 ) 

 竹中(W7 ) 義本(W20 ) 北岡(自治会) 松本(自治会) 福本(婦人会)  

岩城(区役所) 中山(区役所) 田谷(みなと総局) 高畑(みなと総局) 

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：野鳥公園整備に向けて市と懇談報告 野鳥公園の課題 

     街路ウｵーク＆クイズ・ラリー実施要領案  広報紙 Vol.25 

     六甲アイランド内の案内表示板の改定版 街路愛称ローマ字表示 

 

議題１．岡本委員長より報告  

   ○街路愛称の標識の件で東部建設事務所を訪問し２街路について標識設置を依頼 

した。設置は来年度になる見込み。ローマ字表示も決定した。 

○ニュースレターVol25 号を 11/5 に発行する。 

内容は①２路線が「神戸市道路愛称名」として承認された  

②11/18 に「街路ウｵーク＆クイズラリー」を開催する。 

○神戸市とのパートナーシップ協定は協力する方針で協議を進めている。 

 区役所からも六甲アイランド内 6 団体と意見を交わしていると報告があった。 

○神戸レディースフットボールセンター開所式 11/17 に出席予定。 

○スポーツエクスポ 2012 イベントの中で「街路ウｵーク＆クイズラリー」を実施する。 

議題２．今後の活動について  

   ○野鳥公園の整備について藤田委員から報告があった。住民は野鳥公園、神戸市は 

緩衝地区と認識し、それぞれ呼び名は異なるが、住民は野鳥公園と呼んでゆきたい。 

11/2 に神戸市神戸港管理事務所を訪問。住民で出来ることは市と相談の上、住民 

も行うこととした。添付資料参照 

   ○街路ウｵーク＆クイズラリーについて高橋委員が実施目的・内容について説明した。 

議題３．六甲アイランド内の案内表示板について  

   みなと総局田谷課長より改定案が示されて確認した。21 枚が年末に設置される予定。 

議題４．その他 

   ○六甲アイランドアワーで放映された街路愛称承認の映像を観た。 

以 上 

※ 次回運営会 ：11 月 13(火) 11 月 27 日(火)  18：30～20：30 於 W5 集会室 

※ 次回委員会 ：12 月 8 日(土)  16 時～18 時 於 RIC ふれあい会館 



 



 六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成24年度 第８回(12月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成24年12月8日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：２８名 

出席者  ： 岡本(W4) 丸尾(E4) 高寺(E5) 児島(W5 ) 山本(W4 ) 高橋(W4 ) 菅(W4 ) 若田(W4 ) 

藤原 (W4 ) 長尾 (W4 ) 濱田 (W3 ) 大島 (E3) 平林 (W5 ) 藤田 (W5 ) 岸本 (W5 )  

竹中 (W7 ) 池田 (W7 ) 寺西 (E6) 高木 (E6) 

北岡(自治会)  福本(婦人会)   山本コンサルタント 

東灘区役所 岩城・中山 

みなと総局  山本・田谷・小西・谷口      ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： 1.第７回（１１月度）委員会会議録 

2.野鳥公園に対する基本的行動に関する表明案 

      3.街路ウォーク＆クイズ・ラリー実施時のアンケート報告書 

      4.パートナーシップ協定締結の説明書 および 第１号広報紙（区役所） 

      5.「こうべまちづくり学校」六甲アイランドまち歩き・分析報告書（山本コンサル） 

    6.六甲アイランド都市機能ゾーンのあり方（たたき台） 

      7.新交通車内広告案の見本 

      

議題１．岡本委員長より報告  

○街路ウォーク＆クイズ・ラリー実施の成果報告 

○神戸レディースフットボールセンター開所式の報告。 

○ニュースレターVol.26号を１月中旬に発行する予定。 

内容は神戸市による島内案内表示板リニューアル時に道路愛称名が記入される件他 

 

議題２．活動報告について  

    ○野鳥公園の整備について藤田委員から報告があった。 

・神戸市は、園内の草刈りの実施と、要請に基づき野鳥公園周辺に火気使用 

禁止・立入禁止などの表示を設置し、また放置自転車も撤去した。 

・今月下旬にはヤシ高木などの伐採も実施するとの通知を受け、その後に立ち入り禁止区 

の園内ゴミなどの清掃を住民側で行うことの同意を得ている。 

・当該地域について、六アイ高校指導教諭（岩本・内藤）に面談し、現地実態について説 

明を受けた。ＳＳＨ（ｽｰﾊﾟｰ･ｻｲｴﾝｽ･ﾊｲｽｸｰﾙ）指定校として助成を受け現地研究が成されて 

おり、水環境・生息生物などの研究内容について説明を受けた旨の、報告があった。 

・今後鳥類図を作成し覗き窓周辺に掲示したい旨を管理者に相談したい。 

    ○野鳥公園についてのまち協の基本的行動(案)について、高橋委員より説明があった。 

    ○街路ウオーク＆クイズ・ラリーについて高橋委員より説明があった。別紙資料 

 



議題３．神戸市とのパートナーシップ協定について  

     東灘区役所 岩城係長より別紙資料に基づいて説明があった。 

     街区委員より他地区の協定の成果について質問があり、それらの状況等が報告された。 

議題４． 六甲アイランド内の案内表示板について 

    ○みなと総局 田谷課長より21か所が年内に設置される予定との報告があった。 

    ・岡本委員長より、六甲ライナー駅3箇所の案内表示板が今年度中(来年3月末までに)の 

更新に際し街路愛称が記載されること、ライナー車内広告枠に街路愛称の案内告知を掲 

載してもらうよう交渉中であること、又、東部建設事務所管轄のシティヒルの案内表示 

板も更新が予定され街路愛称が記載されることになっている、との補足説明があった。 

議題５．六甲アイランドの将来像（その４）について 

    ○山本コンサルタントより「こうべまちづくり学校」受講者３０余名の来島による六甲 

アイランド観察・島外から見た分析報告書の紹介と合わせ、六甲アイランドの将来像に 

ついて分析推察の説明を受け、出席委員方より多くの意見が述べられた。 

    ○岡本委員長発言 

     将来像については、今年７月より将来の人口、世帯数予測、空き地等基礎数字の勉強を 

     して、次にワークショップを開催し委員の意見を聞いてきた。 

     本日提出の基本方向、たたき台と委員からの意見をまとめて、次の１月委員会で山本先 

     生から報告してもらう。それを基に神戸市と話し合いをしていきたい。 

 

以 上 

 

 

※ 次回運営会 ：１２月１１(火) １２月２５日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：１月１２日(土)  16時～18時 於RICふれあい会館 

 



  六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 24 年度 第 9 回( 1 月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 25 年 1 月 12 日（土） 16:00 ～18:00 

場 所 ： RIC ふれあい会館    出席者数：23 名 

出席者 ：岡本(W4) 丸尾(E4) 児島(W5 ) 山本(W4 ) 重友(W5 ) 高橋(W4 ) 若田(W4 )  

藤原(W4 ) 大島(E3) 浜田(W3 ) 植田(W4) 平林(W5 ) 藤田(W5 ) 岸本(W5 ) 

池田(W7 ) 竹中(W7 ) 山本(コンサルタント) 岩城(区役所) 中山(区役所)  

谷(区役所) 山本(みなと総局) 田谷(みなと総局) 小西(みなと総局)  

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①野鳥公園について ②まちづくり協議会ニュースレターVol.26 

          ③パートナーシップニュース第 2 号④六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ都市機能ｿﾞｰﾝ将来像の考え方 

議題１．岡本委員長より報告  

   ・広報紙 Vol.26 号を 1 月 1 日付けで発行。内容は島内案内板が 17 か所で更新され、 

11 街路愛称名が新たに表示された。 

・神戸市とのパートナーシップ協定締結に向けての会合が 12/17 開催され協定の内容 

や運営の仕方が検討された。 

   ・東灘区民の集いと地域振興会の新年会が 1/11 に開催され出席した。 

   ・六甲アイランド基金について、次年度も街路愛称周知を進めるために申請する。 

議題２．活動報告について  

   ○街路の愛称周知について 

新交通の車内にポスター掲示が始まった。 

   ○野鳥公園の整備について  

    野鳥公園のごみ拾いを12/25に実施、大型ゴミも予想以上に有りゴミ袋8袋あった。 

    カルガモも観察できるまでになったので野鳥観察会も考えたい。 

    高橋委員が基本的行動の考え方を資料「野鳥公園について」に纏め説明あり。 

議題３．神戸市とのパートナーシップ協定について東灘区役所 岩城係長より説明  

当初の 6 団体からその後地域振興会など参加団体が増え 9 団体となった。 

今後の予定は 1/14 検討会議開催、続いて住民の意見公募に進む。 

当委員会から出席している代表者は岡本委員長、事務局員は山本委員と高橋委員。 

議題４ 六甲アイランド内の案内表示板について． 

    みなと総局 田谷課長より案内表示板を 12 月に設置したと報告有り。 

議題 5．六甲アイランドの将来像について 山本コンサルタントより報告  

    6 月に委員会のメンバーで現在の空き地をどの様に開発して元気にしていくかを 

    議論をした。7か所の低・未利用地がありそれらの活用方針を 6パターンに分類し、 

資料「六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ都市機能ｿﾞｰﾝ将来像の考え方」に纏めて説明がなされた。 

    併せて今後、神戸市が考える土地利用想定の提案を求める事にした。 



以 上 

 

※ 次回運営会 ：1 月 15(火) 1 月 29 日(火)  18：30～20：30 於 W5 集会室 

※ 次回委員会 ：2 月 9 日(土)  16 時～18 時 於 RIC ふれあい会館 

 



 六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成25年度 第１０回(２月)委員会 会議録 

日 時 ：平成25年２月９日（土） 16:00 ～17:50 

場 所 ：RICふれあい会館    出席者数：２９名 

出席者  ： 岡本(W4); 丸尾(E4) ;児島(W5 ); 高橋(W4 );山本(W4 ) ;菅(W4 ); 中川(W5 );若田(W4 ) 

藤原 (W4 ); 長尾 (W4 ); 濱田 (W3 ); 大島 (E3) ;平林 (W5 ); 岸本 (W5 ) ;竹中(W7 )  

池田 (W7 ); 寺西 (E6); 福本 (E8); 勝部（W20） 

實光(自治会)  大保(婦人会)   山本コンサルタント 

東灘区役所 岩城・中山 

みなと総局  山本・田谷・小西・谷・高畑      ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： 1. 第９回（１月度）委員会 会議録 

2.「野鳥公園で鳥を見る会」実施要領案 

      3. 六甲アイランドの活性化に向けた未利用地の活用に関する報告書（みなと総局） 

      4. パートナーシップ協定締結の説明書 および 第３号広報紙（区役所） 

      5. 六甲アイランド高校「わたしたちの科学の集い展」 広報紙 

    6. 向洋地域福祉センター（２月の月間催事案内） 

 

議題１．岡本委員長より報告  

○３月２４日、「野鳥公園で鳥を見る会」についての報告。 

○神戸市とのパートナーシップ協定締結の準備についての概況報告 

○地域振興会主催の次回スポーツエキスポ（５月１９日開催）について、参加可能とする 

条件が整えば、所謂資金確保が出来れば検討したい旨説明。 

〇２月５日 ＩＮＡＣ神戸感謝の集いに、自治会役員と共に出席した旨報告 

〇当協議会に山本コンサルタント派遣を受け入れている現状と、次年度からアドバイザー 

として派遣されるという制度変更を神戸市からの報告された経緯を説明があった。 

 

議題２．活動報告について  

    ○「野鳥公園で鳥を見る会」実施について、児島事務局長から次の報告があった。 

神戸市と住民との協同による、園内の草刈りと、「鳥観察の為のガイド作り」を終え 

３月２４日（日）。「野鳥公園で鳥を見る会」を別紙資料に添って実施する旨説明。 

〇高橋渉外担当委員より、街路愛称の普及について、承認道路については東部建設局が 

街路名表示板が設置される事（時期未定）や、みなと総局発行の港湾地図に記載される 

事が決定しているなど進んでいるが、次年度「六甲アイランド基金申請」にあたり 

     街路名のさらなる周知活動と普及定着活動、街路名看板設置を各管理組合敷地への設置 

依頼、５月１９日開催のスポーツエキスポに「街路ウオーク＆ラリー」で参加を企画、 



他団体・事業者への街路名使用依頼活動などを進めるため、総予算の内４５万円助成を 

申告した。 

ちなみに前年度は１０万円の助成を受け、昨１１月に開催されたスポーツエキスポに 

参加し街路ウオークラリーを実施した旨、報告があった。 

 

議題３．神戸市とのパートナーシップ協定について  

     東灘区役所 岩城係長より別紙資料ＰＳニュース３号（２月１日発行）に基づいて、協

定締結への準備を進めている現状と、パブリックコメントを２月１７日まで求め、多く

のご意見が寄せられていて、後日まとめて回答する機会を持ちたい旨、説明があった。 

補足説明 事務局長に自治会の實光氏、当協議会より高橋・山本が出向し、高橋氏が事務局次長に 

     選出された旨報告があった。  

實光事務局長の挨拶  多くの皆様の意見を集約して運営してゆきたい旨の発言があった。 

     

議題４． 六甲アイランド将来像（その６）について 

        委員長より昨年夏以来、委員会でまとめてきた「街の将来像についてのあり方」の 

    概要説明の後、神戸市みなと総局より地区計画について説明を受ける。 

    ○みなと総局 谷係長より別紙資料に添って、人口を増やす計画と未利用地の地区計画の 

見直しも含めた（Ｗ７地区の公園拡張整備）が提案された。   

     これに対し、出席の各委員より質疑、意見発表があった。 

    ・人口増加を目指すとあるが、臨海部に住宅建設を進めるのは問題があるのでは？ 

    ・ベッドタウン化を進めるだけで、商業施設誘致は考えないのか？  

    ・防災についての考え方は？等の質問に対し、参加の各委員から夫々コメントを求めた。 

    ・島の南側を宅地指定では港湾施設、大型車両交通考えれば適合するとは考えられない 

孤立したものになってしまうのでは。 

    ・夜間人口・昼間人口それぞれに対応した増加策が必要など、それ以外にも選択肢は 

     数多くある、Ｗ７地区の公園拡張整備を手始めに今後住民の皆さんと話し合いながら 

将来像をまとめていきたいと考える  （みなと総局 山本課長） 

    ・今回の具体的な提案は評価したい。今後我々も協力してゆきたい。（岡本委員長） 

      

以 上 

 

 

※ 次回運営会 ：２月１２(火) ２月２６日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：３月 ９ 日(土)  16時～18時 於RICふれあい会館 

 



 六甲アイランドまちづくり協議会 

平成２５年度 第１１回(３月)委員会 会議録 

 

日 時 ：平成２５年３月９日（土） １６時 ～１８時 

場 所 ：RICふれあい会館    出席者数：２６名 

出席者  ： 岡本(W4); 丸尾(E4) ;児島(W5 ); 高橋(W4);山本(W4) ;菅(W4); 中川(W5);若田(W4) 

藤原 (W4); 平林 (W5);竹中(W7);池田 (W7); 寺西 (E6); 福本 (E8); 勝部（W20） 

堀（W4）;鎌田(E8);松本(自治会);北岡(自治会);福本(婦人会)   山本コンサルタント 

みなと総局  山本・田谷・谷・高畑      ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： 1. 第１０回（２月度）委員会 会議録 

2.「野鳥公園で鳥を見る会」実施案内ポスター 

      3. 六甲アイランドの活性化に向けた未利用地の活用について（みなと総局） 

      4. 六甲アイランド都市機能ゾーン 将来像の考え方 （山本コンサルタント） 

      5. ホームページの運営障害についてのお知らせ    広報担当より 

 

議題１．岡本委員長より報告  

〇３月１４日 １８時半より東灘区内１１地区「まち協」連絡会が区役所において 

御影山手・青木南まち協の事例発表を中心として開催されるので、当協議会から 

３名参加する。 

〇広報紙２７号を神戸市より街の活性化に向け島内未利用地の計画と野鳥観察会や六 

アイタンポポなどをテーマとして今月中に発行したい。 

○ＨＰ運営に状況の変化があったので、広報担当から報告する。 

○にぎわい創出委員会から活動の説明会の申し出を受け、次の運営会にて実施する。 

 

議題２．活動報告について  

    ○「野鳥公園で鳥を見る会」実施について、藤田委員から次の報告があった。 

３月２４日（日）講師の都合もあり、予備日の設定は無く小雨実施で行いたい。 

当日に先立ち現地を訪れたところ、「ひばり」を始め「うぐいす」「カルガモ」「ハク 

セキレイ」「ツグミ」「ムクドリ」他、多くの鳥たちが見られたとの事で、ぜひ参加を 

期待する旨の要請があった。 

○高橋広報渉外担当より、この２年間基金より助成を受け、街路に愛称をつける活動や 

「スポーツＥＸＰＯ」に４００名以上の参加があるなど成果が見えたので、本年度も 

２月末に「街路愛称周知活動」と「スポーツＥＸＰＯ」への参加活動への資金として 

「六甲アイランド基金申請」を行った事を報告した。 

〇引き続き５月１９日（日）開催予定のスポーツＥＸＰＯ大会については、振興会スポー 

ツ部会会議に出席し、今回は人的支援を中心に参加し、基金助成が決定をみれば、秋季 

開催においてクイズ・ウオークランを実施したい旨申し入れたと報告。 

○山本広報担当委員より、当まち協ＨＰ管理者の事情により、今月末にサイト運営が継 

続不能となったことが判明したので、緊急措置として次のサイトを用意した旨報告が 

あった。 



            URL http://machikyo.ric-machikado.net/ 

        尚、今後の対策は次の運営会で協議しますと報告。 

 

議題３．神戸市とのパートナーシップ協定について  

     ３月３１日午前１０時より「六甲アイランドまちかどネット」と神戸市との間で締結 

式が行なわれる。式は、市長はじめ市関係幹部を迎え、市長と實光事務局長により、 

パートナーシップ協定が締結されます。 

「六甲アイランドまちかどネット」事務局は事務局長に自治会の實光氏が就任、以下 

協力団体代表により構成されていると報告があった。  

     今後３年間に島の防災・減災、賑わいづくり、情報の交流を図る事業などの活動を推進 

させるものとなると報告。   高橋委員 

 

議題４． 六甲アイランド将来像（その６）について 

○みなと総局 谷係長より、前月に続き「六甲アイランドの活性化に向けた未利用地の 

活用について」（別紙資料）の補足説明がなされた。全体の目標として「人を増やす」 

ことは、まちの活性化に不可欠であると考えており、AOIA跡地については、現行の 

文化、教育、スポーツ、レジャー施設等に加え、住宅や福祉施設等が導入できる環境  

条件を認めたいとの説明があった。 

○この提案に並行して山本コンサルタントより、これまで「まち協」では島内に残る低未 

利用地の存在を問題にし、また将来の人口予測や年齢構成、あるいはオールドニュータ 

ウンの問題についても勉強してきた。その結果、良好な環境を確保した上で新たな住宅 

を建設することは、まちの活性化にとって有効であるということが大方の共通した認識 

といえる。今回の神戸市からの提案は、オープンスペース（リザーブ用地）の確保も 

必要であるなど、「まち協」がこれまで纏めてきた結果に沿うもので、齟齬はないように 

思う、との話があった。 

    〇豊かな都市景観・都市環境は六甲アイランドの貴重な資産だと感じる。この時期、島の 

環境を維持・向上させながら人口増加をはかりまちの活性化に注力すべきだと考えてい 

る。今後も、引き続き、まち協（住民）と相談しながら街の活性化を進めてゆきたい。 

（山本課長談） 

○この度の提案に沿って、取組みを進めてもらいたい。今後、具体的な事業内容が見えて 

 くれば地域にも知らせてもらい、我々も意見を出し協議しながら、まちづくりを進めて 

いきたい。（岡本委員長） 

                                      以上  

 

※ 次回運営会 ：３月１２(火) ４月２日(火)  18：30～20：30 於W5集会室 

※ 次回委員会 ：４月１３ 日(土)  16時～18時 於RICふれあい会館 


