
 六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 25 年度 第 1 回(4 月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 25 年 4 月 13 日（土） 16:00 ～17:30 

場 所 ： RIC ふれあい会館    出席者数：22 名 

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

菅(W4 ) 寺西 (E6)  福本(E8） 濱田 (W3 )  平林 (W5 ) 堀 (W6 ) 池田 (W7 )  

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 

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：1. 第 11 回（3 月度）委員会会議録 

     2.「野鳥公園」で鳥たちを見る会報告 

     3.六甲アイランドまちづくり協議会 平成 24 年度活動報告 

     4.平成 25 年度活動スケジュール（案） 

     5.六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の一部変更について（みなと総局 

資料） 

      

議題１．児島事務局長より報告  

○平成 24 年度街づくり助成事業の完了報告書を 3 月 21 に提出した 

○平成 25 年度街づくり助成事業の申請書（限度額 30 万円）を 4 月 12 に提出した 

○ニュースレターVol.27 号（地区計画、パートナーシップ協定、鳥たちを見る会） 

を 3 月 31 日に発行した 

○5 月 19 日開催のスポーツエキスポ準備会 3 月 26 日に出席した 

 

議題２．岡本委員長より報告  

   ○六甲アイランド基金 10 万円が街路愛称の定着をする活動として決まった 

   ○東灘まちづくり協議会連絡会が 3 月 31 日に開催された 

   ○神戸市と「六甲アイランドまちかどネット事務局」とのパートナーシップ協定 

締結式が 3 月 31 日に実施された 

 

議題３．活動報告 児島事務局長より発表  

   ○「野鳥公園の鳥たちを見る会」を 3 月 24 日に実施。講師に朝日カルチャー 

センターの松下講師を招き 30 名が参加して現地を歩いた。16 種の野鳥を観察 

することが出来た 資料２ 

   ○平成 24 年度(4/1～3/31)活動報告について  

委員会開催 11 回、運営委員会開催 25 回、広報紙 23～27 号 5 回を発行 



○ 成果としては 

・地区計画の変更手続きを検討 

・2 街路に神戸市の街路愛称指定を受けた 

・野鳥公園の再整備に着手し野鳥を見る会を開催した 

・神戸市とのパートナーシップ協定締結に他の団体とともに参画した 

   ○平成 25 年度活動スケジュール（案）について  資料４ 

 

議題４． 六甲アイランド基金について  

・今年の街路愛称定着を図る活動としては、秋のスポーツイベントの中で広報を 

する 

・管理組合敷地内に看板を設置してもらうことについて協議したい 

 

議題５．六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の一部変更について 

    みなと総局より（資料５．）に基づいて以下のように説明した 

    ・向洋町中 9 丁目の臨港地区文化レクリエーション地区 B⇒複合利用地区へ 

・変更を計画中につき、住民の意見を聞かせてください 

    ・資料は近日中に各住戸にポストインします 

 

以 上 

 

 

※ 次回運営会：4 月 16 日(火) 23 日(火)  5 月 7 日(火) 18：30～20：30 於 W5 集会室 

※ 次回委員会：5 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 25 年度 第 2 回(5 月)委員会 会議録 

 

日 時 ： 平成 25年 5月 11日（土） 16:00 ～17:30 

場 所 ： RICふれあい会館    出席者数：22名 

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

高橋(W4 ) 若田(W4 ) 西森(E3) 寺西 (E6) 濱田 (W3 ) 平林 (W5 ) 竹中(W7 ) 

勝部(W20 )  義本(W20 ) 北岡(自治会) 山本コンサルタント 

東灘区役所 中山 みなと総局  田谷・谷・橘     ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：1. 第 1回（4月度）委員会会議録 

     2.平成 25年度総会資料  

     3.ニュースレター28号(案) 

     4.六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の一部変更について 

      

議題１．ニュースレター28号(案)について児島事務局長より説明  

○ 5月 25日に発行予定 内容は総会開催案内を中心に纏める 

議題２. 平成 25年度総会議案(案）について 

○ 総会議案について H24 年度活動報告、会計報告、役員改選、H25 年度活動予定、

収支予算について検討した 

併せて 25年度活動スケジュールの検討もなされた 

 

議題３．報告発表  

   ○ 平成 25年度 まちづくり助成事業補助金交付が 4/3決定となった 

   ○ 六甲アイランドまちかどネットに積極的に参加している。当面は防災が主な取組 

     みとなる予定 

○ 5月 19日開催のスポーツエキスポ開催には人的な協力で参加する 

 

議題４．六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の一部変更について   

みなと総局より運営会での質問の、壁面後退、ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ駅から海への見通し線、 

日影規制、風俗営業の 4項目について説明がされた 

今後の流れは、地区計画の「素案縦覧」に進む 

 

以 上 

 

※ 次回運営会：5月 14日(火) 28日(火)   18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 総 会  ：6月 8日(土)  16時～18時 於 RICふれあい会館 



                                  

 

 

  日  時：平成２５年６月８日（土）１６時～１７時１０分 

 場  所：ＲＩＣふれあい会館 

 出席者数：３３名 

 来  賓：神戸市みなと総局  

担当部長(分譲推進担当) 北野様、技術部計画課建築担当課長 田谷様、 

技術部計画課内陸臨界計画担当係長 谷様、 

      東灘区役所まちづくり課  

地域支援担当課長 藤林様、地域支援担当係長 岩城様、 

地域支援担当 中山様、 山本(アドバイザー) 

 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) 高木(E6) 

寺西(E6) 川崎(E6) 福本(E8) 池田(E10) 浜田(W3 ) 味岡(W4)  

長谷川(W5 ) 平林（Ｗ5）堀(W6) 澤島(W20 ) 前野(自治会) 福本(婦人会) 

山田(婦人会) 

第７回 定期総会議事次第 

      第 1号議案 平成２４年度活動報告 

       第 2号議案 平成２４年度会計報告及び監査報告書 

       第 3号議案 役員改選案 

       第 4号議案 平成２５年度活動計画案 

       第 5号議案 平成２５年度収支予算案 

  【資料】 平成２５年度活動スケジュール（案） 

  

開  会：児島事務局長が出席数を確認、総会の成立を確認の上、開会宣言 

開会挨拶：岡本委員長が挨拶 まちづくり協議会は６年を経過し７年目に入りました。

街の皆さんと都市計画の観点から活動を続けてきました。これからもまちの資源・

課題を見つけ各団体と協力をしながら景観・環境を守って行きたいと考えています。 

来賓挨拶：東灘区役所まちづくり課３名、神戸市みなと総局３名が紹介された後、 

区役所まちづくり課 藤林課長より「２４年度は街路名称認定、街路案内板の改定 

などがなされました。３月に神戸市とのパートナーシップ協定締結に貢献して頂き 

ました。」と挨拶有り 

議長選出 岡本委員長より丸尾副委員長を議長に指名し一同承認。 

  

六甲アイランドまちづくり協議会 
第７回定期総会議事録  

 



議案審議  

第１号議案 平成２４年度活動報告  

岡本委員長が活動経緯と活動成果を発表した 

○ 総会１回開催、委員会開催１１回、運営会開催２５回、広報誌５回 

（２３号～２７号）発行した。 

○成果として 

① 都市機能ゾーンの将来像を将来人口予測に基づいて検討し、未利用地の土地 

利用について方向付けをした。 

   ②街角広場の追加変更手続き（スケジュール等）を検討した。 

   ③六甲アイランド都市機能ゾーン内主要道路の前年度愛称を命名した１１路線 

のうち、２路線（小磯美術館通り、向洋中央通り）が神戸市の街路愛称の承認 

を受けた。標識も設置の予定。 

④まちの資源のマリンパーク野鳥公園（港湾緩衝緑地）の再整備と観察設備の 

整備が出来、鳥を見る会を開催した。 

   ⑤神戸市とのパートナーシップ協定の締結に他団体と共に貢献出来た。 

まちかどネットに高橋氏、山本氏が参画している。 

第２号議案 平成２４年度会計報告及び監査報告 

藤原会計が２４年度収支計算書と夏まつり収支明細、貸借対照表を説明した。 

    予算￥５２０,３１７ 実績￥４８２,６７５ 

        菅監事が会計収支について監査の結果適正に処理されていたと報告。 

    第１号議案・第２号議案は異議なく承認された。 

 第３号議案 役員改選 

    高橋松夫氏が副委員長として新任 

    高寺正氏が副委員長を退任 

        異議なく承認された。 

第４号議案 平成２５年度活動計画 

岡本委員長が資料に基づき“住民を増やそう”“景観・環境を守ろう”“まちを元気に 

しょう”の三つの提案実現に向け今年も下記の活動を展開すると説明。 

① まちの将来のあり方の検討・提案 

・まちの資源を再確認し、活性化を図るための方策について検討する。 

・良好な環境を維持・形成するために、地区計画の変更も視野に入れて、 

 土地利用や景観形成、街角広場等の地区施設のあり方を検討し、島内関係者の 

合意形成を進める。 

② 街路愛称定着のための活動を行う 

・各種団体に愛称使用を働きかけるなど広報活動も広く展開する。 

・愛称を定着させるためのイベントを開催する。 



③ 組織強化のための取組み 

・ホームページや広報紙を更に充実させ情報発信に努める。 

・各街区や地元他団体に働き掛け、人材の充実と活動の連携を図る。 

・神戸市をはじめとする行政との連携を強化する。 

・神戸市とのパートナーシップ協定を締結した「六甲アイランドまちかどネット」 

 の一員として今後の島内の課題に取り組む。 

第５号議案 平成２５年度収支予算 

藤原会計が説明 

    収入￥５２９,１８４ 支出￥５２９,１８４ 

    第４号議案・第５号議案について質疑の後、拍手により承認を受けた。 

（質疑は後に記載） 

閉 会： 議長が閉会を宣言 

 

その他：児島事務局長が「平成２５年度活動スケジュール（案）」を発表した。 

以 上 

 

質問と回答 

第４号議案 平成２５年度活動計画について 

・（質問）神戸市とのパートナーシップが締結されましたが、まちづくり協議会として 

  どんな活動をするのですか？ 

 （岡本委員長）神戸市と対等に話し合う代表団体として「まちかどネット」が結成 

されました。まちづくり協議会は「まちかどネット」の一員として参加しています。 

参加団体としては自治会、婦人会、地域振興会、カモメクラブ、青少協 

ふれあいのまちづくり協議会、など１０団体が加盟しています。 

目標は地域課題の解決を図り、地域力を向上することですが具体的な３目標は、 

①防災 ②活性化 ③情報共有です。 

・（質問）まちの将来のあり方の検討について、レポートとして纏めたものを公表して 

貰えませんか？ 

（岡本委員長）まちづくり協議会ホームページに後日掲載いたします。 

 

        議事録作成  ２０１３年６月１１日 

    

            書  記       重友 正一 

            議事録署名人（議長） 丸 尾  進 

            議事録署名人     岡本 英治  



 六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 25 年度 第 3 回(7 月)委員会 会議録 

 

日 時： 平成 25年 7月 13日（土） 16:00 ～18:00 

場 所： RICふれあい会館    出席者数：31名 

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

藤原(W4) 菅(W4) 西森(E3) 高寺(E5) 寺西(E6) 高木(E6) 福本(E8)  

池田(E10) 浜田(W3) 古川(W4) 宮崎(W4) 稲垣(W5) 高西(W5) 平林(W5)  

藤田(W5) 竹中(W7) 福本(婦人会) 北岡(六ｱｲふれまち) 山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  

東灘区役所 岩城・中山  みなと総局 田谷・谷本・中村｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：1.平成 25年度活動計画表 

     2.平成 25年度街並みウオッチングの実施案  

     3.ニュースレター29号 

     4.第 7回定期総会議事録 

     5.第 2回(5月)委員会 会議録  

議題１．委員長報告  

○ニュースレター29号を 6月 28日に発行した。内容は第 7回定期総会の報告。 

○「街路の愛称名」の定着活動について。案内板デザインが決定後順次取り付ける。 

○「スポーツごみ拾い」イベントに協議会から１名が事務局として協力し 1チームが 

参加する。 

議題２. 野鳥公園清掃について(藤田委員) 

○12月 25日に続いて 7月 3日に野鳥公園の清掃と草刈を６名の委員と神戸港管理事務所 

職員 9 名が合同で清掃した。 

議題３．平成 25年度活動計画案について（丸尾副委員長） 

   ○今年度の活動計画案として、地区計画に追加検討する街角広場は、前年度と同所 14 

ヶ所を行ないたい。また、街区の中ほどにある小広場も街角広場として追加すべきかを 

検討したい。 

○街角広場保全の啓発活動も重要であり、今年もスポーツエキスポにジョイントさせて 

 もらうことを考えている。また、大きなイベント時にも啓発したいと思っている。 

○街並みウオﾂチングも、街並み編、樹木編、工場編、公共施設編と類別し、公共施設編 

では、水リサイクルセンターや東部スラッジセンターなどを考えている。 

議題４．8月 31日夏祭り参加について 高橋副委員長報告 

   今年度も参加する。皆さんのご協力をお願いします。 

議題５．神戸市からの報告 

   みなと総局より六甲アイランド内の①公園整備工事②工事のお知らせ(交差点改良工他) 

③「地区計画の変更素案」の縦覧について(お知らせ)の報告があった。 

議題６．講演会 

神戸レディスフットボールセンターの高本直美さん(兵庫県サッカー協会所属)を招き 

「神戸レディースフットボールセンターの現況」についてのお話を聴いた。  

以上 

※ 次回運営会：7月 16日(火) 30日(火)   18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：8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 25 年度 第 4 回(8 月)委員会 会議録（案） 

 

日  時： 平成 25年 8月 10日（土） 16:00 ～16:45 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：28名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 

  西森(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 池田(E10) 古川(W4) 稲垣(W5) 高西(W5) 

平林(W5) 藤田(W5) 堀(W6) 竹中(W7) 勝部(W20) 義本(W20)  

前野(自治会) 福本(婦人会)  山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 区役所：岩城 中山 

みなと総局 田谷 谷口 小西 ｛敬称・役職略｝ 

配布資料：1. 第 3回（7月度）委員会会議録 

     2. まちかどネット通信 Vol.2  

     3. まちづくりシリーズ講演会について 

     4. 夏祭り ブース設営準備計画 

       

議題１．活動報告(委員長） 

○ 「スポーツごみ拾い」に 1チームが参加しました。イベントは 53チームがして 

盛況でした。 

○ 街路愛称の表示板図案について、まち協が提案した図案が採用された。 

○ 芝生広場について、工事は 9月中に完成、管理(芝刈り、散水)は神戸市が行う。 

議題.まちかどネットの活動について(山本委員)   

・7月 31日にまちかどネット通信 Vol.2を発行した。内容は防災関連がメインでる。 防

災に関して 8月下旬に住民にアンケートを行い意見も聞く。高い回収率を目論む。 

  ・8月の各団体の活動予定表を配布 

議題３．平成 25年度の活動について  

・まちかどウオﾂチングを 9月 10日にスラッジセンター・水リサイクルセンターで開催 

・まちづくり講演を 9月 14日に開催。「六甲アイランドの生い立ちについて」 

・野鳥公園の再整備を皆さんの意見を聞きながらトイレも含めて行う予定。 

議題４．夏祭り参加について   

・広報活動はパネル展示と映像を計画。物品販売はハイボールとフランクフルトとする。 

議題５.その他   

・自治懇談会が 10月 7日に開催されるので、都合の良い方は参加して下さい。 

以 上 

 

※ 次回運営会：8月 20日(火) 27日(火) 9月 3日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：9月 14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 5 回(9 月)委員会 会議録 

日  時： 平成 25年 9月 14日（土） 16：00 ～18：00 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：30名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 若田(W4) 

藤原(W4) 菅(W4) 西森(E3) 高寺(E5) 寺西(E6) 久間(E7）福本(E8) 池田(E10) 

浜田(W3) 藤田(W5) 稲垣(W5) 高西(W5) 堀(W6) 竹中(W7) 前野(自治会) 

北岡(六甲ふれまち) 山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 区役所：岩城 中山  

みなと総局：田谷 高畑 橘  美崎(積水ハウス)｛敬称・役職略｝ 

配布資料：1. 野鳥公園とその周辺の野鳥観察メモ  2. 第 4回（8月）委員会会議録 

       

議題１．活動報告(委員長） 

○街路の愛称の表示板「小磯美術館通り」と「向洋中央通り」が９月末に設置決定した。 

 今後マンション街区にも愛称表示板の設置を依頼してゆく。W4には依頼した。 

 

議題.まちかどネットの活動について(高橋委員)   

  ○防災アンケートは９月 10日提出最終日であり約 700余件回収があった。今後は、 

まちかどネットがアンケートを集計、分析して 1～2ヶ月後に結果を戸別配布の予定。 

 

議題３．平成 25年度の活動について  

○まちづくりウォﾂチイングの実施として 9月 10日に「東部スラッジセンター」を見学し

た。まち協、自治会、婦人会、みなと総局から 19名が参加した。 

詳細は次回委員会で資料を用意して報告する。 

○野鳥園の整備について 

 街の住民と行政とが一緒になって整備を進め、街の財産としてゆきたい。 

 「野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ」用紙に見かけた鳥を記録することにしたので皆で

記録をつけることに参加願いたい。 

 

議題４．夏祭りについて   

○台風の接近により中止となったが、早めの決定により実質上の損害は回避できた。 

議題５.その他   

  ○11月 10日にスポーツエキスポが開催されるがウオーク＆ラリーとして参加する。 

  ○11月 9日に芝生広場のオープニングイベントが予定されている。 

議題６．講演会開催した  16：30～18：00 

演題「六甲アイランドの生い立ちと街の魅力について」 

    講師 積水ハウス㈱大阪マンション事業部 設計室長 美崎寛典氏 

以 上 

※ 次回運営会：9月 17日(火)  10月 1日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：10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 25 年度 第 6 回(10 月)委員会 会議録(案) 

日  時： 平成 25年 10月 12日（土） 16：00 ～18：00 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：24名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 菅(W4) 中川(W5)  

西森(E3) 山内(E5) 寺西(E6) 池田(E10) 古川(W4) 平林(W5) 濱田(W3) 

池田(W7) 前野(自治会) 福本(婦人会) 北岡(六アイふれまち) 

山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 区役所：岩城 中山  

みなと総局：田谷 谷口 中村｛敬称・役職略｝ 

配布資料：1. 野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ  2. 第 5回（9月）委員会会議録 

     3. 野鳥園観察施設等の改修案 4. 六甲アイランド整備内容(神戸市) 

     5. まちづくりウォッチング報告書・参加者リスト・温水供給システム事業 

6. 秋のスポーツＥＸＰＯ企画書 7.防災アンケート集計報告(まちかどネット) 

     8. 街のスケジュール(まちかどネット) 10.東部スラッジセンターパンフレット 

     11.東灘アートマンス・東灘スイーツめぐり・灘の酒蔵探訪 パンフレット３部 

(東灘区役所) 12.リックフィルムフェスタ(RIルネッサンスプロジェクト) 

     13. ２街路標識設置状況の写真 

議題１．活動報告(委員長） 

○神戸市による街路愛称の標識が９月末に「小磯美術館通り」と「向洋中央通り」に 

設置された。 

 今後はその２街路以外にも愛称表示板を設置してゆきたいので、各街区に依頼していき

たい。皮切りにＷ４管理組合に設置の申し入れをした。 

  ○１０月１日に野鳥園を地元３団体とみなと総局で見分し、その後意見交換を行った。 

○委員長の要請で、みなと総局より野鳥園整備全般について詳細な報告があった。 

 (観察窓の改修・野鳥観察図の企画・園内高木の伐採・水質改善・周辺路面修復・ト 

イレ建物内部施設の改修などについて） 

○12月 1日(予備日８日) 野鳥観察会の実施 講師は前回と同じく 松下 猛 氏。 

議題２．平成 25年度の活動について  

○「まちづくりウォッチング」一連の内、「スラッジセンター見学会」の詳細な報告が又

プロジェクターにより写真を表示してなされた。当日は、まち協、自治会、婦人会、み

なと総局から計 19名が参加した。(丸尾副委員長) 

○野鳥園の整備について 

「野鳥園とその周辺の野鳥観察記録」を報告、出席者にも見かけた鳥を記録用紙につけて 

提出して欲しい旨を要請した。（高橋副委員長） 



 

議題３．１１月１０日スポーツＥＸＰＯにおける、街路ｳｫｰｷﾝｸﾞ&ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施について  

  ○１１月１０日スポーツＥＸＰＯにあたり、基金より予算計上の上、企画書に添って 

実施予定。ついてはマンパワーを必要とするので協力を仰ぎたい。（高橋副委員長） 

議題４.  まち協が参加している各団体の活動報告について 

  ○まちかどネット 

・防災アンケートは 762件の回収があり集計の上、月末に向け「まちかどネット通信」 

３号(１０月号)に掲載し全戸配布する予定。 

１１月１６日(土)向洋小学校体育館に於いて防災アンケート結果報告会を開催し、報告 

会には基調講演（学識者選考中)を予定している。 

・１０月１８日(金)地域振興会の「防災セミナー」(於ホテルプラザ)が開催される 

・１０月１９日(土)まちかどネット定例会を開催する。(山本委員) 

  ○リックライブラリー 

  ・リックライブラリーへの新本提供先(購入)が９月で営業を停止したが、代わりの 

   購入先については、新たに対応している旨報告があった。 

  ・９月２３日、東灘図書館が新規オープンした。(高橋副委員長) 

 

議題５.神戸市報告  

  ○地区計画変更の進捗状況について 

 昭和６２年の開島以来６回の変更を通して、次世代の六甲アイランド発展の為に島南 

部の(国際大学・高羽小学校とアオイア跡地)地区を「複合利用地区」へ変更を進めて 

おり、１０月８日より２２日までの案縦覧の後、都市計画審議会に諮り議会に提出され

る運びとなっている。(田谷課長) 

  ○島内の整備状況について 

芝生広場拡張・シティーヒル遊歩道改修・南端マリーンパーク改修及びパーゴラ(東屋) 

新設・向洋町中３丁目の市有地の塀を、六アイ高校生たちに依頼しペインティングを施 

して美化を図る計画である旨の説明があった(谷口氏) 

議題６.その他   

○ 11月 9 日 委員会のゲストスピーカーに、（株）グットスケート 安床社長により 

        「街に新風を巻き起こす」をテーマに講演していただく 

○ 10月２６日 六アイ高校 ＳＳＨ 

                               以 上 

※ 次回運営会：10月 15日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回運営会：10月 29日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：11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 7 回(11 月)委員会記録 

日  時： 平成 25年 11月 9日（土） 16：00 ～18：00 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：25名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 

 西森(E3) 山内(E5) 寺西(E6) 中内(E6) 福本(E8) 池田(E10) 藤田(W5) 

 平林(W5)) 福本(婦人会) 北岡(六甲ふれまち) 山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

 区役所：岩城 中山  みなと総局：田谷 小西 高畑 講師：安床(ｸﾞｯﾄﾞｽｹｰﾄ社長) 

｛敬称・役職略｝       オブザーバー（さくら FM）：矢野 おしな 他 1名 

配布資料：1. ニュースレターVol.30  2. 第 6回（10月）委員会会議録  3．まちかどネット 

防災アンケート結果報告会案内のビラ  4．RIC SPORTU EXPOのビラ  

     

議題１．活動報告(委員長） 

○広報 30号を発行し全戸配布した。内容は街路愛称標識が 2路線に設置された事と行事予定。 

○街路愛称表示板の設置について W4、W5管理組合及び神戸市に、所有の敷地内に設置する 

ことをお願いして前向きに考えると内諾を得た。 

○ 第２回「野鳥園付近の鳥と植物を見る会」を 12月 1日に実施予定。 

前もって 11月 26日に清掃作業を行う。 

議題２.スポーツエキスポでの街路ウォークラリー＆スタンプラリーについて(高橋副委員長)   

  ○開催について実施概要説明がなされた。 

内容はリック内の街路を歩き 8カ所のポイントのスタンプを集めるイベント。 

尚、荒天の場合は、ウオーク＆ラリーは中止する予定。 

議題３．まちかどネットと RICライブラリー参加の報告 

  ○「南海トラフ地震に関する住民アンケートの集計報告会」が、まちかどネット主催で 

11月 16日向洋小学校に於いて開催される。 

  ○RICライブラリーの会計報告を受けた。利用状況は 86名/日、貸出 300冊/日との事。 

議題４．その他 

  ○まち協に 2件の問い合わせがあり、事務局で対応をした。 

   ①六甲アイランド在住の女子大生より、まち協の活動についてお尋ねがあり説明をした。 

   ②野鳥園のヤシの木の伐採について問い合わせが有り、面談にて説明し相手の理解を得た。 

○神戸市より：進行中の地区計画変更は縦覧を終えて、都市計画審議会に諮る運びとなった。 

議題５．(まちづくりシリーズ)講演会を開催した  16：40～18：00 

演題「街に新風を巻き起こす(スケート世界チャンピオンを育てて)」 

   講師 グッドスケート㈱安床社長 

以 上 

※ 次回運営会：11月 12日(火)  11月 26日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：12月 14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 8 回(12 月)委員会記録 

日  時： 平成 25年 12月 14日（土） 16：00 ～17：30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：22名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 大谷(E6) 福本(E８) 

 野尻(W3) 藤田(W5) 稲垣(W5) 平林(W5)) 高西(W5) 竹中(W7) 勝部(W20) 

福本(婦人会) 山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 区役所：岩城 中山  みなと総局：田谷 小西 高畑 

 ｛敬称・役職略｝ 

配布資料：①野鳥公園ｺﾞﾐ拾い報告 ②鳥と植物を見る会報告。野鳥園と周辺の野鳥観察ﾒﾓ 

③まちづくり事例報告 ④六甲アイランド基金便り ⑤第 7回委員会記録 

議題１．活動報告(委員長） 

 街路愛称についての表示板が 24日にＷ4、Ｗ5に 6ヶ所と神戸市関係 16ヶ所に設置される

予定です。来年度には、認証 2 路線の起終点とその他路線の標識設置の働きかけを行って

いる。ゼンリン住宅地図に来年度掲載予定、昭文社にも打診中。 

 野鳥園施設のネーミングについて。仮称として「野鳥園」と呼んでいるが住民・団体の意

見を広く聞きながら愛称を決めたい。 

 広報 31号を 1月中旬に発行する予定。 

 来年度の活動計画を策定するため、各委員の意見を出して下さい。 

議題２.「第 2回野鳥園付近の鳥と植物を見る会」報告(藤田委員) 

現地の修復工事が一段落したことを受け、12月 1日開催。日本野鳥の会松下猛さん講師のもと

水辺の鳥、陸の鳥を 18種観察。実のなる植物も観察。50名の参加者があった。※資料①② 

議題３．まちかどネットと RICライブラリー参加の報告(高橋委員) 

 まちかどネット主催の防災アンケート報告会（11/16 開催）があり約 100 名の出席があっ

た。その内容は 12月末に発行予定の「まちかどネット通信４」に掲載される。 

 防災に関して所属各団体がそれぞれ活動を行っている。①防災福祉コミュニティが海抜表

示板の設置、②自治会が防災マップを作成、③青少協が学校との情報連絡、子供の保護、

④地域振興会が企業との連絡体制 ⑤婦人会が六ｱｲ版防災の知恵 ⑥両ふれまち協が要援

護者対策検討。など 

 ライブラリー登録者は 3,681件と多数の方に利用されています。 

議題４.まちづくり事例報告会(こうべまちづくり会館 20周年記念)11月 23日開催について 

事例報告会の内容 ①「密集市街地改善の取り組み」 ②「地域と専門家の協力による景観ま

ちづくりの担い手の育成」を説明した。    ※資料③ 

議題５．神戸市報告 地区計画変更について 

将来の魅力あるまちづくりに向けて 11/22に開催された都市計画審議会において、六甲アイラ

ンド関連では、以前からお知らせしている南端部の地区計画変更と臨港地区解除が原案どおり、

承認された。審議会資料等は神戸市ホームページで閲覧できる。 

議題６.その他 

六甲アイランド基金助成事業概要、助成を受けている内容について説明。   以 上 

※ 次回運営会：12月 17日(火)  1月 9日(木)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：1月 18(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 9 回(1 月)委員会記録 

日  時： 平成 26年 1月 18日（土） 16：00 ～17：40 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：27名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 西森(E3) 山内(E5) 寺西(E6)  

久間(E7) 福本(E8) 黄(W3) 藤田(W5) 稲垣(W5) 平林(W5) 堀(W6) 池田(W7) 重友(W5) 

藤原(W4) 菅(W4) 前野(自治会) 福本(婦人会) 北岡(六甲ふれまち) 区役所：岩城 中山 

みなと総局：田谷 中村 高畑 ｛敬称・役職略｝ 

配布資料：①広報 Vol.31 ②街路愛称表示板設置場所 ③H26年度設置希望場所 ④野鳥園近況、 

     ⑤野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ ⑥まちかどネット通信 4  

     ⑦事業計画策定への進め方案、事業計画策定の基本的な考え方 

 ⑧地区計画概要 ⑨P&G社 現オフィス売却について ⑩第 8回委員会記録  

議題１．活動報告(委員長） 

・今までの委員会運営は報告内容が多かったが今後は皆様の意見を積極的に取り入れて進めて行きたい。 

・広報 31号を 1月 10日に発行。内容は街路名表示板を設置と野鳥園観察報告。資料① 

・街路愛称表示板を昨年 12 月に 22 カ所設置しました。来年度は 12 カ所前後の設置を予算の範囲内で予定

している。資料②、③ 

・六甲アイランド基金助成申請をします。街路の愛称定着に向けた推進を活動内容とします。 

議題２.野鳥園について報告(藤田委員) 

・野鳥園で観察できた野鳥は 9/4～1/15の間に約 30種類あった。資料④⑤               

・野鳥園(仮称)のネーミングを今後住民の意見を聞きながら進めたい。 

議題３．まちかどネットと RICライブラリー参加の報告(山本・北岡委員) 

・まちかどネット通信「防災・減災への取り組み」が 12/25 に発行され、1/19 定例会議ではその推進状況

が話し合われた。資料⑥ 

・RICライブラリーは来年度も六甲アイランド基金の申請を行っていきます。 

議題４.来年度活動計画について(丸尾委員) 

 来年度も「住民を増やそう」「景観・環境を守ろう」「まちを元気にしよう」の 3つの活動方針に沿ったも

のとする。25 年度の事業・活動の継続性を尊重しながらも、急ぐ事項が有れば優先することとし、多岐

にわたる住民の意見・アイディアを聴いて作成したい。資料⑦ 

議題５．神戸市報告 地区計画変更について(神戸市みなと総局) 

 12/17に向洋町中 9丁目は「文化レクリエーション地区 B」から「複合利用地区」に変更になりました。 

議題６.その他 

・P＆G本社ビル売却についての情報資料あり 資料⑨ 

・2 月委員会で、「六甲アイランドの現況についての説明」講師 山本俊貞氏 の講演会を開催します 

・神戸市東灘区区民のづどい と 地域振興会新年会に参加しました 

・野鳥園現況についてＪＣＯＭのテレビ取材が、1 月 23 日にあります  以 上 

※ 次回運営会：1月 21日(火)  1月 28日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：2月 8(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)委員会記録 

日  時： 平成 26年 2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) 高橋(W4) 児島(W5) 西森(E3) 佐藤(E3) 中谷(E4) 

 寺谷(E6) 福本(E8) 池田(E10) 大森(E11) 山本(W4) 重友(W5) 若田(W4) 藤原(W4)  

古川(W4) 平林(W5) 塚本(W5) 米谷(W6) 堀(W6) 竹中(W7) 福本(婦人会)   

山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 区役所：岩城 中山  みなと総局：田谷 谷口 小西 ｛敬称・役職略｝ 

配布資料：①六甲アイランド(都市機能ゾーン)の現状<統計調査の集計結果>  

②神戸女子フットボールセンター横断幕写真 ③六甲アイランドの公園・緑地種別  

④第 9回委員会記録  

議題１．活動報告(委員長） 

 街路愛称の広報活動について…かねてより地図出版会社ゼンリンに要請していたが、 

4 月改訂の住宅地図に街路愛称が記載されることとなり、その後ネット地図上にも反

映される予定。 

 広報誌 32号の発行を 3月中旬に予定し、内容は今年度トピックスなどを掲載する。 

 H26年度の六甲アイランド基金の交付申請（申請額は 30万円）を 1月末に行った。 

 H26年度のまちづくりアドバイザー派遣申請を行った。 

 H26年度の街づくり助成事業補助金交付申請（申請額は 30万円）を行った。 

議題２.諸団体の活動報告 

 まちかどネット： 

・3/16(日)に自治会が全戸一斉防災訓練を実施し、終了後まちかどネットは主催で、 

神戸市危機管理室からの地震津波に関する新情報などの講演会を予定している。 

・6/6(金)関西大河田教授による六甲アイランドの防災に関する講演会を予定している。 

議題３．神戸市報告 

六甲アイランド内の公園・緑地について資料③を基に説明を受けた。 

イ) 都市計画決定の公園 4カ所 

ロ) 建設局の管轄する都市公園法に基づく公園 10カ所、緑地 4カ所(シティヒル) 

ハ) 神戸市神戸港管理事務所の管轄する港湾緑地 2カ所(マリンパーク含む) 

ニ) 神戸市みなと総局の管轄するイベント広場、芝生公園、多目的グラウンドがある 

議題４.その他 

 野鳥園について…J-COMのテレビ放映映像を観た。 

 神戸女子フットボールセンターについて…INAC神戸の４冠達成を祝して、島内団体 

（まち協含む）による横断幕が設置された。 

議題５.講演会「六甲アイランドの現況について」 講師：㈱地域問題研究所山本俊貞氏 

六甲アイランドの将来像を考えるために、統計資料を基に、ポートアイランドとの比較等 

を時系列的に入居者別、事業所別に説明を受けた。 

以 上 

※ 次回運営会：2月 11日(火)  2月 25日(火)  18：30～20：30 於 W5集会室 

※ 次回委員会：3月 8(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)委員会記録 

日  時： 平成 26年 3月 8日（土） 16：00 ～17：30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：22名 

出 席 者： 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 若田(W4) 藤原(W4) 

菅(W4) 西森(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 池田(E10) 古川(W4) 平林(W5)  

稲垣(W5) 堀(W6) 池田(W7) 山田(婦人会)  山本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  

区役所：中山  みなと総局：田谷 小西   ｛敬称・役職略｝ 

 

配布資料：①ニュースレターVol.32(案) ②まちを知る・人を知る・智を知る(案)  

③平成 26年度活動スケジュール(案) ④野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ  

⑤まちかどネット 3月 4月案内 ⑥H25年度 10回(2月)委員会記録 

 

議題１．活動報告(事務局長） 

 広報３２号について： 内容は一年間の活動を総括して編集、3 月下旬発行予定。 

 野鳥園について： USA ガールスカウト神戸から野鳥園観察、清掃活動に参加した

いと問合せ有り歓迎の意を伝える。 

 街路愛称の広報活動： 3 月 20 日六甲アイランド基金のヒアリングを受ける予定。 

 来年度活動計画： 平成 26 年度スケジュール(案)提示 

 

議題２．平成 26 年度活動計画について 

① 「まちを知る・人を知る・智を知る」をテーマに「まちづくりシリーズ講演会」と 

「まちづくりウオッチング」を中心にして活動してゆく。 

② 野鳥園について： 今までの観察会など活動実績はニュースレターVol.32 の記事にま

とめている。ネーミングについては住民意見を聞き名前を決めたい。池の水質につい

ては改善に向け研究していく。 

 

議題３.諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動について： 3 月 16 日午前中の自治会防災訓練に続き午後から

炊き出し訓練と神戸市危機管理室の説明会を開催する。 

 自治会： 海抜を記載した「六甲アイランド CITYコミュニティ安全マップ」を作成

したので全戸配布する。 

 RICライブラリー： 東灘図書館が開設した影響で少し利用が減少している。 

 

議題４．その他 

  「芦屋市における阪神大震災後の街の復興事例について」講演 講師：丸尾副委員長 

以 上 

 

※次回運営会：３月１１日(火) ３月２５日(火) 18 時 30 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：４月１２日(土)  16 時～18 時 於 RIC ふれあい会館 


