
 六甲アイランドまちづくり協議会   

平成 26 年度 第 2 回(5 月)委員会記録(案) 

日  時： 平成 26年 5月 10日（土） 16：00 ～17：30 

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)菅

(W4) 西森(E3) 酒井(E3) 小倉(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 池田(E10)  

古川(W4) 平林(W5) 稲垣(W5) 堀(W6) 竹中(W7) 飯沼(W20) 義本(W20)  

柏井（自治改）山田(婦人会) 山本(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 岩城(区役所) 松田(区役所)  

若松(みなと総局) 辺見(みなと総局)         ｛敬称・役職は省略｝ 

 

配布資料：①ニュースレターVol.33(案) ②野鳥園ゴミ拾い報告 ③総会資料  

平成 25年度活動報告・平成 26年度活動計画案・平成 26年度活動スケジュール 

案・26年度役員及び委員・平成 25年度会計報告及び監査報告・平成 26年度収 

支予算案 ④野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ  

⑤5/17スポーツエキスポチラシ ⑥H26年度第 1回(4月)委員会記録 

 

議題１．委員長より活動報告 

 広報 33号を５月下旬に発行予定。内容は 6月 14日開催の総会の案内。 

 野鳥園前のトイレが修理中で７月に完了予定。 

 野鳥園の清掃活動を 4月 25日に今年度第一回目として実施し、協議会から７名、神戸港

管理事務所から８名の参加。草引きを行い、大形ゴミなど７袋を集めた。 

 5月 17日に実施される RICスポーツ EXPOに受付担当を中心に 7名程で協力したい。 

議題２．事務局報告 

 平成 26 年度まちづくり助成事業補助金 30 万円の交付が 4 月 1 日に決定した。 

 6 月 14 日の総会に向けて議案の説明がなされた。内容は平成 25 年度活動報告、平成 26

年度活動計画(案)、活動スケジュール(案)、平成 25 年度会計報告及び監査報告、平成 26

年度収支予算(案)。以上の内容で総会に臨む。 

議題３.諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動を映像を利用して報告。まちかどネットが結成され神戸市とパート

ナーシップ協定を結び３年間の活動を始める中、最近の防災活動への取り組みや六甲ア

イランド活性化に向けた取り組みが始まった事など 12団体が毎月定例会議を開催して討

議していることが紹介された。 

 RICコミュニティライブラリ評議委員会からの報告。年間総貸出し人数 2万人、貸し出し

73万冊、登録者数は外国人 280名を含み 3600人、予算 650万円で運営など。 

議題４．その他、神戸市より 4月度人事異動報告 

みなと総局、技術部計画課 若松謙一課長が挨拶(山本課長後任) 

東灘区役所、まちづくり課 松田早苗氏が挨拶(中山氏後任) 

以 上 

※次回運営会：5 月 13 日(火) 5 月 27 日(火) 18 時 30 分～ 於 W５集会室 

※次回定期総会：6 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 26 年度 第 3 回(7 月)委員会記録(案) 

日  時： 平成 26年 7月 12日（土） 16：00 ～17：30 

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) 若田(W4)  

藤原(W4) 菅(W4) 西森(E3) 小倉(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 伊藤(E10)  

古川(W4) 久本(W4) 平林(W5) 藤田(W5) 池田(W7) 竹中(W7) 飯沼(W20)  

植田(婦人会) 山本(アドバイザー) 屋久(区役所) 岩城(区役所)  

松田(区役所) 若松(みなと総局) 辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①ニュースレターVol.34 ②滋賀県高島市が大阪湾広域臨海環境整備センター 

神戸沖処分場にダイオキシン類基準超過廃棄物を違法に搬入した件について 

③平成 26年度活動計画案 ④6月 22日開催のまちかどネット定例会議報告 

⑤まちかどネット通信 6 ⑥第 8回定期総会議事録 ⑦屋久課長講演会資料 

議題１．委員長より活動報告 

 第８回定期総会内容と野鳥園の現状を、７月７日に広報 34号で発表 

 大阪湾フェニックスセンターからの情報提供が有り、ダイオキシンは環境調査の結果 

から環境安全面での問題はないとの内容であった 

議題２．事務局より 

26 年度活動計画は継続して三つの提案実現を推進するが、これに関して委員の意見を求

め討議した 

 組織強化のための取り組みの中で活動経費面での自立についての質問があった 

 住民への認知度が低いと思われるので管理組合への働きかけも必要ではないか 

 婦人会からは歩道の敷石の凸凹の点検と改修要望をしている 

 シティヒルと公園など六アイの緑の資源活用を考えて、「緑のまち」になるようにし 

てはどうか 

＊ 事務局より次回の委員会でも、新規活動や事業の提案・考え・意見を出してもらうよう 

お願いした   

議題３.諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動について。6月 22日にまちかどネット定例会議が開催され、今年度

より「防災部会」に「街の活性化部会」を加えて 2部会が活動する 

 RIC コミュニティライブラリ評議会について。170 回目の開催が有り、運用状況の報告

があった 

議題４．講演会 

「阪神淡路大震災での海外救援物資について」の表題で、東灘区役所まちづくり推進部 

屋久課長より、南海トラフ地震が心配される中、当時担当した業務を振り返り救援物資実

績について、当時の生々しいエピソードを含め詳しい説明があった 

以 上 

※次回運営会：7 月 15 日(火) 7 月 29 日(火) 18 時 30 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：8 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 26 年度 第５回(9 月)委員会記録 

日  時： 平成 26年 9月 13日（土） 16：00 ～17：20 

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) 小倉(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 伊藤(E10) 古川(W4) 久本(W4)  

平林(W5) 高西(W5) 竹中(W7) 飯沼(W20) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー)  

岩城(区役所) 松田(区役所) 若松(みなと総局) 辺見(みなと総局)  

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①2014年夏祭り収支明細 ②第 3回(7月)委員会記録 

③まちかどネット 8月 31日開催の定例会議報告 

④区民スポーツまつり催し物のお知らせ 

議題１．会長より活動報告 

☆サマーイブニングカーニバルの出店には多大なご協力有難うございました。祭は大盛況で予定通

りの売り上げになりました。 

☆W7R マンションの景観について。①バルコニーの室外機や洗濯物等が丸見えになっている。   

②東側駐車場が修景されていない。・・・ことから１ヶ月以上前から積水ハウスに改善を申し出

ているが検討中との返事 

☆７丁目街区公園の緑化等を神戸市に依頼している。 

☆野鳥園の池の水質改善について。部分的ヘドロ対策と塩分対策を実施する。(神戸市) 

☆道路標識・表示板追加設置について。昨年は 26カ所設置した。今年度も 10か所程度設置した 

い。 

☆見学会について。10 月 9 日(木)１４時に「神戸税関六甲アイランド出張所」を見学する。１１

月には六甲アイランド南の廃棄物処分場見学会も予定している。 

☆六甲アイランド高校の SSH課題研究発表会について。９月 30日開催予定。10月 10日講演会。 

☆大阪湾フェニックスセンターからの情報報告。 

 

議題２．事務局より 

☆サマーイブニングカーニバルの会計報告。売上利益が 50,626 円あった。 

☆スポーツエキスポ(秋季 11 月 9 日)へウォーク＆クイズラリーで参加します。協力願います。 

 

議題３.諸団体の活動報告 

☆まちかどネットの活動について。街の活性化部会と防災部会の 2部会で活動中。添付資料有り 

☆RICコミュニティライブラリ評議会。7月末の登録者は 3,500人の推移。 

 

議題４．神戸市より 

☆東灘区役所よりお知らせ。区民スポーツ祭りイベントが 10月～12月にかけて開催されます。 

 

 

※次回運営会：9 月 16 日(火) 9 月 30 日(火) 18 時 30 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：10 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 26 年度 第 6 回(10 月)委員会記録 

日  時： 平成 26年 10月 11日（土） 16：00 ～17：30 

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) 小倉(E3) 山内(E5) 伊藤(E10)  野尻(W3) 久本(W4)   

藤田(W5) 平林(W5) 高西(W5) 竹中(W7) 柏井(自治会) 植田(婦人会)  

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

辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①見学会報告書 ②景観形成計画の枠組み 

③六甲アイランド都市機能ゾーン景観形成計画 ④まちかどネット通信 7 

⑤第５回(９月)委員会記録 ⑥地区計画 

議題１．事務局より活動報告 

 10月 9日(木)14時～15時半 財務省神戸税関六甲アイランド出張所の見学会を実施。 

参加者は、まち協、自治会、婦人会等から 20 名有り、税関の使命、業務について説明

を受けた。 

 野鳥園の水質改善について計画中。 

 道路表示板追加設置について。東部建設事務所所有の土地に表示板を設置できないかと

打診中。場所は小磯駐車場入口近辺、小磯美術館東側、東ゲート近辺シティヒル、1 丁

目東公園、Ｅ10東側など。今後更に企業所有地、学校用地などにも働きかけていきたい。 

 次回の 11 月 8 日委員会には六甲アイランド都市機能ゾーンのウォッチングとワークシ

ョップをして我々の街のあり方を考えてみたいと企画している。 

 11月 9日のスポーツエキスポにウオーク＆スタンプラリーで参加する。 

 11 月 25 日(火)「大阪湾フェニックスセンター 六甲アイランド南の処分場」を見学す

ることを企画している。ダイオキシン問題もあり他団体からも希望を募り 30 名で実施

予定。 

議題２.諸団体の活動報告 

 まちかどネットの活動について。街の活性化を目的に 10 月～11 月にかけて店舗調査を

行う。その後住民アンケートも予定している。これらの結果は冊子にまとめて 3月頃に

説明会を開催する予定。 

 RICコミュニティライブラリ評議会。24名で構成されているが春から夏にかけて評議委

員が入れ替わっている。今年度の貸出数推移は微減の状況。 

議題４．神戸市より 

 東灘区役所よりお知らせ。アートマンズ、スイーツ巡り、など秋の三大イベント有り。 

 みなと総局より。先日神戸新聞に発表の通り剣豪集団が 28 年春 100 社～200 社 1000 人

程度の規模で活動を始める予定。 

議題５、勉強会：「六甲アイランド景観形成計画」について 山本アドバイザーより解説有り。 

以 上 

※次回運営会：10 月 14 日(火) 10 月 28 日(火) 17 時 45 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：11 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 26 年度 第 7 回(11 月)委員会記録 

 

 

日  時： 平成 26年 11月 8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) 寺西(E6) 坂井(E7) 伊藤(E10) 古川(W4) 久本(W4)  

藤田(W5) 平林(W5) 林田(W6) 竹中(W7) 柏井(自治会) 植田(婦人会)  

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

辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①ウォッチング記録シート ②ウォーク＆スタンプラリー案内図 

③第６回(10月)委員会記録 

 

議題１．六甲アイランド都市機能ゾーンを、「景観形成計画」を念頭に A、B,Cの 3班に 

分かれウォッチングしてチェックした。参加者 25名。所要時間約 60分。 

議題２．グループ発表 模造紙に各自の意見を書き込んだカードを張り付け纏めた。 

    A チーム：気になっている W7 のベランダ、駐車場の修景そして公園の植樹を 

チェック。イースト大通り南詰の見通し線のチェック。 

    B チーム：道路、樹木、街並み、建物、 

に視点を置いてチェックした。W7 のベランダの透明仕様をチェック。改

善出来ないか。 

    C チーム：見通し線、電柱、W7 駐車場、W7 陸屋根について指摘 

山本アドバイザーより：北側街区の初期開発は景観形成計画に則った良好な環境だが経年に

よる見通し線、建物設計形状などの変化も現実としてある、街並みに対し

て住民が近隣の環境に興味を持つべきの意見をもってまとめとしたい。次

の委員会でまとめた資料を提出する。 

議題３．事務局より 

 明日 10月 9日開催のスポーツエキスポでのウｵーク＆ラリー実施に関して協力を依頼 

 野鳥園の水質改善について。11 月 17 日より水質改善、排水升のかさ上げ工事に入り水

質調査も同時に行う。 

以上 

※次回運営会：11 月 11 日(火) 11 月 25 日(火) 17 時 45 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：12 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 26 年度 第 8 回(12 月)委員会記録 

日  時： 平成 26年 12月 13日（土） 16：00 ～18：15 

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) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4)  

小倉(E3) 西森(E3) 寺西(E6) 伊藤(E10) 久本(W4) 藤田(W5) 平林(W5) 林田(W6) 

竹中 (W7)  柏井 (自治会 )  植田 (婦人会 )  松田 (区役所 )  若松 (みなと総局 )      

辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①六甲アイランド都市機能ゾーンの街並み点検。写真集 

②まちづくりウォッチング(公共施設等)報告書 神戸基地の概要 受入量に関 

する資料 神戸沖埋立処分場資料 ④野鳥園排水枡の嵩上げ概要 

③第 7回(11月)委員会記録 

 

議題１．六甲アイランド(都市機能ゾーン)の街並み点検のまとめを発表 

 Ｗ7R の開発をきっかけにして、街並みに関しての問題点を洗い出すことを重点に、3 班で点検を実施。

出された意見のまとめを資料に基づいて発表。 

問題点と共に、課題・提案としては、見通しよりも緑を重視すること、W7R公園の緑を豊かにする

こと、道路通行についての自転車の使い方などが挙げられた。 

 委員長より・・Ｗ7R の３点の改善要求（勾配屋根、バルコニー丸見え、駐車場の修景）に積水ハ

ウスから一部改善点の回答があった。まだ不十分なので引き続き交渉していく。 

議題２．事務局より 

 12月 4日「大阪湾フェニックス計画 神戸沖埋立処分場(六甲アイランド南島)」見学会報告。   

まち協、自治会、地域振興会、まちかどネットから 19名が参加。 

現地の状況と神戸基地を視察し、認識を深めた。 

 野鳥園の水質改善工事について。  約 40種類の野鳥が確認できる状況のもと、池は 

ヘドロが溜り海水が逆流しているため水質改善、排水枡の嵩上げ工事と水質調査を１１月から行

っており 12月中に終了の予定。 

 街路愛称表示板について。  今年度は民間部分を中心に 5～6ヶ所新設したい。 

議題３．諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動。  10月から始めた店舗訪問アンケート 90件がまとまった。 

引き続き住民アンケートを 12月末までに実施する。 

 RICコミュニティライブラリ評議委員会。  毎月 100冊の書籍購入をしているので住民の利用を

期待している。 

議題４．広報(Vol.35号)発行について    

添付資料による内容提案が有った。１２月中に発行する。 

議題５．その他  

 緑のまち等のまちづくり事業の提案があった。 

以上 

※次回運営会：12 月 16 日(火) 1 月 6 日(火) 17 時 45 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：1 月 17 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 26 年度 第 9 回(1 月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年 1月 17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) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4)  

菅(W4) 中川(W5) 西森(E3) 寺西(E6) 伊藤(E10) 久本(W4)平林(W5)  

竹中(W7) 飯沼(W20) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー) 岩城(区役所) 

松田(区役所) 辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①六甲アイランド野鳥園の池の水質検査結果 ②第８回(１２月)委員会記録 

③まちかどネット防災セミナー、住民意識調査 ④わがまちトーク（区役所） 

⑤神戸製鉄所火力発電所設置計画（回覧） 

 

１．六甲アイランド(都市機能ゾーン)の街並み点検のその後 

 山本アドバイザーより公園、街路樹、自転車利用などについて補足が有った。 

 Ｗ７Ｒに対する改善については引き続き積水ハウスと交渉している。状況は１２月時点と変わ

りなし。 

２．事務局より報告 

 1月 9日 六甲アイランド地域振興会 新春の集いに出席した。 

 1月 16日 六甲アイランド高校芸術祭美術・デザインコース展で、六甲アイランド高校生の作

品（六甲アイランドの風景画）６点が披露され神戸市から感謝状が贈られた。これら６点は、

ファッションプラザ南の向洋中央通りの万能塀に展示される。 

 1月 19日 東灘区民のつどいに出席する。 

 野鳥公園の水質改善工事は 11月～12月間で工事を完了した。 

水質検査結果については意見が出されたので、検討していく。 

 街路愛称表示板は 3月に向けて 7カ所の設置を計画している。 

３．諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動について。2月 21日室崎益輝名誉教授を招いて「南海トラフ地震にどう備

えるか」セミナーの開催を予定。 

街の活性化に向けて「お店調査、住民意識調査」を行い現在分析中である。 

４．広報発行について 

3月末までに２回発行したい。 

５．その他報告 

 東灘区より「わがまちトーク」の紹介があった。 

 神戸製鋼所の灘浜に新規石炭火力発電所設置計画の情報報告があった。 

以上 

※次回運営会：1 月 20 日(火) 2 月 3 日(火) 17 時 45 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：2 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 26 年度 第 10 回(2 月)委員会記録 

日  時： 平成 27年 2月 14日（土） 16:00～17:45 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：26名 

出 席 者：岡本(W4) 高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 西森(E3) 

大谷(E6) 寺西(E6) 福本(E8) 伊藤(E10) 野尻(W3) 久本(W4) 平林(W5)  

日高(W5) 高西(W5) 竹中(W7) 池田(W7) 飯沼(W20) 柏井(自治会)  

山本(コンサルタント) 岩城(区役所)松田(区役所) 若松(みなと総局)  

辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①まちづくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣申請書 ②平成 27年度街づくり助成事業補助金交付申請書 

③六アイ野鳥園池の水質調査について ④第 3回六アイ自然観察会  

⑤ニュースレターVol36（案）⑥平成 26年度 9回(1月)委員会記録 

１．事務局報告 

 平成 27年度まちづくりアドバイザー派遣申請をした。 

 平成 27年度街づくり助成事業補助金交付申請をした。 

 六甲アイランド高校美術作品 6 点が 2 月 13 日に万能壁(ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ南)上に設置された。 

２．委員長報告 

 街路愛称表示板追加設置について。神戸市の標識が小磯美術館通り 3か所、向洋中央通り 3か所に追加

設置された。その他当協議会の手で表示板６か所を年度末までに追加設置の予定。 

 W７R の改善点ついて積水ハウスより回答あり。勾配に見える形を新設棟に検討する、既設棟のベラン

ダ物干丸見え問題は住民に対し指導を検討する。駐車場修景については神戸市の隣接する公園内に植栽

として樹木を増植する、との回答あり進展を見た。 

 野鳥園水質検査について。追加資料がみなと総局から出され、水質データーは千刈水源地や衝原湖と遜

色はない。今後は池底のヘドロ対策として、池の水を抜いて、ヘドロの除去や池干を神戸市と相談して

いきたい。 

 街角広場など地区計画施設指定について。W７R、E10、E7の街角広場を地区計画施設とすることを検討

していきたい。 W21の公園の地区計画施設指定について動きがあるが、当協議会は現状では従来と状

況変らないことからスタンスに変わり無い。 

３．諸団体の報告 

 まちかどネットより。2月 21日に防災セミナー「南海トラフ巨大地震に備えるパート２」を、 

3月 29日に活動報告会を開催予定。 

４．第 3回六アイ自然観察会「野鳥園付近の鳥と植物を見る会」 

 3月 1日(日)9:30～11:30に開催予定。 

５．広報(Vol,36号)発行について 

 2月 20日に発行予定、内容は六甲アイランド高校美術デザインコースのアート活動、3月１日自然観察

会の案内について。 

６．その他。①東緑地サクラ並木再生について②ファッションマート北側歩道上の石柱(ボラード)撤去され

た問題について情報交換した。③委員より街路上に置かれたプランターの植木が枯 

れているのを改善すべきだという意見があった。                          

以 上 

※次回運営会：2月 17日(火) 3月 3日(火) 17時 45分～ 於 W５集会室  

※次回委員会：3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 26 年度 第 11 回(3 月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年 3月 14日（土） 16:00～17:20 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：19名 

出 席 者：岡本(W4) 丸尾(E4) 高橋(W4) 児島(W5) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 南賀(E3) 

福本(E8) 伊藤(E10) 久本(W4) 平林(W5) 竹中(W7) 植田(婦人会) 

山本(コンサルティング) 岩城(区役所) 松田(区役所) 若松(みなと総局)  

辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①平成 26年度街づくり助成事業事業実施報告書 ②平成 26年度街づくり助成事業完了

実績報告書 ③平成 26年度街づくり助成事業提案活動実施報告書 ④平成26年度収支

決算書 ⑤平成 27年度活動計画(案) ⑥平成 27年度活動スケジュール（案） 

⑦第 3回六アイ自然観察会報告 ⑧街路愛称表示板設置計画(案)  

⑨向洋町中 7丁目公園植栽計画図 ⑩平成 26年度 10回(2月)委員会記録 

⑪まちかどネット通信 8 ⑫六甲アイランドリバーモール整備イメージ(案) 

１．事務局報告 

 下記書類を 3月末に提出します。 

平成 26 年度街づくり助成事業事業実施報告書、平成 26 年度活動報告、平成 26 年度収支決

算書、街づくり助成事業補助金調書、平成 26年度街づくり助成事業提案活動実施報告書 

 平成 27 年度活動計画（案）として平成 27 年度活動スケジュールの(案)が示された。 

 第 3 回六アイ自然観察会が 3 月 1 日開催され 22 名の参加が有り 18 種類の鳥を確認した。 

 街路愛称表示板の 10 ヶ所追加設置が決まった。合計 38 カ所となる。 

 W7R の駐車場修景として白樫 17 本、銀木犀 2 本の追加植栽をする。  

 

２．諸団体の活動報告 

 まちかどネット活動について。活性化部会と防災部会が有り、防災部会は 2 月 21 日室崎益輝

名誉教授を招いて防災セミナーを開催、320 名の参加者があった。 

 RIC ライブラリー評議員会報告。4 月以降に親子話し会などの企画が有る。 

 

３．広報（Vol.3７号）発行について 

観察会などを掲載して 3 月末に発行する。 

 

４．神戸市より 

みなと総局より、リバーモールをライトアップする計画があり、秋に完成予定との説明が 

あった。 

 

５．その他 

自治会では歩道上の石柱(ファションマート北側)について復元の方向で決議した。 

 

※次回運営会：3 月 17 日(火) 3 月 31 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：4 月 11 日(土)  16 時～18 時 於 RIC ふれあい会館 


