
 六甲アイランドまちづくり協議会 

平成 27 年度 第 1 回(4 月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年 4月 11日（土） 16:00～17:30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：23名 

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

 菅(W4) 南賀(E3) 福本(E8) 藤田(W5) 高西(W5) 平林(W5) 竹中(W7)  

飯沼(W20) 義本(W20) 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) 竹本(みなと総局)｛敬称・役職は省略｝ 

 

配布資料：①平成 26 年度収支実績 ②平成 27 年度活動計画(案) ③平成 27 年度活動ス

ケジュール(案) ④平成 26 年度 11 回(3 月)委員会記録 ⑤ニュースレター

Vol,37 ⑥まちかどネット通信 9 ⑦まちかどネット活動報告 ⑧まちづくり

条例施行規則の一部を改正 ⑨わがまちとーく ⑩東灘区あんない 

 

１．委員長報告 

＊広報 37号を 3月 31日に発行した。 

＊街路愛称表示板を 3月末に 6カ所設置し、計画通り合計 38か所となった。 

 

２．事務局報告 

＊神戸市平成 26年度助成事業の完了報告書を 3月 31日提出した。 

＊平成 26年度収支実績報告が会計より報告。 

＊まちづくり協議会のホームページアドレスを http://machikyo.net/に変更。 

＊6月 13日の総会資料として以下 2点の検討を依頼。 

    ①平成２７年度活動計画(案)と活動スケジュール(案) 

    ②役員人事について 

＊RICスポーツ EXPOが 5月 24日(日)に開催されるので協力を依頼。 

 

３．平成 27年度活動計画について 

以下の項目を実施する予定 

街角広場の追加地区計画施設指定、野鳥園の整備と活用、街路愛称の定着 

講演会と街の施設等の見学会、各種行事への参画 

※まちづくり協議会役員の任期 2年が経過し次回総会で役員交代を考えている 

 

４．参加諸団体の活動報告 

＊まちかどネット：3月 19日バンケットホールにて報告会を開催した。 

添付冊子有り 

http://machikyo.net/


リバーモールへのバイク乗り入れ禁止をかねてより要望していたが実施となった。 

＊ＲＩＣライブラリー：新学期が始まり学校関連の状況報告あり。 

 

５．神戸市報告 

＊東灘区役所人事異動報告：(新任)谷口区長、(新任) まちづくり課稲田課長 

＊まちづくり条例施行規則の一部を改正について報告あり 

＊みなと総局人事異動報告：(新任)竹本昌司係長、 

 

６．その他 大阪湾広域臨海環境整備センターから高島市の搬入停止解除の発表があった。 

 

７．勉強会：六甲アイランド都市機能ゾーン景観形成計画の基本理念について 

山本アドバイザーにより説明された。 

 

 

 

 

 

※次回運営会：4月 14日(火) 4月 28日(火) 17時 45分～  於Ｗ5集会室 

※次回委員会：5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 27 年度 第２回(５月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年５月９日（土） 16:00～17:30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：2６名 

 

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

南賀(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 伊藤(E10) 野尻(W3) 加島(W4) 久本(W4) 

高西(W5) 平林(W5) 竹中(W7) 池田(W7) 飯沼(W20) 

柏井 (自治会) 山田(婦人会) 山本(アドバイザー) 松田(区役所)  

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

 

配布資料： ①平成 26年度活動報告 ②平成 26年度会計報告及び監査報告 ③平成 27年度

活動計画(案)  ④27年度活動スケジュール(案) ⑤平成２７年度収支予算(案） 

⑥まちづくり協議会 役員及び委員(案) ⑦ニュースレターVol,38(案）⑧平成２

６年度六アイ基金助成金使用報告書 ⑨まちかどネットの活動報告 ⑩平成２

７年度第１回(４月)委員会記録  ⑪六アイ基金だより Vol,18  

⑫春の交通安全運動のチラシ⑬六甲アイランドＣＩＴＹ ＭＡＰ 

 

１．委員長報告 

＊広報 38号（定期総会の案内）を 5月 26日に発行予定 

＊RICスポーツ EXPO（５月２４日）実施への協力依頼 高橋副委員長より詳細報告 

 

２．事務局報告 

＊神戸市平成２７年度街づくり助成事業補助金交付決定の報告。 

＊平成２６年度活動報告 

＊平成２７年度活動計画(案)と活動スケジュール(案) 

＊平成２６年度会計報告及び監査報告 会計より報告。 

＊平成２６年度収支予算（案）会計より報告 

   ＊平成２７年度 まちづくり協議会の役員及び委員人事（案） 

 

３．参加諸団体の活動報告 

＊まちかどネット：４月１９日の定例会議で次のような検討事項が山本委員より報告 

①Ｈ２６年度の活動と会計報告 

   ②２７年度の事務局体制について検討 

③２７年度の活動方針について洗い出し 

＊ＲＩＣライブラリー：会計面からみた状況を高橋副委員長が報告 



４．神戸まちづくり六甲アイランド基金の最終報告 

   ＊Ｈ２３年度から始めた、六甲アイランド都市機能ゾーン内の主要１１路線の「街路

に愛称をつける」活動は、愛称の公募・決定・広報・周知活動を経て、街路愛称表

示板をこれまでに３８か所に設置することができた。これでこの活動において、六

甲アイランド基金への助成申請は、終了すると高橋副委員長より報告 

 

６．神戸市報告 

   ＊みなと総局人事異動報告：(新任)吉田氏 

 

７．区役所報告 

   ＊春の全国交通安全運動チラシについて、松田氏より説明 

 

８．その他   

＊Ｗ３の野尻委員より、みなと総局に対して次のような質問があり、みなと総局は、

実態の調査の結果を報告する。 

・「ウエスト大通りの南端部（国際大学の西側）道路にコンクリートブロックが置

いてあり駐車ができないようにしてある。六甲アイランドに多くの人に来て頂く

ためには、それを撤去したほうがいいのではないか」 

    ・数名の委員から、マリンパークや野鳥園への来場者は、周辺にある駐車場を利用

すべきであるとの意見があった。 

 

 

 

 

※次回運営会：５月 1２日(火) ５月 2６日(火) 17時 45分～  於Ｗ5集会室 

※次回定期総会：６月１３日(土) 16時～1７時３０分   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 27 年度 第 3 回(７月)委員会記録 

日  時： 平成 27年 7月 11日（土） 16:00～17:45 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：22名 

出 席 者： 

高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 竹中(W7) 重友(W5) 若田(W4) 藤原(W4)  

南賀(E3) 福本(E8) 野尻(W3) 岡本(W4) 平林(W5) 藤田(W5) 飯沼(W20) 

前野(自治会) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー)  岩城・松田(区役所)  辺見・

竹本・吉田(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①六アイ野鳥園で草刈とゴミ拾い ②野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ 

③第 9 回定期総会記録 ④ニュースレターVol.39 ⑤リバーモールライ

トアップについて  

議題１．委員長報告 

＊高橋新委員長が今後の活動方針を説明。基本的には今までの活動を継続する。 

具体的には、アオイアの跡地開発を注視してゆく、まちかど広場の地区施設指

定拡充、街路の愛称定着活動、野鳥園の環境維持、W7R への要望事項の見守り、

住民の要望や意見を汲みあげた活動などを行う。 

＊地域振興会総会（6 月 19 日）に出席し、企業や団体からの参加者に新任挨拶 

今年度イベント参加予定として、スポーツエキスポ、ハロウィン、食品工場 

マーケット 

議題２．事務局報告 

＊広報３９号(７月１日付け)を発行 

＊野鳥園清掃(７月１７日少雨決行)実施への協力依頼 

＊平成２７年度スケジュール発表 

＊西ロータリー通りの撤去された石柱については六甲アイランドマラソン実施ま

では現状のままとなると自治会長から報告があった 

＊8 月 29 日の夏祭りに参加するので協力依頼があった 

議題３．諸団体の活動報告 

＊RIC コミュニティライブラリー評議委員会に出席し、貸出状況など報告 

議題４．神戸市報告 

＊みなと総局より、リバーモールライトアップは、ハロウィンフェスティバル時

10/24 には完成予定 

・設備などが、子供のいたずらなどにも安全面で配慮されるよう要請 

・リバーモールは、常時水を張ってあるように要望 

その他 

 ＊自治会長から、西ロータリー通りの、撤去された石柱については、六甲アイラ

ンドマラソン実施までは現状のままとなると説明があった。 

議題５．勉強会  17：15～17：45 

「六甲アイランド景観形成について」 山本アドバイザーより説明を受けた。 

※次回運営会：7 月 14 日(火) 28 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：8 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 27 年度 第４回(８月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年 8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：高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 竹中(W7) 重友(W5) 若田(W4) 

藤原(W4) 菅(W4) 南賀(E3) 寺西(E6) 岡本(W4) 藤田(W5) 飯沼(W20) 

柏井(自治会) 山田(婦人会) 山本(アドバイザー)  岩城・松田(区役所) 

吉田(みなと総局) 藤本・赤松・葛本(住宅都市局)｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①野鳥園で草刈と清掃 ②神戸国際大学学生部長発信文 

③第 3回(7月)委員会記録 ④神戸らしい眺望景観 50選.10選 MAP 

 

議題１．委員長報告  

 神戸国際大学の運動部員が 7/12に野鳥園周辺で飲食をするなど不正利用行為が

あり、大学側に環境を守る協力依頼をし、これを受けて学生部長が学生に要請

文を発信 

 東部建設事務所を 8月 5日に訪問し以下の件を要望 

①街路愛称について、残り 9 街路の認定 ②歩道の石柱の復活 ③歩道敷石の

凸凹補修 ④シティヒル補修 

 Ｗ７Ｒ建設に関する要望事項について報告 

① 建設中建物に勾配屋根を採用 ②ベランダ内物干し改善を住民に要請済。併 

せて要望 ③駐車場前の植栽枯れについて植え替え ④南西側歩道のアスファ

ルト舗装を敷石仕様への変更工事を要望 

 神戸市環境局東クリーンセンター見学会を 9月 24日に開催予定 

 

議題２．事務局報告  

 野鳥園清掃を 7月 28日に実施。まち協 7名、行政から 9名が参加 

 8月 29日夏祭り参加と協力を依頼 

 

議題３．他団体の参加報告  

 まちかどネットからの報告。まちの活性化活動として、お店調査の冊子を作成

し、地域ポイント活用、住民意識調査などの検討中 

 

議題４．神戸市報告  

 神戸市まちのデザイン課より報告。神戸らしい眺望景観 50 選.10 選に六甲アイ

ランドから 2 点が選定されている。リバーモールに景観サイン・銘板設置をす

ることについては今後現地で協議 

以 上  

※次回運営会：8月 18日(火) 25日(火) 17時 45分～ 於 W5集会室 

※次回委員会：9月 12日(土)  16時～17時 30分 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 27 年度 第５回(９月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年９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：高橋(W4) 児島(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 若田(W4)  岡本(W4) 南賀(E3) 吉富(W3) 

 寺西(E6) 伊藤(E10) 須波(W4) 深田(W4) 古川(W4) 藤田(W5) 平林(W5) 竹中(W7) 

 飯沼(W20)   山本(アドバイザー) 岩城・松田(区役所) 

若松・竹本・辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

 

配布資料： ①公益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金設定趣意書  ②公益信託神戸まちづ

くり六甲アイランド基金基本概念 ③２０１５年夏祭り収支明細  ④第２６回六甲

シティマラソン大会のチラシ ⑤開港５都市景観まちづくり会議２０１５神戸大会の

チラシ ⑥秋の全国交通安全運動のチラシ ⑦六甲アイランドＣＩＴＹ ＭＡＰ 

⑧「みなと神戸―いきいきプラン」の概要（平成１７年２月） ⑨景観形成について

（神戸市都市景観条例から） ⑩『六甲アイランド都市機能ゾーン/景観形成計画』の 

計画的特徴  ⑪平成２７年度第４回(８月)委員会記録 

 

１．委員長報告 

＊夏祭り（８月２９日）の協力お礼 

＊六甲アイランド基金シンポジューム（９月４日）参加報告 

＊スポーツエキスポ（１１月８日）に「街路ウオーク＆スタンプラリー」で参加 

  当日の運営協力を依頼（12時半から、６～７名必要） 

＊Ｗ７Ｒの経過報告 

 傾斜屋根の導入、バルコニーの目隠し（すりガラスの導入）等の改善他 

＊開港５都市景観まちづくり会議２０１５神戸大会について…各自からの申込みを依頼 

＊六甲アイランド高校スーパーサイエンスの発表会の紹介と出席希望者のヒアリング 

 

２．事務局報告 

＊夏祭り収支報告（速報ベース） 

 収入（純売上 94,000 市助成金充当 46,335 計 140,335） 

 支出（販売原価 31,666 その他支出 55,579 計 87,245） 

 損益 53,090 

＊神戸らしい眺望景観５０選・１０選のサイン（縫い針）の取り付けについて 

＊神戸市環境局東クリーンセンター見学会（９月２４日１０時から）について 

   今後のインフラ・工場見学の希望先について 

＊自転車環境調査報告とワークショップ開催（１０月４日）への参加について 

 

３．他団体の参加報告 

＊竹中委員より報告  

まちかどネットからの報告（冊子 machieの発行） 



 

 

４．神戸市報告 

   まち協からの３つの質問に対しての回答がされました 

   （１）景観形成計画の有効性について 

    六甲アイランドの景観形成にあたっての指針として、現在も有効ですが、もともとガイド

ラインとして作成されたもので、法的強制力はもたない。 

   （２）都市景観条例に基づく都市景観形成地域に六甲アイランドが指定されてない理由 

    現在の景観法に基づく景観計画区域は、もともと市条例による都市景観形成地域として昭

和 54 年から平成２年にかけて指定された７地区を当初移行したもので、既成市街地にお

ける景観面での規制・誘導を目途にしており、その後の景観形成地域の指定も概ね同様で

ある。この視点から、六甲アイランドについては、人工島の建設にあわせ主に民活による

計画的開発が進められてきた地域であり、新たなまちづくりを進める中で景観形成計画を

定め、これに基づき景観形成を図ってきたため、敢えて条例による地域指定はしなかった

ものである。 

   （３）六甲アイランドの将来ビジョンについて 

    現時点での六甲アイランドの将来ビジョンは特に持っていないが、神戸港全体では『みな

と神戸―いきいきプラン』がある。アオイア跡地については海側の眺望が守れるようにマ

リンパークを含めてその環境を大切にしていきたい。 

    ＊神戸港全体の計画について、平成１７年に作成された『みなと神戸―いきいきプラン』

の資料を元に、その後の経過の説明がされた。六甲アイランドは、“物流ゾーンを中心

に、西日本のハブ港としての機能強化！”の一環として、次世代高規格コンテナターミ

ナル化を目指している。 

上記の回答後、委員の複数の方から、質問意見があった。 

① 本件景観形成計画は法的強制力がないことは理解しているが、事業者から開発の申請を

受けた段階では、このガイドラインの遵守を強い姿勢で指導するよう要望したい。 

② ガイドラインとして有効であるなら、同計画書では、建築行為等にあたって市はその景

観を街づくり協議会に報告し、意見を求めることとなっているところが、現在ではその

ような手続きはなされていない。計画書に沿った手続きができるよう、改善をお願いし

たい。 

③『みなと神戸―いきいきプラン』策定から 10 年が経過し、次計画策定の時期となってい

ると思うが、早急に策定されるよう期待する。 

④ 湾岸道路の計画については、「都市計画決定の手続きは終わっている。その次は事業化の

手続きがあり予算がつけば実施される。現在、国に事業化の要望をしており、早ければ

来年くらいには、事業が動き出す可能性がある。事業化されれば完成までに１０年弱く

らいの期間がかかる」との回答があった。 

 

５．区役所報告 

   ＊秋の全国交通安全運動チラシについて、松田氏より説明があった。 

 

※次回運営会：９月 1５日(火) ９月 2９日(火) 17時 45分～  於Ｗ5集会室 

※次回委員会：１０月１０日(土) 16時～1７時３０分   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 27 年度 第 6 回(10 月)委員会記録 

 

日  時： 平成 27年 10月 10日（土） 16:00～17:30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：23名  

出 席 者：高橋(W4) 丸尾(E4) 児島(W5) 山本(W4) 竹中(W7) 重友(W5) 若田(W4) 

藤原(W4) 菅(W4) 南賀(E3) 岡本(W4) 古川(W4) 須波(W4) 深田(W4) 平林(W5)  

飯沼(W20) 義本(W20) 柏井(自治会) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー) 松田(区役所) 

竹本・辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①街路ウオーク＆スタンプラリー参加用紙(案) ②六甲アイランド高校 SSH特別講演 

③まちづくりウォッチィング(公共施設等)報告書 ④野鳥公園の現況と今後について 

 

議題１．委員長連絡・報告  

＊神戸港管理事務所と野鳥園の秋の草刈り・マリンパークの整備等について、みなと総局と景観形成

計画遵守の意見交換・W７R まちかど広場の追加指定スケジュール・リバーモールライトアップ点

灯式・W7R 公園樹木補植等について、東部建設事務所と街路愛称の認定拡大等について、それぞ

れ依頼と打合せなど 

＊W７R 懸案事項については、セキスイハウスから受けた進捗状況の説明について報告 

＊11/8(日)PM のウォークラリー企画(案)説明…当日の運営協力・サポート依頼 

＊自治会自治懇談会 10/5(月)開催分の概略説明…詳細は、自治会記録ができて報告予定 

＊六甲アイランド高校 SSH 特別講演会 10/30(金)開催の説明と、出席者を募集 

＊当協議会のビブスを製作する予定…イベントや会合などで使用する 

議題２．事務局連絡・報告 

＊9/24(木)神戸市環境局東クリーンセンター見学会は、雨の中参加者 18 名で実施した。街のインフ

ラを担う事業所の一つであり、所長以下の説明・誘導のもと大変参考になった。 

＊六アイまちのにぎわい創出委員会の自転車環境調査報告とワークショップがあり出席 

＊野鳥園の現況と今後について…配布資料に基づき説明。12 月に見学会実施予定 

議題３．他団体の参加報告 

＊リックライブラリー評議員会より報告 

＊まちかどネットより報告…11 月初旬に住民意識調査アンケートを実施予定など 

議題４．神戸市報告 

＊みなと総局より 10/24(土)リバーモールライトアップの点灯式などについて説明 

ベイシェラトン北西隅の補修工事現場の修景については、神戸市からも依頼している旨の報告 

議題５．グループ討議(ワークショップ)を山本アドバイザー主導のもと実施 

＊六甲アイランドのまちづくりにおいて、景観形成を中心に「これからのあり方について」 

…参加者の意見を書き出し、グループ毎のまとめを発表。山本アドバイザーが全体取りまとめを 

行い、今後の委員会で発表予定。 

 

※次回運営会：１０月１３日(火) ２７日(火)   1７時 45 分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：１１月１４日(土)  16 時～1７時 30 分 於 RIC ふれあい会 



 六甲アイランドまちづくり協議会 

平成 27 年度 第 7 回(11 月)委員会記録  

日  時： 平成 27年 11月 14日（土） 16:00～18:00 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：25名  

出 席 者：高橋(W4) 丸尾(E4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 南賀(E3) 寺西(E6) 福本(E) 

川崎(E10) 渡辺(E10) 堅田(E11) 岡本(W4) 古川(W4) 藤田(W5) 平林(W5) 塚本(W5) 植田(婦人会) 

山本(アドバイザー) 岩城・松田(区役所) 若松・辺見・吉田(みなと総局)｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①第４回六アイ自然観察会 ②景観形成計画を基準とした現状の問題点とこれからの整備に当って 

      の留意点 ③国際フィットネスコンベンションのチラシ 

１．委員長報告 

＊街路ウオーク＆スタンプラリー11/8 は雨天につき 3 年連続の中止となった。午前中はスポエキスポのパター

ゴルフ・コーナーをサポート。六甲シティマラソン、スポーツごみ拾いは予定通り実施 

＊自治懇談会 10/5 の自治会のまとめを説明 

＊神戸市立六甲アイランド高等学校 SSH 特別講演会 10/10（秋山仁先生／理学博士・数学者）「目で見る数学

理論」に多くの委員が出席 

＊11／27～29 開催の「国際フィットネスコンベンション」等の説明とセミナー等への参加要請 

２．事務局報告･連絡 

＊六甲アイランドまちづくり協議会のビブス 20 着を作成し、スポーツエキスポにて初着用 

＊リバーモール点灯式 10/24 に多くのメンバーが出席し、神戸市からお礼があった。点灯式の映像記録を視聴 

＊地域振興会行事「秋の交流会」10/16 に岡本委員が参加し交流を深めた。約 100 名の参加者有り 

＊地域振興会講演会「防災セミナー企業防災をどう進めるか」に委員長他が出席 

＊野鳥園の草刈状況と第４回六アイ自然観察会 12/13 の開催案内の説明 

＊開港５都市シンポジュームに２名が参加し、その参加報告 

３．他団体への参加報告 

＊まちかどネットからの報告 「六甲アイランドの暮しについてアンケート」を実施中 11/10～20 

４．六甲アイランドのまちづくりの「これからのあり方について」のワークショップのまとめ 

＊前回開催したワークショップについて山本アドバイザーより説明があった。（添付資料により） 

 今後、この内容について議論していく予定 

５．神戸市等報告・連絡 

＊みなと総局 アオイアの西側跡地 1ha 余を、中高層住宅地として事業者の公募を行い、整えば年内契約の 

予定 

＊東灘区役所 11/23 アートマンスのファイナルコンサートの案内 

＊自治会行事 11/15 文化フェスティバル、11/29 クリーン作戦、12/6 街路灯点検の予定 

＊婦人会行事 歳末助け合い募金を実施予定 

６．その他 

＊E１０委員から 「異臭問題について」提起あり、自治会に話を伝えて相談する旨回答 

＊E１１委員から 「南島埋立て進捗状況」、「阪神高速湾岸線延伸」について質問あり。 

         みなと総局等から説明・回答 

※運営会スケジュール：11 月 17 日(火) 12 月 1 日(火) 22 日(火) １月 5 日(火)  

時間 17 時 45 分～    於 W５集会室 

※委員会スケジュール：12 月 12 日(土) 、1 月 16 日（土） 

時間 16 時～17 時 30 分  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 27年度 第 8回(12月)委員会記録  

 

日  時： 平成 27年 12月 12日（土） 16:00～17:30 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：23名  

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

堅田(E11) 前田(W3) 吉富(W3) 長尾(W3) 岡本(W4) 藤田(W5) 平林(W5)  

飯沼(W20) 柏井(自治会) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー) 岩城・松田 

(区役所) 若松・辺見・竹本(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①神戸らしい眺望景観 50 選 100 選 ②六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画   

③臨海部津波避難ビルマップ ④リバーモール・ライトアップ説明書 

⑤リバーモール南部の施設工事のお知らせ ⑥第 7回委員会記録 

議題１．委員長報告 

＊神戸市各部署への年末表敬と継続事案の依頼について…神戸港管理事務所(松本所長)、市役所

/みなと総局・住宅都市局・建設局道路課、東部建設事務所、東灘区役所(谷口区長)まちづく

り課を訪問 

＊W７R 開発についてセキスイハウスと現地立会い･･･向洋町中７丁目公園の枯れ木植替えは３月

実施、ウエスト大通側駐車場の修景、街角広場、街路愛称看板設置などについて協議 

＊神戸らしい眺望景観 50選のリバーモール・モニュメントの設置は３月の予定 

＊E10 委員から提起のあった「異臭問題」は自治会が窓口で対応し、自治会から E10 に事案の調

査依頼をしているとの回答あり 

＊リバーモール・ライトアップを記念しての神戸ファッション美術館のナイトミュージアム  

（２０時まで）と毎土曜のミニコンサート実施について･･･委員・住民の観賞・観覧を依頼 

＊ロータリー西通り歩道の石柱の復旧は２月の予定 

＊1月 8日新春のつどい(地域振興会)、1月 18日東灘区民のつどいに委員長が参加 

＊12月 12日夜クリスマスキャロル(地域振興会)があり、沿道での見物を依頼 

議題２．事務局報告 

＊12/13（日）実施の第４回六アイ自然観察会について説明 

＊野鳥園の池干し工事は 3月の予定 

＊街角広場の追加指定についての地区計画変更をスケジュール化することについて 

＊野鳥園で某社の個人情報書類が焼却される事件があり、行政管理部署が適切に対応 

議題３．他団体の参加報告 

＊まちかどネット･･･住民アンケートへの協力のお礼と結果の一部報告、及び住民交流サロン設

置計画の説明 

＊自治会        ･･･吸殻のポイ捨て禁止キャンペーンを３ヶ月間実施し、その後も継続予定 

＊婦人会        ･･･年末助け合い募金活動の実施 

議題４．神戸市報告 

＊みなと総局･･･リバーモール・ライトアップの照明プログラム、リバーモール電気室(2 箇所)

の工事開始の説明がされた 

 

※次回運営会：12月 22日(火) 1月 5日(火)  17時 45分～ 於 W５集会室 

※次回委員会：1月 16日(土)  16時～17時 30分 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 27年度 第 9回(1月)委員会記録 (案) 

 

日  時： 平成 28年 1月 16日（土） 16:00～17:50 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：24名  

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

南賀(E3) 福本(E8) 川崎(E10) 堅田(E11) 前田(W3) 吉富(W3) 岡本(W4) 

平林(W5) 飯沼(W20) 柏井(自治会) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー)  

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

配布資料：①第４回六アイ自然観察会報告 ②まちかどネット 12月定例会議報告  

③(仮称)野鳥園改修計画 ④向洋町中 9丁目民間住宅用地分譲の譲渡人決定 

⑤地区計画 ⑥第 8回委員会記録 

 

議題１．委員長報告  

 地域振興会新春の集い出席の報告と、東灘区民の集いに出席予定 

 神戸らしい景観 50 選のリバーモール・モニュメントは 2 月～3 月に工事予定 

 ロータリー西通り歩道の石柱の復旧工事は 2 月～3 月に工事を行う 

 六アイ基金は昨年で終了。街路に愛称をつける活動で年間 10 万円を 4 年間受けてきた 

 H28 年度まちかど広場の地区施設認定は W7R、E10 等を申請したい 

 向洋町中 9 丁目にマンション建設計画について、事業者と話し合う予定 

議題２.事務局報告  

 第 4 回六アイ自然観察会を 12 月 13 日実施した 

 野鳥園の今後については池干し工事の実施、ネーミング選考、観察会催行がある 

 春の施設見学会は 4 月頃に大栄環境(株)のリサイクルセンターを予定 5 名の希望あり 

後日検討 

議題３．他団体からの報告  

 まちかどネット：全住民意識調査実施、住民交流施設の開設について 

 自治会：ポイ捨て禁止運動実施、ウォーク＆ランについて 

議題４．神戸市報告  

みなと総局：①向洋町中 9 丁目の民間住宅用地の譲渡人決定について 

②野鳥園の工事と池水質について 

議題５．六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画について  

資料に基づいて基本の勉強をした 

以 上 

 

※次回運営会：1 月 19 日(火) 2 月 2 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：2 月 13 日(土) 16 時～17 時 30 分 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 27年度 第 10回(2月)委員会記録 

日  時： 平成 28年 2月 13日（土） 16:00～17:40 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：17名  

出 席 者：高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 藤原(W4) 南賀(E3) 福本(E8) 堅田(E11)  

前田(W3) 岡本(W4) 藤田(W5) 深田(W4) 平林(W5) 柏井(自治会) 

山本(アドバイザー) 竹本・辺見・吉田(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①第 9回委員会記録 ②六甲アイランド・リバーモールについて（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ関係） 

③(仮称)野鳥園 池の水質について ④毎日新聞（ほっと兵庫） ⑤まちかどネッ

ト通信 12 ⑥六甲アイランド暮しに関する全住民意識調査  ⑦パートナーシップ

協定 3年間の活動報告会のチラシ ⑧わがまちと～く Vol.7（神戸市）    

議題１．委員長報告  

 東灘区民の集い（1 月１８日、２００人以上の参加者）の参加報告 

 向洋町中 9 丁目のマンション建設計画について 

1/27 開発業者（総合地所など）との打合せし、まち協として、街の開発で発展に寄与して

くれる事への事業者への謝辞と、以下の事項を要望した。 

(１)勾配屋根 （２）変化に富んだ街並み （３）街角広場の設置 （４）電線地中 

（５）駐車場の修景 （６）敷地周囲の生垣化 （７）屋上アンテナ不可 （８）ベランダ

／物干しの設営・配置 （９）建築設備・工作物・付属設備の修景 （１０）海から見た色

合いを整合させる  （１１）見通し線の確保 

上記への返事は 2 月中にあるもようで、その段階で検討を行って対応を考えていく予定 

 12/13「野鳥園などの自然観察会」の追加報告 

毎日新聞の地域情報誌「ほっと兵庫」に掲載されたことを、紙面でもって報告 

 P＆G は、5 月中旬から P＆G の部門ごとに順次三宮移転の予定 

 大栄環境の工場見学会は、参加希望者が少なかったので、今回は断念 

 2/21(日)第 99 回陸上競技選手権大会 20 キロ競歩他が島内であり、多数の応援を依頼 

議題２. 事務局報告  

 平成２８年度まちづくり専門家（アドバイザー派遣）申請書提出 

 平成２８年度まちづくり助成事業補助金交付申請書提出 

議題３．他団体からの報告  

 まちかどネット…・まちかどﾈｯﾄ通信１２を発行し、『まちの情報・交流の場』をｾﾝﾀｰ駅一 

階に開設の情報を掲載  ・六アイの暮らしに関する全住民意識調査の結果報告 ・ﾊﾟｰﾄﾅ

ｰｼｯﾌﾟ協定３年間の報告会は、3/26(土)14 時～オルビスホールにて開催 

 RIC コミニティライブラリー評議員会の報告 

 自治会：ポイ捨て禁止運動実施の報告 

議題４．みなと総局報告  

①六甲アイランド・リバーモールについて…ライトアップの充実についての説明、南側に  

も増設(H２８年度)予定  ②(仮称)野鳥園の池干し工事と池の水質について 

議題５．区役所報告  

 「わがまちと～く」を区役所欠席のため山本アドバイザーが代わって説明 

以 上 

※次回運営会：２月 1６日(火) ３月１日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：３月１２日(土) 16 時～17 時 30 分 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 27年度 第 11回(3月)委員会記録 

 

日  時： 平成 28年 3月 12日（土） 16:00～17:50 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：23名  

出 席 者：高橋(W4) 児島(W5) 山本(W4) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 中川(W5) 南賀(E3) 

興品(E6) 福本(E8) 前田(W3) 吉富(W3) 古川(W4) 岡本(W4) 平林(W5) 

柏井(自治会) 植田(婦人会) 山本(アドバイザー)  

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

配布資料：①平成 28年度活動スケジュール(案) ②ニュースレターＶol.40  

③第 10回委員会記録 ④まちかどネット通信 13 

     ⑤向洋町中９丁目マンション計画(変更案) 

議題１. 委員長報告  

＊向洋町中 9 丁目のマンション開発に関し、3/2 業者より変更案の提示と説明があった。北側 

からの見え方や外観が単調にならないなどの要望を継続中 

＊向洋町中 7 丁目公園は、3/5 に W7R 駐車場修景のための立ち枯れ樹木の補植がなされた 

W7R 南西角のまちかど広場は 8 月マンション竣工時には完成の予定 

＊神戸らしい景観 50 選に選ばれているリバーモールのビューポイントサインは 3 月 3 日に 

工事が完成。市のイベントで、デジタルフォトコンテストが行われる 

＊今後の行事について。チューリップ祭り、地域ＲＩＣ食品工場マーケット、アイランドフリ 

ーバザール、ウォーク＆ラン、鯉のぼり手染め式、ＲＩＣウエルカムフェスティバルがある 

議題２．事務局報告  

  ＊平成 28 年度活動スケジュール案を説明 

  ＊News Letter Vol.40 を 3/18 に発行する 

  ＊5 月 29 日(日)開催のスポーツエキスポに「ウオークラリー」で参加の予定 

  ＊会計から寄付の呼掛け 

議題３．他団体からの報告   

＊まちかどネット： 3/26 に 3 年間の活動報告会をオルビスホールにて開催する 

＊自治会： 3/16 に第 6 回全戸一斉防災訓練を行う 

＊ＲＩＣライブラリー：4/1～5 休館 

議題４．みなと総局からの報告   

  ＊リバーモールライトアップの拡大： 秋に工事着手してＨ28 年度に南側方面に延長したい。 

  ＊(仮称）野鳥園工事の池干し工事が終了した 

議題 5．講演会開催   

  講師：東灘区役所まちづくり推進部 屋久課長 

  演題「人口問題あれこれ」と題し人口減少時代について 

以 上 

 

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

※次回委員会：４月 ９日(土)  16 時～1７時 30 分 於 RIC ふれあい会館 


