
 六甲アイランドまちづくり協議会 

 平成 28年度 第 1回(4月)委員会記録 

 

日  時： 平成 28年 4月 9日（土） 16:00～17:20 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：24名  

出 席 者：高橋(W4) 児島(W5) 藤原(W4) 南賀(E3) 寺西(E6) 福本(E8) 前田(W3)  

 飯沼(W20) 古川(W4) 深田(W4) 岡本(W4) 藤田(W5) 菅(W4) 中川(W5) 山本(W4) 

重友(W5) 平林(W5)  柏井(自治会) 山本(アドバイザー) 浅野・松田(区役所)  

平岡・竹本・辺見(みなと総局) ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①平成 28年度活動計画(案) ②向洋町中 9 丁目マンション北面ファザード図  

③ タンポポ調査西日本 2015 ④第 11回委員会記録 ⑤六アイ CITY MAP 

 

議題 1. 委員長報告 

＊中９丁目開発の現況： 4/７業者より第 2 次変更案の説明を受けた。まだ不満が多く要望とし

て以下を伝えた。勾配屋根の採用、外観デザインの多様性、色彩の考慮、街角広場２か所設置、 

植栽拡充等 

＊W7R の現況： 8 月工事終了、街角広場をシンボルツリー中心に作ることを検討中。 

工事用引き込み部分を敷石仕様にすることを要望した。 

＊スポーツ EXPO(5 月 29 日)で「街路ウオーク＆スタンプラリー」：例年秋のところを今回は春

に実施する。 

＊リバーモールライトアップ：～4／15 電灯色、4/16～5/31 緑色(ｳｴﾙｶﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ､神戸まつり含

むｲﾒｰｼﾞ) 

＊神戸市人事異動：まち協関連部署の移動について報告 

＊平成 28 年度活動計画について： 別紙資料により説明。来月意見を聴く。 

議題 2. 事務局報告 

＊平成 27 年度街づくり助成事業の完了報告書を神戸市に提出(3 月 31 日付)した。 

＊広報 40 号を 3 月 18 日に発行した。 

＊会計監査を 4 月 9 日に実施した。 

議題 3. 諸団体の活動報告 

＊まちかどネット： 六アイ情報・交流センター（愛称 machi e）を 3 月 26 日に開設した。 

＊ＲＩＣコミュニティライブラリー： 夜間延長の要望が出ていたが、テナントビルが 5 時に閉

館の関係で延長は難しい。今年から春・夏休みの開館日拡大を予定している。 

＊自治会： 6 月 12 日に総代会開催の予定 

＊婦人会： 3 月 30 日に総会を開催した。 

議題 4. その他報告 

＊東灘区役所： 人事異動の報告 

＊みなと総局： 人事異動の報告 

＊ロクアイタンポポ(仮称)について：六甲アイランド高校が 10 年に渡って研究の中、今年の現

状報告がなされた。                             以 上 

※次回運営会：4 月 12 日(火) 4 月 26 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：5 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 28年度 第 2回(5月)委員会記録 

 

日  時： 平成 28年 5月 14日（土） 16:00～18:00 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：20名  

出 席 者：高橋(W4) 児島(W5) 藤原(W4) 南賀(E3) 西森(E3) 福本（E8） 前田(W3) 吉富(W3) 

栃木(W3) 長尾(W4) 岡本(W4) 山本(W4) 重友(W5) 藤田(W5) 飯沼(W20) 柏井(自治会)  

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

配布資料：①ＲＩＣスポーツエキスポ「街路ウォーク＆スタンプラリー」チラシ・企画  

②向洋町中 9 丁目マンション計画の北面・南面の立面図、配置平面図  

③ニュースレターＶol.41(案) ④平成 28年度第 1回(4月)委員会記録 

⑤定期総会資料 ⑥眺望景観 50選・10選「東灘６ポイント・ウォーク」  

⑦神戸ロクアイフットサルのお知らせ ⑧「地域のまちづくり事例を知ろう」講座案内  

議題 1. 委員長報告 

 5/29に開催予定の「街路ウォーク＆スタンプラリー」企画について説明と協力要請 

 向洋町中 9丁目開発について：4/26に業者より変更計画の説明を受け北面・南面の立面図、 

配置平面図あり。今後も 5 月、6 月に説明を受ける。建物本体については、勾配屋根・デザ 

イン性・色調など改善工夫を要望中。 

議題 2. 事務局報告 

 平成 28 年度まちづくり助成事業： 補助金 30 万円の交付決定通知あり 

 広報 41 号：5/18 に発行予定 

 総会議案の説明：第 1 号～第 5 号議案まで 

平成 27 年度活動報告、平成 27 年会計報告、平成 28 年度役員一部改正(案)、平成 28 年度 

活動計画(案)・活動スケジュール(案)、平成 28 年度収支予算(案) 

 W7R 開発：南西角のまちかど広場に面する歩道部分は敷石仕様を検討中。東部建設事務所 

には、事業者側の提案を受け入れるよう要請 

 5/22 に、神戸らしい眺望景観 50選・10選のうち東灘区の６ポイント巡りを予定 

議題 3. 諸団体の活動報告 

 まちかどネット：六アイ情報交流センターがスタートして約 1 ヶ月となるが毎日 30 名程度 

の来館が有る。パートナーシップの主旨を引き継いで活動する中、更に外国人との協調を進 

める活動を行う 

 RIC コミュニティライブラリの評議委員会：5/28 蔵出し市を行う。今年度予算は 650 万円 

 自治会：5/29 春のクリーン作戦を予定 

 向洋ふれあいまちづくり協議会：地域活動 25 年目を迎え「地域全体を巻き込む助け合い運 

動」を実施中。5/28 三世代混成卓球大会を向洋小学校にて開催予定 

議題 4. 神戸市報告 

 みなと総局： ①マリンパーク東のフットサルコートは今月中に完成 ②リバーモールライト 

アップ、北側 540ｍに続き南側も今秋に完成させる予定 ③ファションプラザ南側敷地にサー 

ビス付き高齢者向け賃貸住宅、グループホーム、ミニ体育館を建設予定 ④湾岸線延伸計画で 

は測量調査費として H28 年度に 1 億円の予算が付いた。完成は概ね 10 年先。             

以 上 

※ 次回運営会：5 月 17 日(火) 5 月 31 日(火)  17 時 45 分～  於 W5 集会室 

※ 次回 総会：6 月 11 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 28年度 第 3回(7月)委員会記録  

 

日  時： 平成 28年 7月 9日（土） 16:00～18:10 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：27名  

出 席 者：高橋(W4) 南賀(E3) 児島(W5) 山本(W4) 吉富(W3) 重友(W5) 藤原(W4) 菅(W4) 

西森(E3) 網広(E8) 萎澤(E10) 堅田(E11) 前田(W3) 荒木(W4)  浜(婦人会)  

大野(W4) 藤田(W5) 平林(W5) 飯沼(W20) 柏井(自治会)  林田(まちかどネット)  

山本(アドバイザー) 白木・浅野・松田(区役所) 辺見・竹本(みなと総局) 

｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料： ①第 10回定期総会議事録 ②神戸港 新たにゴミ処分場(神戸新聞記事) ③ニュースレター 

vol.42 ④平成 28年度活動スケジュール案 ⑤野鳥園とその周辺の野鳥観察メモ ⑥六甲ア 

イランド都市機能ゾーン地区計画 ⑦街路ウオークアンケート集計結果 ⑧ふるさと都市・ 

東灘ﾊﾟﾝﾌ ⑨PORT OF KOBE地図（みなと総局発行） ⑩みちづくり計画地図（市発行） 

議題 1. 委員長報告 

＊神戸市各部局など訪問し、総会終了報告及び今年度活動の説明と打合せ 

 ・東灘区…今年度活動の説明と協力依頼 

・東部建設事務所…街路愛称の追加と W7R 街角広場周辺歩道について要望 

・神戸港管理事務所…野鳥園の清掃・草刈りとマリンパーク樹木名札更新などを依頼 

・みなと総局…地区計画変更、野鳥園管理について要望及び向洋町中 9 丁目開発後の残地 7ha の 

動向についてヒアリング 

・地域振興会…活動状況の報告と協力依頼 

＊大阪湾フェニックス事業（大阪湾圏域広域処理場整備事業）の３期事業の取り組みの現状 

7～8 年後に現在地での埋立てが完了する予定であり、神戸港内では現在地の西側埋立てでの具体化

に 

向けて必要な検討を進める予定（約 8０ヘクタール）がある 

＊湾岸５号線延伸の計画について 

今後、神戸市建設局が窓口となる。委員から、排気・騒音・環境への影響などについての質問・意見 

があり、建設局に伝えると回答 

＊W7R 街角広場にいついて 

シンボルツリーを中心とした街角広場が設置され、その周辺歩道を敷石化することを要望中 

＊向洋町中９丁目開発の現況 

建物の屋根勾配は前回提案から微調整中で、今後は管理棟・施設や植栽などの検討を進める 

＊秋のＰＯＷ！ＷＯＷ！ＪＡＰＡＮ（壁画アートイベント）の開催について 

 委員からの意見・要望は、主催者に伝えることを回答 

２．事務局報告 

＊ニュースレター４２号を 7/1 に発行 

＊まちづくり協議会２８年度活動スケジュールは添付資料通り 

＊六甲アイランド小学校３年生校外学習で、野鳥園の観察会を 11/25（金）に実施予定 

＊野鳥園の草刈と清掃を 8/1（月）10 時から実施予定 

＊第６期景観まちづくり推進員養成講座の案内 

＊街路ウォーク＆スタンプラリー(5/29 に実施)のアンケート結果報告 



 

３．諸団体の活動報告 

＊まちかどネットからの報告：ボランティア登録の方に再度会合を持ち活動を進める  

４．神戸市みなと総局報告 

リバーモールのファッション美術館から南ゾーンのライトアップ計画について説明 

５．講演会開催 演題：「東灘区計画について」 

講師：東灘区役所事業推進担当係長 白木孝氏 

 

※次回運営会：7 月 12 日(火) 7 月 26 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：8 月 6 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２８年度 第４回（８月）委員会記録   

 

日時  平成２８年８月６日   16：00～18：00 

場所  RIC ふれあい会館   出席者２３名 

出席者 高橋（W4）、南賀（E3）、児島（W5）、山本（W4）、吉富（W3）、重友（W5）、西森（E3）、網広

（E8）福本（E8）、隅田（E10）、前田（W3）、若田（W4）、藤原（W4）、菅（W4）、古川（W4）、大

野（W4）藤田（W5）、平林（W5）、飯沼（W20）、柏井（自治会）、山本（アドバイザー）、浅野、松

田（区役所） 

配布資料 ①第３回(７月）委員会記録 ②(仮称）野鳥園の統一愛称(名前）をつけることについて(案）③六ア

イ野鳥園清掃と草刈り報告 ④第６回景観まちづくり推進員養成講座 受講者募集のご案内 ⑤向洋

町中９丁目開発の現状資料 ③W7R 街角広場＆周辺歩道の計画図面 

議題１ 委員長報告 

 ＊街角広場の追加認定について―地区計画の変更が必要、みなと総局から住宅都市局を通じて年３回の都市計

画審議会にかける予定で、来年夏から秋ごろを目途にしている 

 ＊向洋町中９丁目開発の計画進捗状況―外観はほぼ決定であるが、北面の構造工夫を依頼中。街角広場の計画

案説明。管理棟・機械室は切妻、寄棟など和風で検討中。委員より今後も情報共有の要請あり 

 ＊湾岸５号線延伸について―国交省および市建設局から表敬・説明あり。下記の＜意見・要望＞を伝えた 

  ・住民生活を脅かさない遮音壁などの設置。住民への説明会で、意見を聞き合意形成を図るべし。十年前

のアセスメントでは合わないのでは？10 年後複合汚染おそれは？工事中、事後の環境調査の継続実施を

依頼 

  ＜委員から＞スケジュールの確認、事後調査の実施、住民窓口の一本化などの要望が出た 

 ＊POW!WOW!JAPAN について―10/15～22 イベント実施、壁画の期間は壁の所有者の判断、原状復帰は主

催者が責任をもって実施 

 ＊W7R 街角広場の現状―実施図面により説明。周辺歩道部分の美装（敷石）化がなされることとなった 

 ＊8/1 RIC 自治会と打合せし、今年度活動の進捗状況など報告。電線地中化の要望を自治懇に提出 

議題２ 事務局報告 

 ＊野鳥園（仮称）について（藤田委員より）…8/1 の野鳥園清掃草刈りの報告。統一愛称の進め方について提

案→９月委員会までに協議会の HP で協議会以下地元団体（自治会、婦人会、地域振興会）の連名で募集、

９月委員会で候補を絞りこみ、管理者と協議し、１０月の委員会で決定予定 

 ＊サービス付高齢者住宅の建設計画について…協同の苑に隣接。２階建て。来年４月から入居予定 

 ＊夏祭りについて―前日＆当日のお手伝い募集 

 ＊第６回景観まちづくり推進員養成講座 受講者募集について…山本アドバイザーより説明 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット…ボランティアとの会合実施。地域ネコでは手作りパネルの展示 

＊自治会…夏祭りのボランティア説明会実施。8/20 役員会で湾岸線延伸の説明がある 

４ 神戸市役所 

 ＊みなと総局（高橋委員長より）…ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸに救命ブイの設置予定、ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙのゴキブリ駆除実施との報告 

５その他（委員より意見２件） 

 ・ポケモン GO の影響で。深夜まで若年層の徘徊を見かける。防犯の目配り・声掛けをお願いしたい 

 ・今後六甲アイランド内にも選挙の期日前投票所の設置を依頼しては如何 

＊次回運営会  ８月９日（火） ８月３０日（火） 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会  ９月１０日 16：00～17：30 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２８年度 第５回（９月）委員会記録   

 

日時  平成２８年９月 10日   16：00～18：00 

場所  RICふれあい会館   出席者２８名 

出席者 高橋（W4）南賀（E3）児島（W5）山本（W4）吉富（W3）重友（W5））藤原（W4）菅（W4）西

森（E3）寺西（E6）網広（E8）福本（E8）隅田（E10）堅田（E11）前田（W3）栃木（W3）古

川（W4）荒木（W4）大野（W4）藤田（W5）平林（W5）飯沼（W20）柏井（自治会）浅野、松

田（区役所）竹本、辺見、水嶋（みなと総局） 

配布資料 ①第 4回（8月）委員会記録②2016夏祭り収支明細③（仮称）野鳥園の統一愛称（名前）公募結

果④兵庫国道事務所の湾岸道西伸部計画の説明資料および参考資料として六甲アイランド島内の

計画高資料⑤神戸開港１５０年記念事業資料⑥神戸まちづくり情報誌｛わがまちと～く｝９号 

議題１ 委員長報告 

 ＊自治懇談会参加依頼―１０月３日（月）14：00～16：00 ふれあい会館 年１回の住民と行政各部局との

意見交換の場、大事な会合ですので奮って参加を 

 ＊向洋町中９丁目開発の状況―１０月中旬事前申請、１１月中旬建築確認申請、来年１月着工予定。 

  北側管理棟は入母屋か切妻、本体のデザイン化をさらに求める 

 ＊湾岸５号線延伸について―8/20 自治会での説明会資料を配布し説明、また参考資料として島内の計画高

の説明、住宅部分は 29ｍ（10階相当）～17ｍ、今後測量から来年度予備設計へ、着工前までには何度か

地元説明会が予定されている。地元も自治会中心に対応委員会など検討されており、窓口一本化の必要が

あり、委員会などにはまち協も参画する。 

  委員から：西伸での地元の利便性への疑問の意見があった 

 ＊第 6 回景観まちづくり推進員養成講座について―オブサーバーも含めて 16 名参加、うち RIC からは 8

名。主催団体のいきいき下町推進協議会の概要説明、第 1 回は 9/24 開講、実践講座は 10/1W4 ホールを

予定 

 ＊W7R街角広場の現状―11，12棟の分譲案内開始、チラシに街角広場明示、今後は歩道部分の美装化 

（敷石化）が実施される予定 

 ＊秋季工場見学会について―10～12月の平日で検討、次期委員会で発表予定 

 ＊六甲アイランド高校研究発表会―スーパーサイエンスハイスクールである六甲アイランド高校の 

SSH課題研究発表会、 9/30（金）14:00~ オルビスホール 

議題２ 事務局報告 

＊夏祭り結果報告―収支報告 収入 152.153 支出 85.369 損益 66.784、売上・収益とも過去最高 

 ＊（仮称）野鳥園の愛称募集結果について―藤田委員より報告。応募総数 39、うち「六アイ野鳥園」14、

「六アイ野鳥公園」7、など、委員会で検討の結果上位４件を、島内参加団体へ報告の上、みなと総局と

協議、１０月の委員会で決定予定 

 ３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット―Machie で 8 月中は地域ネコの手作りパネルの展示、9 月は島内風景の水彩画展。六甲

アイランドでの生活ルールの冊子を企画中 

＊自治会―・リバーモール・ライトアップの色彩計画に住民の声を反映させたい。9月の役員会で意見集約

し、みなと総局や照明デザイナーと相談予定 



 ・街びらき 30周年を迎え、役員会で街の意見・要望など幅の広い意見をとりまとめる予定 

４ 神戸市 

 ＊東灘区役所  神戸まちづくり情報誌｛わがまちと～く｝９号の紹介 

＊みなと総局  ・神戸開港１５０年記念事業の紹介 1868/1/1開港、今年はプレイベント、 

・来年 5月の記念式典には皇太子殿下、7月海フエスタ神戸には秋篠宮殿下ご臨席 

５その他 

 ＊委員長より２件 

 ・六甲アイランド北公園の廃車等の放置ごみは、みなと総局により撤去 

 ・リバーモールライトアップの色彩 9 月は電灯色、10 月 1～15 日はピンクリボンデーなどでピンク。10

月後半はハロウインフェスティバル含んでオレンジ 

＊次回運営会  9月 13日（火） 9月 27日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  １０月８日（土） 16：00～17：30 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 28年度 第 6回(10月)委員会記録  
日  時： 平成 28年 10月 8 日（土） 16:00～18:10 

場  所： RICふれあい会館    出席者数：23名  

出 席 者：高橋(W4) 南賀(E3) 児島(W5) 藤原(W4) 菅(W4)西森(Ｅ3) 網広(Ｅ8) 萎澤(Ｅ10) 

   堅田(E11) 栃木(W3) 古川(W4) 大野(W4)  山本(W4) 重友(W5) 若田(W4) 藤田(W5) 

   平林(W5) 飯沼(W20) 植田(婦人会) 

山本(アドバイザー) 浅野・松田(区役所) 水嶋(みなと総局)｛敬称・役職は省略｝ 

配 布 資 料： ①第 5回委員会記録 ②六アイ都市機能ゾーン地区計画 ③ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙﾗｲﾄｱｯﾌﾟ工事のお知らせ ④向 

洋町中 9丁目計画図面 ⑤RIC ｸﾞﾗﾝｸｫｰﾚ 、ｱｰﾄﾏﾝｽ、灘の酒造探訪、ひがしなだｽｨｰﾂめぐりの各ﾁﾗｼ 

議題 1. 委員長報告 

 神戸市からの活動助成金 30 万円は来年度から Max15 万円に減額されるが、このたび「六甲ア 

イランドシティ業務商業連絡会」から支援を受けられることが決まり、来年度以降もこれまでと 

大きく変わらない活動を展開できる 

 現在建設中のｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅（サ高住）56 戸は来春に完成予定。この施設は、六アイのｲﾝﾌ 

ﾗの一つとも考えられるので、来月に施設内容の説明会を催す。体育施設は来年度以降になる 

 向洋町中 9 丁目マンションの業者側提示計画・図面を説明。2018 年年末に完成をめざし、今月 

中旬には神戸市に事前確認、11 月には建築確認を提出する予定 

 第 6 期景観まちづくり推進員養成講座が始まり、島内の 8 名が参加（総員１６名）している 

 秋季スポーツエキスポが地域振興会主催で 11/13（日）開催、まち協も協力する 

 POW!WOW!壁画イベントが開催され、10/15～22 に 8 カ所程度で制作される 

 六甲アイランド高校のスーパーサイエンス特別講演会が 10/28 に開催予定 

 湾岸線延伸工事に関しての諸問題は、自治会/直面街区/まち協でチームを組成し対応していく 

議題 2. 事務局報告 

 （仮称）野鳥園の愛称は、種々議論し勘案の上、希望の多かった「六甲アイランド野鳥園」の採 

用を諮り、委員会での賛同を得た。島内団体と最終打合せして、みなと総局に打診する 

 街路愛称について：未認定 9 街路の認定依頼について、市建設局・東部建設事務所・東灘区と協 

議開始 

 12/7（水）午後に島内工場見学会を実施予定で、受け入れ側と最終調整中 

議題 3. 諸団体の活動 

 まちかどネット：情報交流センターの開館時間帯を、10 月～2 月の期間は短縮(10 時～17 時) 

 自治会：30 周年に向けてキャラクターなど募集。クリーン作戦、各マンションの街区防災マニ 

ュアルのレベルアップに取組んでいる 

議題 4. 神戸市報告 

 東灘区役所：東灘スイーツめぐり、灘の酒蔵探訪、アートマンスの紹介 

11/13 六甲シティマラソン、11/26 区主催ウォークラリーについてなどのイベントを紹介 

 みなと総局：苦情対応窓口の紹介、壁画ｱｰﾄ、30 周年ﾛｺﾞ･ﾕﾙｷｬﾗ、サ高住、ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ･ﾗｲﾄｱｯﾌﾟの拡 

大、電線無電柱化が難しいこと、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰの検討、について説明 

議題 5.講演 ﾃｰﾏ「六アイの“これまで”と“これから”」講師：㈱地域問題研究所 山本俊貞氏  

多くの資料・統計を基にした講演があり、大変好評であった。（資料は HP で公開） 

 

※次回運営会：10 月 11 日(火) 10 月 25 日(火) 17 時 45 分～ 於 W5 集会室 

※次回委員会：11 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２８年度 第７回（11月）委員会記録  

 

日時  平成２８年 11月 12日   16：00～18：00 

場所  RICふれあい会館   出席者 25名 

出席者 高橋（W4）南賀（E3）児島（W5）山本（W4）吉富（W3）重友（W5）若田（W4）

藤原（W4）菅（W4）西森（E3）寺西（E6）福本（E8）隅田（E10）堅田（E11）

古川（W4）荒木（W4）藤田（W5）平林（W5）飯沼（W20）柏井（自治会）浜（婦

人会）山本アドバイザー、浅野、松田（区役所）竹本、水嶋（みなと総局） 

配布資料 ①第 5回（10月）委員会記録②事業所見学会のお知らせ③第 5回六アイ自然観察会

のお知らせ④RICスポーツ EXPO フライヤー⑤野鳥図鑑リーフレット⑥六甲アイラ

ンドウオーキングラリーフライヤー⑦六甲アイランドまちびらき 30周年記念ロゴ

マーク＆キャラクターデザイン募集のお知らせ⑧神戸まちづくり情報誌｛わがまち

と～く｝10号 

議題１ 委員長報告 

 ＊業務商業連絡会より年間 10万円の助成金が決定、財政基盤が固まる。今後事業報告の必要 

 ＊六甲アイランド自治懇談会報告：10月 3日（月）行政谷口区長以下 23名参加、住民自治会

他 22名参加  

   ・横断歩道増設 原則新・増設しない（スポーツ公園、W５・６ロータリー等） 

・向洋町中 7丁目公園遊具設置、今年中に 

・マリンパークバーベキュー施設 地元利用前提で検討 

・シティヒル東桜並木の改修 来年度植樹予定 

・電柱地中化、予算的に厳しい、美化柱で対応 

  ・区長コメント：頂いたご意見をすぐできるもの。中長期で対応するものに区分し、六甲ア

イランドの日常と非日常が混在する特徴を活かす。生活者、次世代の視点を持って。 

 ＊秋季スポーツ EXPO について：11月 13日開催、六甲アイランドシティマラソンと併催 

   まち協からもお手伝いしたい。応募を 

 ＊湾岸 5号線について：今年度調査・来年度設計、地元対策会議のメンバーも決定、ぜひまち

協委員も参加を 

 ＊野鳥園愛称について：「六甲アイランド野鳥園」で島内諸団体及び管理者神戸市当局も了承。

野鳥図鑑のリーフレットを作成 

議題２ 事務局報告 

 ＊野鳥園について―藤田委員より報告 

   ・草刈りと清掃作業：先週金曜より、神戸港管理事務所が草刈り完了。併せてごみひろい、

見回り  

   ・六甲アイランド小学校 3年生観察会：11月 25日実施予定 



   ・第 5回六アイ自然観察会：12月 11日開催予定 9：30野鳥園集合 

  ・野鳥図鑑（六甲アイランド野鳥園一帯で見られる野鳥）：6000部作成、各街区、島内学校、 

   東灘図書館等に配布 

 ＊第 6 回景観まちづくり推進委員養成講座について：まち協から 8 名参加、10 月 29 日六甲

アイランドでワークショップ実施  

 ＊地域振興会秋の交流会：NHK 金曜ドラマが六甲アイランドでロケ実施との由 

 ＊冬季工場見学会について：JET 電気安全環境研究所 関西事業所 国の機関、全国に 3 か

所、電気製品の安全検査など、民間に初めて公開 

 ３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット―ウオーキングラリー東灘区が主催、六アイ活性化が目的 2ルート実施、 

住民が運営 ボランティア 20名募集中、 

六甲アイランドでの生活ルールのイラストで説明する冊子を作成中 

＊自治会―11 月 20 日文化フェスティバル、11 月 27 日秋のクリーン作戦、12 月 4 日街路灯

点検 

４ 神戸市役所 

 ＊東灘区役所  神戸まちづくり情報誌｛わがまちと～く｝10号の紹介 

＊みなと総局  

・ 六甲アイランドまちびらき 30周年記念ロゴマーク＆キャラクターデザイン募集のお知ら

せと応募のお願い 

・12月 17日リバーモール第 2次点灯式、クリスマスキャロルに併せて開催 

・「六甲アイランド野鳥園」を市のメディアにも記載して PRして行きたい 

５サービス付き高齢者向け住宅「RICグランクオーレ」の説明 協同の苑 松井、岩本 

 ・サービス付き高齢者向け住宅の説明、「RICグランクオーレ」、グループホームの概要説明、

質疑 

6その他 

＊重友委員より 11 月 13 日 9：00 南海トラフ津波避難訓練の一斉メールあり、シェイクアウ

ト実行を 

＊次回運営会  11月 15日（火） 11月 29日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  12月 10日（土） 16：00～17：30 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２８年度 第 8回（12月）委員会記録   

 

日時  平成２８年 12月 10日   16：00～18：00 

場所  RICふれあい会館   出席者 22名 

出席者 高橋（委員長）南賀（副委員長）児島（事務局長）菅（監事）中川（監事）寺西（E6）堅田（E11） 

荒木（W4）山本（W4）大野（W4）吉富（W3）重友（W5）陶山（W３）藤田（W5）柏井（自治会） 

植田（婦人会）山本アドバイザー、浅野、松田（区役所）平岡、竹本、水嶋（みなと総局） 

配布資料 ①第７回（11月）委員会記録 ②六甲アイランドまちづくり協議会広報紙４３号 

 

議題１ 委員長報告 

 ＊広報 43号発行：11月末印刷・全戸配布 

 ＊地区計画への街角広場の追加地区指定について：W7R南西角の街区広場が年内に見られる。来年度中に、W7R/向 

洋町中９/E10南東角の３か所に関し、H29年中の都市計画審議会にかけて追加指定を目指すべく、関係部署と協 

議中 

 ＊街路愛称認定依頼に対する市建設局の回答：イースト大通り＆ウエスト大通りの南北 2街路は、六甲アイランドを 

特定できる名称なら認定する。 

今後の対応についての考え方はいくつかあり、運営会で議論・整理し、委員会で話し合う予定 

 ＊向洋町中 9丁目開発の状況報告：神戸市への事前届け出は終了し、建築確認を 11月下旬に提出した。12月下旬承 

認予定。工事は年明け 1月に本格着工、春から春販売開始予定。 

・事業者より街区名について相談あり。来週、自治会と一緒に打合せをする 

 ＊年明けの会合に参加：1/11(水)18:00～地域振興会新春の集い、1/19(木)11:00～東灘区民の集い 

＊RICコミュニティライブラリーについて：創設の趣旨と、現状までの経緯、および今後の課題などを説明 

  Q. 委員から、「市の図書館との共通利用ができないものか」との要望あり 

 

議題２ 事務局報告 

 ＊野鳥園について 

  ・六甲アイランド小学校 3年生観察会報告：11/25日(金)実施。2クラス約 50名、先生が資料を準備し、生徒も予 

習してきていた。今週 CATV六甲アイランドアワーで放映中 

  ・第 5回六アイ自然観察会：明日 12/11(日)開催。9：30六甲アイランド野鳥園に集合し、今回はシティヒル東側を 

回って北口駅 12時到着予定。小雨決行、途中参加・離脱 OK 

 ＊冬季工場（JET電気安全環境研究所 関西事業所）見学会報告：12/７(水)実施し、18名参加（まち協 8、婦人会 5、 

自治会 3、区１、コンサル１） 

事業所は全国に 3か所あり、電気製品の安全検査などの業務を担当。概要説明を聞いた後、検査施設を見学 

 ＊景観まちづくり推進委員養成講座（12月 3日）について：2回目の六甲アイランドでのワークショップは「景観的 

   な課題」がテーマ、3回目は「街の将来像」について。それらの成果報告と交流会を 1/28(土)に開催する。 

講座登録メンバー以外も是非参加を！ 

 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット 

・Machi e で野鳥図鑑の展示と配布 ・六甲アイランドの暮らしの手引き（多言語対応）を年度内に完成予定 

  ・展示スペースの活用として、各団体、住民作品などの展示を検討 

 



 ＊自治会 

・第１回 大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)事業協議会（12/8）開催：自治会、まち協、兵庫国道事務所、 

神戸市建設局の４者で初協議があり、今年度は測量/地質調査/環境測定、来年度は予備設計に入るので、来年 2月 

か 3月次回協議会を開催予定  

・12/11街路灯点検、1/17日シェイクアウト訓練・ポイ捨て禁止運動で携帯灰皿を北口駅で配布 

＊婦人会 

・歳末助け合い募金活動の報告 

 

４ その他連絡・報告 

 ＊東灘区役所   

 ・11/26(土)の六甲アイランドウオーキングラリー報告：まちかどネットボランティア 20名が協力。島内ルート 190 

名+島外ルート 210名の計 400名参加。元阪神タイガース関本選手の参加で、子供とその親多数の参加があった 

＊みなと総局  

・P&G ビルの状況：テナント誘致苦戦のもようで、誘致方法検討中とのこと 

・リバーモール南部ライトアップについて：12/17(土)リバーモール第 2次点灯式、地域振興会のクリスマスキャロル 

イベントに併せて開催 

・リバーモール橋梁の補修工事：12/14完了予定、その後リバーモールに水を入れる 

 

＊次回運営会  12月 13日（火） 12月 27日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  1月 14日（土） 15：10～17：00 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２８年度 第９回（1 月）委員会記録  

日時：平成 29 年 1 月 14 日 15：10～17：00   場所：RIC ふれあい会館   出席者 3１名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）菅（監事）西森（E３）大豊（E６） 

南方（E6）寺西（E6）網広（E8）福本（E8）萎澤（E10）堅田（E11）陶山（W3）古川（W4）荒木（W4） 

藤田（W5）吉富（W3）重友（W5）若田（W4）飯沼（W20）竹中（W7）柏井（自治会）植田（婦人会） 

山本アドバイザー 浅野、松田（区役所）平岡、辺見、竹本、水嶋（みなと総局） (敬称略) 

配布資料 ①第 8 回（12 月）委員会記録 ②向洋ふれあいのまちづくり協議会イベント資料 ②六甲アイランド 

まちづくり協議会広報紙４４号 ④第 5 回六アイ自然観察会報告 

１ 委員長報告 

＊街角広場の追加地区指定について：今年 3 か所追加するための地区計画変更を進める予定（W7R 南西角、向洋町 

中９南西角、E10 東南角）。みなと総局辺見氏より今後のスケジュールの補足説明あり/最短で H29 年 11 月予定 

の都市計画審議会にかけるようになるだろう。委員より「街角広場の意味」について質問あり 

＊向洋町中 9 丁目開発：年末から作業が、年始からは本格工事に入っている。2 年間工事、H30 年末入居開始予定 

＊向洋・六甲アイランド小学校の発表会について：2/3（金）10：30～オルビスホール、六アイ小 3 年生/野鳥園観察 

会リポート、向洋小 6 年生/街の将来像についてプレゼン。ぜひ傾聴をお願いしたい 

＊ファッションプラザ 3 階サン広場のスイーツ店公募について：市経済観光局がテナント募集、内装費 500 万補助。 

委員より「市のインセンティブ」について質問あり 

＊街路愛称について：昨年 11 月の市の回答「イースト/ウェスト大通りは、六甲アイランドが特定できる名前になれ 

ば認定する」への対応法・問題点を説明し、議論。委員より「街路愛称の目的」に関して質問あり 

２ 事務局報告 

＊リバーモール南部（向洋中央通～マリンパーク駅）点灯式：12/17 実施につきみなと総局竹本氏より報告。年間 

カラープログラム提示あり。委員よりベンチの色合い、ウエルネスゾーンについてその意味、活用法について情報 

が全く欠如しているとの指摘あり。次回委員会では資料にて説明する予定 

＊広報 44 号発行：先週末から全戸配布されている 

＊12/11 開催の第 5 回六アイ自然観察会野鳥園について―藤田委員より報告/,過去最多の 50 名参加、島外参加者も 

増えた。50 名ではシテイヒルの利用者の邪魔になり、次回は検討が必要 

 ＊景観まちづくり推進員養成講座について：山本アドバイザーから説明/半年間の講座の成果報告としての公開交流 

会を、1/28（土）14 時からファッション美術館４F 会議室で開催。メンバー以外も是非参加を 

  *年末警戒参加報告：重友委員より/12/28～30 の 3 日間実施。各回約 30 名参加あり、シティ内を巡回 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット：・展示スペースの活用：ｍachi e 内の展示スペースを島内団体の活動報告に活用 

・六甲アイランドの暮らしの手引き（多言語対応）を年度内に完成させる予定 

＊自治会：ウオーク＆ラン 1/15（日）10 時イベント広場集合、1/17（火） 10 時神戸市シェイクアウト訓練 

＊婦人会：神戸港開港 150 周年記念行事「梅のうたげ」2/4（土）13 時～うはらホールで開催 

４ 神戸市みなと総局 

 ＊六甲アイランド街びらき３０周年記念キャラクター・ロゴ募集：キャラクター約２００件・ロゴ約１００件応募 

あり、２月上旬選考委員会、２月中に結果を報告 

＊向洋町中９丁目ﾏﾝｼｮﾝのモデルルーム：ｲﾍﾞﾝﾄ広場駐輪場横に設営し、1 月着工・３月中完成・４月オープン予定 

５ その他 

 ・1/17（火） 阪神淡路大震災追悼「幸せ運べるように」歌う会 5：40～リバーモール/P&G 前で 

＊次回運営会  1 月 17 日（火） 1 月 31 日（火） 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会  2 月 11 日（土） 16：10～17：30 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 28 年度 第 10 回(2 月)委員会記録 

日時：平成 29年 2月 11日 16：10～18：00  場所：ふれあい会館  出席者：24 名 

出席者：高橋(委員長) 南賀(副委員長) 児島(事務局長) 藤原(会計) 菅(監査) 重友(W5) 西森(E3) 寺西(E6) 

南方(E6) 福本(E8) 隅田(E10) 堅田(E11) 陶山(W3) 栃木(W3) 大野(W4) 古川(W4) 平林(W5) 飯沼(W20) 

柏井(自治会) 山本(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 浅野・松田(区役所) 竹本・水嶋(みなと総局)  ｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料：①第 9 回(1 月)委員会記録 ②地区計画の変更スケジュール(案) ③向洋町中 9 丁目マンション配置図・

立面図 ④RIC コミュニティライブラリー通信 ⑤第 6 期景観まちづくり推進員養成講座(六甲アイランド)報告 

⑥向洋小学校・六アイ小学校合同発表会報告 ⑦ジャズコンサート・ふぁみフェス 

１．委員長連絡・報告 

＊街角広場（E10南東角・W7R南西角・中９丁目南西角)追加の地区計画変更案について：6月に提案書

を提出、8月素案縦覧、10月案縦覧、11月都市計画審議会、12月都市計画決定を目指し進める。 

＊向洋町中９丁目開発の現況：2/7付平面図・立面図資料有り。建物は 2018年末完成の予定。 

＊2/19（日）東灘区まちづくり協議会 8地区意見交換会に参加し、情報・意見交換する予定。 

＊2/26（日）神戸楽座＆夜市「わが町を語る 2017」に参加予定。出席希望者は申し出て欲しい。 

＊RICコミュニティライブラリー評議員会報告…通信と、今年 5月で 20周年迎えることの説明。 

２．事務局連絡・報告 

＊第６期景観まちづくり推進員養成講座が六甲アイランドのまちづくりを課題にして 9月～1月にかけ

て 9回開催された。人材育成を目的とし、島内からの 7名（全体 10名）が修了した。 

＊2/3（金）向洋小・六アイ小合同発表会が開催され、「まちの現状と将来像」・「野鳥園観察レポート」

の発表があった。 

＊来年度活動への要望や意見が有れば申し出て欲しい。 

委員から、・空き店舗対策に注力して欲しい ・市民救命救急士の増員や AED 増設を希望 ・街づく

り 40年 50年のイメージを打ち出すことや停滞のマイナスを打ち消す施策が必要 との意見が出た。 

＊2/19（日）第 100回日本陸上競技選手権の男子・女子 20Km 競歩等が島内で開催。応援しよう！ 

＊その他：NHKドラマ「べっぴんさん」の収録が島内サン広場でなされ、3/2（木）に放映される。 

３．諸団体からの連絡・活動報告 

＊まちかどネットから：冊子「暮らしの手引き」を年度内に作成する。展示スペースの活用検討。 

＊自治会：3/26シティヒルウオーク、3/25～4/9チューリップ祭、3/26フォトコンテスト表彰式あり。 

４．神戸市報告 

＊東灘区役所：2/18（土）にジャズコンサート、ふぁみフェス開催。親子連れイベントとして企画。 

＊みなと総局：・ｻﾝ広場横のﾃﾅﾝﾄ公募で、㈱クアトロが決定し、スィーツ関係で 4/29迄にｵｰﾌﾟﾝ予定。 

・街びらき 30周年のロゴとキャラクターは審査が進んでおり、3月中に決定する。 ・ﾘﾊﾞｰﾓｰﾙﾗｲﾄｱ

ｯﾌﾟの説明とお詫びあり。→委員から、ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ広報とｺﾝｾﾌﾟﾄ発信の充実の要望あり。  以上 

※次回運営会： ２/１４(火)と２/２８(火) １７時４５分～ 於 W５集会室 

※次回委員会： ３/１１(土) １６時１０分から  於 RICふれあい会館 


