
 六甲アイランドまちづくり協議会 

平成２９年度 第１回（４月）委員会記録   

 

日時：平成 29年 4月 8日 15：10～17：00   場所：RICふれあい会館   出席者 21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）吉富(W３) 重友(W５) 寺西(E６） 

南方（E６）福本（E８）隅田（E10）萎澤（E10）堅田（E11）陶山（W３）大野（W4）飯沼（W20） 

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

配布資料 ①第 11回(3月)委員会記録 ②六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の変更スケジュール ③H29年度

活動計画(案) ④H29年度活動スケジュール(案) ⑤H28年度活動報告 ⑥H28年度収支実績 ⑦H29年

度収支予算(案) ⑧東灘区まちづくり協議会交流会報告 ⑨こうべ楽座＆夜市の報告 ⑩わがまちと～く

vol.11 ⑪「SWEETS BASE リトル神戸」オープンリリース 

 

議題１ 委員長提案・報告 

1. 向洋町中 9丁目マンション開発の現況について 

① マンションの正式名が、「シーフォレスト ルネ 六甲アイランド CITY」に決まったとの報告あり。街

として呼びやすい通称名をどうするかは、自治会にて検討中 

② イベント広場隣に建設中のモデルルームは完成間近 

・4/22～宣伝広告反応先へのプレ見学会 ・5/13～一般見学会予定 

・事業者から地元団体にも説明したく、4/22以降に案内したいとの申し出あり 

4/24の週で日程確定次第希望者に連絡する 

 

2. 地区計画変更の提案について 

① 今回街角広場指定予定の地権者、管理組合、事業者及び地元団体への説明終了 

  ② 全体構想素案について委員会での審議し、同意を得た 

③ 今後、全体構想素案について全戸配布の広報で意見・質問を求めたい 

 

3. H29 年度活動計画(案）について 

配布資料に沿って提案・説明し、今後運営会に任せてもらうことの了承を得た。 

委員から質問）湾岸線延伸道路下の桜への影響が無いよう活動に組み入れては？ 

→返答）場所的には当協議会の活動範囲を超えるが、事業者側と協議会の場で環境など話し合っており、質

疑しておく 

 

4. RIC 自治会から、「シティヒル東緑地の広場を桜の公園にしませんか？」との呼びかけがあり、まち協有志で

桜の苗木を寄付したいが如何か？秋ごろに最終応募を検討する 

 

議題２ 事務局報告 

＊H28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）：活動報告の説明 

＊H28年度収支実績・H29年度収支予算（案）：今までの 3種の収支書を委員会用に 1枚に集約 

＊東灘区まちづくり協議会交流会の報告（2月 19日）：区内の 7団体 30人が参加 

＊こうべ楽座＆夜市の報告（3月 26日）：14地区 50人が参加、六甲アイランドまちづくり協議会から 3名参加 

 ＊H29年度役員案は、運営会に一任 

 

 



議題３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会：6月 11日総代会  

 

議題４ 行政からの連絡報告 

 ＊東灘区役所；4月人事 区長 棱野、 総務部長 大藪、 地域支援担当課長 岡本 

 ＊みなと総局：4月人事 分譲推進担当部長 雲丹亀、 技術部長 西村、神戸港管理事務所長 堀 

・ライトアップ南側ベンチ音楽はテスト作動中、使い方説明パネルは 4月下旬設置 

・ファッションプラザ 3階サン広場の「SWEETS BASEリトル神戸」は４/29オープン 

・H29年度六甲アイランド関係予算は微増：30年 3月 30周年記念式典、イベント広場のトイレ改修、マリンパ

ークに防犯カメラ 4か所設置、野鳥園東側にバーベキューサイト整備 

・六甲アイランド街びらき３０周年記念キャラクター・ロゴ入選表彰式は 4/22でキャラクター着ぐるみ披露 

・委員からの要望で防犯カメラの 1つを野鳥園方面に設置してほしい 

 

＊次回運営会  4月 11日（火） 4月 25日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  5月 13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 2９年度 第２回(５月)委員会記録（案） 

 

日時：平成 29年 5月 13日 16：10～15：30  場所：ふれあい会館 出席者：25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) 山本(W4) 藤原(E8)  

山本(E10) 堅田(E11) 陶山(W3) 大野(W4) 藤田(W5) 平林(W5) 西森(E3) 若田(W4) 

寺西(E6) 南方(E6) 福本(E８) 栃木(W3) 古川(W4) 宮崎(W4)  

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

 

配布資料：①平成２９年度 第１回(４月)委員会記録 

②シーフォレスト ルネ六甲アイランド CITYのパンフレット 

③OBE VIEW POINT のパンフレット 

    ④六甲アイランドまちづくり協議会 NEWS LETTER  VOL.４５ 

    ⑤平成２８年度会計報告及び監査報告 ⑥平成２９年度収支予算（案） 

    ⑦六甲アイランドまちづくり協議会 役員一部改選（案） 

 

議題１．委員長報告 

＊神戸市各部局訪問報告 

   みなと総局・東部建設事務所他 

＊W7R 開発状況 

秋までに完売予定 

＊向洋町中９丁目開発の現況 

  パンフレットの説明 モデルルームのオープン（５月６日より） 

＊KOBE VIEW POINT の紹介 

 ビューポイント１５MAP の説明 

 

議題２．事務局報告 

＊平成２８年度まちづくり助成事業 補助金確定通知書受領 

＊平成２９年度まちづくり助成（優良まちづくりボランテイア団体）認定 

＊６月１０日の総会に向けて 

・会計監査５月４日実施 ・広報４６号発行（５月３０日）予定 

・総会議案 

 ・第１号議案 平成２８年度活動報告 

 ・第２号議案 平成２８年度会計報告及び監査報告 

 ・第３号議案 平成２９年度役員改選（案）の件 

 ・第４号議案 平成２９年度活動計画（案）、活動スケジュール（案） 



 ・第５号議案 平成２９年度収支予算（案） 

 ・第６号議案 地区計画（街角広場）変更提案について 

        NEWS Letter Vol1.４５の全体構想案を説明 

 

＊地区計画（街角広場）変更提案について （総会第６号議案） 

   ・E１０の住民からメールで反対の主旨の意見が寄せられたが 

    まち協から説明を行い了解を得た 

＊W6 のせせらぎについて地区施設からはずしてほしい旨のメールが届いた 

 

議題４．行政からの報告 

  ４月２９日（土）に神戸ファッションプラザ内に「神戸スイーツ」魅力発信施設の 

「SWEETS BASE リトル神戸」が土曜・日曜・祝日限定でオープンした 

 

 ※次回運営会：５月 1６日(火) ５月３０日(火) 17 時 45 分～  於 W5 集会室 

※総会：6 月 10 日(土)  16 時 10 分～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２９年度 第 3回（7月）委員会記録   

日時：平成 29年 7月 9日 16：10～17：30   場所：RIC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）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）菅（監査）中川（監査） 

南方（E６）福本（E８）堅田（E11）陶山（W３）中村（W4）古川（W4）大野（W4）藤田（W5） 

飯沼（W20）植田（婦人会）山本アドバイザー、浅野、松田（区役所）平岡、小嶋、水嶋、辺見（みなと総

局）｛敬称・役職は省略｝ 

配布資料 ①第 11回定期総会議事録 ②六甲アイランドまちづくり協議会ニュースレターVol４７③ヒアリに関する

注意事項パンフ 

 

議題１ 委員長報告 

＊ 神戸市各部局訪問報告 総会終了の報告と今年度活動の打ち合わせ 

・東灘区役所/棱野区長・岡本課長…懸案事項や島内各種活動への支援依頼 

・東部建設事務所/浜村所長・杉本係長…一部綻びの見える街路歩道の敷石化、ロータリー西通りの乱横断対策、 

リバーモール敷石のバリアフリー化工事は住民意向を十分取り入れるよう依頼（11月以降工事予定） 

・神戸港管理事務所/堀所長・羽原係長…野鳥園草刈り（本格的には秋を予定）、周辺樹木の名札復活 

・みなと総局/平岡課長…地区計画変更について、野鳥園看板設置、周辺施設整備依頼 

＊ 地区計画変更提案について…総会後の運営会で提案確定、6/14にみなと総局を通じて住宅都市局に提出 

＊ 野鳥園の小学生見学会について…六甲アイランド小３年生全員 11/21 予定で２学期に打合せ、7/10 には向洋小 6

年生約１０名が地域施設見学で来園するので対応 

＊ 向洋町中９丁目開発の現状…工事休止期間 7/15~17,8/13~20 

＊ 地域振興会総会・懇親会が 6/25にあり…委員長と南賀副委員長参加（会員企業 68社、賛助会員 12団体）、P&G

ビルの動向について神戸ワンから説明あり（別途、みなと総局から説明） 

 

議題２ 事務局報告 

＊ ニュースレターVol４７の作成・配布 6月 20日発行 

＊ 健康増進施設（RICアメリア）の状況 7/1仮オープン、7月中無料、8月より有料、まち協よりボランティア 

5名参加 

＊ 野鳥園の現状報告 藤田委員より、ため池の水位上昇、蜂の巣発見、夏鳥の来訪、ハマボウの自生        

 

３ 諸団体の活動報告 

＊ RICライブラリー評議員会…開館 20周年「本の蔵出し市」盛況、アンケート実施 、ライブラリー通信 45号発行 

 

４ 行政からの連絡報告 

＊ みなと総局 ・地区計画変更について、6/14提案書神戸市住宅都市局へ。素案縦覧のお知らせ 7月末に全戸配布。 

HP・広報紙でも通知。素案縦覧は都市計画課で 8/8~22。意見提出は 29まで 

・P&G ビルの動向について…剣豪集団から信託銀行へ所有権移転。リーシング会社神戸ワン設立、現状 3 社内

諾、年内契約の見込み 

 委員より Q：今後ビル１、2階の通行復活するか？ A：特に聞いてない 

Q：信託銀行へ住民の意向を神戸市を通じて反映できるか？ A：民間なのであくまでお願いベース 

・ヒアリに注意を ポーアイコンテナヤードは環境省、周辺は神戸市が調査、六甲アイランドでは現状発見され

てない 

・ライトアップ南側ベンチ音楽作動について 夜間作動せず、夏祭りまでにシステムを改修する、光の点滅の 



案内板も設置する 委員より Qシステムの不具合は何故？ A神戸市が中途半端な供用開始をした為 

 

５ 説明会「神戸港将来構想について」みなと総局技術部計画課長 小嶋 省一 氏 

 ・30年後を目標として、2年前から港湾審議会の計画部会の将来構想研究会（港湾事業者、経済界、学識経験者） 

  で今後必要となる機能を検討 5/18審議会で報告 5/19式典で発表、キーワードは「価値の創造」、10年目途に 

  中間計画を策定、最初は来年策定、パブリックコメントは 6/21まで募集し、66件の提出があった。六甲アイラン

ドに関しては南島連絡道路の位置について等の意見・要望があった 

 ・委員より Q：南島への連絡道路が港湾審議会でアイランド北から東側を南下と決定している なぜこのパースは

道路が西側に移っているのか 

A：このパースはあくまで具体的な規模やルートを示したものではなく、機能（主要幹線ネットワーク

との接続）を表したもの、今後の中間計画で具体的な検討がなされる 

・委員よりの要望…全体に六甲アイランド住民の視点が欠けている。ゾーニングやランドマークなどに住民の 

意向を反映していくべきだ 

 

＊次回運営会  7月 11日（火） 7月 25日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  8月 5日（土） 16：10～18：00 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２９年度 第 4回（8月）委員会記録   

日時：平成 29年 8月 5日 16：10～17：30        場所：RIC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）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）西森（E３） 

大豊（E６）南方（E６）寺西（E６）西澤（E８）伊部（E10）平林（E10）山本（E10）堅田（E11） 

陶山（W３）古川（W４）中村（W４）藤田（W５）重友（W５）平林（W5）植田（婦人会）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夏祭り作業シフトと必要人数 ③みなとこうべ海上花火大会屋上観覧の 

ご案内 ④リバーモール歩道再整備平面図（案）⑤イベント広場改修平面図 ⑥六甲アイランド北公園周辺歩道橋 

整備 ⑦神戸港将来構想「概要版」7月版 

議題１ 委員長報告 

＊地区計画の変更素案の縦覧と今後のスケジュールについて：みなと総局による「素案縦覧のお知らせ」7月末に全

戸配布、市広報紙にも掲載。意見は直接神戸市に、11月末の都市計画審議会で決定予定 

＊向洋町中 9丁目開発の工事作業工程について：8/13~20工事休止 

＊リバーモールのバリアフリー化歩道設置について：7月東部建設より現地説明をうける。現状の材質・デザイン・

色合いとの違和感がないように申し入れた。11月下旬着工予定、今年度はアイランドセンター周り、2，3年か

けて完成、Q あくまでバリアフリー化で再整備ではない 

＊イベント広場改修工事について：ステージを半月形から長方形に、倉庫移設、来春にむけトイレ新築  

  Q ステージ裏は草刈りだけ 

＊都市機能ゾーン北側臨海道路の自転車道・歩道の延伸について：臨海道路の乱横断防止のため、10月着工、来春

供用開始、アイランド大橋東側に直結 

＊神戸港将来構想のパブリックコメント反映の修正版について：コメント反映後の「概要版」7月版には「実現イメ

ージは機能を示し、具体的な計画は今後協議する」との説明が付記された 

＊野鳥園の鍵貸与許可：委員長が管理 

＊P&G ビルの内覧会：先日開催、今後名称が「アジア ワンセンター」となる。現在４フロアーが商談中との由 

議題２ 事務局報告 

＊RICアメリオ開所式について：7/28 14時 久元市長テープカット、内覧 

＊夏祭りについて：ボランティア参加のお願い、まちづくり協議会 PRパネルに制作について説明 

＊神戸みなと花火大会鑑賞会について：5日 W20屋上が 19時より開放され鑑賞会 

＊野鳥園の動向：8/10草刈り実施。カイツブリの抱卵など 

 ＊フェニックス神戸沖処分場について：2期 88ｈaがあと 5～6年で埋まる、その後西側を約 30年かけて  

埋め立て、30年後の神戸港将来構想イメージとの時間的ずれがある Q各搬入基地からどの処分場に行くのか 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊RICライブラリー評議委員会報告：利用者前年割れ、8/12~17休館 

４ 神戸市報告 

 ＊東灘区役所：アメリオオープンに伴い、神戸大学高田先生提唱の「健康づくり体操」講習会。毎火・金 10時 

   効果測定を実施 

５ その他 

：神戸製鋼大火力発電所アセスメントについて：藤田委員より・２基目は 130 万 KW、H34 年稼働計画、co2 排出量

は 1基で市内排出量の 1/2、知事・市長から厳しい意見「現排出量から増やすな」、また PM2.5、noXなども排

出、煙突・排煙など景観にも問題あり、説明会 8/20灘区区民センター、意見募集は 8/24まで 

＊次回運営会  8月 8日（火） 8月 29日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  9月 9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 29年度 第 5回（9月）委員会記録  

日時：平成 29年 9月 9日 16：10～17：00        場所：RICふれあい会館   出席者 26名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）菅（監事） 

    山本（事務局）重友（事務局）西森（E３）南方（E６）寺西（E６）西澤（E８）平林（E10） 

栃木（W３）古川（W４）大野（W４）岡本（W４）藤田（W５）飯沼（W20）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）水島、辺見（みなと総局） 

配布資料 ①第 4回(8月)委員会記録 ②フェニックス３期環境影響評価書縦覧場所・説明会のご案内 ③2017年夏 

祭り収支明細 ④六甲アイランドまちづくり協議会秋の見学会開催のお知らせ ⑤六甲アイランドまちづく 

り協議会平成２９年秋の散策会 ⑥ふぁみフェスチラシ ⑦わがまちと～く Vol.12  

議題１ 委員長報告 

＊夏祭りについて：8/26 RICサマーイブニングカーニバル（夏祭り）の出店にお手伝いいただき、また、売り上 

 げにご協力いただきありとうございました。夏祭りは東灘区最大の祭りであり、来場者 33千人と盛況の中、我 

が模擬店も早くに完売しました。当協議会ブースでは景観まちづくり推進員養成講座を７枚のパネルで展示 

＊フェニックス３期のアセス説明会と先月の宿題への回答：9/30(土)10：00～ KFM9階コンベンションルーム、 

同じく三宮での説明会は 9/26(火)18:30~ 神戸市勤労会館 3階 308で開催。神戸沖処分場への搬入は兵庫県内５ 

基地から、兵庫・京都の一部・滋賀県からの焼却灰などを搬入 

＊中 9丁目工事について：9/16~18工事休止,10/7 ~9 工事休止 

＊シティヒル東緑地への桜の植樹について：年末までに樹種・本数を決めるので寄付金を募る 

議題２ 事務局報告 

＊夏祭りについて：収支報告 収入 132.502（－19.651）支出 114.567（29.306）総益 17.935（－48.957） 

＊工場見学会｛東部スラッジセンターから東水環境センターへの地下道探検｝の案内 10/31＿ 13:30~ 

  岡本委員より４年前に当該場所の見学の実績ありと指摘。今回は見学内容が前回と異なり下水処理地下道を見学 

＊秋の散策会｛神戸らしい眺望景観５０選．１０選｝の東灘区内６か所巡りの案内 11/11 9:00~催行(雨天中止) 

 ＊野鳥園の状況：カイツブリの抱卵など、１０月後半から冬鳥マガモなどが来訪 

議題３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネットからの報告：協同の苑の協力を得て介護について 8/20 ・9/2グループホーム、小規模多機能など 

  見学、9/16在宅介護のコツの勉強 

 ＊自治会；六甲アイランド地区自治懇談会 10/2、文化フェスティバル３０周年 11/19 

 ＊婦人会：市政懇談会 8/19、小磯美術館東のエレベーター塗り替え。共同募金 10/7~8協力要請 

議題４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局：街角広場地区計画変更の進捗状況について…意見書はゼロ、今後住宅都市局が案縦覧１０月予定、 

市広報にて告知、市役所・HPで閲覧、意見書募集２週間、その後１１月予定の都市計画審議会にかける 

 ＊東灘区役所：ふぁみフェス 9/24サン広場、RICコレクション 9/16KFM、御影公会堂に「嘉納治五郎記念コーナ 

ー」新設 

５ その他 

飯沼委員より、神戸港将来構想への意見書が勝手に抜粋されて掲載されたとの意見あり  →A. 市に確認する 

 

＊次回運営会  9月 12日（火） 9月 26日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  10月 14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２９年度 第 6 回（10 月）委員会記録   

日時：平成 29 年 10 月 14 日 16：10～17：30        場所：RIC ふれあい会館   出席者 20 名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）菅（監事）福本（E8） 

伊部（E10）堅田（E11）栃木（W３）古川（W４）中村（W４）岡本（W４）飯沼（W20） 山本アドバ

イザー 三善向洋小校長 浅野、松田（区役所） 水島、辺見（みなと総局） 

配布資料 ①第 5 回（9 月）委員会記録 ②工場見学会開催のお知らせ ③神戸らしい景観 50 選の区内 6 ポイント

ウォーキングの案内 ④フェニックス３期環境影響評価方法書のあらまし ⑥リバーモールバリアフリー

化施工計画図 ⑥3 世代卓球大会のご案内 

三善向洋小校長より（臨時出席） 

 ＊3 世代卓球大会&ジャズフェスティバル IN 六甲アイランド 11/23 のご案内、参加のお誘い、人的協力のお願い 

１ 委員長報告 

＊フェニックス３期のアセス説明会について：・9/30（土）10：00～第 2 回説明会実施、住民参加 5 名、意見書募

集 18 日まで ・3 期は 7～8 年後埋め立て開始、完了は今から約 40 年後 ・市の神戸港将来構想もあり、子や

孫のために住民として注視していく必要あり 

＊秋のスポーツエキスポについて：11/12（日）地域 振興会主催、まち協は人的支援 9：00～15：00  

＊向洋町中 9 丁目マンション建設工事について：11/3~5 工事休止 

＊六甲アイランド高校 SSH（スーパーサイエンスハイスクール）特別講演会について：10/27（金）12：55～同高

校アリーナにて開催、講師は柳川孝二/元 JAXA 有人宇宙技術部長。参加者募集 

＊3 世代卓球大会について：まち協は共催団体として協力し、人的支援 2～3 名、開催経費の一部支援予定 

＊シテイヒル東緑地への桜の植樹について：街区・個人で計 8 本植樹予定、まち協 1 本寄付、費用負担は植樹まで 

２ 事務局報告 

＊工場見学会｛東部スラッジセンターから東水環境センターへの地下道探検｝の最終案内：10/31（火）13:30~ 

  地下道への階段 224 段、計 3 キロ歩くので健脚向き 

＊神戸らしい眺望景観 50 選･10 選の内、東灘区内 6 か所巡りの最終案内： 11/11 9:00~自由参加 

＊六アイ情報交流センターmachi e での PR パネルの展示について：夏祭りブースで展示した景観まちづくり推進

員養成講座の７枚などのパネルを machi e に 10/16 より展示 

＊リバーモールバリアフリー化について：・施工路線図を提示、ルートは自治会が設定、仕様・意匠はまち協に一

任  ・9/28（木）東部建設事務所と現場協議、今年度はセンター駅周辺施工  ・隣接街区（E3・W3・E11）

への接続路については自治会から各管理組合に提案中  ・Q.飯沼委員より：みなと総局施工済みの南エリア

のライトアップ施設などとの相関がわかるような全体イメージ図が必要との意見 

＊野鳥園の状況： 10/9 マガモが飛来、カルガモ 20 羽、11/21 六アイ小校外学習会、12/10 まち協自然観察会 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネットからの報告：高齢者のゴミ出し支援、E4・W4 でチラシ配布、１回 100 円 

 ＊RIC コミュニティライブラリー：来館者漸減傾向、11/6~10 向洋中トライアルウイーク受入れ予定 

 ＊自治会：東灘区主催自治懇談会 10/2（月）開催され、自治会記録ができ次第報告する  

４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局/辺見係長：街角広場地区計画変更については、10/3~17 案縦覧と意見書の提出で、意見書は現状ゼロ 

その後 11 月下旬予定の都市計画審議会にかける  

水島係長：・マリンパーク駅周辺の外構工事 12 月末開始、駐輪場を仮設へ移転  ・向洋町中９マンション工事 

現場の南側道路を駐禁化の予定  ・バーべキュー施設は、マリンパークの鳥形トイレの北側に来年 4 月オープ 

ン予定・アイランド北口駅から地上に降りずに六甲大橋東側歩道へ接続する歩道橋を今年度中に完成予定   

・Q.南賀副委員長より要望；向洋町中９丁目国際大学北東角地の市の所有地に迷惑駐車あり、対策を 



水島係長：イベント広場トイレは今月末から新築工事着工、3 月中旬竣工予定 ・ライトアップ 2 期施設の説明 

版は今年中に設置予定  Q.飯沼委員より要望：ライト周りの植栽管理の徹底、ライトへのいたずら対策を 

 ＊東灘区：・10/14 よりすべての期日前投票ができる  ・10/28-29 ハロウインパーティ  ・10/28 渡辺フラーワ 

ーズによる神戸ストラット  ・11/10～12 国際フィットネスコンベンション開催で、住民参加できるプログラ 

ムもあり ・11/12 スポーツエキスポ、シティマラソン 3500 人参加 ・ひがしなだスイーツ巡りスタート   

・東灘アートマンス開催中 

５ その他 

高橋委員長より、夏休みの向洋小野鳥園見学のお礼状が届いたとの報告 

＊次回運営会  10 月 17 日（火） 10 月 31 日（火） 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会  11 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２9年度 第 7回（11月）委員会記録  

日時：平成 29年 11月 11日 16：10～17：00        場所：RIC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）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）菅（監事）重友（事務

局）西森（E3）寺西（E6）南方（E6）西澤（E８）平林（E１０）堅田（E11）陶山（W3）古川（W４）

大野（W４）岡本（W４）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）水島、

辺見（みなと総局） 

配布資料 ①第 6回（10月）委員会記録②六甲アイランドまちづくり協議会第 6回六アイ自然観察会の案内③六甲

アイランドまちづくり協議会秋の見学会の報告③六甲アイランドまちづくり協議会平成２９年活動展示の

報告  

議題１ 委員長連絡・報告 

＊秋のスポーツエキスポへの協力依頼： 11/12まち協は人的支援 9：00～現状 4名 、同日は六甲シティマラソンや 

フィットネスコンベンションの大会などもあり、参加・見学・応援などもよろしく 

＊中 9丁目工事にについて：11/3~5工事休止、12月～年始の予定は次回委員会で報告 

＊3世代卓球大会への協力：11/23まち協は共催と人的支援 2～3名、シニア選手の参加者募集 

＊六甲アイランド小学校の野鳥園見学会：11/21（火）12:00~ 3年生 58名参加、見守りなど協力依頼 

＊野鳥園草刈りと第 6回六アイ自然観察会の案内：草刈りは 10日に始まり来週後半までに終了予定、観察会は 12/10 

（日）9：30マリンパーク駅出発で 30名程度参加想定、RICWINDSに案内掲載 

＊シテイヒル東緑地への桜の植樹について：街区・個人で計 8本植樹予定、まち協 1本寄付、植樹への寄付募集 

＊10月の自治懇談会の報告：自治会 HPに掲載されている。 

 ・歩道敷石の劣化補修で、女子学生会館前の補修工事今年度中には実施  ・リバーモールバリアフリー化今年

度センター駅周辺工事予定で、撤去した敷石を将来使用に向け保管  ・ロータリー西通り西詰の乱横断防止

鉄柵年度内設置で協議中  ・北口駅からアイランド大橋への歩道橋は今年度中に設置  ・甲南大学弓道場

南に BBQサイトと駐車場は今年度中に設置  ・未利用地の開発は進捗無し  ・無電柱化は研究中 など  

議題２ 事務局報告 

 ＊第 3 回大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）事業協議会報告：11/2 開催、国交省浪速国道事務所より、六

甲アイランドへの整備効果、事業の流れ、環境影響の確認などの説明があった。住民側の西森氏、飯沼氏より、前

回の議事録にあったトンネル化の環境効果、芦屋浜などの事例から今回提示するとの約束が果たされていないな

どの意見があり、年内に再度協議会を開催するとの回答 

 ＊工場見学会「東部スラッジセンターから東水環境センターへの地下道探検」の報告：10/31 10名参加、岡本委員 

から災害時の避難路になるのか？ A : NO 

＊秋の散策会｛神戸らしい眺望景観５０選。１０選｝東灘区内６か所巡りの報告 11/11 9:00~ 5名参加 

＊リバーモールバリアフリー化について：自治会が経路を決め。まち協が意匠、材質を検討する 

＊まちの問題点（街区周辺での）及びお気づきについて：W4大野委員から、ロータリー西通り W５・６周辺での 

歩きたばこ、ポイ捨てが目に余る A：自治会の啓蒙活動として実施中。工場も定期的に清掃活動をしている 

＊六アイ情報交流センターmachie での、まちづくり協議会 PRパネルの展示について、夏祭りブースで展示した景 

観まちづくり推進員養成講座の７枚のパネルを machie に展示 11/15まで 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネットからの報告：machie のまち協パネル、島外の人からも評価あり ：高齢者のゴミ出し支援は、現 

在 W４から 4名申し込みあり、E4理事会でも案内する 

 ＊自治会：先月定例役員会でリバーモールバリアフリー化について東部建設事務所の説明が、全体像がつかめない 

との評価。 文化フェスティバル 11/19、クリーン大作戦 11/26、震災大訓練 1/17、地域防災訓練 3/11 

 ＊婦人会：歳末助け合い 12/1~3 



４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局：辺見係長：・街角広場地区計画変更について、10/3~17住宅都市局案縦覧での意見なし、その後 11 

月下旬予定の都市計画審議会にかける。11/20市 HP で開催日発表され、傍聴も可 

水島係長：・向洋町中９迷惑駐車対策完了、国際大学北側の道路来年度駐禁に ・臨港道路改修工事 12月完了予 

定が来年 3月へ延期 ・イベント広場トイレ工事で 11/9給水管破損 

 ＊東灘区役所：・11/12 六甲シティマラソン実施 ・六甲アイランド北口駅周辺にイノシシ出没  

５ その他 

W3陶山委員より、台風 21号で中庭の街灯が破損、E６寺西委員より同じ台風で E５・E6が停電、水道も止まった 

との報告あり 

 

＊次回運営会  11月 14日（火） 11月 28日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  12月 9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２9年度 第８回（12月）委員会記録  

 

日時：平成 29年 12月 9日 16：10～17：00        場所：RICふれあい会館   出席者 21名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）吉富（副委員長）児島（事務局長）菅（監事）山本（事務局）南方（E6）

河野（E6）西澤（E８）伊部（E１０）堅田（E11）大軒（W3）栃木（W3）中村（W４）岡本（W４） 

藤田（W5）、山本アドバイザー、浅野、松田（区役所）、水嶋、竹本（みなと総局） 

配布資料 ①第 7回（11月）委員会記録 ②大阪湾圏域広域処理場整備基本計画（案）（概要説明書）・補足資料・

手続きの流れ ③「六甲アイランド小学校の児童が野鳥園見学」報告 ④六甲アイランドまちづくり協議

会広報 48号（案） ⑤まちかどネット RICスケジュール表 12月・1月 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊中 9丁目工事にについて：6階まで立ち上がる。工事休止は日曜日と、年末 12/29~1/9  

＊3世代卓球大会への協力：11/23まち協は共催と受付運営の協力。90名強参加、卓球台 16台で元ボクシングチ 

ャンピオン長谷川選手も参加、来年も開催予定 

＊フェニックス（六甲アイランド南島）の現状について：2期埋立はあと 7～8年で終了、その後 3期が 30年ほど 

かかるので、住民として注視していきたい。手続きの流れでは、現在方法書手続の段階、事業者説明会には住民 6 

名参加、意見書提出は 2名。今後も数年毎に現地視察を計画したい。 

 藤田委員：意見書 2名は少なすぎる、関心が低いことを懸念する  A：今後の準備書手続きでの説明会、公聴会 

に積極的に参加を呼び掛ける。飯沼委員からの神戸市環境審査会の傍聴報告によると、委員 15名中 9名参加、市 

民の意見は概要のみ紹介 

 岡本委員：フェニックス・湾岸 5号線延伸・神戸製鋼石炭火力発電所などの計画は、住民生活に影響を受ける。 

情報があれば、随時報告して欲しい  A：了承 

 

２ 事務局連絡・報告 

 ＊六甲アイランド小学校の野鳥園見学会の報告：11/21 12:00~ 3年生 58名参加、まち協作成の野鳥図鑑や先生作成

の資料などを手に熱心に観察し、生徒は野鳥をスケッチしていた 

 ＊第 6回六アイ自然観察会（12月 10日）の最終案内：9：30マリンパーク駅集合、野鳥園を経て北口駅まで約 2時

間、参加者が増えてきたので、事故の無いように注意したい 

 ＊machi eでのまちづくり協議会の PR展示の終了報告：10/16～11/15展示、島内外の訪問者に活動を紹介 

 ＊まちの問題点（街区周辺での）及びお気づきの事について：高橋委員長より、住民の要望から実現した例がある。 

  例えば、野鳥園の再開・清掃、マリンパークのブイ、電柱の撤去、街路愛称、シェラトンのポンプ覆いなど。 

  栃木委員：マリンパーク駅１F周辺で船員が食事などしており、空き店舗を今後使用する目途は？ A水島係長：

新交通の管理だが、床等が傷んでおり、出店は不可能 

 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット：高橋委員長より/まちかどネット RICスケジュールの紹介、オープンになっている行事を対象に

12月 1月分作成。各街区に配布。 今後も続けて発行 

  

４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局： 

水島係長：街角広場地区計画変更について、11月 28日開催の都市計画審議会で承認 12月末～１月上旬告示を 

経て手続き完了。まち協より各権利者への通知を宜しくお願いしたい 



・ファッション美術館の運営指定管理者が、来年度より神戸新聞地域創造・神戸新聞事業社共同事業体 

に変更となる 

・駐輪場電灯の LED 化を進めている 

竹本係長：マリンパーク駅から南の歩道橋補修工事 12月末から 2月末へ工期延長 

・リバーモールの向洋中央通から学園通の間、清掃のため水抜きし、来週には完了 

伊部委員：歩道橋工事の為の臨時駐輪場によりマリンパーク駅周辺に放置自転車が目立つ   

A水嶋係長：放置自転車対策は東部建設所管、12月中に撤去予定 

栃木委員：水抜きしたリバーモールに藻が繁茂している 

 

５ その他 

 

 

＊次回運営会  12月 12日（火） 12月 26日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  1月 13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 29年度 第 9回（1月）委員会記録   

日時：平成 30年 1月 13日（土）16：10～17：20        場所：RICふれあい会館   出席者 21名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）吉富（副委員長）児島（事務局長）菅（監事）重友（事務局）藤原（会

計）西森（E3）西澤（E8）福本（E8）平林（E10）古川（W4）大野（W4）岡本（W4）飯沼（W20） 

柏井（自治会） 山本アドバイザー  浅野、松田（区役所） 水嶋、辺見（みなと総局） 

配布資料 ①第 8回（12月）委員会記録 ②第 6回六アイ自然観察会報告 ③まち協広報 48号 ④広報 49号案  

 ⑤歩道舗装工事のお知らせ・今回工事図 ⑥わがまちとーく Vol.13 ⑦六甲アイランド都市機能ゾーン地 

区計画 ⑧六甲アイランドだより第 80号 ⑨六甲アイランド基金だより Vol.21 

議題１ 委員長連絡・報告 

＊六甲アイランド地区計画変更（3か所の街角広場の追加指定）の決定報告：昨年末に都市計画決定。該当街区及び 

事業者・関係者の協力に感謝。1月下旬に広報予定。各地権者へ報告とお礼に回る 

＊新年の互例会等：地域振興会「新春の集い」1/12約 100名参加、「東灘区民の集い」1/30 

＊W7R：昨年 12月に完売、1月契約完了予定。ウェスト大通り面の販売用看板跡地を、来月以降植栽し修景予定 

＊向洋町中 9丁目マンション開発工事：今年 12月に工事終了＆入居開始予定、日祝工事休止で、1/4から工事開始 

＊リバーモールバリアフリー化工事：1/15工事開始、小磯美術館通りから向洋中央通り間の工事は今年６～7月ま 

で。来年度は向洋中央通りから学園通り間を予定。ルートは自治会、意匠等はまち協担当、自然石ではないイン 

ターロッキング施工 

 西森委員：工事費は？どんな要請に基づいた工事なのか？撤去した敷石は？  A．確認する、敷石は保管 

 飯沼委員：下地工事も進化したのか？地上レベルの図面にして欲しい  A. 進化してる、依頼する 

＊大阪湾フェニックス事業者の表敬受けと打合わせ：1/18情報交流センターにて   

＊六甲アイランド基金だよりの配布：基金残額約 371百万、年 17百万余助成 

 大野委員：六甲アイランドに限定か？  A. 神戸市内の活動に対して助成されている 

＊六甲アイランド小学校より校外学習の要請：1/15/＆18 NHK 放送体験学習「六アイ小と六アイの魅力を伝える番 

組制作」で、リバーモールに関する質問を委員長対応 

議題２ 事務局連絡・報告 

 ＊第 6回六アイ自然観察会（12月 10日）の報告：36名参加で、最終地点までは 25名。中高年女性が主  

 ＊広報紙 Vol.48発行報告 Vol.49発行予定：Vol.48発行年末に配布、Vol.49は 1/22発行予定 

 ＊まちの問題点（街区周辺での）及びお気づきの事について： 

大野委員：各街区で民泊への対処について検討されているか？  A．管理規約変更し、民泊禁止を定めた街区あ 

り。既に、民泊事例あり。神戸市も管理規約改定を勧める。法人（不動産）所有物件は要注意、 

大野委員：3/18 （日）W4では 30周年式典予定 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会：六甲アイランドだより配布、1/14震災メモリアルウオーク、1/17全戸一斉避難訓練、 

3/15（木）街開き 30周年記念式典/オルビスホール 記念誌・DVD 配布、まち情報ハンドブック１月末全戸配布 

 ＊まちかどネット：ゴミ出し支援を自治会役員会で参加要請し、W4、W6、W7、E４実施へ  

４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局：辺見係長：街角広場地区計画変更について、12/26正式決定、街角広場がこれで 36か所に 

  水嶋係長：ドッグラン 3月末に運営会社撤退、再開の目途なければ閉鎖 

 ＊東灘区役所： わがまちとーく vol.13 

５ その他 

＊次回運営会  1月 16日（火） 1月 30日（火） 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  2月 10日（土） 16：10～17：30 於 RICふれあい会館 

        3月委員会（3/10）は、会場を変更して「神戸レディースフットボールセンター」で開催 



六甲アイランドまちづくり協議会 

平成２９年度 第１０回（２月度）委員会記録 

日 時：平成 30 日年 2 月 10 日（土）16：10～17：30        場 所： RICふれあい会館  

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）児島（事務局長）菅（監事）重友（事務局）若田（事務局）藤原（会計）

西森（E3）寺西（E6）南方（E6）西澤（E8）福本（E8）伊部（E10）堅田（E11）陶山（W3）中村（W4） 

 岡本（W4）藤田（W5）飯沼（W20）山本アドバイザー 

柏井（自治会）、浅野、松田（東灘区役所）、水嶋（神戸市みなと総局） 敬称略     出席者２４名 

配布資料 ①第 9回（1月）委員会記録 ②六甲アイランドまちづくり協議会広報 49 号 ③ふあみフェス（東灘ファ

ミリーフェスティバル・裏面ジャズコンサート）ちらし ④青少年育成フォーラムちらし ⑤まちがどネ

ットＲＩＣスケジュール ⑥工事のお知らせ（イベント広場公衆トイレ） ⑦リバーモールバリアフリー

化工事後写真 

１．委員長連絡・報告 

・六甲アイランドまちびらき３０周年記念式典は、神戸市主催で 3/15（木）15:30～オルビスホールにて開催    

まち協委員の参加要請あり、参加希望者は 2/22迄に委員長まで。（記念誌、ＤＶＤ、記念品あり） 

・1/30の「東灘区民のつどい」参加報告 

・向洋町中９丁目マンション工事について 

今月は 2/11・12休み、進捗は 2月末には 9F まで、3月は 10F の工事に入り、順調に進んでいる 

・リバーモール通路一部のバリアフリー化工事について 

1/中旬より着工、センター駅付近は 3末完成、南側については 6末完成予定 資料⑦にて説明 

先月質問分の工事費は 5.3千万円（今年度分）、敷石の破損等に対しては撤去敷石の置き替えにて対応する 

・大阪湾フェニックス計画について 

第 3期工事の環境アセスメントを実施中で、担当者より市＆県の意見書をまとめて報告を受けた 

・地区計画変更決定の報告について 

  決定の報告を E10、積水ハウス、長谷工へも説明済み。積水へは看板撤去後の植栽要請を行った 

・桜並木の整備について 

  街区＆団体＆個人の寄贈 9本あり、植樹式は自治会主催で 2/27（火）11:00～。まち協へも参加依頼あり 

・前回、大野委員の民泊法対応についての質問への対応 

生活環境と安全・安心の街全体の問題であり、自治会へ申し入れを行った。1/27の自治会役員会で説明あり 

・まちの情報…マリンパーク駅西側の平屋は、「ケントセンター」が利用している。ケントセンターとは一般社団法

人で、主に外国籍子供の学習支援などを行っている団体。パンフレット回覧にて説明 

・その他Ｑ＆Ａ 

Ｑ:休止中のイースト公園下の駐車場で、最近車の出入りがあったが何かあるのか？   福本委員 

Ａ:避難用物資の保管庫＆神戸市の文書庫となっているので車の出入りがあった  

 ２．事務局より 

 ・広報誌ニュースレターVol.49について 

地区計画に於いて、地区施設として今回の 3ヶ所を含め、合計 36 ヶ所の街角広場が決定されたことを記載  

 ・イベント広場の公衆トイレについて 

   既設の公衆トイレは、2/19～3/14迄下水配管付替工事の為使用不可となる。資料⑥にて説明 

 ・六甲大橋東側歩道の通行止めについて 

   歩道橋付替工事の為、3月末に１日、5 月に 2日、6 月に 3 日、計 6日間通行不可。西側は通常どうり通行可 

 ・向洋・六アイ小学校の合同発表会について 



   昨日、2/9オルビスホールにて実施され、まち協から 8 名の参加があった。六アイ小は野鳥園の観察会報告、 

また、向洋小は「これからの六甲アイランド」について、各テーマにより研究発表があり、様々な提言もあった 

 ・まちの問題点について 

   〇「駐車場の看板が多くなった。特にウエスト大通りに面した、タイムズの黄色の看板が目立ち過ぎる。」との 

意見が、住民からあった。駐車場案内などについて、委員の皆さんがどのように感じているかをヒアリング 

    ＊来島者が駐車場を探すのに必要ではないか。大きな看板は利用する側からすればメリットがある 

＊来島車用に駐車場案内図を作っては？→地域振興会が駐車場マップを作成し、HP にも掲載している 

    ＊最近のカーナビでは表示されているのでは。 検索では駐車場位置が出てくる 

    ＊道路など公共空間への看板は、道路管理者などへの申し入れはできる 

    ＊住民の総意であれば、お願いベースであっても管理者・設置者への意見が言える 

    ＊一般的屋外広告物の大きさは、神戸市でも規制があり、守られていなければ申入れできる 

   〇レディスＦＣの南側路上、ドッグラン・芝生広場周辺での違法駐車が目立つ。   

A：違法駐車は街全体の問題であり、管理者、主催者に申入れするが、生活の安全・安心の問題でもあり、目 

についたら自治会にも相談して欲しい。  

    ＊ドックラン南側車道上に駐車防止の為のゴム製ポールが設置されていたが、いつの間にか撤去されている 

諸団体の活動報告 

 ・まちかどネット  

＊支えあい仕組み作り/ごみ出しサポートの対象拡大で、先日、対象街区にはチラシを配布した 

＊ｍachi e発足 2年、この街の将来像に関する住民アンケートを特定の街区にて実施した 

 ・自治会 

＊ファッション美術館 4Fギャラリーで絵画展を実施予定。3/15の 30周年記念式典と併せて見て下さい。 

神戸市報告 

 ・東灘区役所 

＊2/17ふぁみフェス開催と、オルビスホールにてジャズコンサートあり。毎回好評であり是非参加を!   

   ＊2/24青少年育成フォーラムが六アイ小で開催され、出席お願いしたい 

 ・みなと総局より 

*マリンパークの 3 ヶ所に防犯カメラを設置した。場所は野鳥園トイレの北西、神戸国際大学南側、東側フット 

サル場で、運用はみなと総局、管理は神戸港管理事務所となる 

 *イベント広場のトイレ改修で、今回からトイレットペーパーが設置される 

 *今年度予算は 2/15 にプレス発表される 

 意見:野鳥園の、中の島・奥の林の中・水中の草を刈ってほしい。外周の林の木の名札の取付も（藤田委員）  

Ａ:要望は関係部署に伝える  

    意見:新しいトイレのイメージ図を現地に明示してほしい（飯沼委員）   

Ａ:以前自治会役員会で説明し、図面も提示したが、今回のは、円形で景観が良い 

    意見:今後の、防犯カメラの設置方針について教えてほしい（岡本委員）   

Ａ:自治会に対しては、設置への補助がある。来年度からは減額される予定 

 

その他 

＊次回運営会  2月 13日（火） 2月 27 日（火） 17：45～  於:W5集会室 

＊次回委員会  3月 10日（土） 16：00～17：30  於:神戸レディスフットボールセンター会議室 

                                                以 上 



六甲アイランドまちづくり協議会 

平成 29 年度 第 11 回（3 月）委員会記録   

日時：平成 30 年 3 月 10 日 16：00～17：10 場所：神戸レディースフットボールセンター会議室  出席者 23 名 

出席者：高橋（委員長）南賀（副委員長）吉富（副委員長）児島（事務局長）藤原（会計）西森（E3）河野（E） 

寺西（E6）南方（E6）西澤（E8）福本（E8）平林（E10）堅田（E11）大軒（W3）大野（W4）岡本（W4） 

藤田（W5）重友（W5）飯沼（W20）柏井（自治会）山本アドバイザー、竹本、辺見（みなと総局） 

配布資料：①第 10 回（2 月）委員会記録 ②平成 30 年度まちづくり助成事業補助金交付申請書（様式第 1 号、様式

第 2 号―イ、様式第 2 号―ハ） ③今冬の野鳥園一帯の鳥について 

議題１ 委員長連絡・報告 

＊六甲アイランド CITY30 周年記念式典（3/15 15：30～17：30、会場：オルビスホール）の出席案内： 

神戸市主催、市長出席、現在 200 名参加予定、記念品あり、住民は誰でも可能なので奮って参加を 

＊次年度予算について：29 年度は市の助成金上限が 15 万だったが、区役所等の推薦により次年度から「優良まち 

づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体」に認定され、活動費 1/2 助成の上限が 30 万に、次年度予算にうまく取り入れたい 

＊リバーモールバリアフリー歩行路の工事について：1 期アイランドセンター駅周辺は 2 月中に完成、2 期は小磯美 

術館通りまで夏前に完成予定 、3 期は 30 年度予算で向洋中央通から南側を予定 

＊シティヒル東緑地での「桜の木」植樹式について：2/27 に 9 本植樹、まち協は「関山」遅咲きで 4 月中旬以降開 

花の樹種を寄付、多くの方の寄付ご協力に感謝 

＊向洋町中 9 丁目マンション開発工事について：現状９～10 階まで立ち上げ、販売も想定通りとの由 

＊チューリップ祭：3/25~4/8 まち協は名前のみであるが協力団体に入る。個人でｽﾀｯﾌへの協力をお願いします 

＊本年度の仕残し案件…野鳥園看板設置：BBQ 施設設置と同時期、ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ周辺の樹木名看板：来年度予算で実施、 

女子学生会館前歩道の修復：4 月中工事予定、湾岸線延伸事業協議会：3/27 実施、 

＊駐車場案内看板への意見：ｲｰｽﾄ側にも沢山あるが気にならない、異様には感じない、見付け易くなり必要では 

議題２ 事務局連絡・報告 

 ＊平成 30 年度まちづくり助成事業補助金交付申請について：優良まちづくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体として 18 万申請予定 

 ＊平成 29 年度決算について：市の助成 15 万、業務商業連絡会支援金 10 万、寄付 4.7 万、桜植樹は助成対象に 

 ＊六甲アイランド野鳥園の現状報告：藤田委員から、今冬の野鳥園一帯の鳥について報告 

＊5/12（土）14 時～まち歩き「まち再発見」の案内：北口駅からマリンパークまでのリバーモールを見て回る、 

5 月委員会前に、30 周年を機に街にとってのリバーモールの意味やその仕掛けを勉強、住民に認知浸透を 

 ＊まちの問題点（街区周辺などでの）及びお気づきの事については、何なりとお聞かせください 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット：・ゴミ出し支援…高層住宅以外チラシ配布で 4～5 件マッチング 

  ・交流センター2 年経過で、4 街区でアンケート調査：交流センターやゴミ出し、まちへの意識など設問に、 

   250 件回収 

 ＊自治会：4/1（日）シティヒルウｫーク 9 時半スタート 

４ 神戸市報告 

 ＊みなと総局/竹本係長：・30 周年記念式典（3/15 木曜）午前中リトル神戸でワークショップ 

  ・イベント広場の新トイレは、3/14 供用開始  ・みなと総局組織改編について 

５ その他 

 飯沼委員より：Q.臨港道路のコンテナ待機場所いまだ使用されていないが A.竹本係長 まだ供用されていない、 

        開始時期を確認する 

＊次回運営会  3 月 13 日（火） 3 月 27 日（火） 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会  4 月 14 日（土） 16：10～17：30 於 RIC ふれあい会館 


