
六甲アイランドまちづくり協議会 

平成 31年度 第 1回（4月）委員会記録 

  

日 時：平成 31年 4月 13日(土) 16：10～17：30  場所：RICふれあい会館会議室  出席者 25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）重友(事務局）藤原(会計）菅(監事） 

細川(E4）若松、谷口(E6）石津、藤原、福本(E8）堅田(E11) 栃木(W3）岡本、古川(W4）藤田、高西（W5）      

飯沼(W20）井高、白坂(東灘区役所）谷口、水嶋(都市局）山本アドバイザー 

配布資料 ①第 11回(3月)委員会記録 ②六甲アイランドまちづくり協議会平成 31年度役員名簿(案) ③平成 30年 

度まちづくり助成事業活動報告 ④平成 31年度まちづくり助成事業補助金交付申請 ⑤大阪湾岸道路西伸部（六

甲アイランド地区）遮音壁の高さと延長(基本案） ⑥まちのね vol.3 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊第 8回大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）事業協議会（3/26）について 

 ・（六甲アイランド地区）遮音壁の高さと延長（基本案）：W20に対する対策、環境基準（65ｄb）を満足するのに必

要な延長（1170ｍ）、高欄上高さ 7.7ｍ、張出幅 2.7ｍ（3号線 1.5ｍ、湾岸線 2.2ｍ）、E3から東側 180ｍ高さ 5.1

ｍ、張出幅 0.4ｍの提案があった。環境面では大気質の悪化の無いよう重ねて要請。次回開催 5月、7月。Q：完

成はいつごろか？委員長 A：約 10年後であり、工事着工後は少しでも早く完成するよう要望している   

飯沼委員の補足：環境基準は法定速度で評価、＋20km/hで評価すべき申し入れたが、法定速度でと拒否。ただ国

交省(国土技術政策研究所)の資料にに「10 ㎞/h 程度高めの値を用いることができる」との記載があるので、再度

要請したい。環境面では大気質の観測装置の設置を要請するべく準備中 

＊六甲アイランドまちの将来像検討会(3/27)について：約 2時間にわたり説明と意見交換。全世帯アンケートの結果報

告あり…約 9000配布・回収率約 21％、回答者では女性 58％、60代が一番多く、70代・50代も 20％前後、子育

て世代も多いと感じた。居住者データ：年代、通勤先、同居人数、居住年数、選んだ理由、今後の居住意向など。

検討会委員の甲南大教授の評価など報告 

・今後の方針…住まう、集う、働くの観点から、強み、弱み、機会などを分析、六甲アイランドの将来戦略の策定

へ。住まう、集う、働くに対して意見が委員から出た 

Q：いつ頃アンケート結果が発表されるのか  委員長 A：確認する。市で報告方法を検討中 

Q：具体的な話がでているのか、漠然とした将来の話か、リンクビルの eスポーツ構想などは期待できるのでは？ 

委員長 A： eスポーツ構想は進んでいない。良い話ではあったが、現状難しそうである 

Q：将来像から具体的なアクションにつながるのか？ 委員長 A：神戸市所有の土地は市の施策として反映、私有

地は事業者の努力による 

Q：アンケートの自由記入への個々の回答はあるのか？ 委員長 A：個々の意見ではなく主な意見をまとめて報告

する 

Q：住民が討論に参加出来るのか？ 委員長 A：協議会委員が住民意見を取りまとめて発表する 

＊マリンパーク・野鳥園の台風被害の復旧工事について 

  ・街区掲示されている通り、島内 4か所 5月～8月復旧工事 

・マリンパーク・野鳥園工事…5/7～7月末予定、観察小屋壁・木製壁の復旧は、夏休みの BBQ 盛況時頃には整 

備できる見込み。神戸港整備事務所が監督 

・feel復旧し、4月 1日に再オープンした。野鳥園海側ネットフェンス復旧済 

＊六甲アイランドの大気質に関しての情報（藤原委員の情報提供）：2016 年の国際海事機関で、船舶の燃料に含まれ

る硫黄分濃度の低減(3.5％以下から 0.5％以下へ)が決定され、2020年 1月より実施される。今後は低硫黄油、LNG

の使用に向かうのでは。六アイの大気質改善の一助になることを期待 

 



 

２ 事務局連絡・報告 

＊六甲アイランドまちづくり協議会 平成 31年度役員名簿：委員の皆様是非ご参加を、6月総会で承認予定 

＊平成 30年度まちづくり助成事業 活動報告：報告書ご参照 

＊平成 31年度まちづくり助成事業 補助金交付申請：今年度 15万申請 

＊野鳥園の近況報告（岡本委員から）：野鳥園では珍しい冬鳥のキンクロハジロが、3月中旬から約 1カ月、３～15 

 羽ほど滞在 

 ＊街の問題点及びお気づきの事について 

Q：シェラトンマルシェ横の下りエスカレーターが故障のままだが？ 委員長 A：修理要請したが部品待ちとの由 

 

３ 諸団体の活動報告 

＊コミュニティライブラリー：・GW中は 4/28～5/6休館 

＊その他の話題：・向洋中の生徒数は現在約 450人、2年前は約 400人 

         ・民生委員・児童委員に欠員あり。ご協力を 

 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局：まちづくり、住宅、空港、港湾に対しスピード感を持って対応するための組織変更 

  ・みなと総局と住宅都市局が都市局、港湾局、建築住宅局に改編 

  ・まち協窓口は都市局・新都市事業部 事業管理課（窓口）水島、内陸臨海計画課（窓口）谷口 

 ＊東灘区：新任…金谷区長、岩本副区長・総務部長、酒井総務課長 

   5/1岡本で新元号奉祝だんじり…45基参加 

5/17~19神戸まつり 

5/18うはらまつり(東灘区) 

 

 

 

＊次回運営会： 4月 16日(火） 4月 23日(火) 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会  5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 

2019年度 第 2回（5月）委員会記録   

 

日 時：2019年 5月 11日(土) 16：10～17：30  場所：RICふれあい会館会議室  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） 重友(事務局） 藤原(会計）菅(監事)  西森(E3) 

細川(E4) 若松、谷口(E6） 藤原、福本(E8） 有本(E10） 古川、岡本(W4） 藤田(W5)   

柏井(自治会） 岡本、井高、白坂(東灘区役所） 水島(都市局） 山本アドバイザー 

配布資料：①第 1回(4月)委員会記録  ②NewsLetterVol.53(案)  ③総会資料 平成 30年度活動報告、役員・ 

    及び事務局スタッフ(案)、平成 30年度収支決算書(一般会計・夏祭り収支明細)、令和元年度活動計画(案)、 

2019年度活動スケジュール(案)、2019年度収支予算(案)  ④神戸市担当局部 2019年 4月の組織変更  

⑤うはらまつりチラシ  

 

１ 委員長連絡・報告 

＊行政各部署を訪問し、4月異動後の表敬挨拶と今期活動の打合せを実施 

・東部建設事務所：歩道の凸凹補修をウエスト側から実施し、緊急の箇所が有れば優先 

・港湾局神戸港管理事務所：マリンパーク一帯の看板の刷新を依頼、野鳥園内池の浮島の検討を依頼 

・都市局：新組織の担当部局と組織変更後の引っ越し日程をヒアリング、今期活動の打ち合わせ  

・東灘区役所：新区長・副区長に今年度の活動支援依頼 

＊六甲アイランドまちの将来像策定に向けたアンケート調査結果報告 

 配布数 9,006票、回収数 1,930票(配布数の約 21％)を都市局 新都市事業部 内陸臨海計画課が集計し、 

 結果報告書を住民各戸に配布した 

 回答者の属性、現在の住まいについて、現在の暮らしについて、今後の暮らしについて、まちづくりに関する

自由意見の内容は配布報告を参照 

（意見）折角の検討会であり、中間での経過報告や意見を出せる場があれば良い 

＊神戸市の 4月 1日付組織変更について、まち協関係部署を配布資料で説明 

＊W30について報告:販売状況は 260戸中 230戸が成約済みとなっており、予定通りで推移 

＊マリンパーク・野鳥園の昨秋台風被害箇所の復旧工事：来週から本格工事に入る予定 

２ 事務局連絡・報告 

＊広報ニュースレターVol.53を 5月 21日付で発行予定 

＊6月 8日の総会に向けた資料説明 

 平成 30年度活動報告(1号議案)、役員・監事・スタッフ案(2号議案)、平成 30年度会計報告(3号議案)、 

令和元年度活動計画案 活動スケジュール(4号議案)、2019年度収支予算案(5号議案) 

＊野鳥園内のアカミミガメ防除活動を 6月 3～5日にするべく、市環境局と進談中。参加希望者募集。 

３ 諸団体の活動報告 

＊自治会：5月 26日春のクリーン作戦実施、5月 18日小磯美術館のリニューアルオープン行事あり 

＊まちかどネット：まち歩きを計画中 

＊コミュニティライブラリー：5月 25日に蔵出し市を実施、5月 29日で 22周年となる 

４ 神戸市報告 

＊東灘区：5月 18日うはらまつり開催、5月 19日神戸まつり開催 

      6月 1日六甲アイランドをポイ捨て禁止重点地区に指定して啓発を図る 

 

※次回運営会： 5月 14日(火） 5月 28日(火) 共に 17時 45分～ 於 W5集会室 

 ※ 総 会 ： 6月 8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 

令和元年度 第 3回（７月）委員会記録   

日時：令和元年 7月 13日(土) 16：10～17：30  場所：RICふれあい会館会議室  出席者 24名 

出席者：髙橋(委員長）南賀、吉富(副委員長）児島(事務局長）重友(事務局）藤原(会計）西森（E3）若松(E6） 

石津、藤原、網広、福本(E8) 栃木(W3）岡本(W4）藤田、高西(W5）飯沼、善本(W20） 

柏井(自治会）井高、白坂(東灘区役所）谷口、水島(都市局）山本アドバイザー 

配布資料 ①第 13回定期総会議事録 ②災害復旧工事のお知らせ ③アカミミガメ防除活動(捕獲作業）について 

     ④六甲アイランドまちづくり協議会 NewsLetterVol.54 ⑤神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する

条例 ⑥大阪湾フェニックス計画冊子 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊行政・事業者対応の報告（６月１３日）…総会終了報告、今年度の活動説明と支援・協力を依頼 

 ・都市局/内陸・臨海計画課/まち再生課 ・建設局/湾岸線西伸部事業協議会担当 ・港湾局神戸港管理事務所 

 ・建設局東部建設事務所 ・東灘区役所 

＊市役所本庁舎 2号館建て替えに伴う引越スケジュールについて  

＊今年度支援金について…RIC業務商業連絡会より今年度も１０万円の支援金支給決定 

＊その他 

 ・大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）事業協議会は次回 8/6開催予定 

 ・地域振興会総会・懇親会（6/21）参加（出席約 100名）…平素の協力お礼と今年度の支援を要請 

 ・まち協の HPの管理運営…E８網広委員の紹介でアルシステム（株）に委託、山本氏から引き継ぎ 

 

２ 事務局連絡・報告 

＊広報ニュースレターVol.54発行（６月２６日付）全戸配布、6/8の第１３回定期総会開催報告 

＊8/31サマーイブニングカーニバルでの、まち協の PRと模擬店出店について…例年通り、パネル展示と 

ハイボール・フランクフルト販売 

＊アカミミガメ防除活動（捕獲作業）について…藤田委員から報告：6/3～5六甲アイランド高校生徒と共に作業実 

 施、6/3指導員による講習受講と捕獲用網籠投入、6/4網籠回収し３匹捕獲・網再投入、6/5網籠回収も成果なし 

 ・神戸市環境局へ 3匹届ける 

＊藤田委員からの報告…最近リバーモール・ロータリ附近にカルガモがたくさんやってきている。リバーモールで 

のエサやりの影響か？ 今後カルガモの糞で水質悪化し、子供たちの水遊びに悪影響が出ることを懸念 

＜質問＞リバーモールでの子供たちの水遊びは公認されているのか？ ＜回答＞推奨はしていないが、禁止もし

ていない。水質検査は、市が定期的に実施しており、悪化した場合は水を抜いて対応している 

＜質問＞鳥へのエサやりを規制できないか ＜回答＞基本野生動物にエサやりは不可。特定の個人から外国人や

高齢者に拡がっている。リバーモールの川の中へのエサ投入は絶対やめて欲しい。看板等で規制するかは自治会

と対応を協議したい 

 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊RIC自治会＆まちかどネットからの報告…・夏のラジオ体操 7/22~31、8/19~27小学生が模範演技  

・消費税増税に伴い六甲ライナー回数券 2100→2200 円に値上げ予定 

  ・ｍachie に高齢者マンションから要請あり…選挙の期日前投票所を六甲アイランドに設置を 

   ＜区の見解＞今回は時期的に設置できなかったが、次回選挙では検討したい 

＊RICコミュニティライブラリー…夏休み 8/11～19  

 



４．神戸市報告 

 ＊都市局…昨年度の台風被害復旧工事について ・北側臨港道路舗装復旧８月末完了予定、向洋中央道路東端の舗

装復旧は嵩上げ３０㎝は既に終了、マリンパーク東擁壁築造８月末完了予定、マリンパークのタイル補修など７ 

月末完了、野鳥園の壁 7/19着手・７月末完了予定、今後東側コンテナバース岸壁を複数年かけて嵩上げ  

＜質問＞堤外地の嵩上げは ＜回答＞六甲アイランドシティヒル内は堤外地ではない。港湾地区東側は、２年か

けて、かさ上げ工事をする  

・六甲ライナー橋脚塗装工事 北口～マリンパーク間８月から工事・来年 3 月まで、足場囲い設置の為足元植え

込みの中木を一部伐採、資材置場をウッディプッディ跡地に 

 ＊東灘区役所…6/1 ぽい捨て防止重点区域に指定、マリンパーク/アイランドセンター/北口各駅に看板設置で周知、

パンフも準備 ＜質問＞多言語対応は、周辺企業への周知は、ガイドラインは示せないか ＜回答＞パンフは４

か国対応、周辺企業へも周知、ガイドラインは難しい、あくまでも個人のマナー喚起 

 

５．その他  

＜質問＞神戸市の人口減少が全国一になった理由は？  <回答＞神戸市 HPに掲載 

 

６．アカミミガメ防除活動(捕獲作業)の映像視聴(飯沼委員作成) 

 

 

＊次回運営会： 7月 16日(火） 7月 30日(火) 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会： 8月 17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 

令和元年度 第４回（8月）委員会記録 (案)  

日  時：令和元年 8月 17日(土) 16：10～17：30  場所：RICふれあい会館    出席者 19名 

出 席 者：高橋(委員長） 南賀、吉富(副委員長） 児島(事務局長） 藤原(会計） 菅(監事） 細川(E4） 

若松(E6） 藤原、福本 (E8) 栃木(W3） 古川、岡本(W4） 藤田(W5） 飯沼、義本(W20） 

井高 (東灘区役所） 谷口(都市局） 山本アドバイザー 

配布資料：①第 3 回委員会議事録  ②大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）第 9回協議会資料  

③六甲アイランド野鳥園について ④まちのね Vol.４ 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊台風 10 号被害：六アイ内では今回は無かったようだ 

＊夏祭り行事：月末に、RIC最大のイベント「RICサマーイブニングカーニバル（夏祭り）」あり 

＊リバーモールのカルガモへの餌やり禁止看板設置について：前回委員会での皆さまからのご意見などを受けて、

自治会に相談・了承を得て、都市局に申し入れした。道路管理者である建設局より ①10月までの暫定処置 ②

台風時一時撤去する、との条件で設置の了解を得た。7/30 設置完了。同時に、リバーモールの水抜き＆清掃がな

され、8/2 から再注水があり、その後カルガモをほとんど見かけない。都市局に、住民から清掃お礼の電話があっ

たもよう ＜質問＞看板設置の趣旨の各街区への周知は？ ＜回答＞自治会役員会で説明済 

＊昨年の台風被害復旧工事：作業は 7 月末には完了しているが、完了検査未了のため仮囲いされたままである 

＜質問＞向洋中央通りのサンライズブリッジ下道路の嵩上げ工事をしたため、トラックなどが橋桁コスル可能性

あるのでは？事業者等への周知は、桁下高表示などしては如何？ ＜回答＞市に確認 

＊六甲ライナー橋脚塗装工事：盆明け開始、工事事務所（来年 3 月まで）はウッデイプディ跡地に設置、イベント

広場ステージ横から、電線の空中架線（仮設）による引き込みを了承 

＊六甲アイランド将来像検討会の経過説明：第 4回 7/19開催。「働く視点」でのヒアリング・アンケート結果報告、

「六甲アイランドの商業機能について」の調査・研究経過報告あり 

＜質問＞地元 2 世などが商店開業など頑張っている、住民の「地産地消」の努力が足らない、台風時トーホーが

閉めていた、事前予告などは契約条件にあるのか？  ＜回答＞店を育てる気運の醸成には、まち協としても協

力したい。トーホーの件は、意見箱などで直接トーホーへ   ＜質問＞将来像検討会は市主催であり、経過を

HP等で公表すべき。某団体の HP には全文掲載されている ＜回答＞市に確認    

＜質問＞検討会の中間報告はないのか？ ＜回答＞検討会の内容は、要約を本委員会で報告している 

＊大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド地区）第 9 回協議会の報告：景観に関するアンケート結果報告…六甲アイ

ランド全戸配布、高い回収率（20％）。街並みとの調和、住居等の生活空間からの眺望、快適性への配慮 などが

重要視されている。これまで重点的に協議を進めてきた防音対策上の遮音壁はかなり改善されてきた 

＜質問＞今まで住民の声を反映してきたのか ＜回答＞住民側の要求等を採り入れている。逐次報告してきた 

＜質問＞大気質の問題はこれからか ＜回答＞当初から要望を出しており、大気質の問題は今後も採り上げる 

測定箇所の増加を提案予定  ＜質問＞道路の舗装の改善は？ ＜回答＞透水性舗装で、3 割程度の減音効果、

但し、経年で効果減少するので、前提にはできない ＜質問＞E4以東の壁は ＜回答＞遮音壁は無い、各街区で

環境基準を満たすのが前提であり、その数値は報告されている 

＜質問＞走行速度が 80ｋｍから 90ｋｍになったのは ＜回答＞法定速度は現実的ではないと言い続けて、今回

90ｋｍをようやく認めさせ、遮音壁の変更につながった  

＜質問＞EV車など低騒音車のみの走行規制はできないか？ ＜回答＞自治懇などへ提案を 

 

２ 事務局連絡・報告 

＊野鳥園の現状について：藤田委員から報告…配付資料参照。池に魚が生息しているのを初めて確認した 



 神戸港管理事務所による池周辺の草刈りがあり、野鳥観察がし易くなった 

＊サマーイブニングカーニバルでの、まち協の PRと出店について：例年通り出店。まち協ＰＲパネルを作成中、ぜ

ひ、テントに来てご覧ください 

 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊コミュニティライブラリー：夏季休暇、8/20再開  

 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局： 事務所移転し、8/26～三宮国際ビルへ。計画課、まち再生推進課は同フロア 

 

 

 ＊次回運営会： 8月 20日(火） 9 月 3日(火) 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会： 9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 

令和元年度 第 5 回（9 月）委員会記録  

日時：令和元年 9 月 14日(土) 16：10～17：30  場所：RIC ふれあい会館  出席者 26名 

出席者：高橋(委員長) 南賀、吉富(副委員長) 児島(事務局長) 藤原(会計) 菅(監事) 西森(E3) 塩野(E5） 

若松、谷口(E6) 藤原、福本(E8) 隅田(E11) 栃木(W3) 古川、渡辺、岡本(W4) 藤田、高西(W5） 

飯沼(W20） 柏井(自治会） 井高、白坂(東灘区役所） 谷口、水島(都市局） 山本アドバイザー   

配布資料 ①第 4 回委員会議事録  ②2019 夏祭り収支明細  ③今夏野鳥園一帯にやってきた夏鳥 

④東灘区民スポーツまつり 

１ 委員長連絡・報告 

＊野鳥園のアカミミガメ防除について…6 月に駆除を実施。秋も検討していたが、6月のみで助成金 1万円申請予定 

＊六甲アイランド CITY業務商業連絡会からの活動補助金について…振り込み依頼書を今月中に提出予定 

＊夏祭りのお手伝い、運営及び売り上げ等へのご協力のお礼 

＊神戸市部局訪問 

 ・都市局：マリンパーク復旧工事は 8/29に完了検査終了し、残りは臨港北道路の嵩上げ工事実施中  

・建設局：湾岸線西伸部分の遮音壁設置部分以外は、１ｍの擁壁のみ  

・港湾局：向洋中央通サンライズブリッジ下に車のこすり注意の看板を掲示してはと提案し、道路管理は建設局の

所管なので住民提案として申入れしてもらったところ、建設局の返事は「道交法の基準を満たしており、表示は

出来ない」と回答あり。昨年の台風被害復旧工事場所を一巡視察したい旨、港湾局へ申し入れ 

 ・各部局の引っ越しの結果、打ち合わせやヒアリングなどの往訪が大変不便になった 

＊中 9丁目マンション（W30）について…残 20 戸ほどで動き少なし 

２ 事務局連絡・報告 

＊六甲アイランドサマーイブニングカーニバル出店結果報告…収支報告 23,669 の最終損益。昨年比で収入減の理由

は天気予報が雨だったので、フランクフルトの仕入れを半減したため。まち協 PR パネルを新調し、展示法も改

めたが、まだ効果的ではなかった 

＊野鳥園の現状報告（藤田委員から）…野鳥園一帯にやってきた夏鳥について報告、絶滅危惧種のミゾゴイなどが

来た。 六甲アイランドで見られた鳥は増加し、80 種以上になった。池でヌートリアを確認 

＊秋の見学会の案内…大阪湾フェニックス計画神戸沖処分場（六甲アイランド南島）の見学を計画。10/21（予定）

13：30～灘区の神戸基地で説明を聞きその後船で渡る。上限 30 名、約 3 時間、来月の委員会で募集 

＊＜街の情報＞出席者から：6/6～7 に実施した六アイ大気簡易調査の結果報告あり…シティヒル北側等一部で高い

数値がでた、高層マンション上部は良い結果、9/29ファッション美術館で「空気の汚れ調査…」講演会あり 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会からの報告：夏祭りの子供みこし中止、来場は３万人（昨年は３万５千 ）、ゲームコーナーは満員 

  11/16 文化フェステイバル、 11/24クリーン大作戦、 10/7 14：00～東灘区長との自治懇 

＊RICコミュニティライブラリー（委員長）：ライブラリー秋号発行、韓国語・中国語の新規案内作成 

＜質問＞東灘図書館の返却ポストをライブラリーに設置できないか？ ＜回答＞意見として、申し入れておく 

４ 神戸市報告 

 ＊東灘区役所：10/6東灘区民スポーツ祭り（東灘体育館）…体力テストなどあり、ご参加を 

 ＜質問＞マリンパーク駅のエレベーターが老朽化しているのでは？   

 

＊次回運営会：  9月 17 日(火） 10月 1日(火) 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会： 10月 12 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 

令和元年度 第 7 回（11 月）委員会記録   

日 時：令和元年 11 月 9 日(土) 16：10～17：30  場所：RIC ふれあい会館会議室  出席者 30 名 

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

西森(E3）細川(E4）若松、谷口(E6）石津、藤原、網広(E8) 津田(E10) 隅田、井上、堅田(E11） 

栃木(W3）渡辺、岡本(W4）藤田、高西(W5）飯沼(W20）柏井(自治会）舟元(婦人会） 

井高、白坂(東灘区役所）水島(都市局）山本アドバイザー 

配布資料：①第 5 回(9 月)委員会記録 ②2019 見学会報告 ③六甲アイランド小学校野鳥園校外学習報告  

④第８回六アイ自然観察会案内 ⑤六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画 ⑥六甲アイランド都市機能ゾーン

地区計画の変遷 ⑦灘の酒祭り ⑧東灘アートマンス ⑨ひがしなだスイーツめぐり 

１ 委員長連絡・報告 

＊10 月委員会は台風によるふれあい会館臨時休館の為中止。HP・メールで連絡。今後も同様連絡体制とする 

＊リバーモールの「カモへの餌やり禁止注意喚起看板」について…10 月末で撤去、来年の設置は市と協議 

＊マリンパーク駅の EV について（9 月委員会での汚れの指摘）…EV は２基あり。指摘の改札口南側 EV は建設局

所管で保守・管理を新交通に委託、予算化できれば今年度中に補修予定。都市局：小学校側の EV は都市局所管

で補修済み、今年度中に建設局に所管を移転予定 

  新交通情報：管理の EV は設置 30 年経過。来年度から４年かけ、住吉、魚崎、マリンパークの順で改修予定 

２ 事務局連絡・報告 

＊六甲アイランド小学校の野鳥園での観察会について（藤田委員）10/28 実施 3 年生 2 クラス 45 人参加。校長・

教頭先生も参加。10 月では冬鳥が少なく、やはり 11 月が望ましいので、学校にも伝えたい 

＊秋の南島フェニックス処分場見学会の報告（南賀副委員長）…10/21 実施。10 月の委員会中止で募集が出来ず、

急遽メールにて募集した結果、自治会・婦人会含め 17 名参加。13：30 建設事務所で説明を聞きその後、荒天の

中を船で渡る。埋め立地、排水処理設備を見学し、昨年の台風で冠水後の対策などを聞く。建設事務所に戻り質

疑、埋設量変化の事由、過去のダイオキシン問題の対策などを質問し、事後メールで返答あり 

＊第 8 回六アイ自然観察会の案内（藤田委員）…12/8(日) 9:30 マリンパーク駅改札口集合、無料、途中の合流・離 

 脱自由。荒天延期予定 

＊まちの問題点及びお気づきの事について…＜質問＞自治懇の報告は？ ＜回答＞自治会の HP をご参照 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会からの報告：11/16 文化フェステイバル 12/1 街頭点検 12/27~29 年末自衛警戒見回り 

 ＊まちかどネットからの報告：夏祭りの子供みこし 11/6~20 ファション美術館で展示 

 ＊婦人会からの報告：12/4 からグルメシティで歳末助け合い募金活動あり、ご参加を 

＊RIC コミュニティライブラリー：小中学校の見学会相次ぐ、11/11～15 向洋中トライやるウイークあり、12/11 ゆ

うやけ文庫のクリスマス会 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局： 小磯美術館横の EV が停止中。シャフトに亀裂が出来、湧水が流入、所管の OM 神戸が対処法を検討中 

 ＊東灘区役所：阪神電車の魚崎～芦屋間高架化完成、11/30 始発より 

５ 勉強会「六甲アイランド地区計画」について (高橋委員長) 

神戸市の地区計画、地区計画の目標・土地利用の方針・地区計画の整備の方針・建築物等の整備の方針、土地利

用区分、六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画の変遷とまちづくり協議会の関与などについてレクチュア  

＜質問＞せせらぎの運用費の負担は ＜回答＞各街区の負担  ＜質問＞将来像検討会の議事録を見ても RINK

などへの具体的な対処が見えず不安 ＜回答＞市も努力しているが各施設は民間所有なので限界がある 

＊次回運営会：11 月 12 日(火） 11 月 26 日(火) 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会：12 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 

令和元年度 第８回（12 月）委員会記録 

日時：令和元年 12月 14 日(土) 16：10～17：30  場所：RIC ふれあい会館会議室  出席者 25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）重友(事務局）藤原(会計）菅(監事)   

西森(E3）細川(E4）中野(E6）石津、藤原、網広(E8) 小山(E10）隅田、堅田(E11）渡辺、岡本(W4） 

藤田、高西(W5）飯沼(W20）、白坂(東灘区役所）谷口、水島(都市局）山本アドバイザー 

配布資料 ①第７回委員会議事録 ②大阪湾岸道路西伸部の事業概要 ③第８回六アイ自然観察会報告 ④六甲アイ

ランドまちづくり協議会広報紙 Vol.55 ⑤六甲アイランド基金だより Vol.23 ⑥まちのね Vol.5 

１ 委員長連絡・報告 

＊冒頭、事務局より、委員会の案内が添付のトラブルにより一部届かなかった事についてのお詫び 

＊六甲アイランド将来像検討会報告：12/2 開催、委員長参加できず、事務局より事前事後ヒヤリング。「住」「集」

「働」をテーマに住民アンケートも実施、素案を作成。１子供などを対象にした体験施設、２多様なニーズに対応

した住宅供給、３多様な人々集めるアミューズメント施設、４情報共有できるプラットフォームシステムなど 14

項目が示された。 今後直近・中期・長期で出来ることを、次回以降まとめていく。＜質問＞検討内容が公開され

ない＜回答＞現状検討中で決まった物がない、材料集めの段階 

＊大阪湾岸道路西伸部の事業概要について（海上部分の橋について資料に基づき説明）：連続斜長橋を選定。維持管

理性が高い、景観性に優れる、構造冗長性が高いなどの選定理由 ＜質問＞六アイの陸上部分が判らない ＜回

答＞過去の委員会で遮音壁・景観などの住民要望が反映されたプロセスを報告 ＜質問＞六アイ内の工事着工は

いつ ＜回答＞来年度内 ＜質問＞今までの経緯の公開は ＜回答＞自治会の HPで公開 

＊スポーツエキスポへの協力報告：運営のお手伝い、今年は 250名強参加 

＊年末年始の予定：1/10東灘区民のつどい、1/24地域振興会の新年の集いあり、当会からも出席予定 

＊その他：・マリンパーク駅エレベーターの周辺整備は、予算化が出来、今年度中に終了予定 

 ・六アイ基金だより(配布資料参照)…現在は年約 1600～1700万円の助成で、約 20年分の残高あり 

２ 事務局連絡・報告 

＊第 8回六アイ自然観察会報告(藤田委員）12/8 実施 50人参加、観察できた野鳥が少なく残念 

＊広報誌 Vol.55 の発行について：1年間の活動報告、12/18に印刷、配布予定 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会からの報告： 12/27~29 歳末見回り、1/17 震災歌い継ぐ会 

 ＊まちかどネットからの報告：1/18 W30自治会加入ウエルカムまち歩きツアー予定 

＊コミュニティライブラリー：向洋中生トライやるウィーク参加。貸出カードは現在登録 2887 名で、住民の 14～

15％、東灘図書館と同レベル、年間予算 570万、六アイ基金から 450 万助成 受け 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局： RINK ビルは大栄環境(六アイが本社）が購入。来春に本社機能を 6・7F に移転予定、今後商業施設に

はテナントを誘致、11/22 都市局長名でテナント誘致など住民の要望に沿うよう申し入れ 

＜質問＞大栄環境に住民要望は伝えられるか？ ＜回答＞行政としても充分伝える  

・北公園 EV、制御装置が水に浸かったことから安全性確保のため、現在、作り直し中。なるべく早くに運転を再開

したいが、特注のため時間がかかる。早くても 1月以降になる 

５その他 

 ＊会計から：業務商業連絡会から 11月末に支援金 10万入金あり 

 

＊次回運営会：12月 17日(火） 1月 7 日(火) 17：45～ 於W5 集会室 

＊次回委員会：1月 18 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 

令和元年度 第 9 回（1 月）委員会記録   

 

日  時： 令和 2 年 1 月 18 日(土) 16：10～17：10    場  所： RIC ふれあい会館会議室   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) 菅(監事) 西森(E3) 細川(E4) 

平野、中西(E6) 石津、藤原、網広、福本(E8) 津田(E10) 隅田(E11) 栃木(W3) 渡辺、岡本(W4） 

藤田、高西(W5) 飯沼(W20) 井高、白坂(東灘区役所) 水島(都市局) 山本アドバイザー 

配布資料：①第 8 回委員会議事録  ②News Letter Vol.55   ③六甲アイランド将来像検討会資料の神戸市 HP の

接続方法  ④六甲アイランド 3 美術館マイナンバーカード割引の開始 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊行政・事業者との打合せ：12/18 東灘区長を年末表敬と面談、12/26 行政各部署を年末表敬/年間の協力のお礼と来

年度の積み残し課題打合せ…東部建設事務所、都市局、港湾局、神戸港管理事務所、神戸新交通。東部建設事務所

では道路面などの凹凸箇所の改修依頼、都市局・港湾局では委員会での要望・意見の説明と野鳥園の観察小屋補

強・修繕を依頼 

＊六甲アイランドまちの将来像検討会：以前から要望のあった神戸市の HP へのアップが年末に実現された。接続

方法は別紙配付資料参照。次回検討会は 2 月中旬に開催予定 

＊まちの情報：2/16(日)日本陸上競技選手権大会（競歩）が六甲アイランド南臨港道路で開催される。今回は、東京

オリンピック選考競技会でもあるので注目されている。男子 20km は 8:50 に女子 20km は 10:35 スタート。六ア

イ住民として是非応援を。当日は港湾道路の交通も規制される 

２ 事務局連絡・報告 

＊News Letter Vol.55 を 12/18 に印刷し全戸配布を行なった。配付資料参照 

＊今年の春の見学会は、台風・高潮対策の復旧箇所、盛土実施箇所や土嚢を積んでいる岸壁の見学を予定している。

秋の見学会は皆さんからの希望場所があれば対応する 

＊まちの問題点 

 ・RICL 南側の緑道の凸凹や段差を解消してほしい   A:自治会から東部建設事務所に既に改修依頼済み 

 ・向洋中学の東側公園で焚火をしていた。注意すると神札を焼いていた   A:住民として今後も注意しあう 

 ・ライナーのポイント切替の音が E11 に反響する   

 問題点ではなく、横断歩道の線の改修や放置自転車の撤去など最近行政の対応が早くなったとの意見があった 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会からの報告： 年始に六アイだよりが配布された。1/19 震災ﾒﾓﾘｱﾙｳｫｰｸ＆ﾗﾝ、3/22～チューリップまつり 

 ＊まちかどネットからの報告：本日 W30 まち歩きツアー実施された。年末にアイランドセンター駅の EV の調査を

東部建設事務所と区役所とで実施し、今後、地上部分に案内看板設置予定 

＊RIC コミュニティライブラリー：大河ドラマを鑑み明智光秀関連の本が入った。蔵本登録の為協力者募集中  

４ 神戸市報告 

 ＊区役所：六アイ 3 美術館でマイナンバーカードを提示すると割引される。2/15 東灘ファミリーフェスティバルが

開催され、オルビスホール・RINK サン広場と今年は拡大版としてイベント広場も使用 

５その他情報 

 ＊マイナンバーカードを 8 月までに ID 登録すると神戸市より 5000 ポイントが支給される 

  

＊次回運営会：1 月 21 日(火） 1 月 28 日(火) 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会：2 月  8 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 

令和元年度 第 10回（2月）委員会記録   

 

 

日  時： 令和 2年 2月 8日(土) 16：10～17：10    場  所： RICふれあい会館会議室   

出席者 31名： 高橋(委員長) 南賀(副委員長) 児島(事務局長) 重友(事務局) 藤原(会計) 

   菅、中川(監事) 西森(E3) 細川(E4) 平野(E6) 石津、藤原、福本(E8) 小山(E10) 

隅田、香川、堅田(E11) 栃木(W3) 渡辺、宮崎、岡本(W4） 藤田、高西(W5) 飯沼(W20)  

柏井、宮脇(自治会) 井高、白坂(東灘区役所) 谷口、水島(都市局) 山本アドバイザー 

配布資料：①第 9回委員会議事録  ②広報紙「ふぁみフェス」 

  

１ 委員長連絡・報告 

・行政・事業者への対応について：向洋町中 9丁目マンション（W30）販売業者と 2/21情報交換 

予定。販売状況は現在 268戸の内 250戸販売済み、235戸入居済みとの事 

・マリーンパーク駅のエレベーター補修工事が 2/初旬から始まり、2月中に終了予定 

・地域振興会主催の新春の集い 1/24に出席、関係者と名刺交換と歓談をした。出席者は 91名有り 

・大阪湾岸道路西伸部の事業協議会：2/13開催、今回は遮音板などについて協議予定 

・六甲アイランド街の将来像検討会：2/21区役所において会合が予定されている 

・2/16(日)競歩の日本選手権有り。町中での大きなイベントであり、応援などよろしく！ 

２ 事務局連絡・報告 

まちの問題点(街区周辺での)及び気付きについての参加者よりの意見： 

・街路の敷石補修が始まっているのは有り難いところだが、最終検査の実施もお願いしたい 

・放置自転車の撤去作業について、要望していた点、早めに対応して貰えるようになった 

・ライナーの料金が住民感覚から高すぎる。街の発展を将来にわたって考えると、検討を要望する 

・シェラトンスクェアの本屋が閉店。RINKビルのテナントに誘致を依頼して欲しい 

３ 諸団体の活動報告 

自治会：・1/17全戸一斉防災訓練、1/17震災メモリアルウオーク＆ランを実施した 

    ・1月から W30が自治会に参加した。 

    ・3/15地域防災訓練を実施予定  

まちかどネット： W30を中心にしてウエルカムまち歩きを開催予定 

４ 神戸市報告 

都市局：・リバーモール北側のウッドデッキを、3月下旬まで改修工事等を行う 

    ・リンクだが取得した大栄環境(株)が、現在インフラ関係を点検中 

    ・神戸市の来年度予算案は、2/14に発表するので、3月には説明する 

東灘区：・ふぁみフェスを 2/15に開催予定 

・情報交換アプリ「ピアッツァ PIAZZA」の活用推進 

    ・コロナウイルス対策として、保健センターで電話受付を開始すると共に、区役所内保険

センターに相談窓口を設置した 

  

  

＊次回運営会：2月 11日(火） 2月 25日(火) 17：45～ 於 W5集会室 

＊次回委員会：3月 14日(土)  16：10～17：30 於 RICふれあい会館 


