
 六甲アイランドまちづくり協議会 

第 14回定期総会議事録 

日時： 2020年 6月 13日(土) 16：10～17：40 

場所： RICふれあい会館  出席者 24名（内来賓 4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)           

藤田・宮崎・重友(事務局） 西森(E3) 西脇・細川(E4) 平野・中西・小山(E6） 福本(E8） 

 岡本(W4）高西(W5) 澤島・飯沼(W20)  

＜来賓＞ 喜多村・白坂(東灘区役所） 平岡(都市局） 山本アドバイザー 

配布資料：①第 14回定期総会 議事次第 ②2019 年度活動報告 ③2019年度会計報告及び監査報告  

④2020年度活動計画(案)・活動スケジュール(案) ⑤2020年度収支予算(案) ⑥役員・監事名簿（参考）  

<その他>大阪湾フェニックス計画パンフ、キッズ交通保安官など募集チラシ 

１. 開会挨拶 

髙橋委員長：まちづくり協議会活動も 14期目を迎えました。新型コロナウイルスの関係で私たちの活動も制約

を受けましたが本日かろうじて総会を迎えることが出来ました。今後、コロナウイルス影響後の社会変化の中

で、どういった形で地域貢献ができるか探りながら活動を続けたいと考えています 

２. 来賓紹介・挨拶  

・来賓紹介：東灘区役所/喜多村課長、白坂氏、  市都市局/平岡課長、  アドバイザー/山本氏 

・来賓挨拶：区まちづくり課 喜多村課長；コロナウイルスの影響でまちづくり協議会活動も制限を受ける中、

六甲アイランド内の関連団体や住民と協力して、テイクアウトの紹介活動などの行動をされたことは心なごむ思

いが致します。区も住民の皆さまとの繋がりを大切にして、まちを安全で快適にする活動に最大限応援していき

ます 

３. 議長選出 

吉富副委員長を議長に選出 

４. 議案審議 

第 1号議案と第 2号議案は密接に関連しているため、続けて説明 

第 1号議案 2019年度活動報告  

高橋委員長が「1号議案資料」に基づいて活動報告を行った 

・会合：総会 1回、委員会開催 9回、運営会開催 23 回 実施 

・広報：広報誌発行 3回(Vol.53～55)、自然観察会のチラシ発行、夏祭りで活動展示 

・他団体と協働：まちかどネット、湾岸線西伸協議会、六甲アイランドまちの将来像検討会に積極参加 

・活動の要点として以下 7 点有り：①住民からの意見を取り纏め、行政・関係者との窓口機能を発揮 

 ②地区計画・景観形成計画の勉強 ③施設見学会/六甲アイランド南島フェニックス事業他 ④広告看板物改善 

について業者と折衝 ⑤野鳥園の維持協力・清掃 ⑥六アイ自然観察会実施 ⑦六アイ小学校の校外学習協力 

第 2号議案 2019年度会計報告及び監査報告 

  藤原会計が「2号議案資料」に基づいて 2019年度一般会計収支決算書と夏祭り特別会計収支明細、貸借対照表

の報告を行った 

繰越金￥201,881 収入￥392,452 支出￥370,283 差引残高￥224,050 など 

・菅監事：会計収支について監査の結果適正に処理されていると報告 

・第 1号議案及び第 2号議案は、拍手で承認された 

第 3号議案 2020年度活動計画(案)   

  高橋委員長が資料「第 3号議案」に基づいて説明した 



・従来から目標としている 3つの提案「住民を増やそう」「景観・環境を守ろう」「まちを元気にしよう」 

の実現に向けて今年度も広範な活動を展開する 

①地区計画の変更については、次期地区計画変更時に未指定の指定を目指す 

②まちの将来像の検討・提案・共有には、勉強会などを通して将来像を確立すると共に関係者間で共有する 

③現有する良好な景観・環境の向上については、神戸市所有地等について意見集約して関係諸機関と折衝する 

④街路愛称定着のための活動を継続する 

⑤組織及び活動強化のための取り組みについては、広報やホームページによる情報発信に努めると共に、住民等か

らの意見を聞き取り、島内諸団体との活動の連携・協働を深める  など 

・「まちづくり協議会 2020 年度活動スケジュール(案)」を配付資料(参考)で説明 

[質問]未利用地・暫定利用地などはどこなのか？ 

  [回答]口頭で説明。詳しくは、調査して資料を作成し、委員会で説明したい。 

[質問]未利用地などの開発/活用において、住民の意見は取り入れられるのか？ 

[回答]事業などになるアイディアがあれば、住民の総意として行政サイドに申し入れることは出来る。開発案件

の計画段階では、六甲アイランドに相応しい利用・形状になるよう、事業体と折衝していく 

・第 3号議案は拍手で承認された 

第 4号議案 2020年度収支予算(案)   (期間 2020 年 4月 1日～2021年 3月 1日) 

藤原会計が資料「第 4号議案」に基づいて説明した 

・夏祭りが中止になったため、その代わりの広報活動をしたく、予算を計上している 

・繰越金￥224,050 収入￥200,002  支出￥370,000 次期繰越￥54,052 など 

・第 4号議案は拍手で承認された 

５. 閉 会 児島事務局長が閉会挨拶 

 

その他連絡 

 六甲アイランドまちづくり協議会 今年度の役員・監事（前年度から変更無し）について報告有り 

 ・委員長/高橋松夫、副委員長/南賀廣次・吉富敏太郎、事務局長/児島金吾、会計/藤原康文、 

監事/菅良三、中川矩子    ＜参考＞事務局/山本周三、重友正一、藤田修二、網廣和樹、宮崎紳二 

[質問]六甲アイランド将来像検討会、RINK ビルの進捗状況、湾岸線西伸事業について報告が欲しい 

 [回答]2月委員会で説明してから、コロナ騒動で各会合・活動は休止せざるを得なかった。それぞれ動きが出て

きており、情報収集して来月以降の委員会で報告していく 

 

議事録作成 ：2020年 6月 15日 

書 記 ：重友正一 

議事録署名人 ：児島金吾 

議事録署名人 ：高橋松夫 

 

 

 

 



六甲アイランドまちづくり協議会 

2020 年度 第 4 回（8 月）委員会記録   

日時：2020 年 8 月 8 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、吉富(副委員長） 児島(事務局長） 重友、宮崎(事務局） 藤原(会計） 菅(監事） 

西森(E3） 細川(E4） 平野(E6） 石津、福本(E8) 小畑(E10） 隅田、堅田(E11） 藤田、高西(W5） 

古川、名賀、岡本(W4)  飯沼(W20） 井高(東灘区役所） 谷口(都市局） 山本アドバイザー <敬称省略> 

配布資料 ①六甲アイランドまちの将来の姿（案）に関する意見募集のお知らせ ②新野鳥図鑑について  

③六甲アイランド都市機能ゾーン内の低未利用地 

 

１ 委員長連絡・報告 

＊委員会開催は 6 ヶ月ぶり。先月委員会は、大雨警報によるふれあい会館の終日臨時休館のために急に中止し、メ

ールで通知したが、一部の委員に届かず、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。今回委員会は、6 月の総会

以上の新型コロナ感染防止対策を種々取ってますが、ご意見・アイディアがあればお聞かせください 

＊六甲アイランド低未利用地の現状について：未利用地は AOIA 跡地、低利用地(暫定利用地)は芝生広場などで収

益を生まない場所、事業定期借地はデカパトスなどについて、配付資料により説明。尚、都市機能ゾーン外の土地

はほぼ売却済み   Q.ｲﾍﾞﾝﾄ広場西側のエクステリア展示場が立ち退いているが、今後の利用は？ A.計画なし   

Q.BBQ 場などはどの分類か？ A.都市機能ゾーンではなく港湾局所管 

＊六甲アイランドまちの将来像検討委員会について：①六甲アイランドまちの将来の姿（案）に関する意見募集の

お知らせが全戸配布された。資料の閲覧は区役所と情報交流センターmachi e で可能、または神戸市の HP（市政

情報）からがより便利   Q.(案)冊子の配布は無いのか？ A.20P の大部なので多部数は無理。若干部数の

machi e での配布や各街区への掲示については、市に要請してみる 

＊街角広場へのご意見について： 

総会報告広報を見ての反応。2 週間前に（下記のように）返事したが、その後反応はなし 

  ①なぜ設置…神戸市の地区計画に基づき地権者の同意を得て設置している   

②騒音被害への対処…警察への連絡や街区警備員の夜間警備強化などを依頼しては如何   

③廃止について…基本的に、今後も開発が進む地区で増やしていく   

Q.W4 南西角街角広場の少女像等が汚れている  A.花崗岩にしみ込んだ汚れで復旧は難しい 

＊その他：Q.六甲アイランド高校南の臨港道路の水溜まり修復と、ファッションマート北東角の段差に手すり設置

をお願いしたい  A.それぞれ事態確認して、関係者に要請する 

＊総会以降の情報： 

・デカパトスは 8/31 まで営業。三密対策実施、入場制限もある   

・みなと観光バスの阪急御影駅行きダイヤ変更済み、ファッションプラザ下から JR 住吉への直行バス 8 月下旬

運行開始予定    

・小磯美術館横エレベーターは 7/20 より運転再開済み    

・六甲アイランド南島フェニックス事業地で環境基準超の煤塵処理物搬入があった。6/12 野洲クリーンセンター

（ダイオキシン）、6 月下旬神戸市東クリーンセンター（鉛）。どちらも事後の検証で、環境基準クリアーとのこと     

・RINK ビルへの大栄環境の移転は 9 月上旬で、約 250 名が勤務開始予定    

Q.その他のテナントは？ A.大栄環境も誘致尽力中 

・野鳥園観測小屋のささくれ修理中。今月中には完了予定 

 

２ 事務局連絡・報告 

＊広報誌 Vol.57 発行；定期総会報告 6/30 全戸配布 

＊六甲アイランド南島付近における建設工事について：阪神港、神戸港の浚渫土砂の投棄、湾岸 5 号線延伸六アイ・



ポーアイ間のつり橋杭工事土砂の投棄などがなされている 

＊新野鳥図鑑発行について：4 年前 5000 部作成、その後 3000 部追加。現在残部少なく、鳥の種類も増えたので新

図鑑発行を企画している。テーマは、野鳥園周辺の鳥たち 59 種から、「六甲アイランドの鳥たち」91 種掲載へ。

8000 部作成し、予算 17 万円予定。出席者の異議なく、発行決定 

 Q.関心のある方へうまく配布して欲しい  A.小・中学校、各街区などに配布。希望先あれば連絡求む 

 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット：新事務局長は脇田さん、柏井さんと宮脇さんが事務局次長に 

＊街のスケジュール：夏祭り中止、ハロウイン・収穫祭は規模縮小など検討中、神戸マルシェ中止 

          区の秋の行事/酒蔵巡り、スィーツ巡り、アートマンスは例年とは違った形式で開催 

 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局：六甲アイランドまちの将来の姿（案）に関する意見募集に、ぜひお寄せください 

 ＊区役所：区制 70 周年事業は今年度中止し来年へ延期。新型コロナの相談は区役所保健センターへ  

Q.六甲アイランド内感染者数は？   A.区毎の数も公表していない  

Q.施設のクローズなどの情報が不明、検査に行く方法は？  A.保健所の指示に従ってください 

 

５その他 

 ＊次回運営会：8 月 11 日(火） 8 月 25 日(火) 17：45～ 於 W5 集会室 

＊次回委員会：9 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 

2020 年度 第 5回（9 月）委員会記録   

日時：2020年 9月 12 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、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、津留(E3） 平野、中西(E6） 石津、福本(E8） 大重(E10) 隅田、堅田(E11) 山下(W3）  

名賀、岡本(W4） 藤田(W5） 飯沼(W20） 脇田(まちかどネット） 

白坂(東灘区役所） 谷口(都市局） 山本アドバイザー 

配布資料：①六甲アイランドの鳥たち（第三版） ②RIC ZENTO キャンペーン（六甲アイランド地域振興会） 

③神戸港ハンドブック ④地区計画 ⑤六甲アイランド都市機能ゾーン 景観形成計画図（昭和 61年 12 月） 

⑥大阪湾フェニックス計画パンフ（2020.4） 

１ 委員長連絡・報告 

＊冒頭、今年度委員会開催は 2回目であり、今後もコロナ騒動が続くが、出来るだけ開催を考えている 

＊六甲アイランドまちの将来像検討会について：将来の姿（案）への意見募集は 9/7締め切り。かなりの応募があっ

た模様で、machi e での資料の閲覧もそれなりにあった。今後は、優先順位や時間軸の中で、個別・具体的な案件

を市民/行政/事業者が共に考えていくステップに移っていくので、その為にも住民の注目と協力が必要 

＊神戸国際大学へのインターネット掲示板への書き込みについて：8/19 インターネット掲示板への書き込みで爆破

予告があり、大学周辺への出入りを禁止。神戸大学にも同様な予告あった。今後も充分な注意が必要 

＊これまでの質問・要望への対応について：・将来の姿（案）の資料は、要望により印刷物をmachi e に配置した 

・六アイ高校南東角交差点（イースト大通り）の臨港道路の水溜まり修復については、市に調査・確認を要請 

時間がかかる 

２ 事務局連絡・報告 

＊藤田委員から…新野鳥図鑑発行（第三版「六甲アイランドの鳥たち」）発行ついて：8000部作成。掲載した鳥の種

類は 59種から 91 種へ増加、中には珍しい鳥も。各街区 50部、machi e に 200 部、小中高校へも配布。2 つ折り

でポケットに入るサイズにした。残 2000 部程在庫あり、配布先があれば申し出請う。旧版は野鳥園に配置。神戸

新聞の取材受け、記事掲載か。尚植物図鑑までは手が出せず、自治会のまち情報ハンドブックを参照ください 

＊総会、8・9 月委員会などで取ってきた会合でのコロナ対策と今後の対応策について：今回は、マイク使用へ。ハ

ウリングに課題あり。これまでマスクやフェイスガードも利用したが、ご意見如何？  特に意見無し 

＊今後のスケジュール 

 ・アカミミガメ防除活動について：昨年野鳥園で 3 匹駆除、少なくとも 2匹はいる。今年は 10 月に防除活動 

予定で、市環境局及び六アイ高校と日程調整して決めたい 

 ・一昨年の台風被害地の復旧状況見学会について：11月に実施予定、交通手段は検討中 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊まちかどネット/脇田事務局長 ：初めての参加で挨拶。情報交流センターのオープン維持が大切で、受付ボランテ

ィアを募っており、是非応募願いたい。一日 3 シフト、クローズを 4 時に早めている。他にゴミ出し協力、ファ

ッション美術館ギャラリー展示参加者募集 

 ＊自治会からの報告：文化フェスティバルが 11月に開催されるので、出演希望者は自治会へ至急申し出ください 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局：ファションプラザ 6・7 階が大栄環境社屋として操業開始、250名程度勤務。それ以外フロアのテナント

募集も活動中 

５その他 

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

＊次回委員会：10月 10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 

2020 年度 第 6 回（10 月）委員会記録   

日時：2020 年 10 月 10 日(土) 16：10～17：30  場所：RIC ふれあい会館会議室  出席者 29 名 

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

西森(E3） 塩野(E5) 平野、中西(E6） 石津、藤原、福本(E8) 小畑(E10） 堅田(E11）  

古川、名賀、岡本(W4） 藤田、高西(W5） 飯沼(W20） 脇田(まちかどネット） 柏井(自治会） 

舟元(婦人会） 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野鳥園関係作業について ②新野鳥図鑑「六甲アイランドの鳥たち」の毎日新聞、神戸新聞の切り抜き記事 

③区役所からのパンフレット・チラシ（アートマンス、酒蔵探訪など） 

回覧資料：①大阪湾岸道路西伸部事業のサン広場展示計画 ②地域活動についての新型コロナウイルス感染症拡大防止 

     対策 ③新しい生活様式で地域活動を実施しましょう 

１ 委員長連絡・報告 

＊大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド地区)の事業協議について： 

・ファッションプラザのサン広場で、約 2 ヶ月にわたり事業の内容・工事についての展示が始まった   

・事業協議の次の課題は、遮音壁 の材質などをどうするか話し合う予定。透光型、非透光型、中間型が提案され、 

実際の材質などを見て検討する予定 

・まち協としては、南北の見通し線の確保を要望しており、ビジュアル画像の作成を依頼している 

・協議会の開催が前回から既に半年以上経過しており、早期の開催を要求している 

 Q.住民へのこの展示情報等の周知は？ A.まち協はこのような場で説明。また自治会にも伝えておく 

＊地域活動での新型コロナ感染防止対策…このようなルールを守って、当協議会の活動を進める（回覧資料参考） 

＊シーフォレスト（W30）の販売状況：9 月で 268 戸完売、購入者からは六甲アイランドの評価が高い          

２ 事務局連絡・報告 

＊野鳥園対応・活動について/藤田委員から 

・新野鳥図鑑（第三版）「六甲アイランドの鳥たち」発行と反響について：毎日新聞、神戸新聞から取材があり、9/30

と 10/6 に記事掲載。反響としては、かなりの人が machi e に取りに来ている。県立博物館から送付依頼有り、対処

済み。今夏の六甲アイランドで見かけた鳥について報告 

・秋の園内草刈りについて：10/13～15 業者作業 

・アカミミガメ防除活動について：10/19～21 実施予定、雨天時は 20 から。目的は、野鳥園の鳥の繁殖を邪魔する、

特定外来生物として国・市が駆除を積極的に推進していること。六アイ高校の生徒・先生も参加、委員もぜひ参加を 

 ＊一昨年の台風被害地の復旧状況見学会について：11/10(火)13 時アイランドセンター駅北/時計台前集合、人数により交

通手段を検討中。港湾局に案内・説明を要請し、快諾を得ている 

 Q.どのような箇所か？ A.野鳥園、マリンパーク、サンライズブリッジ下、東岸壁 六甲大橋下などを予定 

３ 諸団体の活動報告 

 ＊自治会：・11/15(日)文化フェスティバル今年も開催、コロナ対応で定員の半分で ・年末街路灯点検…やり方を検討 

      ・自治懇…11/9(月) 14 時開催、行政・住民共今年は人数を調整する 

 ＊まちかどネット：・10/18(日)まち歩きイベント/イーストサイド探検、大人の参加が多い 

  ・ゴミ出し協力サポーター意見交換会実施…民生委員も参加、街区単位でも実施始まる。  

 ＊婦人会：赤い羽根募金…例年のダイエー前募金は今年は自粛、皆様のご厚志を宜しく 

 ＊RIC コミュニティライブラリー：コロナ対応の休館もあったが 6/18 再開。1 割程貸し出し減、ライブラリー通信発行 

４ 神戸市報告 

 ＊都市局：8/7~9/7 実施の六甲アイランド将来の姿への意見募集…120 名強の意見あり。将来構想の他、現在のまちの課

題等の意見もあり、現在整理中 



 ＊東灘区：・配布資料から、今秋の各種イベントの紹介    

      ・市内のコロナ感染状況報告…本日 14 時時点で、入院 33 名､重症 2 名､ホテル隔離 37 名､死亡 15 名 

５その他 

 ＊次回運営会：10 月 13 日（火）10 月 27 日（火）17：45 W5 集会室 

＊次回委員会：11 月 14（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 

2020 年度 第 7 回（11 月）委員会記録  

日時：2020 年 11 月 14 日(土) 16：10～17：10  場所：RIC ふれあい会館会議室  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）重友、宮崎(事務局）藤原(会計）菅(監事） 

西森(E3）細川(E4) 平野(E6）石津、藤原、福本(E8) 大東(E10）堅田(E11）古川、名賀(W4） 

藤田(W5）飯沼(W20）柏井(自治会）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 6 回委員会記録 ②2018 年台風 21 号被害復旧状況見学会報告 ③2020 年六アイ野鳥園アカミミガメ

防除活動報告 ④第 9 回自然観察会開催案内 ⑤区役所からのパンフレット・チラシ（まちのね、「生活衛生

ダイヤル/道路公園 110 番/クリーン 110 番」案内 ⑥神戸港防災ポータルサイト案内 

今月も新型コロナウイルス感染防止の対策をしながら会議を開催しました 

 

委員会に先立ち、副委員長吉富敏太郎氏が急逝されたことの報告と、ご冥福を祈り全員で黙祷を捧げました 

１ 委員長連絡・報告 

✼向洋町中 7 丁目公園は、11/11～11/27 工事中で、一部閉鎖されます。利用時注意を！ 

✼J-com 六甲アイランドアワーの放映時間は、毎(木)17，21，23 時から、毎(金)8 時半，10 時半から 

✼11/9(月)自治懇談会が開催された。住民側 14 名、行政側 11 名の出席が有り情報交換をした。まち協関係は下記 

・質疑の中で、当方からは将来の開発時における無電柱化の条件付けを要望した 

・向洋西公園南東交差点(ウェスト大通りと向洋中央通り交差点)は、高齢の歩行者が安心して横断できるように、

点滅時間を 19 秒→25 秒に変更となった 

・歩道の凸凹改修工事は、ウエスト側が終了し、今年度･来年度はイースト側を実施する予定 

・街の将来の姿アンケート結果は、住民の各種意見も考慮して現在取りまとめ作業中。まとまれば公表する 

自治懇全体は、自治会が纏めており、11 月自治会役員会で報告し、HP へもアップする 

2. 事務局連絡・報告 

✼野鳥園の対応について/藤田委員が資料に基づいて説明 

 ・野鳥園内の草刈作業は、神戸港管理事務所の手配で 10/13～/14 に行われた 

 ・アカミミガメの防除活動を 10/19～/21 行い六甲アイラドンドアワーでも放映された。延べ 38 人が参加した 

今年は残念ながら捕獲は出来ず。水温の低下が原因か。＜飯沼委員が録画した番組を視聴＞ 

・第 9 回六アイ自然観察会を 12/13(日)に開催予定 

3. 諸団体の活動報告 

✼自治会：文化フェスティバルを 11/15 に開催予定。今年の年末特別警戒は中止 

✼まちかどネット：先般のまち歩きイベントには 40 名の参加があった。次回は 12/6 に開催予定 

✼RIC コミュニティライブラリー：9 月の図書貸出件数は微増。例年恒例のイベントは中止している 

4. 神戸市連絡・報告 

✼都市局：リンクのテナント誘致は、事業者が努力しているがめぼしい動き無い 

✼東灘区：「生活衛生ダイヤル/道路公園 110 番/クリーン 110 番」開設の説明と利用促進依頼。コロナに関する状況報

告が有り、感染内容等はホームページで閲覧可能 

5. その他 

✼運営会：11/17(火)、12/1(火)、12/15(火)、1/5(火) 

✼次回委員会：12/12（土）16：10～17：30 於 RIC ふれあい会館  

✼年始委員会： 1/16（土）16：10～17：30 於 RIC ふれ合い会館 

以 上 



六甲アイランドまちづくり協議会 

2020 年度 第 8回（12月）委員会記録  

日時：2020年 12月 12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：高橋(委員長）南賀(副委員長）児島(事務局長）重友、宮崎(事務局）藤原(会計）菅(監事） 

西森(E3）細川(E4) 柳本、寺田(E6）石津、福本(E8) 堅田(E11）名賀、岡本(W4）高西、藤田(W5） 

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

配布資料：①2020 年度第７回委員会記録 ②湾岸線西伸六アイ地区での事業概要等パネル展示についての報告 

 ③シニアポイントチラシ ④いいことぐるぐるチラシ ⑤こうべ省エネチャレンジチラシ 

今月も新型コロナウイルス感染防止の対策をしながら会議を開催しました 

 

１ 委員長連絡・報告 

✼湾岸線延伸協議会の 9 月以降の状況について報告 

・10/9 から KFPサン広場で行っている六甲アイランド地区での事業概要等パネル展示も 12/15までの予定 

12/3までのアンケート集計では 56日間に 962枚のシール貼付があった。その内訳は阪神臨海地域の渋滞緩和と 

移動時間短縮が 36％で一番多く、港・空港へのアクセス向上やポーアイ・和田岬への最短距離、それに災害時の 

道路選択増が概ね 20％前後、その他が 7％であった。最終結果は別途報告 

時間経過によるシール貼付枚数の減少はあるが、5週目以降も大幅な減少は見られず毎週 100枚程度の貼付が確認 

できる事から今回の試行展示で一定の有効性が認められた。今後も工事情報について展示を計画(‘21/4～6 頃) 

・当会としては展示パネルがサン広場に対して小さ過ぎるため倍の大きさを要望。また W20 飯沼委員が提案した

工事期間中の 10 年間常設での展示・広報も併せて要望 

・今後は、今年 2月開催以来の事業協議会について市建設局および浪速国道事務所に再三申入れて、来年 2 月頃に

は開催したいとの回答を得た。次回の検討課題は、主に遮音壁の材質について。当会からは、リバーモール延長線

の見通し線確保の検討を依頼している。他に意見・要望がある方は事務局まで 

Ｑ．展示に費用や工期が明記されていないが利用者負担に繋がる費用増や工期遅延は無いのか 

Ａ．現時点では聞いていない。公示されている事業費は 5000 億円、工期は 10 年間 

Ｑ．工事中の公害について Ａ．騒音等を測定することは大前提で決まっている。窓口は自治会 

＊六甲アイランドまちの将来像アンケートの結果報告について 

 12月末の報告を要望。間もなく概ね結果は纏まるが、神戸市と検討会委員との意見集約に時間を要するため、 

 12月中の報告は不可能。来年 1月以降になる見込み。(後ほど、都市局から補足説明) 

＊リバーモールの工事について 

 向洋西ロータリー近くの地下機械室通風口で天板を修理中。12月中旬には完了予定 

＊野鳥園アカミミガメ防除活動に対する助成金が 11/末振込まれた。（捕獲 0匹、助成額 1 万円) 

＊11/24神戸市から新型コロナに関して感染症基本対策のお願い 

 ① 人の集まる場所では冬でも窓を開けて換気を心掛けましょう 

 ② 人との距離が 1m 未満でのマスク着用と、手洗い、手指(特に指先)の消毒をしましょう 

 ③ 熱がなくても、せきなどの症状があれば、外出を控えて仕事を休みましょう 

2. 事務局連絡・報告 

✼今年度予算の執行状況報告/藤原会計…市の助成金対象となる支出額は 11 月末で 264993 円で、期末予想も予算通

りを考えている。自己資金負担額が若干増加している 

＊12/13自然観察会開催。新型コロナ対策として広報活動を縮小したため参加予定者は少ないと思われる 

 対策としてマスク着用必須、望遠鏡や双眼鏡の貸出中止、途中離脱 OK とする 

 野鳥園の状況は、12/12 朝にカルガモ×20羽とマガモ×2 羽を確認。ここ 2～3年冬の水鳥が少なくなっている 

 



 池の塩水化も原因かも知れないが未確認。秋以降でみると渡り鳥は結構来ている、旅鳥も 3種類確認、冬鳥では 

ジョウビタキがが多く、シロハラとツグミもこれから増えそう、メジロが目立っている状況。向洋西公園では 

キクイタダキを初めて確認したとの情報あり 

＊年末年始のスケジュール 

 運営会：12/15(火)と年明け 1/5(火) 17:45～於：W5集会室で開催 

 委員会：1/16(土) 16:10～於：RIC ふれあい会館 ※第 3土曜日の開催です 

3. 諸団体の活動報告 

✼自治会：・文化フェスティバルを 11/15開催。参加者も協力的で入替制により延べ 400 名が参加・来場した 

・街路灯点検は一斉に実施せず各街区毎に割振りをして実施。年末特別警戒は実施しない 

・1/17 は恒例の「しあわせ運べるように」の合唱を 5:45～実施予定、会場をイベント広場に変更 

・1/17全戸一斉防災訓練を実施予定、全戸で安否確認を実施予定で自治会は災害対策本部を立上げ（但し緊急事態

宣言が発令された場合は中止）、各街区での実施は各管理組合の判断に任せて強制しない 

✼まちかどネット：12/6街歩きツアーを WEST側で実施。街角広場等に設置された彫刻見学や W20のご厚意により 

屋上からの眺望を楽しんだ。参加者は定員の 40名 

✼RICコミュニティライブラリー：アンケートを全戸配布しているので協力の依頼あり 

4. 神戸市連絡・報告 

✼都市局：六甲アイランドまちの将来像意見募集結果報告の遅延についてお詫びあり。120名以上の方々から多くの 

意見が寄せられており作業に時間が掛かっている。六甲アイランド住民からの意見が 8割超 

内容は生活利便施設等の要望や歩道の凸凹修理、植栽管理や害虫駆除といった「住む」という観点の意見 

大型商業施設、アオイアや KFM へのテナント誘致、地域イベントの充実といった「賑わい」という観点の意見が

多かった。働く視点等の意見もあったが、その他の意見も含めて整理した上で公表したい 

Ｑ．いつ頃報告できるのか 

Ａ．年内は難しく、検討会委員との意見交換をしてから纏めると年明けになるが、できるだけ早く公表したい 

✼東灘区：「KOBE シニアポイント」「いいことぐるぐるポイント」「こうべ省エネチャレンジ」の紹介 

年末年始は 12/28(月)仕事納め、12/29(火)～1/3(日)まで閉庁、1/4(月)仕事始 

新型コロナ患者数…入院 118名(内重症者 11名)、軽症者宿泊施設又は自宅療養者 563名 

         宿泊療養施設はニチイ学館 71 名と東横イン市役所前 70 名で使用率約 70％、 

新たに東横イン三宮①88 室と契約をした（令和 2 年 12月 12 日 14:00現在情報） 

5. その他 

Ｑ．自治懇の結果を配布して欲しい（前回印刷して配布されたとの事） 

  Ａ．自治会へお願いします 

✼運営会：12/15(火)、1/5(火) 

✼次回委員会：1/16（土)16：10～17：30 於 RICふれ合い会館 

 

以 上 



                              ２０２１年１月２２日(金) 

 

 六甲アイランドまちづくり協議会 

２０２０年度第９回(１月)委員会連絡事項 

※コロナ対応の緊急事態宣言発出により急遽中止としましたので、連絡事項のみお知らせします。 

【連絡事項】 

1. 大阪湾広域臨海環境センターによる事業説明会 

六甲アイランド沖の「フェニックス３期神戸沖埋立処分場(埋立中の南島西側)」設置事業に係わる環境

影響評価準備書が環境アセスメント法に基づいて作成されました。 

同準備書の縦覧：下記の縦覧場所と同センターホームページで可能です。 

《縦覧期間》令和 3 年 1 月 27 日(水)～2 月 28 日(金) 9 時～12 時と 13 時～17 時 ※土日祝を除く 

《縦覧場所》東灘区役所総合庁舎４階エレベーターホール 

☆大阪湾広域臨海環境センターホームページ http://www.osakawan-centeror.jp/index.php/info-tag 

六甲アイランドにおける住民説明会：興味のある方は是非ご出席ください。 

《開催日時》令和 3 年 2 月 13 日(土) 10 時～11 時 30 分〔開場 9 時 45 分〕 

《開催場所》神戸ファッションマート９階コンベンションルーム１ 

2. 湾岸道路西伸部事業協議会 

開催が滞っていた事業協議会が下記の通り開催されます。ご意見･ご要望があればお寄せください。 

《開催日時》令和 3 年 2 月 26 日(金) 13 時～   《開催場所》ＲＩＣふれあい会館 

3. 「六甲アイランドまちの将来の姿(案)」意見募集の取り纏めについて 

市事務局での取り纏めが終わり、2 月中には各検討委員への説明および最終の意見聴取を終える予定と

のことです。その上で最終の取り纏めを行いますので、3 月末には報告できる予定です。 

4. ホームページのセキュリティ強化 

1 月中に実施予定です。切替作業のため一時的に接続できなくなりますが何卒ご容赦ください。 

5. 小磯美術館南側エレベーター取替工事 

下記の日程でエレベーターの取替工事が行われます。期間中は使用できませんのでご注意願います。 

《工事期間》令和 3 年 2 月 8 日(月)～3 月末日(予定) 

6. 第 9 回六アイ自然観察会等のテレビ放映について 

昨年 12 月 13 日(日)に開催致しました自然観察会と新・野鳥図鑑発行の模様が、Ｊ：ＣＯＭチャンネル 

の六甲アイランドアワーで放映されます。是非ご覧ください。 

《放映日時》令和 3 年 1 月 28 日(木) 17：00～「ジモト応援！兵庫つながる News」内 

《再放送》 1 月 28 日(木) 21：00～、23：00～ 翌 1 月 29(金) 8：30～、10：30～ 

 

※次回運営会： １月１９日(火)※開催済 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 

2020 年度 第 10 回（2 月）委員会記録  

日時：2021/2/13(土) 16:10～17:30  場所：RIC ふれあい会館会議室   

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

西森(E3）塩野(E5) 福本(E8) 小畑(E10) 弘中(E11) 原田(W3) 古川､名賀(W4）高西､藤田(W5） 

谷口(W6) 飯沼(W20）舟元(婦人会)    

配布資料：①2020 年度第 8 回委員会記録 ②まちのね vol.7 ③フェニックス事業準備書説明資料一式 

※今月も新型コロナウイルス感染防止の対策をしながら会議を開催しました 

 

１ 特別説明会  ＜「フェニックス 3 期神戸沖埋立処分場(仮称)設置事業」について＞ 

  ・環境影響評価準備書の説明会…要点について事業者から住民説明会配布資料を基に説明を受けた 

   事業者（大阪湾広域臨海環境整備センター）側出席者：3 名（露口課長、佐藤・堀両課長補佐） 

   配布資料：環境影響評価準備書のあらまし、環境影響評価準備書手続きについて 

  ・縦覧期間：2021/1/27(水)～2/26(金) (土日祝日を除く) 

   縦覧場所：神戸市環境局環境保全部環境都市課、神戸市東灘区役所 4 階 EV ホール など 

※大阪湾広域臨海環境整備センターのウェブサイトで公表 

  ・【住民説明会】2/5(金)神戸勤労会館、2/13(土)神戸ファッションマートにて開催済 

2 委員長連絡・報告 

 ＊2020 年度予算執行状況 

  ・神戸市からの助成金対象の活動では 34 万円の予算運営をしているが、新型コロナの影響で活動が制限され、予算

を一部残したまま年度を終える見込み   ・2021 年度は、例年通り夏祭り等の活動を盛り込んだ予算とする予定 

＊ホームページのセキュリティ強化について 

・レンタルサーバ移管は手続きに時間が掛かり、1 月終了予定が 2 月中にずれ込む。HP 閲覧には支障ない模様 

・URL のプロトコル変更(http://→https://)によるセキュリティ強化などは 3 月～4 月頃になる見込み 

 ＊まちの情報 

  ・2/21(日)に第 104 回日本陸上選手権大会 20km 競歩が臨港南道路で開催される (男子 8:30～ 女子 10:40～) 

但し、新型コロナの感染拡大防止のため沿道での応援は不可 

  ・2/12(金) イベント広場内にバーベキューによるゴミが残されていると神戸市に苦情があった 

    島内はバーベキュー広場以外はバーベキューや花火は禁止、見かけたら警察や消防署へ通報のこと 

3. 事務局連絡・報告 

✼湾岸道路西伸部事業協議会の開催…2/26(金)13:00～RIC ふれあい会館にて、関係者は出席願います 

 ＊AOIA 跡地の一時使用 

  荒天によりハワイ沖でコンテナの流出と荷崩れを起こした「ワン・アパス号」のコンテナを仮置きする 

 ＊小磯美術館南側のエレベータ取替工事…工事期間は 2/8(月)～3/末の予定、その間は利用できません 

 ＊第 9 回六アイ自然観察会のテレビ放映…J:COM で放送済み、1/28(木)本放送と 1/29(金)再放送がありました 

4. 諸団体の活動報告 

✼まちかどネット：・3/20(土) 街歩きツアー実施予定（W30 とその周辺を見学予定） ・1/20 に六甲アイランドまち

かどネット通信 16 発行  ・情報交流センターmachi-e の 1 月利用は、緊急事態宣言発出により 10 名程/日に減少 

✼婦人会：共同募金会から子供支援プロジェクトの案内がありました。障害者施設で作ったクッキーを販売して子供

たちを支援するものです。婦人会が窓口でまとめて注文をします（問合せ・注文は婦人会・舟元まで） 

✼運営会：2/16(火)、3/2(火)  於 W5 集会室 

✼次回委員会：3/13(土)16：10～17：30 於 RIC ふれ合い会館 

以 上 



六甲アイランドまちづくり協議会 

2020年度 第 11 回（3 月）委員会記録 

日時：2021 年 3 月 13 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） 重友(事務局） 藤原(会計） 菅(監事)  西森(E3)  

細川(E4） 寺田(E6） 藤原、福本(E8） 大東(E10） 弘中、堅田(E11)  原田(W3) 岡本、古川、名賀(W4） 

藤田、高西(W5） 飯沼(W20） 福島(W21） 谷口（都市局） 井高(区役所） 山本(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)   敬称略   

配布資料：①第 10 回(2 月)委員会議事録  ②2021 年活動スケジュール(案)  ③News Letter Vol.58(案) 

          ④六甲アイランドまちの将来の姿【今後のまちづくりの方向性】 ⑤（同）意見募集の結果について 

１.委員長連絡・報告 

・「六甲アイランドまちの将来像の姿」について 

 神戸市が 2 月に発表、その資料は machi e に有。将来の姿冊子は 3 月中に machi e とふれあい会館に置く予定 

・大阪湾広域臨海環境整備センターによる環境影響評価準備書の説明について 

先月の説明会での質問について個別に返答した。南島ができるのは 30～40 年先の事で子や孫の世代になる。住民

として関心を持って貰えるよう、今後も説明や見学会等は実施していく 

・大阪湾岸道路西伸部事業協議会の報告について 

1 年ぶりに開催され、夜間の車のライトの見え方と遮音壁材質の説明があった。十分な議論ができなかった為近々

追加開催の予定。これまでの議論の主な争点であった防音性は大事にしたい。工事は始まり、工事業者は周辺の

清掃など実施し、住民に気を使っている。工事中の要望があれば言ってきてほしい 

・街の情報 

8 人乗り電気自動車の低速試験走行が始まった。KFP の二楽園があった所にネイルショップが 4 月に開店予定 

２.事務局連絡・報告 

 ・広報紙発行について…配布資料（案）の広報紙 News Letter Vol.58 を 3/18に印刷予定、以後全戸配布する 

 ・役員改選と来年度スケジュールについて…２年毎の役員改正で候補者募集する。自薦他薦問わず、役員は委員長・

副委員長・事務局長・会計・監事であり、また会の運営をする運営会に参加する事務局員も広く募集する 

 ・街の情報：六甲アイランド高校の活動報告…日本で初の新種バッタを昨年 8 月に野鳥園付近で発見し、神戸新聞

などで紹介された。3/8 に市役所にて神戸市長表彰され、その模様が先日 JCOM六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞｱﾜｰで放映された 

３.諸団体の活動報告 

 ・まちかどネットより…machi e の継続が更新された。BBQ 広場は 4/3～スタート、月初３日間は machi e で申込受

付の為 CA２名で対応 

 ・ＲＩＣコミュニティライブラリーより…年末に実施されたアンケートの結果報告は３月中にまとめる予定 

４.神戸市連絡・報告 

 ・都市局より…令和３年度の予算が審議中で、六アイ関連ではＫＦＰのサン広場のリニューアル化、リバーモール

沿いに足湯施設の設置、ＡＯＩＡ跡地の暫定利用の為に歩道・供給施設の整備等を挙げている。 

 ・東灘区役所より…先程六甲アイランド高校の市長表彰の話があった。高校受験倍率でも最近上位に入っている。

まち協と一緒に活動することもあり、地域として誇らしい。 

５.その他 

 ・Ｑ:以前 AOIA 跡地にコンテナの仮置き場の話があったが全く利用されていないどうなっているのか？ 

   Ａ：現在のコンテナターミナル敷地内で対応（平置き）できたため、仮置き場は不要になる見込み。 

 ・Ｑ:暫定グラウンドの照明工事は完成したのか？ Ａ：工事は終わったが、関西電力の送電が４月頃になる模様 

＊次回運営会  3 月 16 日（火）、30 日（火） 17：45～  於:W5 集会室 

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

                                                以上 


