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第６回 定期総会開催のおしらせ
六甲アイランドまちづくり協議会では、第６回定期総会（自 平成２３年４月
１日 至 平成２４年３月３１日）を次の通り開催いたします。
街にお住いの方や、街に関連のある方ならどなたでも参加いただけます。
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日 時 ： 平成２４年６月９日（土） 午後３時３０分開場 午後４時～６時
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３．議長選出
４．議 事
第１号議案 平成２３年度活動報告

まちづくり協議会の活動には街
の景観を観察し提言する役割が
あります。
その一つ「業務商業地区」にあ
る２ケ所の電柱を、神戸市の理
解を得て撤去していただき、通
りの景観がすっきりしました。
（今回の件は市有地敷地内です
が、景観形成計画に準じて対応
していただきました。）

第２号議案 平成２３年度会計報告及び監査報告
第３号議案 まちづくり協議会規約一部改訂（案）
第４号議案 平成２４年度活動計画（案）
第５号議案 平成２４年度収支予算（案）
５．その他
・役員及び委員についての報告
・神戸市みなと総局からの報告
６．閉会
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又 新設されたマリーンパーク駅南側通学路上の街路灯にくくりつけら
れた無断広告看板の撤去を申し入れたところ、神戸市が速やかに対応
するなど、街の景観を大切にしています。
After (4/25)
撤去作業 向洋中央通り (3/27)

六甲アイラントまちづくり協議会
活動報告

◆ 委員会の開催
11回
平成２３年度
◆ 運営会の開催
25回
◆ 地区計画、街路の愛称等まちづくり
・協議会活動に関する広報誌（News Letter Vol.18～22）発行５回
平成23年度活動経緯 H23年4月1日～平成24年3月31日
H23年4月2日「まちのにぎわい創出実行委員会」準備会参加
4月 9日 第1回委員会
・街角広場の追加変更全体構想案について
4月16,17日 まちのにぎわい創出実行委員会ワークショップ参加
22日 高羽幼稚園（学校法人）に街角広場の協力要請
5月14日 第2回委員会
・平成24年度総会議案について
・兵庫県まちのにぎわいづくり一括助成事業応募について
・「まちのにぎわい創出実行委員会」の立ち上げ
15日 RIC自治会 夏祭りサポート委員会参加
21日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
22日 Ｗ20管理組合で街角広場について説明
25日 News Letter Vol.18 発行
・総会開催のお知らせ
・街角広場の全体構想案
6月11日 平成23年度総会
・平成22年度事業報告、収支決算報告
・平成24年度事業計画、収支予算、規約改定、役員改選
新組織編制、街角広場の全体構想
6月15日 神戸市に「街角広場の全体構想案」を提出
17日 News Letter Vol.19 発行
・新委員長の挨拶
・街角広場の全体構想案
・23年度総会議事録抜粋
25日 六甲アイランド基金シンポジューム参加
まちのにぎわい創出実行委員会参加
26日 RIC自治会夏祭りサポート委員会参加
30日 東灘区コミコミ助成申請
7月 9日 第3回委員会
・地区計画の変更「街角広場追加変更」の素案神戸市へ
提案報告
・「街路に愛称をつけよう」広報活動について
・8月末のサマーイブニングカーニバルへの参加について
16日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
20日 News Letter Vol.20 発行
・「街角広場」の追加を神戸市に申し入れ
・「街路に愛称をつけよう！」予告
24日 東灘区コミコミ助成ヒアリング
8月 1日 神戸市建設局道路部訪問
6日 第4回委員会
・地区計画変更素案縦覧について
・「街路に愛称をつけよう」広報活動について
・サマーイブニングカーニバルでの広報活動について
16日 神戸市役所都市計画変更縦覧確認
まち再生推進課訪問
20日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
21日 RIC自治会夏祭りサポート委員会参加
26日 六甲アイランド夏祭り広報ブース準備
27日 六甲アイランド夏祭りで「まちづくり協議会」広報活動
9月 3日 RIC自治会夏祭り反省会参加
10日 第5回委員会
・地区計画変更が8月23日に終了し10月に地区計画
変更案の縦覧
・「街路に愛称をつける」チラシ1万部各戸配布し、
ファックス、ウエブで応募受付開始
・六甲アイランド夏祭りの結果報告
・9月29日六甲アイランド南島見学会開催
18日 まちかど会議参加
・「街路に愛称をつけよう！」活動を説明
22日 地域振興会幹事会 参加

◆ 成 果
★ 街角広場１６箇所の地区施設指定
★ 街路１１路線の愛称を決定
★ 業務商業地区の電柱撤去要請の実現

29日 六甲アイランド南島見学会実施
10月 1日 「街路に愛称をつけよう！」愛称募集開始
11日 第６回委員会
・地区計画変更が素案縦覧を終了し都市計画案の縦覧に
・「街路に愛称をつけよう！」の応募受付中
・兵庫県の一括助成が「サイクルタウン構想」で認められた
22日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
25日 神戸市みなと総局訪問
30日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
11月12日 第7回委員会
・地区計画変更について、神戸市及び関係機関所有の
１１箇所について、街角広場の整備を条件に販売してゆくと、
みなと総局から説明
・「街路に愛称をつけよう！」は11月15日で応募を締切り、
次回委員会で 最終応募愛称名を提示し、選考に入る
・女子サッカー拠点の整備について、みなと総局は地区計
画を配慮することを承知した
・神戸市まちづくり条例制定30周年の企画展（12月8日～
28日） とシンポジューム開催のお知らせ
・六甲アイランドまちのにぎわい創出実行委員会から、市民
自転車教室開催の報告
15日 「街路に愛称をつけよう！」募集締切り
19日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
12月 1日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
10日 第8回委員会
・「街路に愛称をつけよう」の応募者161名、愛称総数1003 から
11街路の愛称を、出席委員全員でワークショップで４～５案の
有力候補名を選考した。これら愛称候補名を広報２１号で全戸
配布し、１月の委員会で最終選考する
・神戸市まちづくり条例制定30周年企画展の様子を披露
13日 街角広場16箇所の地区計画追加変更が決定
17日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
H24年 1月 1日 ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒ Vol.２１ 発行
・「街路に愛称を！」最終候補名称と投票参加呼びかけ
・「街角広場１６ヶ所」が地区計画に追加指定
14日 第９回委員会
・広報21号（平成24年1月1日付け）で、地区計画の追加指定が
決定されたことと、「街路に愛称をつけよう！」最終選考愛称名
を発表
・「街路に愛称をつけよう！」の最終選考を行い、１１街路の愛
称名を決定した
16日 東灘区区民のつどい参加
21日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
31日 六甲アイランド基金申請
2月11日 第10回委員会
・街路名と愛称命名者を発表し、命名者を表彰
・六甲アイランド基金申請報告
・平成24年度の地区計画変更の目標について
18日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
3月 3日 向洋ふれあいまちづくり協議会20周年記念式典参加
10日 第11回委員会
・News Letter Vol.22 発行
・六甲アイランド基金について
・地区計画変更の見直しについて
16日 六甲アイランド基金ヒアリング
19日 東灘区まちづくり協議会連絡会参加
20日 まちのにぎわい創出実行委員会参加
27日 年度末特別運営会
＊ 期中の運営会（２５回開催）開催日は省略しています

