
 



令和２年９月15日（火）
14：00～17：00
三宮ビル東館２階
経済観光局大会議室

〇 〇

〇 落合課長 〇 片野担当部長

〇 加古課長 〇 上田担当部長

〇 山本担当課長 〇 中村課長

〇 松添担当課長 〇 田中課長

令和２年度　第２回神戸市大規模小売店舗等立地審議会　配席表

日時：

場所：

一般傍聴席

速記席及び記者傍聴席

（環境局業務課）

（建設局
　道路計画課）

（都市局指導課）

（都市局
　景観政策課）

（兵庫県警本部
交通部交通規制課）

（建築住宅局
　建築指導部
　建築安全課）

（環境局
　環境保全部
　環境保全指導課）

〇 〇
佐藤委員
（弁護士）

藤本委員
(京都市立芸術大学)

宮前委員
（㈱スペースビジョ

ン研究所）

森本委員
（神戸大学）

〇西村会長
（甲南大学）

〇喜多委員
（神戸大学）

竹内担当係長
（経済観光局
　経済政策課）

〇

崔委員
（関西大学）

〇 〇

　 梶木委員
　 （神戸女子大学）

梅永担当課長
（経済観光局

　経済政策課）

（建設局
　道路計画課）

〇



神戸市大規模小売店舗等立地審議会調査審議案件一覧表
　※太字は今回の審議及び説明案件

案件番号 建　物　名　称 所　　　在　　　地
届出
種別

届出日
調査審議
依頼日

第１回
審議会

住民意見
期限

第２回
審議会

審査期限
市意見
の有無

第201号 (仮称)マックスバリュ井吹台店 西区井吹台北町５丁目３番 新設 H29.3.31 H29.8.22 H29.8.22 H29.8.31 H29.10.30 H29.11.30 意見なし

第202号 ダイエー舞子ショッパーズプラザ 垂水区舞子台６丁目20-17 変更 H29.6.29 H29.8.22 H29.8.22 H29.11.13 - H30.2.28 意見なし

第203号
(仮称)ドラッグコスモス小束山店
（大規模集客施設条例）

垂水区多聞町字小束山868番884 新設 H29.9.29 H29.10.30 H29.10.30 - - - 意見なし

第204号 (仮称)スーパーマルハチ鹿の子台店 北区鹿の子台南町６丁目３－１他 新設 H29.10.12 H30.2.6 H30.2.6 H30.2.28 H30.4.6 H30.6.12 意見なし

第205号 (仮称)山陽マルナカ水谷店 西区水谷２丁目23番２外 新設 H29.10.12 H30.2.6 H30.2.6 H30.2.26 H30.4.6 H30.6.12 意見なし

第206号 (仮称)ドラッグコスモス小束山店 垂水区多聞町字小束山868番884 新設 H29.12.27 H30.5.16 H30.5.16 H30.5.22 H30.7.13 H30.8.27 意見なし

第207号
(仮称)鈴蘭台駅前地区第二種市街地
再開発事業施設建築物

北区鈴蘭台北町１丁目６番13外 新設 H29.12.27 H30.5.16 H30.5.16 H30.5.22 - - -

第208号 (仮称)ミリオンタウン神戸北町 北区日の峰２丁目９－１他 新設 H30.1.31 H30.5.16 H30.5.16 H30.6.21 H30.9.20 H30.9.30 意見なし

第209号 (仮称)明舞複合商業施設 垂水区狩口台１丁目１－６他 新設 H30.3.27 H30.7.13 H30.7.13 H30.8.13 H30.10.12 H30.11.27 意見なし

第210号 (仮称)神戸北区上津台商業施設 北区上津台１丁目18他 新設 H31.3.6 R1.5.20 R1.5.20 R1.7.16 R1.10.4 R1.11.6 意見なし

第211号 星和台ショッピングセンター 北区西山１丁目16番１他 変更 H31.3.12 R1.5.20 R1.5.20 R1.7.18 - R1.11.12 意見なし

第212号 (仮称)コーナンＰＲＯ伊川谷店 西区伊川谷潤和字有 新設 H31.4.12 R1.8.2 R1.8.2 R1.8.26 R1.11.18 R1.12.12 意見なし

第213号 パルティ 西区美賀多台９丁目２－２ 変更 R1.7.19 R1.11.18 R1.11.18 R1.12.4 - R2.3.19 意見なし

第214号 ザグザグ小束山手店
垂水区多聞町字小束山868番1382、
1383

新設 R2.2.28 R2.7.3 R2.7.3 R2.7.8 R2.9.15 R2.10.28

第215号 (仮称)コーナン本山南店 東灘区本山南町６丁目11番　外 新設 R2.3.4 R2.7.3 R2.7.3 R2.7.13 R2.9.15 R2.11.4

第216号 (仮称)スーパーマルハチ上池田店 長田区上池田３丁目１－２他 新設 R2.5.8 R2.9.15 R2.9.15 R2.9.28 R3.1.8



大規模小売店舗立地法に基づく届出一覧表（審議会対象外案件：法第６条１項はのぞく）

　※太字は今回の報告案件

建　物　名　称 所　　　在　　　地 届出の内容 届出日
住民意見
期限

審査期限
市意見
の有無

ＩＫＥＡ神戸
中央区港島中町８丁目７－１、
７－６

駐車場の位置及び収容台数（掲示による説明
会）

H28.11.15 H29.3.20 H29.7.15 意見なし

マックスバリュ北神星和台
店

北区有野町有野4420番地の164 荷さばき時間の延長（掲示による説明会） H29.1.31 H29.6.13 H29.9.30 意見なし

マックスバリュ大池店
北区山田町上谷上字古々山31-1
外

荷さばき時間の延長（掲示による説明会） H29.1.31 H29.6.13 H29.9.30 意見なし

イオン鹿の子台ショッピン
グセンター

北区鹿の子台北町８丁目３番 荷さばき時間の延長（掲示による説明会） H29.1.31 H29.6.13 H29.9.30 意見なし

神鉄ビル 兵庫区大開通１丁目１番１ 延刻（掲示による説明会） H29.5.19 H29.9.29 H30.1.19 意見なし

イオンモール神戸南
兵庫区中之島２丁目１番５,６,
10,11,15,16

駐輪場の位置及び収容台数、荷さばき施設の位置
及び面積（掲示による説明会）

H29.8.18 H30.1.18 H30.4.18 意見なし

須磨北複合施設
須磨区多井畑字東山ノ上13番地31
他18筆

延刻（掲示による説明会） H30.1.22 H30.6.5 H30.9.22 意見なし

ＩＫＥＡ神戸
中央区港島中町８丁目７－１、
７－６

駐車場の位置及び収容台数、駐車場の出入口の
数及び位置（掲示による説明会）

H30.7.10 H30.12.6 H31.3.10 意見なし

山陽マルナカ玉津店 西区小山３丁目６番１
駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数、荷さば
き施設の位置及び面積、延刻

H30.10.25 H31.3.7 R1.6.25 意見なし

メラード大開 兵庫区水木通７丁目１番２ 延刻（掲示による説明会） H30.10.29 H31.3.21 R1.6.29 意見なし

プレンティ一番館 西区糀台５丁目２番３号
駐車場の位置及び収容台数（掲示による説明
会）

H31.3.29 R1.8.13 R1.11.29 意見なし

プレンティ二番館 西区糀台５丁目６番１号
駐車場の位置及び収容台数（掲示による説明
会）

H31.3.29 R1.8.13 R1.11.29 意見なし

プレンティダイエー西神中
央店

西区糀台５丁目３番４号
駐輪場の位置及び収容台数、駐車場の出入口の
数及び位置（掲示による説明会）

H31.3.29 R1.8.13 R1.11.29 意見なし

ジェームス山商業施設
垂水区青山台７丁目６番１号
他

延刻 R1.10.3 R2.2.25 R2.6.3 意見なし

ホームセンターコーナン神
戸新在家店

灘区新在家南町３丁目135番地
１

駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数 R2.2.18 R2.7.8 R2.10.18 意見なし

須磨パティオ 須磨区中落合２丁目２番
駐車場の位置及び収容台数（掲示による説明
会）

R2.3.18 R2.8.5 R2.11.18 意見なし

コープ深江 東灘区深江北町３－９－１５ 駐車場の位置及び収容台数 R2.4.28 R2.9.28 R2.12.28
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