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第５期 緑区区民会議のまとめにあたって 

 
区制を生かした市民協働によるまちづくりの実現のため設置され

た区民会議も、ここで第５期の任期が終了することとなりました。 

 

第５期緑区区民会議では、相模原市総合計画の区別基本計画の 

策定にあたり、施策分野別に意見交換を重ね、緑区の目指す姿を  

定め、取組の方向を示した緑区基本計画について答申いたしました。 

 

区民会議で協議された内容が、区民の皆様が緑区について考える

きっかけとなり、緑区の活性化への一助になれば幸いです。 

 

結びとして、このたび、ご協力いただいた関係者の皆様をはじめ、

熱心に議論を賜りました委員の皆様に対し、心よりお礼申し上げます。 

 

 
令和２年７月 

                    相模原市緑区区民会議 

                    会長 牧瀬 稔 



 
 

区民会議の目的会議の目的 
 

区民会議は、政令指定都市移行に伴い施行された区制の導入にあわせて、各区の課

題やまちづくりの方向性について協議を行う場として設置された附属機関（注１）で、

区域内のまちづくりに関する次のような事項について話し合ったり、提案したりする

機関です。 

【区民会議における協議事項の例】 

○市長より諮問される事項   ○緑区基本計画の推進に関すること  

○その他区民会議の目的達成に必要な事項 
 

（注１）附属機関 

附属機関は、法律や条例に基づき設置されるもので、市民や専門家の意見を行政に反映させる

ため、審査や調査などを行う機関のことです。 

 
 

 

緑区の区民会議（これまでの経過）会議の目民会議 
  

緑区区民会議（以下、「区民会議」という。）の第１期においては、区の将来像や   

協働によるまちづくりの指針となる「区ビジョン」の策定に向け、市長からの諮問を

受け、緑区の特色や課題、将来の方向性等について協議を重ね「緑区区ビジョン」と

して答申いたしました。 

  

第２期（平成２４年７月から平成２６年７月まで）では、「緑区区ビジョン」で掲

げた区のめざす将来像『地域の個性が輝き 活力あふれる交流のふるさと緑区』の実

現に向け、テーマを設けて区ビジョンの推進方策について協議を行いました。 

  

第３期（平成２６年７月から平成２８年７月まで）では、人口減少や少子高齢化の

進行が予測される区の状況を勘案し、観光をテーマにした「未来を拓く活性化検討小

委員会」と、定住をテーマにした「魅力ある地域コミュニティ検討小委員会」の 2 つ

の小委員会を設け、区ビジョンの推進に向けた具体的な方策について協議を行いまし

た。 

 
 
【未来を拓く活性化検討小委員会】 

圏央道の開通や津久井広域道路の整備、リニア中央新幹線の神奈川県駅の設置など、

緑区のポテンシャルが飛躍的に向上する中、区内に点在する観光資源を活用し、ネッ

トワーク化を図ることによる地域活性化策などについて協議しました。 
 
 
 
 

【魅力ある地域コミュニティ検討小委員会】 

 自治会加入率の低下や津久井地域の過疎化などが進む中、地域コミュニティの形成

や地域の魅力づくりの観点から、若い世代や子育て世代の移住・定住促進に向けた方

策などについて協議しました。 

 

 

 



 
 

第４期（平成２８年７月から平成３０年７月まで）では、「緑区区ビジョン」の   

評価を班に分かれて行い、区の共通の課題として、地域の情報を一括で発信する必要

性などが挙げられるなど、更なる区ビジョンの推進に向けた対応方策について、協議

を行いました。 

 

平成３０年７月からスタートした第５期では、第１期において、協議を重ねた  

「区ビジョン（平成２４年度～平成３１年度）」の趣旨を継承しつつ、人口減少と超

高齢化という大きな課題に対し、活力や魅力あるまちづくりが持続的にすすめられる

よう、区の目指す姿を定め、取組の方向を示した「緑区基本計画」について、市長か

らの諮問を受け、答申いたしました。 

 

 

 

緑区基本計画の答申について区基 

 

（１）次期総合計画の区別基本計画策定に向けた諮問について 

 平成２２年４月の政令指定都市への移行後、区民とともに区の特性や地域資源を生

かしたまちづくりを進めていくための指針として、「緑区区ビジョン（平成 24 年 8

月策定）」を策定しましたが、計画期間（平成 31 年度まで）の終了に伴い、改めて

区の特性を踏まえたまちづくりの基本的な方向性を示す「区別基本計画」の策定につ

いて、相模原市長から諮問（平成 30 年 9 月 4 日付け）を受けました。 

 

（２）緑区基本計画の答申について 

第１期において、協議を重ねた「区ビジョン 

（平成２４年度～平成３１年度）」の趣旨を継承 

しつつ、人口減少と超高齢化という大きな課題に 

対し、活力や魅力あるまちづくりが持続的に進め 

られるよう、区の目指す姿を定め、取組の方向を 

示した「緑区基本計画」について、答申いたしま 

した。 

 
市長へ答申 令和元年１０月１５日（火） 

（３）緑区基本計画の推進にあたって 

 緑区の目指す姿「実る緑区～都市と自然がつながり合うまちを目指して～」の実現

を図るためには、令和元年東日本台風の影響を踏まえ、防災力の強化と災害からの復

旧・復興に取り組み、区民の安全・安心を確保することを大前提とします。 

その上で、「多様性を生かした、交流のまちづくり」、「住み続けたいまちづくり」、

「つながりと将来性を生かした、にぎわいのあるまちづくり」といった３つの視点を

念頭に、総合的・横断的に施策を展開するとともに、各施策分野に合わせた、６つの

取組目標を定め、区のまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年東日本台風の影響により、

甚大な被害を受けた緑区では、「一歩

ずつ前へ、がんばろう！緑区」を  

合言葉に、復旧・復興に向けて取組

を推進します。 



 
 

 

第５期 緑区区民会議開催状況 

 

 
 

回次 開催日 出席者数 傍聴者数 審  議  内  容 

１ 
平成30年 

9月29日 
18人 ３人 

・諮問（「区別基本計画」について） 

・次期総合計画 区別基本計画の策定に向けて 

・相模原市総合計画審議会委員の推薦について 

2 10月29日 16人 0人 ・区内視察 

3 11月27日 17人 4人 
・市民参加の取り組みについて（情報提供） 

・緑区のめざす姿（将来像）に向けた課題と方向性 

の検討について（意見交換） 

４ 
平成３１年 

1月30日 
18人 5人 

・市総合計画基本構想の答申について（情報提供） 

・緑区のめざす姿（将来像）に向けた課題と方向性 

の検討について（意見交換） 

５ 2月28日 18人 2人 

・「オープンハウス」について（情報提供） 

・緑区のめざす姿（将来像）に向けた課題と方向性 

の検討について（意見交換） 

・区別基本計画答申案の検討に向けて 

６ 
令和元年 
5月31日 19人 2人 

・副会長の選任について 

・緑区基本計画の答申案の作成・検討について 

７ 6月8日 18人 １人 ・緑区基本計画の答申案の作成・検討について 

8 7月13日 17人 2人 ・緑区基本計画の答申案の作成・検討について 

9 9月9日 17人 0人 ・緑区基本計画の答申案の作成・検討について 

10 9月17日 19人 0人 ・緑区基本計画の答申案の作成・検討について 

11 11月22日 18人 0人 
・緑区基本計画の答申について（報告） 

・第5期緑区区民会議の今後の審議内容について 

12 
令和2年 
2月18日 

20人 2人 
・地域活動とＳＤＧｓへの取組について（報告） 

（藤野地区の取組、あざおね社中の活動） 

13 7月11日 17人 ４人 
・緑区基本計画について（報告） 

・第６期に向けた今後の取組について（意見交換） 

合計  延232人 延25人  

 



 
 

 

第５期 緑区区民会議委員名簿         

 

任期：平成 30 年 7 月 30 日～令和２年 7 月 29 日 

 

◎会長、〇副会長                   （順不同・敬称略） 

氏  名 所 属 等 備 考 

◎ 牧瀬  稔 学識経験者（関東学院大学） 
 

〇 中山 光明 相模原市自治会連合会 前任 草野 寛 

安藤 和実 橋本地区まちづくり会議 前任 髙松幸子 

大貫  勲 大沢地区まちづくり会議 前任 中山光明 

大参 正人 城山地区まちづくり会議 前任 山下利麿 

落合 勝司 津久井地区まちづくり会議  

長谷川 兌 相模湖地区まちづくり会議  

宮野 善三郎 藤野地区まちづくり会議 前任 森川哲郎 

今井 俊昭 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会  

中里 浩章 相模原市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会  

原  正弘 相模原商工会議所  

奈良 哲弥 津久井地域商工会連絡協議会  

吉野 賢治 一般社団法人 相模原市観光協会  

飯塚  侑 公益社団法人 相模原青年会議所  

渡邉 博明 公益社団法人 津久井青年会議所  

佐藤 鉄郎 相模原市既存住宅リフォーム・改築推進協議会  

小稲 香穂 あざおね社中  

図司 直也 法政大学  

高橋 朋樹 公募委員  

齊藤 賢一 公募委員  

池田 眞弓 公募委員 Ｒ2.3.31まで 

山本 篤史 株式会社 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

西山 尚孝 相模湖リゾート 株式会社 前任 道本晃一 

高堂 智佳 東日本旅客鉄道 株式会社  

中原 正貴 神奈川つくい農業協同組合 前任 平本博久 

 

 

 


