
 

会   議   録 

会議名 令和４年度 第２回 小山地区まちづくり会議 

事務局 

（担当課） 

中央区役所 中央６地区まちづくりセンター 

電話０４２－７０７－７０４９（直通） 

開催日時 令和４年７月１２日（火） １９時００分～２０時５０分 

開催場所 小山公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員  １８人（別紙のとおり） 

その他   ４人（相模原駅周辺まちづくり課総括副主幹ほか３人） 

事務局   ３人（中央６地区まちづくりセンター所長ほか２人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 １人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  題 

（１）相模原駅北口地区土地利用方針の説明について 

（２）地域活性化事業交付金事業について 

 

４ グループワーキング 

   

５ 閉  会 

 



議   事   録 

主な内容は次のとおり（○は委員の発言、●は事務局の発言）。 

 

１ 開 会  

２ あいさつ 

 安藤小山地区まちづくり会議会長のあいさつにより開会した。 

 

 

３ 議 題  

（１）相模原駅北口地区土地利用方針の説明について 

本年５月に策定された「相模原駅北口地区土地利用方針」について、相模原駅周

辺まちづくり課から資料に沿って説明を行った。説明後、３つの班に分かれて質疑

応答を行った。 

 

（２）地域活性化事業交付金事業について 

新規事業として申請がされた「小山一丁目の安全・安心環境づくり推進事業」に

ついて、申請団体の代表者から、事業の企画発案に至った背景や実施内容などを含

めて申請内容全般について説明がされた。 

 申請団体名：チームくぼはら 

 事 業 名：小山一丁目の安全・安心環境づくり推進事業 

 事 業 内 容：住民と区域の企業や働く人とともに、安全で安心な環境づくりの活

動を行う 

＜主な意見・質疑等＞ 

 ○今回は新規事業としての申請であるが、継続事業もあるのか。 

 ⇒●地域活性化事業交付金は、同一の事業を継続して実施する場合、３年目を限

度に交付している。 

＜結果＞ 

実施すべき事業である。 

 

 

４ グループワーク 

 グループワークを始める前に、事務局から資料に沿って今年度のまちづくり懇談

会について説明を行った。 

安藤小山地区まちづくり会議会長から、今年度のまちづくり懇談会テーマについ

て役員会で検討した結果、「相模総合補給廠一部返還地の跡地利用について」に決定

した旨説明があった。 

まちづくり懇談会テーマについて、委員からの意見はなく承認された。 



 続いて、事務局から資料に沿って、グループワークの進め方について説明を行っ

た。 

進め方：昨年度の小山地区まちづくり会議において検討した「相模総合補給廠一

部返還地（１５ヘクタール）に必要な施設や機能（以下、「施設や機能」

という）」を本年５月に策定された相模原駅北口地区土地利用方針に沿っ

て具体化し、小山地区まちづくり懇談会へ向けて発表資料を作成する。 

 

初めに、自己紹介とグループ内での役割分担を決めた。 

次に、施設や機能を相模原駅北口地区土地利用方針に定められている導入機能に

当てはめる作業を行った。施設や機能が１つも当てはまらない導入機能には、各グ

ループで導入機能に当てはまる施設や機能を追加した。 

最後に、グループ内で出た意見を全グループへ向けて発表した。 

 

＜相模総合補給廠一部返還地（１５ヘクタール）に必要な施設や機能＞ 

文化ホール（音楽ホール） 市役所 

中学校 複合レジャー施設 

市役所を含めた公共施設 体験型施設を含んだ自然公園 

北口と南口の一体化  

 

 ＜導入機能（相模原駅北口地区土地利用方針）＞ 

居住生活機能 商業機能 

業務開発共創機能 交流にぎわい機能 

交流ハブ機能  

 

＜グループワーク結果＞ 

※下線のある施設や機能は、今回のグループワークで新たに追加したものである。 

Ａ班 

居住生活機能 中学校、体験型施設を含んだ自然公園 

商業施設機能 ショッピングモール 

業務開発共創機能 ホテル（宿泊施設）、職業訓練学校 

交流にぎわい機能 文化ホール（音楽ホール）、複合レジャー施設 

交流ハブ機能 市役所、市役所を含めた公共施設、北口と南口の一体化 

 

 

 

 



Ｂ班 

居住生活機能 中学校、体験型施設を含んだ自然公園 

商業施設機能 複合レジャー施設（ショッピングモール） 

業務開発共創機能 市役所の機能（市役所、市役所を含めた公共施設） 

交流にぎわい機能 文化ホール（音楽ホール）、超高速エレベーター付展望台 

交流ハブ機能 北口と南口の一体化 

 

Ｃ班 

居住生活機能 
中学校、市役所を含めた公共施設、北口と南口の一体化、中

高一貫校 

商業施設機能 
複合レジャー施設、体験型施設を含んだ自然公園、専門店ブ

ランドショップ 

業務開発共創機能 北口と南口の一体化 

交流にぎわい機能 

文化ホール（音楽ホール）、北口と南口の一体化、複合レジ

ャー施設、市役所を含めた公共施設、体験型施設を含んだ自

然公園 

交流ハブ機能 
文化ホール（音楽ホール）、複合レジャー施設、市役所を含

めた公共施設、体験型施設を含んだ自然公園 

 

事務局から次回のグループワークの進め方として、相模原駅北口地区土地利用方

針に定められている４つの【つながる】をキーワードに施設や機能の具体的な内容

について考えながら、ゾーニングを行う予定と説明を行った。 

 

その他、事務局から「相模総合補給廠一部返還地へのスタジアム整備にかかるア

ンケート」への提出について依頼した。 

 

 

５ 閉 会 

長谷川小山地区まちづくり会議副会長のあいさつにより閉会した。 

 

                                 以 上 

 



小山地区まちづくり会議委員出欠席名簿 

令和４年７月１２日開催   

 氏   名 所 属 等 備  考 出欠席 

１ 安藤 孝洋 小山地区自治会連合会 会 長 出席 

２ 加治 左近 宮下自治会  出席 

３ 常盤 久男 すすきの自治会  欠席 

４ 廣田 克己 すすきの向陽自治会  出席 

５ 田村 浩志 向陽町自治会  出席 

６ 丸山 和加恵 久保原自治会  出席 

７ 武井 弘吉 自治会法人 氷川町自治会  欠席 

８ 今関 邦雄 相模原駅前自治会  出席 

９ 渡邉 敬治 東第一自治会  出席 

10 小野寺 隆雄 丸山自治会  出席 

11 星 清次 小山公民館 副会長 欠席 

12 川口 久美 小山公民館  出席 

13 長谷川 澄男 小山地区社会福祉協議会 副会長 出席 

14 山田 良章 小山地区社会福祉協議会  欠席 

15 増田 國男 小山地区民生委員・児童委員協議会  欠席 

16 篠﨑 則男 小山地区老人クラブ連合会  出席 

17 坂内 ツナ子 小山地区子ども会育成連絡協議会  欠席 

18 亀田 浩代 青少年健全育成協議会  出席 

19 永山 康雄 防犯指導員  出席 

20 加藤 秀子 交通安全協会小山支部  出席 

21 大谷 春枝 向陽小学校ＰＴＡ  出席 

22 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ  出席 

23 中里 和男 相模原西商店街協同組合  出席 

24 扇谷 和光 小山地域包括支援センター  出席 

 


