
会   議   録 

会議名 令和３年度 第１回清新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３年６月９日（水） １８時００分～１９時５０分 

開催場所 清新公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   ２０人（別紙のとおり） 

その他 
  ４人（中央区長・中央区副区長・中央区役所区政策課長・中

央区役所参事兼地域振興課長） 

事務局 
  ４人（中央６地区まちづくりセンター 所長ほか２名、地域

活力推進員 １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 

進行表 

1 開 会 

2 来賓あいさつ 

3 まちづくり会議の目的共有 

4  議 題 

4-1 令和３年度役員の選出 

4-2 中央区区民会議委員の推薦 

4-3 公募委員の選出結果 

4-4 まちづくり会議会則の一部変更 

4-5 地域活性化事業交付金について 

4-6 まちづくり「会議」と「懇談会」について 

5  グループワーキング 

6 閉 会 



審  議  経  過 

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 

  事務局が開会 

 

２ 来賓あいさつ 

  田野倉中央区長のあいさつの後、中央区役所の職員を紹介した。 

 

３ まちづくり会議の目的共有 

  事務局から、まちづくり会議の目的を資料に基づき説明した。 

 

４ 議 題 

  委員には事前に資料配布しているため、要点を絞って説明を行うこととした。 

 

4-1 令和３年度役員の選出 

事務局から、まちづくり会議の役員の選出について説明を行った後、清新地区ま

ちづくり会議会則第８条の規定に基づき、令和３年度の役員の選出が行われ、次の

とおり承認された。 

役 職 氏  名 団体名 役職 

会 長 丹波 晴道 清新地区自治会連合会 会長 

副会長 大山 孝 清新地区自治会連合会 副会長 

副会長 山口 敏夫 清新地区社会福祉協議会 会長 

副会長 神谷 靜枝 清新地区民生委員・児童委員協議会 会長 

 

4-2 中央区区民会議委員の推薦 

事務局から、中央区区民会議の概要について説明を行った後、清新地区まちづく

り会議会長の丹波会長を推薦することで承認された。 

 

4-3 公募委員の選出結果 

  丹波会長から、選出結果について説明を行い、意見なく承認された。 

 

  一名の応募があったが、本人とも話し合いを行った結果、今回は選出を見送らせ

ていただいた。理由としては、本人の志望動機としている神奈川医療少年院跡地に

ついては、令和３年度の清新地区まちづくり会議では議題としないことを決定して

おり、今後は法務省と地域（小原町自治会）の話し合いを見守ることとしたためで



ある。 

  令和３年度の公募委員募集については、今後の会議で話し合って決めていきたい。 

 

4-4 まちづくり会議会則の一部変更 

  事務局からまちづくり会議会則について、次の２点を変更する旨を説明し、承認

された。 

・第８条 （役員の選出） 

  まちづくり会議の会長は、慣例で「清新地区自治会連合会長」が務めてきたが、

年度当初の準備を円滑に行うため、「会長は清新地区自治会連合会長とする。」と

明記するもの 

・第１６条 (事務局)  

  令和３年４月１日に中央区役所の組織改編により「中央６地区まちづくりセンタ

ー」に名称変更となったもの 

 

4-5 地域活性化事業交付金について 

事務局から、地域活性化事業交付金制度の概要、申請事業の審査基準等について

説明した。令和２年度の清新地区地域活性化事業交付金交付事業を紹介し、令和３

年度の報告会は中止となる旨を伝えた。まとめ誌は次回配布予定。 

 

4-6 まちづくり「会議」と「懇談会」について 

事務局より、令和２年度の参考資料を基に、まちづくり会議とまちづくり懇談会

の違いについて説明した。 

 

質疑応答 

〇 今回の会議からグループワークを始めるのは分かったが、新しい委員が半分近く

いる中で、事前の説明が不足しているのではないか。清新地区のまちづくり会議で

は平成 30 年度に「清新地区まちづくり会議報告書」も作成しているので、まずは

これを共有した方がいいと思う。 

グループワークのテーマ（SDGs）を取り上げた理由を説明してほしい。 

● グループワークの事前資料を使って説明させていただく。今年度の清新地区まち

づくり会議を進めるにあたり、過去のテーマや進め方を調べさせていただいた。 

「清新地区まちづくり会議報告書」の内容も確認させていただいた。令和 2年度

に「未来へつなぐ さがみはらプラン～相模原市総合計画～」が策定され、その中

の区別基本計画に反映されたものと承知している。 

グループワーク形式にしたのは、一つのテーマに絞ってしまうと、委員全員（21

名）が発言することが難しくなってしまうこと。「SDGs」については「清新地区ま

ちづくり会議報告書」で挙げられた清新地区の課題等を、相模原市が推進している



「SDGs」というツールを使って全員で取り組んでいきたいというのが理由となる。 

  

〇 平成 30 年度に作成した「地区まちづくり会議報告書」の内容が早く取り上げられ

ると良いと思っていた。清新地区の「将来がこうなったら良い」という思いがこも

っている。新規の委員が多い中、しっかりと提示していただきたい。 

● 委員の入れ替わりを考えると、経緯は共有すべきだと思う。次回までに「清新地

区まちづくり会議報告書」を各委員に共有（送付）させていただく。 

 

５ グループワーク 

  事務局より、清新地区まちづくり会議「SDGs ワーキング」を始めるにあたり、グ

ループワークの背景、目的、進め方を説明した。 

  背景 ：社会問題が複雑化するなか、持続可能な地域づくりが求められており、

課題解決のツールとして「SDGs」があること 

  目的 ：清新地区の 10 年後の「こうありたい未来」を描き、そのゴールに向けて

地域の課題解決や振興を図るための具体的な施策案を作成すること 

  進め方：4 テーマ 4 グループに分かれ、まちづくり懇談会に向けて発表資料を作

成していく 

テーマは ①福祉・健康・貧困、②地域の絆 魅力と活力、③防災 交通安全 

       ④子ども教育 とする。 

 

  また、まちづくり会議の基盤としては、令和 2 年度に「未来へつなぐ さがみはら

プラン～相模原市総合計画～」が策定されたこと、中央区基本計画には各地区のま

ちづくり会議報告書が反映されていることを説明した。 

 

続いて、丹波会長よりグループワークを進めるにあたり、あいさつを行った 

 

今年度のまちづくり会議のテーマを「SDGs」とさせていただいた。前段として開

発途上国や最貧国をテーマとし、2015 年を目標とした「MDGs」（ミレニアム開発目

標）というものがある。今回の「SDGs」は先進国、途上国を問わず全ての国を対象

としたものである。 

「SDGs」という言葉を聞くと難しく感じられるかもしれないが、日々の暮らしの

中で、私たちが当たり前にやってきたことが「SDGs」に繋がっているかもしれない。 

これからの未来、より良い未来を子供たちに残すために、少しだけ意識を変える

ことで、企業や自治体、国、世界を動かしていくことになるかもしれない。 

まずは、（SDGs）を知ることから始めようと思う。皆様には、思いつくまま発言

していただきたい。 

   



◆ここからは、次回に向けてグループワークの準備を行った。 

  グループワークは、一人一人が発言できるよう、付箋とカラーペンを使って意見

を書き出し、それをグループで紙１枚にまとめる作業形式とした。 

まずは、自己紹介とチーム内での役割、チーム名を決めた。 

 

最後に、第２回まちづくり会議の日時、今後のグループワークの進め方について

事務局より説明を行った。 

・資料は事前配布とし、会議当日は補足事項や重要なことのみ説明する。 

→ 資料を読み上げる時間は少なくし、話し合いの時間に充てたい。 

・グループのテーマに基づき、10 年後の理想の清新地区の未来を考えてくる。 

 → 実現性は問わない。楽しいものを考えてきてほしい。 

・団体等で現在行っている良い取り組み、続けたい事例を整理してくる。 

 → 課題と捉えず、前向きに考える。新しい事例に限らないでよい。 

 

6 閉 会 

 

大山副会長が閉会 

 次回から、楽しくグループ討議ができるようにお願いしたい。 

  

以 上 

 

 

  

 

 

グループワークの状況写真 



第１回清新地区まちづくり会議出欠席名簿 

 

ＮＯ． お名前 所 属 ・推薦団体 役職 出欠席 

1 丹波 晴道 清新地区自治会連合会 会長 出席 

2 大山 孝 清新地区自治会連合会 副会長 出席 

3 郡谷 照雄 清新地区自治会連合会 会計 出席 

4 田代 明寬 清新地区自治会連合会 協力員 出席 

5 山口 敏夫 清新地区社会福祉協議会 会長 出席 

6 矢吹 和男 清新地区社会福祉協議会 副会長 出席 

7 田所 洋子 清新地区社会福祉協議会 会計 出席 

8 神谷 靜枝 清新地区民生委員・児童委員協議会 会長 出席 

9 笠原 泰子 清新地区民生委員・児童委員協議会   出席 

10 木下 泰雄 清新公民館 館長 出席 

11 嶋田 千代子 清新公民館 青少年部 出席 

12 玉田 稔 清新地区老人クラブ連合会 会長 出席 

13 江戸谷 智章  清新中学校 校長 出席 

14 曽田 信司 清新こどもセンター 館長 出席 

15 太田 祐一朗 小山小学校ＰＴＡ 会長 出席 

16 勝西 栄 小山中学校ＰＴＡ 会長 出席 

17 山中 森勝 有識者   出席 

18 磯崎 巧 防犯指導員   出席 

19 武田 邦雄 清新公民館区青少年健全育成協議会 会長 出席 

20 菅原 聡 清新高齢者支援センター 
センター

長 
出席 

21 雨宮 勇一 南橋本商栄会 会長 欠席 

 


