
別記様式 （第１３条関係） 

会   議   録 

会議名 令和３年度 第５回 星が丘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１０月２１日（木） 午後７時００分～午後８時３０分 

開催場所 星が丘公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   １４人（別紙のとおり） 

その他    

事務局 
  ４人（中央６地区まちづくりセンター所長 ほか２人、地域活

力推進員） 

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）地域活性化事業交付金の報告について 

（２）まちづくり会議の構成団体の変更について 

（３）星が丘地区ふるさとまつり・ふれあいフェスティバルにつ

いて 

（４）その他 

 

 ４ 閉  会 



議 事 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言、□は申請団体の発言） 

 

１ 開 会  

 坂本副会長が開会 

 

２ あいさつ   

・竹田会長あいさつ 

 

・すずかけの木伐採の意見募集についての経過報告 

 後藤副会長から、以下のとおり報告があった。 

第３回まちづくり会議で議題となったすずかけの木の伐採について、意見募集を

しており、現時点で２件の意見が届いている。意見募集は１２月末まで実施してい

るので、委員の皆さんも承知してほしい。 

 

３ 議 題  

（１） 地域活性化事業交付金の報告について 

 ８月に書面にて意見募集をした「星が丘とその周辺地域を探検・散策するマップの

増刷」について、事務局から事業結果を報告した。 

 

＜主な意見、質疑＞ 

 〇マップを活用する「みんな元気に！あるき隊！」は、どれくらいの参加者がいる

のか。 

  ⇒□１０月１日から事業を開始し、本日時点では６９名の参加があり、歩数計は

１００個用意し、２４個程度貸し出しをしている。事業内容は、ＦＭさがみ

や、タウンニュースにおいても周知し、星が丘地区外の方についても参加い

ただいている。 

 〇新型コロナウイルス感染症が落ち着いたらマップを活用したウォーキング事業を

企画してもらいたいと思う。 

 

（２） まちづくり会議の構成団体の変更について 

 竹田会長から資料のとおり、まちづくり会議の更なる活性化を目的として、令和４

年度からまちづくり会議の構成団体について変更を考えている旨提案し、意見を募っ

た。 

 

＜主な意見、質疑＞ 



【構成団体の変更案について】 

 〇公募委員は自治会員を想定しているのか。 

  ⇒〇自治会員に限定していない。また、居住地についても、星が丘地区に住んで

いる人に限らず、星が丘地区に興味を持つ幅広い方からの公募を想定してい

る。 

 〇公民館運営協議会としては、変更案に賛成である。 

 〇青少年指導委員としては、地域の会議は同じような団体で構成されるものが多い

と感じているので、公募委員を構成員とし、会議の活性化をめざすことは賛成で

ある。 

 〇スポーツ推進委員としては、他の会議においても公募委員が活発に発言している

ということを聞いているので、公募委員を構成員とすることに賛成する。また、

スポーツ推進委員が構成団体から外れることについては、スポーツ推進員の中で

共有する。 

  ⇒〇変更案で示した構成団体で決定ではないので、スポーツ推進委員の中でぜひ

会議に参加したいという声があれば、引き続き参加していだきたい。 

 〇交通安全協会としては、千代田支部と星が丘支部の１名が会議へ参加できれば充

分だと思うので、変更案に賛成である。また、公募委員については若い人の参加

を期待する。 

 

【まちづくり会議会則 改正案について】 

 〇会則第４条２項の趣旨が不明である。この項は、構成団体が会議へ参加すること

を指しているのか、構成団体外の個人が会議へ参加をすることについて指してい

るのか。 

  ⇒●第４条は構成団体に関する条文のため、構成団体が会議に参加することにつ

いて指している。 

   ⇒〇この項は不要だと思う。他の地区の会則を確認し、記載が少ない等のこと

であれば、削除や修正をしても良いのではないか。 

    ⇒●他の地区の会則を確認し、改めて報告する。 

 

【公募に関する要領案について】 

〇公募委員の選考メンバーは誰か。 

 ⇒〇まちづくり会議の会長及び副会長を想定している。 

〇公募委員の募集はいつ頃行うことを想定しているのか。 

 ⇒●令和４年度から変更するためには、令和３年度中に募集する必要がある。中

央地区のまちづくり会議は公募委員を構成員としているが、年度の２か月前

くらいから募集し、作文を審査することで選考している。 



〇意欲がある方が公募するため、応募動機は必要ないと感じており、年齢について

も若い方がより良いとは思っていない。 

〇どうして公募をしたのか、その気持ちを確認したいため、数行でも構わないので

応募動機は記載した方が良い。 

〇委員の任期は何年なのか。 

 ⇒●現状の会則だと１年である。 

〇会則改正案及び公募に関する要領案の施行日等について、会則の公布後の日付で

要領を施行するべきではないのか。 

 ⇒●総務法制部門に確認のうえ、再検討することとする。 

 

＜結果＞ 

構成団体の変更案については、本日の議論を踏まえ、まちづくり会議の構成団体

等で確認いただくこととし、その意見等も踏まえたうえで、次回のまちづくり会議

で構成団体、会則及び公募に関する要領を改めて検討する。 

 

（３）星が丘地区ふるさとまつり・ふれあいフェスティバルについて 

竹田会長から以下のとおり提案した。 

 令和４年３月６日（日）に実施予定の公民館まつりと同日に開催したい。模擬店の

出店を考えているが、新型コロナウイルス感染症を考慮し、箸を渡さず全て持ち帰っ

ていただくこととし、休憩スペースも減らす。ステージカーは設置せず、役員の挨拶

や、保育園児の催し等は校庭で行っていただき、抽選会は実施しない想定である。 

 

＜主な意見、質疑＞ 

〇準備は今からで間に合うのか。 

 ⇒〇今からであれば、例年と同様の準備期間である。 

〇開催は賛成であるが、公民館側とよく調整する必要がある。公民館まつりと同日

開催である以上は、公民館まつりとフェスティバルを一体化するようなものと

し、それぞれのお客さんが行き来することで相乗効果が得られれば良いと思う。

自治会役員の負担を軽減するため、自治会へはテント１張の提供のみを求め、公

民館からは６張借用し、合計でテント２０張とし、規模を縮小した会場作りとし

たい。また、模擬店を出店するのであれば飲食スペースを設けたい。 

〇模擬店の出店ついて、学校の許可はいただいているのか。また、開催時間や、ス

テージプログラムに参加していただける団体は決まっているのか。 

 ⇒〇例年同様の内容で、校庭借用の許可をいただいている。また、参加団体はこ

れから希望を募り、開催時間は今後運営委員会で検討する。 

〇公民館まつりとの同日開催は、このような時期だからこその発案であり、とても



面白い試みだと思う。同日に開催することで、例年は参加しない様なお客さんが

公民館まつりに参加する可能性もあり、また、その逆もある。 

〇フェスティバルの準備について、例年は星が丘公民館を使用しているが、公民館

まつりと同日に開催する場合は同様に準備ができないため、準備の方法を今後検

討する必要がある。また、ポスターについて、公民館まつりとフェスティバルで

それぞれ作成すると分かり辛づらいと思うので、一体化したものを作成したい。 

〇３月初旬の校庭での開催は、子どもや高齢者が寒いと感じることが懸念である。

また、公民館まつりで模擬店を出店せず、フェスティバルで出店することは矛盾

しているのではないか。 

 ⇒〇例年４月に実施している市民桜まつりにおいても気温が低い時はある。模擬

店の出店については、主催者が異なるので整合をとる必要はないと思う。 

  ⇒〇模擬店を出店したとしても、校庭内での飲食を禁止しないとなんとなく矛

盾を感じる。また、３月は自治会役員の交代時期のため、役員の負担を考

慮したフェスティバルの内容を考えて欲しいと思う。 

〇飲食の可否については、今後の感染状況を考慮し決定すれば良いと思う。また、

公民館まつりとの同日開催については、公民館まつりとフェスティバルで構成員

が被っており、それぞれの担い手が不足する懸念もあるので、例年より簡素化し

たフェスティバルを実施できれば良いと思う。 

〇模擬店を出店する場合、感染症対策のためにアクリル版等を設置することによ

り、人が多く必要になる。それができないようであれば模擬店は出店できないと

思うし、出店しないのであれば来年度へ持ち越した方が良いと思う。 

〇自粛疲れでイベントを楽しみにしている高齢者が非常に多い。守るべきことを守

ったうえで、開催することは賛成である。 

〇「with コロナ」としてできることを考え、感染状況を考慮しながら開催準備を進

めていければ良いと思う。 

〇担い手については、公民館まつりは市として実施する事業のため、フェスティバ

ルとはさほど被らないと思う。感染症対策については、ワクチン接種済証等を提

示して入場していただく方法もあると考えている。 

〇公民館まつりとフェスティバルの同日開催はとても大変で無理があるとは思う

が、一度開催してみるのは良いと思う。 

〇公民館まつりとフェスティバルを別日に実施すると、公民館まつりのお客さんが

少なくなる気がするので、同日開催に賛成である。 

〇公民館まつりでは、感染症対策のために参加者の氏名等を記録する予定だが、フ

ェスティバルはどのように考えているか。 

 ⇒〇感染症対策で実施すべきことを参考に、運営委員会で検討していきたい。 

〇スポーツ推進員は来年度からまちづくり会議の構成団体から外れるかもしれな



いが、フェスティバルのメンバーからも外れるということか。 

 ⇒〇フェスティバルについては引き続きメンバーとなっていただきたい。 

＜結果＞ 

 賛成多数により以下の日程でフェスティバルを開催することとなった。内容につ

いては、新型コロナウイルス感染症対策を考慮し、運営委員会等で検討する。 

 ・開催日：令和４年３月６日（日）※３月５日（土）前日準備 

 ・場 所：星が丘小学校校庭 

 ・内 容：運営委員会等で検討 

  ・第１回実行委員会 １１月３日（水）１９時～ 星が丘公民館大会議室 

 

（４） その他 

・相模原×ＮＨＫ防災イベント開催のご案内 

 １１月２７日（土）にＮＨＫ防災イベントを実施する旨、竹田会長から周知があっ

た。 

 

４ 閉 会 

  後藤副会長が閉会 

 

以 上 

 



星が丘地区まちづくり会議委員出欠席名簿 

 

№ 団 体 等 代表者氏名 団体での役職 出欠席 

１ 地区自治会連合会 ◎竹田 幹夫  会長 出席 

２ 地区自治会連合会 横田 智治 副会長 欠席 

３ 地区自治会連合会 金ヶ江 實 会計 出席 

４ 公民館 〇後藤 陽子 館長 出席 

５ 公民館  杉原 美智子  出席 

６ 地区社会福祉協議会 〇坂本 洋三 会長 出席 

７ 地区民生委員児童委員協議会 八木 鉄雄 会長 出席 

８ 地区青少年健全育成協議会 井上 アヤ子 副会長 出席 

９ 地区子ども会育成連絡協議会 近藤 大助 会長 欠席 

10 星が丘小学校ＰＴＡ 岡本 浩三 会長 欠席 

11 青少年指導委員 髙畑 由美子 地区長 出席 

12 スポーツ推進委員 小川 英明  出席 

13 地区老人クラブ連合会 石黒 雄彦 会長 出席 

14 
星が丘高齢者支援センター 

（地域包括支援センター） 
柳下 恭子 センター長 出席 

15 地区交通安全母の会 冨倉 亜紀 副会長 欠席 

16 消防団第４分団第４部後援会 立山  均 会長 出席 

17 交通安全協会千代田支部 鈴木 勝行 副支部長 欠席 

18 交通安全協会星が丘支部 岩本 義昭 支部長 出席 

19 有識者 野中  保  欠席 

20 有識者 小林 祥子  出席 

21 有識者 奥山 憲雄  欠席 

※◎、〇はまちづくり会議での役職（◎：会長、〇：副会長） 


