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様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
第１回上溝地区まちづくり会議 

事務局 

（担当課） 

中央区役所 上溝まちづくりセンター 

電話 042-762-5626（直通） 

開催日時 令和 4 年 5 月 24 日（火） 19 時 00 分～20 時 30 分 

開催場所 上溝公民館 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   22 人（別紙のとおり） 

その他   4 人（中央区長 他 3 名） 

事務局   2 人（上溝まちづくりセンター所長 他 1 名） 

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 中央区長あいさつ 

３ 自己紹介 

４ 議題 

（１）役員の選出について 

（２）まちづくり会議について 

（３）区民会議委員の推薦について 

（４）令和３年度及び４年度について 

（５）地域活性化事業交付金について 

（６）上溝まちづくりビジョンについて 

５ その他 

（１） 小田急多摩線延伸・上溝駅開設推進協議会より 
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審  議  経  過 

 

主な内容は次のとおり。 

 

５ 議題 

（１）役員の選出について 

   任期満了に伴う役員の選出について、会則第５条の規定により、会長及び副会

長について、次のとおり選出した。 

   ・会 長 小林 充明 委員（上溝地区自治会連合会会長）（再任） 

   ・副会長 磯 隆司  委員（上溝地区社会福祉協議会会長）（再任） 

   ・副会長 根岸 利昌 委員（上溝公民館館長）（再任） 

   ・副会長 鈴木 崇之 委員（上溝商店街振興組合理事長）（再任） 

 

 ＜主な意見・質疑＞ 

特になし 

 

（２）まちづくり会議について 

   事務局より、以下の事項について説明を行った。 

   ・まちづくり会議について 

   ・地域活性化事業交付金について 

   ・まちづくりを考える懇談会について 

 

 ＜主な意見・質疑＞ 

特になし 

 

（３）区民会議委員の推薦について 

  事務局より、中央区区民会議について説明を行い、上溝地区まちづくり会議から

の次期区民会議の委員の選出について審議した。 

その結果、小林会長を推薦することとなった。 

 

＜主な意見・質疑＞ 

  ○地区の様々な分野でのまちづくりを考えると、地区自治会連合会の会長でもあ

る小林会長に引き続き務めていただくのがよいと考える。 

 

（４）令和３年度及び４年度について 

事務局より、令和３年度のまちづくり会議の開催状況、地域活性化事業交付金

の交付状況等について説明を行った。 

また、令和４年度については、まちづくり会議の予定について説明を行い、「上
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溝地区まちづくりを考える懇談会」については開催の可否にかかる審議を行った。 

 

 ＜主な意見・質疑＞ 

○まちづくり懇談会については、今年度は開催せず、次年度以降「まちづくりビ

ジョン」などをテーマとして開催するのがよい。 

 

（５）地域活性化事業交付金について 

   事務局より、「令和４年度地域活性化事業交付金募集要項」の内容について説明

を行った。 

   また、現在申請を受けている 2 つの案件について意見を求めた。 

申請のあった 2 つの事業については、目的や内容が制度の趣旨に合致している

ものであり、地区の活性化に繋がるものであるとして、当会議の意見としては、

採用すべきものとなった。 

 

 【申請案件】 

  １．「（仮称）上溝ボランティアセンター」の立ち上げと 

健康づくりスタンプラリー    

     

＜主な意見・質疑＞ 

  スタンプラリーの回数は何回ぐらいなのか。 

  →今年度は 1 回程度。長めに期間を設定したいと考えている。次年度以降も継続

して実施したい。 

 

  ２．すきだよ かみみぞ ～上溝かるたをつくろう～ 

 

＜主な意見・質疑＞ 

  かるたの作成や配布先には、高齢者施設も関わりを持たせてほしい。 

  →作成したかるたは子どもから高齢者まで広く活用していただけるよう地区内で

広めていきたい。 

 

（６）上溝まちづくりビジョンについて 

   事務局による、まちづくりビジョンのこれまでの経過の説明のあと、まちづく

りビジョンのコンセプトについて、現在候補となっている案を提示した。 

   コンセプト案の作成にあたっては、5 月 20 日に開催した「上溝南高校ワーク

ショップ」の内容についても報告し、ワークショップで高校生から出された案も

盛り込んだ。  

   配布した提出用シートにて各委員がよいと思うコンセプトを選んできただき、

次回コンセプト決定と併せて最終素案としてまとめたものを審議することとし

た。 
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＜主な意見・質疑＞ 

特になし 

 

５ その他 

（１） 小田急多摩線延伸・上溝駅開設推進協議会より 

   根岸委員から「上溝のまち こう変えたい まちづくりプラン受賞作品集」の

配布と総会についての説明があった。 

   5 月 28 日の総会をもって、小田急多摩線延伸・上溝駅開設推進協議会は休会

となる予定であり、同日「上溝みらい創生委員会」を立ち上げる予定である。 

   まちづくり会議の委員として、この「上溝みらい創生委員会」を小田急多摩線

延伸・上溝駅開設推進協議会に替わって新たに加えていただきたいとのお願いが

あった。 

    

次回のまちづくり会議にて会則の変更を行い、承認されることとなった。    

 

＜主な意見・質疑＞ 

小林会長より、上溝みらい創生委員会の活動への協力依頼と入会についてのお誘

いがあった。 

 

以 上    
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令和４年度 第１回上溝地区まちづくり会議 委員名簿 

団 体 等 名 称 役 職 名 氏  名 出欠席 

上溝地区自治会連合会 

会長 小林 充明 出席 

副会長 紺野 宏人 出席 

副会長 亀﨑 武 出席 

上溝地区社会福祉協議会 会長 磯 隆司 出席 

上溝地区民生委員児童委員協議会 副会長 中島 今子 出席 

上溝公民館 館長 根岸 利昌 出席 

上溝地区子ども会育成連絡協議会 会長 金光 みどり 出席 

上溝小学校ＰＴＡ 副会長 鈴木 優二 出席 

上溝南小学校ＰＴＡ 副会長 小山 龍次 欠席 

上溝中学校ＰＴＡ 会長 高橋 和也 出席 

上溝南中学校ＰＴＡ 会長 佐々木 新悟 出席 

上溝地区青少年指導委員協議会 青少年指導委員 吉澤 健次 出席 

上溝地区スポーツ推進委員  安藤 政彦 出席 

上溝地区老人クラブ連合会 会長 清水 宏 出席 

上溝地区ボランティアグループ 代表 雫 幸一 出席 

相模原市消防団中央方面隊第一分団 分団長 久保田 充 出席 

交通安全協会上溝支部 支部長 小川 志郎 出席 

防犯指導員  萩原 昭夫 欠席 

防災専門員  中村 秀夫 出席 

上溝商店街振興組合 
理事長 鈴木 崇之 出席 

専務理事 森 仁 出席 

上溝高齢者支援センター センター長 佐藤 浩史 出席 

小田急多摩線延伸・上溝駅開設推進協議会 総務部長 大野 健一 欠席 

上溝南高等学校 校長 坂本 聡志 出席 

相模原中央保護区保護司会 会長 清水 洋子 出席 

 

 


