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会議次第 

 

１． 開会 

 

２． 会長あいさつ 

 

３．市からの連絡事項 

 新しい交通システム導入基本計画（幹線快速バスシステム導入推進

事業）に係る今後の方針について（交通政策課） 

 

４．議題 

（１）まちづくり懇談会中止に伴う地域課題（旧東清掃事業所の跡地

利用）の今後の対応について 

（２）第４回・第５回全体会の議題について 

 

５．その他 

（１） 各団体の情報提供・情報交換について 

（２） 今後の日程について 

 ○第４回全体会議 

  令和３年１２月２日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 

 ○第５回全体会議 

  令和４年２月３日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 

 

６．閉会あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審  議  経  過 

 

主な内容は次のとおり。 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．市からの連絡事項 

新しい交通システム導入基本計画（幹線快速バスシステム導入推進事業）に係る今

後の方針について（交通政策課） 

  交通政策課から資料に沿って説明があった。 

（結 果） 

意見等なし 

 

４．議題 

（１）まちづくり懇談会中止に伴う地域課題（旧東清掃事業所の跡地利用）の今後の

対応について 

（結 果） 

各委員の意見を踏まえて、今後、要望書を修正の上、市に提出することになった。

なお、別途、意見がある場合は、１０月２９日（金）までに意見シートを事務局に

提出することになった。 

（主な意見等） 

 ・今回の要望では、芝生の広場の設置としており、あまり費用がかからない内容の

ため、これを機に市において、隣接する老朽化したプールや斎場の問題等、一体

的に検討する起爆剤になればと考えている。 

 ・町田市のシバヒロをイメージしているが、地域活性化にも繋がればよい。また、

避難場所として、車で避難できる場所もあってもよいのではないか。 

 ・広場には電線もないので、子ども達に何かを作らせて、飛ばせられる場所になる

とよい。また、トイレもあるとよい。 

 ・消防団では、下溝の広場で訓練をしているが、水掃けがよくないので、跡地に広

場が設置された際には、訓練場所として活用したいので、そうしたことも盛り込

んではどうか。また、南警察署の移転により、地域の防犯力の低下も懸念される

ので、防犯のことも含めてはどうか。 

 ・地域活性化と防災のことをもう少し盛り込んだ方がよいのではないか。 

 ・現在、土壌概況調査を実施しており、今後の建物の解体計画は示されていないが、



地域としては、まずは売却して欲しくない、という事をしっかり伝えていくべき。 

 ・公的な場所として残す事が大事。場合によっては、市ではなく、市民等の財産と

してトラストという手法もある。 

 ・子どもの広場が少なくて困っている。子ども広場は、地主の意向に左右されるの

で、いずれなくなってしまうこともある。半永久的に残る公共の施設として、子

ども達が遊べる場になるとよい。 

 ・温暖化防止対策や自然のことを含めて、学校教育の一環としても利用される場に

なるとよい。 

 ・売却して欲しくない理由として、自然、教育、子どもの遊び場、災害対策等に使

いたい等と具体的に盛り込んではどうか。 

 

（２）第４回・第５回全体会の議題について 

（結 果）  

旧東清掃事業所の跡地利用に係る市への要望書の調整及び次年度に向けての課

題整理等を議題とする方向で、次回役員会で検討することになった。 

 

５．その他 

（１） 各団体の情報提供・情報交換について 

 ・田村副会長から、迷惑電話防止機能付き電話機の購入費補助制度について、南区

では申請枠が余っていると聞いているので、知人等含めて希望する方がいる場合

は、まちづくりセンターで申請書類を配布しているので、手続きしてはどうかと

周知があった。 

 

 ○第４回全体会議 

  令和３年１２月２日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 

 ○第５回全体会議 

  令和４年２月３日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 

 

６．閉会あいさつ 

 義澤委員から閉会のあいさつがあった。 

以 上  

 



大野中地区まちづくり会議委員名簿 

（まちづくり会議委員の役職：会長◎、副会長◇） 

No 推薦団体名 役職等 氏名 備考 

1 大野中地区自治会連合会 会長 ◎森 逸雄 出席 

2 大野中地区社会福祉協議会 会長 ◇新國 満 欠席 

3 大野中公民館 館長 ◇大久保 宗俊 出席 

4 大野中地区商店会 代表 ◇田村 小次郎 出席 

5 大野中地区民生委員児童委員協議会 会長 ◇堤 道子 出席 

6 大野中地区老人クラブ連合会 会長 ◇臼倉 昭夫 出席 

7 大野中地区自治会連合会 副会長 細谷 剛 出席 

8 大野中地区自治会連合会 副会長 川島 光子 出席 

9 大野中地区自治会連合会 副会長 大浦 一人司 出席 

10 大沼公民館 館長 山梨 薫 欠席 

11 大野台公民館 館長 髙安 祥介 出席 

12 大野中地区子ども会育成連絡協議会 代表 大谷 喜一郎 出席 

13 大野中地区青少年指導委員 代表 新山 静江 出席 

14 大野中地区スポーツ推進委員 代表 髙田 祥次 欠席 

15 大野中地区小学校ＰＴＡ 代表 佐藤 洋栄 出席 

16 大野中地区中学校ＰＴＡ 代表 岡 美樹 欠席 

17 大野中地区健康づくり普及員 代表 岡田 美智子 出席 

18 大野中地区ボランティアグループ 代表 山下 巖 出席 

19 大野中地区防犯協会 代表 平野 大介  欠席 

20 大野中地区交通安全母の会 代表 細金 昭子 出席 

21 大野中地区連合自主防災隊 代表 稲毛 一利 欠席 

22 相模原市消防団南方面隊第３分団 代表 義澤 彰 出席 

23 大野中地区企業（大野台事業所協議会） 代表 喜村 卓也 欠席 

24 大野中地区地域包括支援センター 代表 家田 未来子 出席 

 



令和３年度 大野中地区まちづくり会議（第３回全体会） 次第 

日時：令和３年１０月７日（木）午後７時 
場所：大野中公民館 大会議室 

１．開 会 

２．会長あいさつ 
 
３．市からの連絡事項 
  新しい交通システム導入基本計画（幹線快速バスシステム導入推進事業）に係る

今後の方針について（交通政策課） 
 
４．議 題 
（１）まちづくり懇談会中止に伴う地域課題（旧東清掃事業所の跡地利用）の今後

の対応について 
 
 （２）第４回・第５回全体会の議題について 
 
 
５．その他 

（１）各団体の情報提供・情報交換について 
 
（２）今後の日程について 

 〇第４回全体会 
令和３年１２月２日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 
 

 〇第５回全体会 
令和４年２月３日（木）１９時～ 大野中公民館大会議室 
 
 

 
６．閉会あいさつ 
 

以 上 



相模原市では、市南部地域の拠点間の連携強化、交通利便性の向上、道路混雑緩和による環境負荷の軽
減等を図るため、平成２８年１１月、システム、ルート、段階的な整備内容など、新しい交通システムの
導入に関する基本的な考え方を示す「相模原市新しい交通システム導入基本計画」を策定しました。

新しい交通システムの目標

高い交通需要

に対応可能な

輸送力の実現

信頼できる

公共交通

サービス

の実現

地域の交通

アクセスの

向上の実現

自動車利用に

過度に依存し

ない交通環境

の実現

まちづくり

への貢献

市の南部地域では、道路混雑やバス運行本数の多さから、バスの定時性(時刻表通りの運行)・速達性
(移動時間の短縮)が確保されていないなどの交通問題を有しており、これらを解決するための取組を整理
し、新しい交通システムの目標を次のように定めました。

システムとルート

導入システムは、定時性・速達性の改善が期待でき、事業費が他のシステムと比べて安価で、段階的な
運用及び道路状況への柔軟な対応が可能なＢＲＴ【Bus Rapid Transit（幹線快速バスシステム）】と
します。
本計画におけるＢＲＴは、路線バスをベースとし、走行形態、車両等の改善を組み合わせることで、定

時性・速達性の確保や輸送力の増大が可能となる高度なバスシステムです。

項 目 システムの概要

走行形態
道路中央のバス専用レーンの走行を基本としますが、交通状況・道路状況に応じて、

歩道側のバス優先レーンや一般レーンを走行します。

車 両

輸送力やターミナルの運用改善、輸送効率の面から連節バスによる運行を基本とし、

走行空間の整備進捗に合わせた需要変化への対応や導入費用等を考慮し、通常バスと併

用しながら段階的に導入します。

駅・停留所
ターミナル及び中間駅では、上屋・風よけ、情報提供装置等により、快適で利便性の

高い待合環境の創出を図ります。

運賃収受 乗降時間の短縮を図るため、車外での運賃支払方式とします。

優先信号
交差点通過時間の短縮を図るため、ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）の整備を基本

とし、導入済みの区間においてはＢＲＴの導入に合わせて機能強化を図ります。

導入ルートは、南部地域の拠点施設へのアクセス強化や新たな都市づくりの拠点との連携強化を図る
ため、「相模大野駅～麻溝台地区～原当麻駅」を結ぶ区間とし、拡幅整備計画のある県道５２号を最大
限に活用するルートとします。

事業性の検証

ＢＲＴの導入効果は、利用者の移動に要する所要時間短縮のほか、社会全体に対し、住民生活、地域
経済、地域社会、環境、安全・安心といった様々な効果が考えられ、新しい交通システムの目標である
「自動車利用に過度に依存しない交通環境の実現」及び「まちづくりへの貢献」の達成が期待できます。

計画の推進に向けて

進行管理は、市、事業者、交通管理者及び市民等による

進行管理組織を設置し、目標達成度や施策・事業の進捗状

況を定期的に検証・評価し、改善していきます。

（ＰＤＣＡサイクル）

○目標達成度の評価

アンケート調査や統計データ等を用いた指標とし、

おおむね３～５年程度の間隔で実施

○施策・事業の進捗状況の監視（モニタリング）
比較的容易に収集等が可能なデータを用いた指標

とし、毎年又は事業進捗ごとに実施

本計画に基づくＢＲＴの導入に向けて、市では次の観点から必要な取組を行っていきます。
①地域・関係者との合意形成、②導入空間の確保に伴う協議・調整、
③ＢＲＴの運行・既存バス路線網の再編、④マイカーの利用抑制・公共交通利用促進、
⑤まちづくりへの貢献、⑥社会動向・社会経済情勢への対応

新しい交通システム導入基本計画に関する情報は市ホームページでご覧頂けます。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/toshikotsu/20803/27891/index.html

相模原市 都市建設局 まちづくり計画部 交通政策課

〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15

TEL：042-769-8249 FAX：042-757-6859 E-mail：toshikoutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp

導入計画 ～段階的な整備～

県道５２号拡幅整備の想定スケジュールを時間軸に設定し、短期・中期・長期での段階的な導入計画とし
ます。（時間軸は県道５２号の事業進捗により変動します）

短期

計画策定後

おおむね5年

・相模大野駅～北里大学・病院間における急行バスの運行、連節バスの導入を目指します。

・主な取組：交差点改良及びバスベイ整備、相模大野駅北口ターミナルの改良・運用変更、

相模大野駅周辺での自動車流入抑制策、連節バスの試験走行、ＴＤＭ・ＭＭ施策 等

中期

同5～10年

・相模大野駅～原当麻駅間の運行とし、県道５２号の一定区間（相模原公園入口交差点～

西大沼４丁目交差点）にバス専用走行空間を有する交通システムの導入を目指します。

・主な取組：バス専用（優先）レーン設置、原当麻駅ターミナル等の改良、市道の局所改

良、連節バスの段階的導入、優先信号の機能強化、車外運賃収受の導入 等

長期

同10～20年

・全区間で高い定時性・速達性を確保した交通システムの導入を目指します。

・主な取組：バス専用レーンの設置（西大沼４丁目交差点～国道１６号方面）、更なる定

時性・速達性向上策の検討・実施

全区間・各段階において定時性・速達性を向上させる全体的な取組として、公共交通の利用促進、既
存バス路線の再編、新たな都市づくりの拠点づくりとの連携等に取り組みます。

幹線快速バスシステム の導入に向けてＢ Ｒ Ｔ

新しい交通システム導入基本計画の概要



ターミナル・中間駅
○ターミナル
相模大野駅北口、
北里大学・病院、
女子美術大学、原当麻駅

○中間駅
ターミナルの位置、需要と
速達性の確保、既存バス路線
の再編などを勘案して配置

導入計画 ～区間別の走行形態、ターミナル・中間駅の配置～

原当麻駅

北里大学・病院

県道５２号

西大沼４丁目交差点

相模原麻溝公園入口交差点

相模原公園前交差点

相模原公園入口交差点

中期～長期
：一般レーン走行

中期～長期
：バス優先レーン（時間帯限定）

中期～長期
：バス優先レーン（時間帯限定）

拡幅整備計画区間 将来的な多車線化構想区間

女子美術大学

若松３丁目交差点

原当麻駅東入口交差点

短期～中期
：一般レーン走行

N

km

0 10.5

：バス専用レーン

：バス優先レーン

：一般レーン走行

施設計画

バス専用レーン ・道路中央走行方式

▲専用レーンイメージ
（名古屋基幹バス）

▲優先レーンイメージ
（岐阜市）

バス優先レーン ・時間帯限定、需要に応じて設置

バスベイ

○バスベイの整備
（整備効果の高い箇所）

・バス優先レーンや一般
レーン区間

・乗降者数や将来の道路
整備計画を考慮 ▲整備例

（北里東病院バス停）

交差点

○交差点の整備（必要箇所）

・連節バスの円滑な走行を確
保するための整備

・混雑を緩和し、交通全体の
円滑化を図るための整備

▲道路中央タイプの中間駅 イメージ

▲連節バス
（厚木ツインライナー）

※県道５２号 （西大沼４丁目交差点～国道１６号方面）の整備位置は、確定したものではありません。
※上記区間の整備が行われるまでの間は、導入ルートは現行の路線バスのルートとします。

ＢＲＴは、交通状況や道路状況、道路の拡幅整備の進捗に応じて、区間ごとにバス専用レーンや
バス優先レーン、一般レーン走行により運行します。

 

車道部 

上屋 

情報提供装置 

案内板 

防護柵 

ベンチ 

ホームドア（将来） 

3.0ｍ 

（跳ね上げ式） 

 

島式プラットホーム 

島式プラットホーム 

若松小前交差点

短期：一般レーン走行による相模大野駅～北里大学・病院間の急行運行
中期：拡幅整備に合わせバス専用レーンを設け、BRT及び既存の路線バスの運行
長期：将来的な多車線化構想の区間にもバス専用レーンを設け、 BRT及び既存の路線バスの運行

文京交差点

相模大野駅北口

○定時性・速達性の向上策
（相模大野駅北口周辺地区）

・必要最小限のハード整備と
併せたソフト施策の実施

・自動車流入抑制策の検討
（対象車種、区域、時間帯）

相模大野駅北口周辺の現状

▲キャンパス通り

▲パークサイド通り

：ターミナル

：中間駅

短期～長期
：一般レーン走行

中期～長期
：一般レーン走行



相模大野駅北口

県道５２号

都市計画決定区間（多車線化整備） 将来的な多車線化構想区間

N

北里大学・病院

原当麻駅

原当麻駅東
入口交差点

相模原公園前交差点

相模原麻溝公園
入口交差点

女子美術大学

相模原公園
入口交差点

麻溝台入口
交差点

木もれびの森
入口交差点

西大沼4丁目交差点

大沼交差点 若松3丁目交差点

文京交差点

若松小前交差点

麻溝台高校
麻溝台入口

大野台入口 オルガノ前

大沼 大沼小学校前 東通り
団地入口

小沼

南中前

グリーン
ホール前

県立相模原公園前

山の神坂下

下原

原当麻駅東

１ 本事業における当初の目的

 相模大野駅から北里大学までの高い交通需要への対応

 信頼できる公共交通サービスの実現（バスの定時性・速達性の確保）

２ 事業の課題

 事業規模の増大や長期化、伊勢丹相模原店撤退に伴う交通の変化

 県道52号の道路拡幅事業が完了するまでは、抜本的な渋滞対策が図られない。

 市の行財政構造改革プランにおいて、事業の廃止を検討することとなった。

３ 今後の方針

 都市計画道路である県道52号は、これまで通り拡幅整備を推進する。

 新しい交通システム導入基本計画（幹線快速バスシステム導入推進事業）は
廃止とし、南区におけるバスの定時性・速達性の向上を図る取組を市の交通計
画「総合都市交通計画（R4.3策定予定）」に位置づけて推進する。

４ 今後の取組 ※現時点での想定

 交差点における部分改良（右左折レーンの設置など）

 信号の見直し（歩車分離式信号の検討など）

 大学、高校、企業へのバス利用促進の啓発活動、自転車マナーの啓発活動

 バス路線の再編検討 など

５ 事業の主な変更点（参考）

○県道52号の拡幅整備にあわせて、

道路の中央にバス専用レーンを

設置する予定であった。

○県道52号の拡幅整備を予定通り実施、

将来的に整備が進んだ段階で、バス

優先レーンを検討

幹線快速バスシステム導入推進事業の今後の方針 市交通政策課 2021年9月

渋滞箇所（大沼～麻溝台入口間）

バス運行データ、実態調査による渋滞箇所

・自動車及びバスの旅行速度が遅い

・交差点前後の滞留車両が多い

・自動車、自転車の錯綜

・沿道施設の出入り交通量が多い

ターミナル

バス停

交差点

現行バス路線（大53 等）

現行バス路線（当02 等）

52号先行着手区間

今後の予定

既存の計画

友愛
病院前

北里2丁目
交差点



 

 

 

 

要 望 書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野中地区まちづくり会議



 

 

旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書（案） 
 

 

昭和３７年に設置された旧東清掃事業所は、し尿処理施設として大切な役割を担ってき

ました。一方、周辺住民は、施設の臭気やハエによる衛生上の問題、清掃車の往来による

ほこりや交通問題、隣接する市営斎場からの異臭などに悩まされ、我慢しながら暮らして

きました。 

こうした状況に対して、市では、施設の規模縮小のほか、周辺の道路や下水道の整備、

自治会集会所の設置費助成などを行い、周辺環境の整備・改善に取り組んでいただきまし

た。 

施設が廃止されて６年が経過しておりますが、地域では、大野中地区の貴重な地域資源

として関心を持っており、跡地利用について、長年に渡って重要課題として取り上げ続け

てきました。平成１８年度の「地域市政懇談会」や平成２２・２３・３０年度の「まちづ

くり懇談会」において、跡地利用を議題とし、平成２６年度には、要望書を提出させてい

ただいております。しかし、跡地利用に関して、ご検討されていることとは思いますが、

市から具体的な方針について、お示しいただいておりません。 

市においては、令和３年４月に行財政構造改革プランを策定し、大変厳しい財政状況で

あることを公表されました。こうした状況を踏まえて、大野中地区まちづくり会議におい

て、地域が考える跡地利用のあり方を再検討し、まとめましたので、別紙のとおり改めて

要望するものです。 

市当局におかれましては、大野中地区の現状をご賢察いただき、要望事項について、特

段のご配慮をお願い申し上げます。 

 

 

令和３年  月  日 

 

相模原市長  本 村 賢 太 郎 殿 

 

大野中地区まちづくり会議  会 長  森 逸 雄 

 

 

 

 



 

 

 

１ 公共用地としての存続 

  相模原市総合計画や行財政構造改革プランの中で、財源の確保を図るため、未利用

市有地の売却を進める方針を示されておりますが、旧東清掃事業所の跡地については、

古淵駅から徒歩圏内であり、2.3ha の面積があることから、地域の未来に向けて、様々

な活用が考えられる公共用地であると考えております。 

地域では、旧東清掃事業所及び隣接する市営斎場による異臭等に耐えながら、長年

に渡って生活してきた経過がございますので、跡地の今後のあり方を決定される際に

は、用地の売却処分とはせず、地域の声を丁寧に汲み取り、公共用地として有効活用

を図って存続していただきます様、切に要望いたします。 

 
 

２ 防災機能を備えた「多目的広場」の設置 

旧東清掃事業所の跡地利用として、コミュニティ豊かで活力あふれるまちづくりを目

指して、自治会をはじめ、自主防災組織等の様々な地域団体の活動のほか、子どもの遊

び場等としても活用できるよう、維持管理費を抑えて、様々な用途で活用できる「芝生

の多目的広場」の設置を要望いたします。 

さらに広場設置後には、大野中地区が市内でも多くの人口を抱える地区であることか

ら、大規模災害時に地域住民が安心して避難できる様、隣接する古淵鵜野森公園と一体

的に広域避難場所の指定をお願いします。 

 



要望書への意見シート 
要望書に反映させたい意見等がある場合は、１０月２９日（金）まで
に事務局にご提出ください。 
 

氏  名  
内 容 ①  

内 容 ②  

内 容 ③  

提 出 先 まちづくり会議事務局（大野中まちづくりセンター内） 永井

TEL︓042-741-6695（団体専用） FAX︓042-746-1835 
 



第４回・第５回全体会の議題について 
 
 

議 題 当 初 変 更 後 

第４回全体会 

令和３年１２月２日（木） 

まちづくり懇談会の
振り返り 

 

 

 

第５回全体会 

令和４年２月３日（木） 
次年度に向けて討議  

 



まちづくり会議 情報提供（協⼒依頼）シート 

提出⽇︓令和    年   月   ⽇ 

団 体 名 称  

代 表 者 名  

事業・イベント

名・相談事項等 
 

事業・イベント 

実施⽇時、会場 

年  月  ⽇（  ）〜    年  月  ⽇（  ） 

午前 

午後 
  時  分 〜 

午前 

午後 
  時  分 

会 場 

内     容 

※該当項目へチェックをお願いします。 

☐ 別紙のとおり（チラシ・パンフレット・実施要領などを添付） 

☐ その他・相談等（下記の空欄へ内容をご記入ください。） 

 

提  出  先 
まちづくり会議事務局（大野中まちづくりセンター内） 永井 

TEL︓042-741-6695（団体専用） FAX︓042-746-1835 

 


