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会議次第 

 

１． 開会 

 

２． 会長あいさつ 

 

３．新委員の紹介 

 

４．市からの連絡事項 

 （１）さがみはらポイント制度の終了について 

 

５．議題 

（１）旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書の内容確認について 

 

（２）要望書提出に係る市長面会の出席者の調整について 

 

（３）次年度まちづくり懇談会のテーマと検討方法について 

 ア．テーマ「大野中地区の道路網の整備」（案） 

 イ．第５回全体会での検討方法 

   （全体討議 又は グループ討議） 

 

（４）大野中地区防災計画検討部会の開催（令和４年１月頃）につい

て 

 

６．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 

 

７．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．新委員の紹介 

 大野中地区企業の齋藤委員を新委員として紹介した。 

 

４．市からの連絡事項 

（１）さがみはらポイント制度の終了について 

制度終了の周知を行った。 

→質問等なし 

 

５．議題 

（１）旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書の内容確認について 

  （結果）修正なしのため、（案）を取って市に提出することになった。 

 

（２）要望書提出に係る市長面会の出席者の調整について 

  （結果）会長・副会長が出席することになった。なお、面会日については、事務

局が今後調整することになった。（令和４年１月頃の予定） 

 

（３）次年度まちづくり懇談会のテーマと検討方法について 

 ア．テーマ「大野中地区の道路網の整備」（案） 

 イ．第５回全体会での検討方法 

   （全体討議 又は グループ討議） 

  （結果）テーマは「大野中地区の道路網の整備」とし、第５回全体会での検討方

法はグループ討議となった。なお、グループ討議の際、幅広いテーマである

ことから、まずは柱となる項目をピックアップする作業を行うことになっ

た。 

 

（４）大野中地区防災計画検討部会の開催（令和４年１月頃）について 

   事務局から部会が令和４年１月頃に開催予定である旨、説明をした。 

 



 

 

６．その他 

（１） 各団体の情報提供・情報交換について 

  委員からの意見はなし。なお、事務局から、大沼・大野台連絡所の廃止に係るオ

ープンハウス開催の周知をした。 

 

（２） 今後の日程について 

 ○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 

 

７．閉会あいさつ 

 家田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 出席 

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 欠席 

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 欠席 

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 欠席 

13 大野中地区青少年指導委員 代表 新山 静江 欠席 

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 欠席 

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 齋藤 裕 出席 

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４回全体会） 次第 

日時：令和３年１２月２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．新委員の紹介 
 
４．市からの連絡事項 
 （１）さがみはらポイント制度の終了について 
 
５．議 題 
（１）旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書の内容確認について 

 
 
 （２）要望書提出に係る市長面会の出席者の調整について 
 
 
 （３）次年度まちづくり懇談会のテーマと検討方法について 
   ア．テーマ「大野中地区の道路網の整備」（案） 
 

イ．第５回全体会での検討方法 
（ 全体討議 又は グループ討議 ） 

 
 

（４）大野中地区防災計画検討部会の開催（令和４年１月頃）について 
 
 
６．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 

 
 
７．閉会あいさつ 



No 推 薦 団 体 名 役職等 氏名 会の役職 備考

1 大野中地区自治会連合会 会長 森　逸雄 会長

2 大野中地区社会福祉協議会 会長 新國　満 副会長

3 大野中公民館 館長 大久保　宗俊 副会長

4
大野中地区商店会
（大野中地区商店連合会）

代表 田村　小次郎 副会長

5 大野中地区民生委員児童委員協議会 会長 堤　道子 副会長

6 大野中地区老人クラブ連合会 会長 臼倉　昭夫 副会長

7 大野中地区自治会連合会 副会長 細谷　剛

8 大野中地区自治会連合会 副会長 川島　光子

9 大野中地区自治会連合会 副会長 大浦　一人司

10 大沼公民館 館長 山梨　薫

11 大野台公民館 館長 髙安　祥介

12 大野中地区子ども会育成連絡協議会 代表 大谷　喜一郎

13
大野中地区青少年指導委員
（大野台地区）

代表 新山　静江

14
大野中地区スポーツ推進委員
（大沼地区）

代表 髙田　祥次

15
大野中地区小学校ＰＴＡ
（若松小学校ＰＴＡ）

代表 佐藤　洋栄

16
大野中地区中学校ＰＴＡ
（鵜野森中学校ＰＴＡ）

代表 岡　美樹

17
大野中地区健康づくり普及員
（大野台地区)

代表 岡田　美智子

18
大野中地区ボランティアグループ
（ボランタリーおおのなか）

代表 山下　巖

19 大野中地区防犯協会 代表 平野　大介

20 大野中地区交通安全母の会 代表 細金　昭子

21 大野中地区連合自主防災隊 代表 稲毛　一利

22 相模原市消防団南方面隊第３分団 代表 義澤　彰

23
大野中地区企業（大野台事業所協議会）
（凸版印刷㈱）

代表 齋藤　裕

24
大野中地区地域包括支援センター
（大野中高齢者支援センター）

代表 家田　未来子

大野中地区まちづくり会議委員名簿（令和３年１２月２日時点）



国が実施する「⾃治体ポイント事業」が今年度を以って終了することに
伴い、本市で実施しているさがみはらポイント制度が終了となります。

※ポイントの有効期限が令和4年3月1⽇以降となっている場合も今回の制度終了に
伴い、令和4年2月28日が利⽤期限となりますので、利⽤期限までに以下の商店街
や公共施設等で利⽤もしくは商品券への交換をお願いいたします。

さがみはらポイント制度が終了します

さがみはらポイント制度とは？
マイナンバーカードを活⽤したポイント制度のことです。
ポイントは、防災・防犯など、安全・安心なまちづくりに逸する活動に対して付与するほか、
協⼒会社のクレジットカードのポイントや航空会社のマイレージからも交換でき、市内の商店
街などでの買い物に利⽤できます。

終了までのスケジュール
12月9日
（木）

クレジットカードポイント及びマイレージの交換終了
（12月10⽇以降は交換ができなくなります）

1月19日
（水）

ポイント付与申請期限
（付与対象活動は現在予定している令和4年1月3⽇までの活動まで
です。また、マイキーIDが未登録でポイント付与を受けていない方
は左記の期限までにポイント付与担当部署でマイキーＩＤ報告を
⾏ってください。）

2月28日
（月）

ポイント利⽤・商品券への交換期限
（3月1⽇以降は利⽤・商品券への交換ができなくなります。なお、
ポイントで引き換えた商品券は3月31⽇まで利⽤可能です。）

ポイント利用可能場所
相原二本松商店街 ポイント交換店にて商品券と交換（500円単位）

ふちのべきららカード会 ポイント交換店にて商品券と交換（1,000円単位）

sagamix 商品購⼊時、レジで利⽤（1円単位、現⾦併⽤可）

相模原市⽴博物館 プラネタリウム観覧料（現⾦併⽤不可）

問合せ先︓政策課（042-769-8203）



第３回全体会での要望書（案）に対する主な意見 

 

 （１）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。 

 

 （２）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。 

 

 （３）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。 

 

 （４）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。 

 

 （５）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。 

 



 （６）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。 

 

 （７）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。 

 

 （８）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。 

 

 （９）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。 

 

 （１０）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。 

 

※意見シートの提出はなし。 



 

 

 

 

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、地域の将来に向けて、地域

活性化や防災等を目的とした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、以下の

とおり有効活用を図った上で、存続していただきます様、切に要望いたします。 

 
 

２ 「芝生の多目的広場」の設置 

旧東清掃事業所の跡地利用について、地域活性化及び防災を目的として、以下のと

おり要望します。 

 

（１）自治会をはじめとする様々な地域活動団体の活動場所や子どもの遊び場として

の使用のほか、地域防災力の向上のため、自主防災組織や消防団等の訓練にも使用

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。 

 

（２）上記の広場設置後には、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としての指定をお願いします。 

 



令和３年１２月２日現在

Ｎｏ 部会役職

1 　

2

3

4

5 　

6 　

7 　

8

9 　

10

11 　

12

13

14

15

16

17

18

19

氏　　　名

新國　満

山梨　薫

　大野中地区自治会連合会　副会長 川島　光子

　大野中地区民生委員児童委員協議会　会長 堤　道子

　大野台公民館　館長

大浦　一人司

　大野中公民館　館長

  防災専門員 稲毛　一利

髙安　祥介

　大野中地区社会福祉協議会　会長

大野中地区防災計画検討部会員名簿 

　大野中地区自治会連合会　会長 森　　逸雄 

　団　体　等

　大沼公民館　館長

　大野中地区自治会連合会　副会長

　大野中地区自治会連合会　副会長 細谷　剛

　相模原消防団南方面隊第３分団　分団長 義澤　彰

  防災専門員 髙橋　健一

大久保　宗俊

　大野小学校避難所運営協議会　会長 大西　アヤ子

　大沼小学校避難所運営協議会　会長 髙田　祥次

　大野台小学校避難所運営協議会　会長 綱島　清孝

　鵜野森中学校避難所運営協議会　会長 小塩　賢治

　大野台中央小学校避難所運営協議会　会長 大浦　一人司

　若松小学校避難所運営協議会　会長 戸田　昌浩

　大野台中学校避難所運営協議会　会長 萩生田　秀利
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大野中地区防災計画検討部会 会則 

 

 

（名称） 

第１条 本部会は、大野中地区防災計画検討部会（以下「部会」という。）と

称し、事務局を大野中まちづくりセンターに置く。 

 

（目的） 

第２条 部会は、大野中地区まちづくり会議（以下、「まちづくり会議」とい

う。）の部会として、大野中地区防災計画を見直し、自主的な防災活動につ

なげることにより、大野中地区における防災・減災の取組を進めることを

目的とする。 

 

（構成及び任期） 

第３条 部会は、まちづくり会議委員及びまちづくり会議が必要と認めた団

体等をもって構成し、別表のとおりとする。 

２ 部員の任期は、令和３年度第１回の会議が開催された日から令和４年３

月３１日までとする。 

３ 部員の選出母体である団体等に役職の異動等があり、役職者等が変更と

なった場合においては、変更後の役職者等を後任者とし、任期は前任者の

残任期間とする。 

４ 前項の規定以外において、特に部会長が部員の補充をする必要があると

認めた場合には後任者を選定できるものとする。 

 

（部会長及び副部会長） 

第４条 部会に、部会長１人及び副部会長１人を置くものとし、部員の互選

により決定する。 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が

欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が招集する。 

２ 会議の議長は、部会長が務めるものとする。 

３ 部会長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、部員以外の者を会

議に出席させ、意見を求めることができる。 

 

（公開） 

第６条 会議は原則として非公開とする。 

２ 部会の検討経過及び結果について、まちづくり会議に報告するものとし、

地域住民への公開は、まちづくり会議において行うものとする。 

 

（意見聴取）  
第７条 大野中地区防災計画を見直すにあたっては、まちづくり会議が主体

となって、地区住民から幅広く意見を求めることとする。 

 

（委任） 

第８条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この会則は、平成２７年１月２９日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和３年２月１８日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

№ 団体等 備考 

１ 大野中地区自治会連合会 会長  

まちづくり会議委員 

２ 大野中地区自治会連合会 副会長 

３ 大野中地区自治会連合会 副会長 

４ 大野中地区自治会連合会 副会長 

５ 大野中公民館 館長 

６ 大沼公民館 館長 

７ 大野台公民館 館長 

８ 大野中地区社会福祉協議会 会長 

９ 大野中地区民生委員児童委員協議会 会長  

１０ 相模原市消防団南方面隊第３分団 分団長 

１１ 防災専門員 

ま ち づ く り 会 議 が 必 要 と

認めた団体等 

１２ 防災専門員 

１３ 防災専門員 

１４ 大野小学校避難所運営協議会 会長  

１５ 大沼小学校避難所運営協議会 会長  

１６ 大野台小学校避難所運営協議会 会長  

１７ 大野台中央小学校避難所運営協議会 会長  

１８ 若松小学校避難所運営協議会 会長  

１９ 大野台中学校避難所運営協議会 会長  

２０ 鵜野森中学校避難所運営協議会 会長  

 



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 

 


