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会議次第 

 

１． 開会 

 

２． 会長あいさつ 

 

３．南区長あいさつ 

 

４．新委員の紹介 

 

５．議題 

（１）令和４・５年度の役員の選出について 

 

（２）大野中地区防災計画の改定について 

 

（３）地域活性化事業交付金について 

 

（４）旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書の提出の報告について 

 

（５）「地区まちづくりを考える懇談会」に向けての検討について 

 

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２回全体会 

  日時：令和４年６月３０日（木）１９時から 

  場所：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 

   前年度の森会長から挨拶がされた。 

 

３．南区長あいさつ 

   菅谷南区長から挨拶がされた。なお、令和４年４月１日付けの人事異動に伴い、

仙波南区副区長及び大野中まちづくりセンターの栗山所長の紹介がされた。 

 

４．新委員の紹介 

   事務局から新委員の紹介（９名）をした。 

 

５．議題 

（１）令和４・５年度の役員の選出について 

  互選により、次のとおり、令和４・５年度の役員の選出が決定した。なお、選出

後、森会長から会長就任のあいさつがされた。 

 

 （令和４・５年度役員） 

会 長：大野中地区自治会連合会 会長 森 逸雄 

  副会長：大野中地区社会福祉協議会 会長 新國 満 

  副会長：大野台公民館館長 髙安 祥介 

  副会長：大野中地区商店会 田村 小次郎 

  副会長：大野中地区民生委員児童委員協議会 会長 堤 道子 

  副会長：大野中地区老人クラブ連合会 会長 臼倉 昭夫 

 

（２）大野中地区防災計画の改定について 

  事務局から、令和３年度第１・２回大野中地区防災計画検討部会の結果報告をす

るとともに、改正の考え方と個別の課題事項に対する対応方針の説明をした。 

（結 果）修正提案として、素案の市（防災会議）への提出が承認された。 

（主な意見等） 〇＝委員、▲＝事務局 

〇大野中地区防災計画の冊子の配布がなくて、分かりづらいが、既に配布されて

いるのか。 



 ▲令和３年度の部会出席委員には、配布している。令和４年度の新委員等には、

配布していないが、冊子は分量が多く、その場で読みこなせるものではないと

判断させていただき、その代わり、今回の改正のポイントを個別に説明させて

いただいた。今回の新旧対照表が、現計画に反映して修正されるものと考えて

いただきたい。新委員で冊子や素案の配布を希望する方は、事務局に声かけい

ただきたい。 

  〇市ＨＰにも、大野中地区防災計画が掲載されているので、新委員の方は、時間

のある時に是非見ておいていただきたい。 

 

（３）地域活性化事業交付金について 

  事務局から、令和４年度の募集要領に沿って説明をし、併せて、該当案件があれ

ば、大野中まちづくりセンターにご相談いただきたい旨の説明をした。 

  また、地区配当予算が、令和３年度の１５０万円から令和４年度は１２０万円に

減額になったが、南区全体で１６０万円の予算をプールして、柔軟に対応できる仕

組みづくりがされたことの説明を行った。 

  その他、交付金は３年間を限度とするものだが、令和４年度から、３年を満了し

たイベント系事業で、区が認めた事業については、他の制度（地域市民まつり等助

成金）において、引き続き、一定額の助成を受けることができるようになる改正が

されたことの報告をした。 

 

（４）旧東清掃事業所の跡地利用に係る要望書の提出の報告について 

 森会長から３月４日に市長面会により、要望書を提出した旨の報告がされた。 

 

（５）「地区まちづくりを考える懇談会」に向けての検討について 

  Ａ・Ｂ・Ｃの３グループに分かれて検討を行った。各グループの検討結果は、以

下のとおり。なお、次回全体会で、課題の精査をすることになった。 

  （Ａグループの発表） 

   ・古淵駅から教習所方面へ行った交差点について、交通事故が多いので、交差

点が接している大野北地区とも調整の上、対策を市と懇談していきたい。 

   ・西大沼の大野台中学校近くのファミリーマート付近の道路について、道幅が

狭く、中学生が車に轢かれてしまう事故も起きている。こうした危険個所に

ついては、低予算でできる対策として、路面に何らかスピードを落とすため

のものを設置できないか。 

  （Ｂグループの発表） 

   ・御嶽神社の抜け道について、途中から道が狭くて危険。狭いから車のスピー

ドがでなくてよいという考え方もあるが、どうにかできないか。 



   ・タムラ電気の前の道路も同様に狭くて危険。 

   ・大沼神社付近の道路の歩道について、ポールが立っていて狭く、また、ガタ

ガタしていて、ベビーカーも通れない。以前から話に出る場所であるので、

何らか対策できないか。 

   ・国道１６号に架かっている「こもれび橋」について、手すり等の汚れや錆が

目立つので、自転車道を含めてアフターケアが必要。 

  （Ｃグループの発表） 

   ・国道１６号のニトリモール前の交差点について、たくさんの自転車が歩道に

滞留しており、通行に支障があるため、たまり場を広げられないか。また、

自転車が交差点を横断時に、車の巻き込み事故が起きているので、何らか対

策ができないか。 

   ・今現在の道路計画を教えてほしい。 

   ・中央区では自転車専用レーンも設置されているが、大野中地区では、歩道の

整備が遅れているのではないか。歩道に電柱が多いので、道路整備とともに、

歩道も広げられないか。 

 

５．その他 

（１）各団体の情報提供・情報交換について 

   ・地域では人材不足に困っており、埋もれた人材を発掘しようと、人材バンク

の様なことを、まちづくりセンターと協力してできないか、検討している旨、

委員から説明があり、次回以降の検討課題とした。 

 

（２）今後の日程について 

  事務局から、以下のとおり次回会議の説明をした。 

第２回全体会 

    日時：令和４年６月３０日（木）１９時から 

    場所：大野中公民館大会議室 

 

６．閉会あいさつ 

 髙安副会長から閉会のあいさつがされた。 

 

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 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 野口 裕光 出席 

14 大野中地区スポーツ推進委員 代表 佐伯 美鈴 出席 

15 大野中地区小学校ＰＴＡ 代表 山口 恵 出席 

16 大野中地区中学校ＰＴＡ 代表 町田 摩里香 出席 

17 大野中地区健康づくり普及員 代表 後藤 伊津子 出席 

18 大野中地区ボランティアグループ 代表 上林 眞由美 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 古賀 幸枝 出席 

21 大野中地区連合自主防災隊 代表 稲毛 一利 出席 

22 相模原市消防団南方面隊第３分団 代表 西口 卓也 出席 

23 大野中地区企業（大野台事業所協議会） 代表 齋藤 裕 欠席 

24 大野中地区地域包括支援センター 代表 水戸部 慶子 出席 

 


