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会議名
（審議会等名）

南区役所

席
者

麻溝まちづくりセンター

電話０４２−７７８−２３８１（直通）

（担当課）

開催日時

令和２年１月３０日（木）

開催場所

麻溝公民館

委

録

令和元年度第５回麻溝地区まちづくり会議

事務局

出

議

員

１階

午後７時３０分〜午後８時２０分

大会議室

２３人（別紙のとおり）

その他

０人

事務局

４人

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

１

あいさつ

２

議題

（１）
「麻溝地区まちづくり会議 道路交通部会」について
（２）令和２年度麻溝地区キャッチフレーズについて
会議次第

３

その他
〇麻溝地区地域ケア会議地域づくり部会での移動支援の仕組みづくり
の検討状況について

〇各団体の情報提供・情報交換

審

議

経

過

主な内容は次のとおり。（□は会長の発言、○は委員の発言、●は事務局の発言）
１

あいさつ
麻溝地区まちづくり会議中島会長のあいさつ

２

議題

（１）
「麻溝地区まちづくり会議 道路交通部会」について
事務局から資料、設置要綱（案）の説明の後に、質疑等を行った。
（主な意見・質疑等）
○道路交通部会のところに麻溝高齢者支援センター入れていただいております
が、現在地域づくり部会で相模原市から指定を受けて事業をやっており、高齢
者の移動支援を担当しておりまして、そちらとリンクすることころがあるかな
と思います。今回、道路交通部会委員は高齢者支援センターとしては辞退させ
ていただき、地域づくり部会と連携をとって、まちづくり会議に情報提供する
という形をとらせていただければと思いますがいかがでしょうか。
□高齢者支援センターは、この部会の委員を辞退されたいということです。
別で地域づくり部会を担当されているところもありますので、そちらのほうで
部会と連携をとってということですね
みなさんどうですか
（一同了承）
では、ご意見のとおり変更します。
○麻溝小学校ＰＴＡと、相陽中ＰＴＡは参加ですが、今回は夢の丘小学校は入ら
ないことになっていますが、その理由は何ですか。確認はしているのか。
●県道 52 号が一番大きいテーマでしたので、関わりの大きい２つのＰＴＡを委員
としています。夢小ＰＴＡに確認はしていませんが、今後必要になれば参加し
ていただくということも視野には入れたいと思っています。
□県道５２号を主に考えているのでそういう話なのですが、確かに地域の交通安
全を考える際には夢小関係者も入っていたほうがいいという意見は当然ある。
皆さんのほうで入っていただくのがよいというお話であれば相談したいと思い
ます
○ＰＴＡ会長も一年で変わる場合も、複数年やる場合もあります。その時のＰＴ
Ａ会長によって入りたくない場合も、入りたい場合もあると思います。お声が
けして辞退であればいいのですが、夢小ＰＴＡに知らせないでいて、後々、問
題になるという懸念があった。

□このような意見が出ましたが、夢小ＰＴＡにもお声がけさせていただくという
ことでいかがですか？
入っていただくかは、また別の話になりますが、声をかけて入っていただく打
診をするという形でいかがでしょうか。
（一同了承）
□夢小のＰＴＡにも声をかけさせていただくということにさせていただきます。
□他に何かなければ、こういう形で部会は発足させていただくと確認させていた
だきました。
●この部会については、今のところ２月から３月上旬の間で一回目の部会の開催
を予定しております。その際に、市の担当課にも出席いただき、意見交換、情
報提供をいただくということを予定しております。その結果をできれば次回の
まちづくり会議に報告したいと考えております。
□今お話があったように２月から３月の間に市のほうの道路の担当課もお話がき
ているようなので、第一回目を開きたいと思います。その際に委員長とかの選
任が必要かと思いますのでその時にしたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
（結果）
・部会のメンバーについて、高齢者支援センターを外し、夢の丘小ＰＴＡを入れる
こととした。
・第１回の会議を２月から３月上旬に開催を予定する。
（２）令和２年度麻溝地区キャッチフレーズについて
事務局から今年度キャッチフレーズ及び地区内での取り組み状況の説明の後に、
意見交換を行った。
（主な意見・質疑等）
□来年度に向けてのキャッチフレーズをどうするかについて後ほど皆さんからご
意見をいただきたいと思いますが、今取り組み状況の説明いただきました中で、
ご質問あればお願いします。
〇麻溝小学校ＰＴＡです。防犯カメラの話がありましたが先日、1/16 に県道５２
号側に二台目の防犯カメラを設置することができました。みなさまのご協力の
おかげです。ありがとうございました。一台目目は正門側でしたが、二台目は、
県道 52 号側の校舎の外壁につけている。今後拡幅工事が始まる中で、歩道橋含
めて線路まで網羅する形になっていますので、一番役立っていくのではと思い
ます。
今後も各種団体様、自治会、特に地域の自治会が主になるのかなと思いますが、

市の補助金を利用した防カメラの設置にご協力いただけるようお願いいたしま
す。
□それでは私のほうから、下のほうの地域コミュニティつくりのところで、青色
防犯パトロールの関係で少しだけお話させていただきたい。
青色パトロールは一昨年の 12 月から、南区役所の青パトを借りてきまして、地
域の方に実施の資格を取っていただき、乗っていただく形ですすめています。
当初は小学校の登下校の時間帯に見守り活動をスタートしました。今年度から
は夜間のパトロールも実施しています。
やっていただける方も増えていまして、
いまのところ月一回車を借りてきて翌日返しますので最大４回くらいの活動を
していますが、もう少し日数をふやしたいという話もあります。
来年度に向けては青パトの部会も立ち上げて活動を充実させ、将来的に車の確
保も考えていきたいと考えております。車の確保をどうするかということはい
ろいろありますが、中古の軽自動車を何とか安く確保し、それを使ったパトロ
ールができればと思います。もし車の確保でこういう方法もあるとか、あれば、
皆様にぜひ教えていただいて、何とか確保していきたいと思いますのでぜひよ
ろしくお願いします。
□今の説明を踏まえてキャッチフレーズに戻っていただいて、このキャッチフレ
ーズですが「歴史と自然と地域の和、未来につなごう いいまちあさみぞ」とい
う形で平成 28 年に決めて 4 年ぐらいになります。その間の動きもありますので、
できれば少し見直していきたいと思っております。委員の皆さんからご意見い
ただきたいのですが、いかがでしょうか？
□なかなかここですぐには難しいと思いますが、次回、３月にまちづくり会議が
ありますので、その時に最終的に決めていきたいとおもっております。それま
でに皆さんからご意見があればいただきたい。
できれば 2 月末までに何かあれば事務局に伝えていただき、それを踏まえた形
で次回案を出させていただきたいと思います。
３

その他
〇麻溝地区地域ケア会議地域づくり部会での移動支援の仕組みづくりの検討状況
について
俵委員（高齢者支援センター管理者）から別紙により検討状況の説明ののち質
疑等が行われた。
また、１月末日で俵委員が高齢者支援センターの管理者を退任されるとの報告
があった。

（主な意見・質疑等）
○アンケートは実施されたのか。

⇒すでにアンケート用紙を配布していて、２月中に回収するということで、各団
体にお願いしている。
○もうアンケート用紙は配られているということか。
⇒各団体にお願いしているところです。
□アンケートの配布、特に自治会連合会のところで、一応、今回は交通不便地区
ということで、古山上、古山台、さいこが丘、三自治会で話をさせていただい
ている。麻溝地区では、地域の特性で河岸段丘があって坂道も多いので、必ず
しも、交通不便地区にあたるところだけが、こういう問題があるわけではない
ということは、重々承知です。そういうところの意見は、社会福祉協議会以下
のところで、いろいろアンケートをとりますので、意見は拾えるのではないか
という意見もあり、自治会連合会を通じてのアンケートに関しましては、三自
治会に限って行っているということです。
アンケートの結果についてはみなさんにご説明させていただきたいと思います
のでよろしくお願いいたします。
〇各団体の情報提供・情報交換
桐戸副会長（麻溝公民館長）
○4 点ほど、ご紹介とお誘いをお願いいたします。
公民館まつりについては、昨年、施設の引っ越しでできませんでした。いよ
いよ今年はやります。実行委員のみなさんも大変張り切っておりまして、テ
ーマは、「走りだそう希望の未来へ」というところです。これはサークルの
祭典で、いろいろなサークルが日ごろの勉強をご披露する、また地域の皆様
にもパワーを持ってもらう、ああいう生き方いいなという場になればいいな
と思っておりますので、ぜひお誘いの上、お越しいただきたいと思います。
○二点目ですが、麻溝公民館が、今年 70 周年を迎えます。昭和 25 年に市内８
番目の公民館として設置され 70 年ということで、大きい節目かなと思うこ
ころです。記念事業は今考えているところですが、今日は二つお誘いさせて
いただきます。
記念講演でございます。元麻溝公民館に勤務されていた、内田和浩氏を講師
にお招きして、「公民館ってどんなところ」をテーマに記念講演を開催しま
す。
公民館を利用したことがない方、そして若者、中学生にもぜひ来てほしいと
いうことで、わかりやすい、大変いい講演になるのではと思っております。
社会教育の場としての役割もしっかり、コミュニティの場としての役割につ
いてもしっかりわかりやすくお話いただけるのではと思っています。皆様、
地域に戻られましたらぜひ各団体に宣伝していただいて、130 名以上の方が

このいい講演をお聞きいただけたらなあと思うところです。ぜひお誘いを、
お願いします。
○三点目に、記念事業としてですが、学区内の子どもたちによる活動発表と展
示会をこの館を貸し切りで行おうかなと思っております。地区内の保育園、
幼稚園、小中学校、高校、養護学校そして大学に参加を呼びかけ、地域のこ
どもの団体ということで、ジュニア・シニアリーダーズクラブなども参加し
て下さることになっています。活動の目的ですが、子供の居場所づくりの推
進、子供の健やかな成長を見守るまちづくりへの推進、子供のパワーを生か
すまちづくりへの推進という目的をもって、活動発表と展示会を館内で行い
たいなと思っております。今日ご出席いただいております。先生方もお忙し
い中、ご協力いただくということで、ぜひぜひ皆様にも来ていただきたいで
す。日程は、6 月の終わりごろから 7 月ごろで調整しております。細かいこ
とが決まりましたら皆様にご案内しますので、子供たちの姿をみていただ
き、また皆さんも子どもたちからパワーをいただけたらなと、そんな塩梅に
なったらいいかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
○四点目でございます。公民館の記録写真展というのを、麻溝公民館を語ろう
サークルのみなさんが今計画しております。大変すばらしい写真展です。開
所式にも見ていただいたと思いますが、旧館の 39 年に渡る事業の公民館活
動の写真が中心となるかなと思います。そのことについては、座長の本多さ
んがいらっしゃいますので、本多さんからお話をお願いします。
本多委員（当麻地区まちづくり委員会）
〇記録写真展の主催は公民館です。依頼を受けて、
「麻溝公民館を語ろう」とい
うサークルのメンバーが協力します。公民館の入り口にイーゼルでこの写真
展のパネルを表示しております。
公民館には、今まで撮りためた事業の記録写真がたくさんあります。これは
眠らせておくのはまずいということで、我々が公民館の事務局の了解を得
て、2 月 7 日から 9 日の三日間、コミュニティ室で、展示させていただきま
す。パネル以外にアルバムを机に全部置いて、皆さんで自由にみていただけ
る、みなさんの若かりし頃の写真が出てくるのではと思います。事務局で保
管していたもので、普段はご覧になることができないものです。是非この機
会にご覧いただきたいと思います。
井上委員（麻溝地区青少年健全育成協議会）
○青少年育成協議会です。私どもも、3 月 29 日に、まだ先になりますが、講演
会を行います。これは何を目的にやるのかというと、麻溝地区にジュニア、
シニアの若い人たちが非常に活躍している場面がたくさんあります。それを

今まで、地域の方々に部分的にしか見ていただいていないので、今回講演会
を通じてジュニアシニアの活動状況、今まで何年も続いてきている成果を発
表したいなと思っています。この大会議室でやりたいと思っています。講演
をしていただく方については、前南区長で、以前当麻山の青年の家に勤務さ
れたことのある、青少年学習センターの佐藤所長です。それから、シニアリ
ーダーの新倉ちなつさん、このお二方で講演会を実施する予定にしておりま
す。地域の方に、こんな素晴らしい活動をしているよ、このことによって地
域の子どもたちがいかに楽しく仲良く勉強しているかという事例を含めた
ものにしていきたいと思います。
今後、ポスターが出来上がりましたら、自治会連合会の回覧や掲示板、この
会議も含めて皆様に回しますので、ぜひ皆さんにもお声をかけていただい
て、参加してください。
よろしくお願いします。

※次回予定日
○第６回まちづくり会議：令和２年３月１８日（水）午後７時３０分から
場所

麻溝公民館 大会議室

令和元年度 麻溝地区まちづくり会議 構成団体委員名簿（出欠席）
委員
№

団体名

団体での
役職

氏

名

まちづくり
会議での
役職
会長

出欠席
出席

1 麻溝地区自治会連合会

会長

中島

勝平

2 麻溝地区自治会連合会

副会長

廣瀬

明美

3 麻溝公民館

館長

桐戸

初生

副会長

出席

4 麻溝地区社会福祉協議会

会長

仲川

邦廣

副会長

出席

5 麻溝地区民生委員児童委員協議会

会長

すみ子

副会長

欠席

6 麻溝観光協会

副会長

井上

時雄

出席

7 安全・安心まちづくり推進協議会麻溝支部

副支部長

座間

正見

欠席

8 安全・安心まちづくり推進協議会麻溝支部

副支部長

加藤

賢次

出席

9 麻溝地区老人クラブ連合会

理事

井上

公身

出席

10 麻溝地区子ども会育成連絡協議会

事務局長

福田

豊

出席

11 麻溝地区青少年健全育成協議会

会長

井上

國雄

出席

12 麻溝商工振興会

会長

石原

武

出席

13 麻溝公民館運営協議会

代表

箕輪

良市

出席

14 相模原市スポーツ推進委員

代表

小泉

勉

出席

15 相模原市青少年指導員

代表

16 相模原市農協麻溝支店運営委員会

委員長

政木

晃

出席

17 相模原市消防団南方面隊第１分団

分団長

高橋

信也

出席

18 麻溝小学校ＰＴＡ

会長

小泉

喜亮

出席

19 夢の丘小学校ＰＴＡ

会長

兼増

圭一

欠席

20 相陽中学校ＰＴＡ

本部書記

亜希子

出席

21 当麻地区まちづくり委員会

会長

本多

展克

出席

22 市場地区計画検討委員会

副会長

杉﨑

勝利

欠席

23 学校法人 北里研究所

課長補佐

和田

俊之

出席

24 学校法人 女子美術大学

校友室主幹

友部

徳寿

出席

25 麻溝高齢者支援センター

管理者

26 学校法人光明学園

校長

清水

尚人

出席

支援連携
グループリーダー

冨樫

幸乃

出席

27 県立相模原養護学校

相模原高等学校

春山

山口

竹間

俵

隆

芳次

出席

出席

出席

