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様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 

第１回 次世代に引き継ぐ 

淵野辺駅南口周辺のまちづくり市民検討会 

事務局 

（担当課） 

都市計画課  電話０４２－７６９－８２４７（直通） 

生涯学習課  電話０４２－７６９－８２８７（直通） 

公園課    電話０４２－７０７－７０２２（直通） 

開催日時 平成３１年３月２日（土）午前１０時～午後０時１０分 

開催場所 相模原市立図書館 ２階 大集会室、中集会室 

出 

席 

者 

委 員  ２８人（別紙のとおり）。 

その他   ０人 

事務局 
１５人（まちづくり計画部長、生涯学習部長、環境共生部長、都

市計画課長、生涯学習課長、公園課長他９人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ４人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

（１）開会のあいさつ 

（２）委嘱式 

（３）有識者協議会委員紹介 

（４）これまでの取り組みについて 

（５）自己紹介を兼ねたグループワーク 

（６）今後の進め方の案と運営のルール等について 

（７）閉会のあいさつ 
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審  議  経  過 

同日に有識者協議会が発足したため、要綱第５条第４項の規定に基づき、都市計画

課長が進行した。 

 

主な内容は次のとおり。 

（１）開会のあいさつ 

   まちづくり計画部長あいさつ 

 

（２）委嘱式 

   次のとおり委嘱状を交付した。 

  ・まちづくりワーキンググループ … まちづくり計画部長より委嘱状交付 

・公共施設ワーキンググループ … 生涯学習部長より委嘱状交付 

・公園ワーキンググループ … 環境共生部長より委嘱状交付 

 

（３）有識者協議会委員紹介 

有識者協議会委員を紹介し、鈴木委員が会長に、山本委員が副会長に選出され

たことを報告した。 

 

（４）これまでの取り組みについて 

事務局より、資料「次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて」

を使用して、説明を行った。 

 

（５）自己紹介を兼ねたグループワーク 

会場を大集会室から中集会室に移し、５グループに分かれ「自己紹介」と「あ

なたの淵野辺のお気に入りポイントをおしえてください」をテーマに、グループ

ワークを行った。 

「あなたの淵野辺のお気に入りポイントをおしえてください」については、次

のとおり発表を行い、全員で情報を共有した。 

 

 ＜Ａグループ＞ 

  ・駅の近くに公園があり、高い建物がなく、駅前から公園越しに沈む夕日が美し

い。 

  ・鹿沼公園が魅力である。めずらしい交通公園やＤ５２があり、静かな住みやす

い環境である。 

・淵野辺駅周辺は、のんびりとした懐かしい感じがある。 

  ・駅周辺に公共施設が多く、商店街も残っている。 
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・魅力的な店舗や特徴のある飲食店がある。 

  ・駅や公園で定期的にマルシェなどを開催しており、若者たちに元気がある。 

  ・北口と南口でまちの雰囲気がはっきり違っていておもしろい。 

 

 ＜Ｂグループ＞ 

  ・地形が平らで自転車で活動しやすく、高齢者や子育て世代にも住みやすい環境

である。 

  ・駅近くに図書館や公民館、児童館などがあり、公共施設を利用しやすいことが

魅力である。 

・ＪＡＸＡの最寄りの駅である。 

  ・北口に飲食店が多く、個人経営されているお店で、評判が良い店がある。 

  ・コンビニエンスストアも多く、必要なものが揃うので、住むには環境が良い地

域である。 

  ・学生が多いので、昔に比べると若いイメージの地域である。 

  ・保育園もかなり増えている。マンション開発により待機児童も多い地域である

が、その分、子育て支援の対策も充実してきており、子育て世代にも優しい地

域となっている。 

  ・地域のたくさんの方が通学の見守りをしてくれるので、親も安心である。 

・春には桜がきれいで、児童交通公園やＳＬがある自然豊かな魅力がたくさんあ

る鹿沼公園がある。 

 

 ＜Ｃグループ＞ 

  ・まちがのんびりして心地よい。 

  ・何もなさそうなところが魅力ではないか。 

  ・地形が平らで暮らしやすく、駅を降りたらすぐに公園がある。 

・境川沿いをずっと歩ける。鹿沼公園だけでなく淵野辺公園などテニスコートも

多い。 

・鹿沼公園には、水辺がある。図書館が近くにあるというのが良い。 

  ・博物館やＪＡＸＡ、銀河アリーナ、図書館など色々な文教施設がある。 

  ・大学が多く、まじめな学生が多い。 

  ・保育園が多く、病児保育や児童館、学童など幅広い支援があり、病院やクリニ

ックが充実しており、子育てをしやすい環境である。 

  

＜Ｄグループ＞ 

  ・大学、公園、文化施設など魅力がたくさんある。 

・カフェや薬局があり、コンビニエンスストアも多く、生活のしやすさにつなが
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っている。 

  ・読書好きな方が多いのは、図書館や本屋がある環境によるものではないか。 

  ・駅のロータリー、道の広さ、緑の多さなど、まちの見栄えが良い。 

  ・大学の文化祭が魅力である。まじめな街として親しまれている。 

  ・主旨とは異なるが、グループに様々な年代の方がおり、良い議論ができた。 

  

＜Ｅグループ＞ 

  ・淵野辺駅の近くには、運動ができる淵野辺公園もあり、駅近くの鹿沼公園の両

方が楽しめる。 

  ・鹿沼公園は、桜が魅力で、シダーローズという松ぼっくりが取れる。 

  ・駅の周辺に公共施設や駐輪場が揃っていて、利便性が高い。 

・近くにスーパーがあり買い物も便利である。 

・軍の関係で基盤整備がされており、道路もきれいにできている。 

・飲食店が北口に集まり、南口は静かで住環境が良い。 

・淵野辺駅の乗降客は市内で３番目だが、その割には、よい環境である。 

 

（６）今後の進め方の案と運営のルール等について 

事務局より、資料に沿って、市民検討会の今後の進め方の案について説明を行

い、運営のルール等についてご理解を頂きたいとお願いした。 

 

（７）閉会のあいさつ 

  有識者協議会の鈴木会長あいさつ 

 

以 上   
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出  欠  席  名  簿 

まちづくりワーキンググループ  公共施設ワーキンググループ 

氏 名 ふりがな 出欠  氏 名 ふりがな 出欠 

飯田 秀雄 いいだ ひでお 出席  安達 和夫 あだち かずお 出席 

飯高 千里 いいだか ちさと 出席  内田 清 うちだ きよし 出席 

植田 憲司 うえだ けんじ 出席  太田 裕 おおた ゆたか 出席 

茅 弘秋 かや ひろあき 出席  小方 明 おがた あきら 出席 

今 美和子 こん みわこ 出席  小野澤 行雄 おのざわ ゆきお 出席 

佐野 玲希 さの れいき 出席  佐伯 明美 さえき あけみ 出席 

白石 一郎 しらいし いちろう 出席  瀬戸 凌太郎 せと りょうたろう 出席 

畑 耕一 はた こういち 出席  高柳 眞木子 たかやなぎ まきこ 出席 

山林 亮太 やまばやし りょうた 欠席  平本 崚 ひらもと りょう 欠席 

渡辺 章 わたなべ あきら 出席  矢部 裕子 やべ ゆうこ 出席 

公園ワーキンググループ 
    

氏 名 ふりがな 出欠     

飯沼 容子 いいぬま ようこ 出席     

荻野 弓希子 おぎの ゆきこ 出席     

荻原 ますみ おぎわら ますみ 出席     

岸本 孝史 きしもと たかし 出席     

黒田 久也 くろだ ひさや 出席     

城田 大介 しろた だいすけ 出席     

狭間 宏明 はざま ひろあき 出席     

北條 幸治 ほうじょう こうじ 出席     

前田 智恵子 まえだ ちえこ 出席     

山本 有紀 やまもと ゆき 出席     


