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第 1 回ワークショップの結果 
 

■開催日時 2022 年 2 月 27 日（日） 午後 2 時 00 分～午後 4 時 00 分 

■場 所 南区合同庁舎 3 階 講堂 

■参加人数 25 名 

■主な内容 ワークショップの概要説明 

  相模大野駅周辺のまちづくりについて 

  《グループワーク》①「相模大野のいいところ 100 個あげよう」 

  《グループワーク》②「20 年後のわたしと相模大野」 

 

■結果概要 

《グループワーク》①「相模大野のいいところ 100 個あげよう」 

相模大野のいいところを、全員で“100 個”あげることを目標に、参加者各自が思いつくままに付

箋に記入し、５つのグループでまとめました。 

 結果、重複するものも含めると、「216 個」の意見が出て、個人経営の飲食店や、イベント等の意

見が多くありました。相模大野のいいところランキングは下の図のとおりです。 
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《グループワーク》②「20 年後のわたしと相模大野」 

 20 年後の自分は、相模大野でどのように過ごし、相模大野がどのようなまちであってほしいかを参

加者各自でイメージを膨らませ、ワークシートに記入をしました。さらに、グループ内や参加者全員

の前で発表したことで、多様な人々が生活する相模大野の現在の良さや、まちの将来イメージの共有

を図ることができました。 

 

 
 

（内容詳細） 

20 年後のわたしは… 
この街でこんな活動をしていたいか

ら… 

20 年後の相模大野はこうなっていて

ほしい  

墓の中 芸術、文化振興の活動!! 学生が地域社会に溶け込み、県下一

の学生が住みやすい学園都市に!!文化

芸術が盛んで商業地域も潤う街!! 

バリバリ働きつつ、結婚して家庭を

持ちたい 

子供との時間も仕事も充実した生活

を送りたい 

家族とたくさんの思い出がつくれる

まちになってほしい 

65 歳。孫のベビーカーを押しなが

ら、中央公園をお散歩している。会

社は大きくなって東京に本社が行っ

てしまっているかも…。仕事とプラ

イベートの時間をバランス良く人生

を楽しんでいる。 

孫が育てる平和な静かな街。会社の

ネームが入ったスポーツチームを応

援している 

ハデでなくて良いので、住みやすい

まちであってほしい。子育てするな

ら相模大野 

結婚していてほしい…（願望で

す）。やりがいを感じられている職

業に就いていたい。 

働いていたい。もしくは子育て 神奈川を代表とする都市になってほ

しい！ 

子供たちが結婚して主人と愛犬と今

の家で暮らしている。 

孫の世話 子供たちがずっとここに住んでいた

いと思える場所 

69 歳、妻 66 歳（二人暮らし）、長

女 37 歳、次女 35 歳（結婚→孫 10

歳（？））。仕事は今よりセーブし

て後継者を育て引退の準備 

休日にのんびりと街を散歩したり、

買い物したり。夫婦で 

70 歳過ぎても街を安心して歩けるよ

うに、雨でも滑らず、転ばない道路

整備。 

飲食店だけではなく、「休日に」

「楽しめる」商業施設（アトラクシ

ョン、体験型）や「休憩所」がほし

い 

・会社にしがみついている。 

・その上で沿線の魅力向上、まちづ

くりに貢献している 

中央公園の指定管理または P-PFI の

担当をしている。 

・多摩都市モノレール相模大野延伸 

・ペデストリアンデッキを公園化 

※土木屋なので… 

会社を上場させて社員一万人になっ

ている。相模大野に住んでいる。 

不自由なく、市全体で生活していた

い。相模大野をベースにしていろん

な場所に行ったり、企業活動や社会

活動をしていたい。 

肩を張らずに何も考えず、ストレス

なく、生活できる場所であり続けて

ほしい！（今もそうだから） 

☆中心部のテナントの賃料を下げる
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か、市から借りる時補助金を出して

ほしい。個人の店を増やすため！ 

家庭をもっていて、仕事と両立でき

ている。 

よく遊びに来たり、買い物をしに来

る街。快適にぶらぶらしたい（見る

だけでも楽しい） 

バスのグリーンホール前への行き方

（駅から）が分からなくて困った事

があるので、もう少し分かりやすく

してほしい。ステーションスクエア

のオブジェ（クリスマスツリーな

ど）とかは見ていて楽しいのでこれ

からも続いてほしい。もっと見てい

て楽しい街（美術とか…） 

今の会社に勤め続けていると思う。

相模大野から移動していると思う。 

イベントやお祭りに関わり続けた

い。 

多くの人が訪れる街になってほし

い。 

家族を含め、生活、暮らしが少しで

も楽しい気持ちになることを仕掛け

続けている 

住みやすさ、居心地の良さを科学し

たい（20 年後かは分かりませんが

…）。（お店） 

【日本版ポートランド】人々の結び

つき、関わり合いの中で。〜暮らし

やすさ、住みよさも日々実感できる

まち〜 

定年を迎えて東京から相模大野に転

居して、ゆっくりとした時間を過ご

している。公園や施設巡り、同世代

とサークルをつくって楽しんでい

る。地域貢献活動をしている。 

地域の皆さんと一緒にサークルをつ

くり、活動を行う（野球、サッカ

ー、ゴルフ ex）。 

地域貢献活動団体をつくるか、参加

をしている（子どもたちを守る防犯

パトロール、昔の遊びを教えてあげ

る）（商店街の活性化） 

・渋滞の少ない街 

・救急体制が整っている街（●●●

医療の充実） 

・商店街の更なる活性化 

・ファミリーとともにシニア層にや

さしい街 

20 年後の私。年齢 80 歳（自分の体

調、歩行できるか、元気に暮らせる

か、仮に重度の病床生活か）人生

100 歳。自分の不可能な年齢目標。

地元育ちなので、健康であれば好き

な自動車免許だけは死ぬまでハンド

ルを切る 

車の運転が思うようにいかないの

で、若者老人問わず楽に駐車できる

システムを!!若者の経営者が多い商店

会なので、昔話をしながら飲食店の

アルバイト 

・大野 4 商店会が元気にがんばって

継続してほしい 

・駅前が待ち合わせ場所となるモニ

ュメントを!!（渋谷にハチ公、相模大

野は何かな（大野らしさのものを!!） 

・文化施設（映画館や e スポーツな

ど） 

・駅前にも緑化を 

仕事をリタイアし、小旅行や食べ歩

きなどゆっくり過ごしている。でき

ることなら孫ができて、楽しく過ご

したい。 

自宅周辺において、クリーンになる

ような活動かな？ 

車を手放す年齢となり、交通事情

（渋滞）を改善してほしい。バスの

利便を高めてほしい。公共機関（集

合）までのアクセスが便利であって

ほしい 

朝のラジオ体操から始めて、ゆっく

り街中を散歩し（ブランチをカフェ

でいただく（食す））午後は少し勉

強（趣味）をして、夕食をしっかり

つくる（現在時間がないので） 

散歩をしながら危険な建物や場所の

チェックをして、防犯に協力 

緑豊かな季節を感じる街。人とのコ

ミュニケーションのとれる街。（フ

ォルムなどミニ集合地）人々の趣味

などの発表の場をつくり見ていた

い。安全にゆっくり散歩ができる街 

53 歳！仕事をバリバリやっている。

終の住み処探し。新しい事業をいく

つも検討している。お金に物を言わ

せてグルメに走る。 

各公共施設同士が連携した事業、イ

ベントが毎月（日々）行われてお

り、アド街で紹介され、更に来街者

が増えていてほしい。Exe.公園での

フリーマーケット、街のスタンプラ

リー、ラーメン激戦区 

・商店街には空きテナントがなく、

たくさんの店舗が入っている。個人

飲食店が増 

・住みたい街ランキング上位キープ 

・週末は観光、街歩きで人があふれ

かえっている。町田＜相模大野にな

っている 

・道の整理＋花壇が増えて華やかな

道になっている 

リタイアして生活を楽しんでいる→

色々（個性豊か、特徴がある）な街

に出かけて楽しみたい。 

相模大野でエリマネ。学生や街で活

動←支援→街のほとんどが学生→学

生がつくる街「ブルックリン」商業

学生が仕掛ける中央公園や駅前広場

には常に人が集まっている（交流、

情報発信、いやし（くつろぎ）、エ
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（飲食、物販）、ものづくり、サー

ビス、ビジネス（企業） 

ンタメ、ショッピング、ビジネス

他） 

元気でいれば何らかの形で映像制作

に携わっていたい。現在の延長とし

てはテレビドラマや劇映画、その他

にドキュンメンタリーにも取り組ん

でいたい。 

相模女子大学や相模大野を映像を通

して PR していきたい 

緑豊かでゆったり暮らせる（過ごせ

る）街であってほしい。大学と街の

交流がもっと深まってほしい。歩行

者が安心して歩ける街路の整備 

80 手前になっている自分はおそらく

ボーッとした生活をしているかなと

思います。動けるようならこれまで

できなかったことをたくさんやって

いきたいな。 

20 年後の変化を自分の目で確かめて

みたい。今の良さがどう変わってい

るのか、街並みがどう変わっている

のか。 

何かで突出したまちづくりをしてほ

しい。相模大野に行けばこれが有名

になっているとか、○○な店が並ん

でいる（例えば電気店、古本屋街の

ような） 

今と変わらず相模大野で不動産業

（テナント、マンションの募集、管

理）をしている。商店街をシャッタ

ー通りにしない。 

商店街の活動、自治会、住人の方々

との交流を継続していきたい。「人

と人とのつながり」を大切にする 

大型商業施設だけでなく、商店街通

りの個人店が活気づく町（街）にし

たい 

生きている保障はないが、共に年を

重ねた友人たちと地域の高齢者の福

祉に取り組んでいると思う。また、

これまでの経験を子育て世代にどう

伝えるか悩んでいると思う 

元気であれば、地域のまちづくりに

参加していると思う。自治会活動に

終わりはないので、その時にある課

題に取り組みたいと考える 

地道に地域で活動する人は存在して

いるとは思うが、そのボランテイア

活動に参加せず、フリーライダーが

増えていくかもしれないことが心

配。シビックプライドをもつことは

大事だが、それを支える市民のボラ

ンティアが増えないと、その維持発

展は難しいのではないかと懸念して

いる 

（40 歳）仕事と家事と育児に大忙

し。愛犬と相模大野の街を散歩する

のが日々の癒やし。 

地域に携わる仕事がしたい。ボラン

ティア。仕事をしながら安心して子

育てができる環境であってほしい。

施設、サービスの充実。環境（治安

が良い） 

相模大野に将来住んでいなかったと

しても「また行きたい」「帰りた

い」と思わせる環境。具体的な設

備、サービスだけではなくイメージ

も大切だと思う（明るい、良い街、

あたたかい） 

子どもは成人しているので、地域の

活動に参加したり、ボランティア等

をしていたいです。 

実家が遠く、頼る親が近くにいない

子育て世代の人のお手伝いをしてあ

げたい。又は一人暮らしをしている

高齢の方のお話相手になりたい 

安全面で不安のないような道路整備

をしてほしい。杖とベビーカーでも

歩きやすいまちづくり 

40 代、社会人。ペットを飼ってい

る。ジムに通っている 

地域コミュニティの活性化。空き

地、空き家の利用 

子育て世代、高齢者にやさしい街、

自然が残っている 

相模大野にはいない。田舎でゆっく

り暮らしたい。仕事しかり、生活し

かり 

たまに帰ってきたい。おばあちゃん

の家に帰ってくる。地元の友だちに

会いに。 

ずっと快速急行が停まる駅 

→栄えている町、人がいっぱいいる

町→働く世代が住みやすい町（友だ

ちが住みやすいと良いなぁ） 

→相模大野に働く場所があれば良い

なぁ 
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