
第 12 回住まいのまちなみ賞 
茅ヶ崎市松風台自治会まちづくり運営委員会 

（平成 30 年度報告） 

 

平成３０年度の年間の活動 
 

１．その他の活動住民協定の運用 

１）建築計画への対処 

今年度、建築計画は 5件であり、事前記入表受付から近隣住民説明会まで、すべて住民協定を

満足し、5軒全てに「確認書」を発行した。なお、近民説明会には 25 世帯の住民が参加した。 

さらに今まで畑地であった土地の宅地開発申請があり、土地造成や開発内容について近隣 22

軒の皆さんに声をかけ、現地説明会に立ち会った。 

市により 7軒すべての剣舞、土地開発が認められたので、松風台住民協定に則り、事前相談、

近隣説明会を行った。 

 

２）情報収集活動 

毎年 3月、8 月の 2 回、松風台の空き地、空き家調査を行っている。 

2018 年 8月現在、593 戸調査 

空き家 10 軒   新規空き家 2軒 他 8軒は従来からの継続 

空き地、1戸    従来から継続 

空き家、空き地合計は 1.8％であった。 

 

３）広報活動 

「まちづくりだより」を 2回発行全戸配布 

13 号の主な内容:まちなみプロジェクトチームの活動状況報告 

「玉川学園地区」のまちづくりについて寄稿 

松風台住民協定 6 年目の見直し結果 

14 号の主な内容:松風台自治会長の寄稿 

「松風台住民協定をもっとご理解いただくため」解説 

空き家、空き地調査の状況報告 

 

松風台ホームページによる情報提供を行った。 

 

４）行政との関わり 

6 月 27 日茅ヶ崎市景観みどり課、高橋アドバイザーとの意見交換会 

今年度事業計画を報告、意見交換 

市建築指導課と松風台住民協定への不十分な業者に対する相談を行った。 

11 月 23 日、景観みどり課、高橋アドバイザーと玉川学園地区訪問 
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２．その他の活動 

１）松風台２４街区の畑地の開発 

これまで、約 44年間畑地であったところに 7区画の 

造成計画の情報が入った。 

自治会と合同で隣地との境界、道路幅、ゴミステー 

ションなどについて、造成業者との話し合いを行った。 

敷地高さをどの程度とするか、隣接の松風台の住民宅 

との高さがどの程度となるか、敷地の境界線の隙間の 

問題などについて 11月 29 日業者との立ち合いのもと 

近隣 20 数名が参加し、現地での説明会を行った。 

 

 

２）玉川学園地区訪問 

11 月 23 日、第 12 回「住まいのまちなみコンクール」 

で受賞した「玉川学園地区」を「鵠沼一松会」「茅ヶ 

崎市役所」とともに訪問した。 

当日、3グループに分かれ街散策。 

玉川学園のある学園都市であり、なだらかな丘陵地 

における 90 年以上の歴史ある街並みは桜並木やその 

他の樹木が地形に合わせて茂り、家屋敷がゆったりと 

建っていて落ち着いた風情があった。 

その後、高橋アドバイザーの司会で各団体の活動報 

告や意見交換を行った。 

 

 

３）茅ヶ崎市都市政策課の要請によるワークショップ開催 

若い人の参加希望ということでこの 7年間、新たに 

住民になられた方々へ参加案内を行った。 

都市政策課との 2回の事前打ち合わせを行い、テー 

マ、進め方などを協議した。 

12 月 9 日、第 1回ワークショップが開催され、住民 

20 名大学関係者、職員など 11 名（大学生 3名、ファ 

シリテーター4名、職員 3名、その他 1名）が参加し 

た。松風台を選んだ理由、住んでみた感想、課題など 

についてポストイット形式で意見を出し合った。 

 

現地説明会 

まち歩き 

ワークショップ 
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受賞を契機に新たに取り組んでいること 

  

年度初めにまちなみプロジェクト活動の活動方針を検討した。 

「住まいのまちなみ賞」受賞を機に街のコミュニティーを育む活動を発足させた。 

住みたい街、暮らし続けたい街をめざして有志の方々を中心に「まちなみプロジェクト」を結成

し活動している。 

昨年は「ここはふるさと松風台」のスローガンのもと、各行事への子供たちの参加を重点に活

動してきた。具体的には、夏祭りでのみこし組み立て、火の用心巡回、芋煮会、餅つき大会など

である。 

今年度は、さらに連帯感の拡大をめざしてより多くの住民が参加できるような活動項目の設定

を行った。 

 

1、心に残る景観の整備 

2、季節の行事への協力 

3、日々の暮らしの支援 

 

 

１.心に残る景観の整備 

１）公園の整備 

松風台には東、南、西の 3つの公園がある。これらは子供の遊び場、大人のコミュニティーの

場、高齢者の憩いの場などになっている。公園は市の管理となっているが、より使いやすくする

ため各公園近隣の有志で整備活動を行うこととした。 

6 月 22 日、市公園緑地課にきてもらい、各公園の要望事項をもとに打ち合わせを行った。安

全確保、防犯、美観などの観点から樹木伐採、水たまり対策、砂場改善などを申し入れた。 

 

まちなみプロジェクト有志で行った活動 

活動項目 場所 実施日 

雑草取り 東、南公園 6/23、7/5、7/9、9/6、11/11 

枝木伐採 南公園 7/6、7/8、8/15、9/7 

ベンチカバー製作（8脚） 西公園 7/12、7/19 

犬のフン実態調査 東、南、西公園 7 月から週 1回 
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（１）雑草取り 

 春から夏にかけて長く伸びる雑草取りを行った。 

公園近くに住んでいる人たちが交代で参加し、合 

計 5回実施した。 

芝生の中に生えているイネ科の雑草であり、地 

上の長い部分はローンカッターで切り、地中の根 

っこは小鎌で根を切る作業である。作業中、長い 

草に隠れていた犬のフンを見つけて、処理した。 

 

 

（２）枝木伐採 

公園で遊んでいる子供たちの安全確保、防犯、 

公園内街路灯の道路側への明るさ確保を目的と 

して枝木伐採を行った。 

公園内の見通しを良くするため、約 2ｍ以下の 

下枝を切った。公園内の見通しの良さは犬のフン 

対策にも効果が期待される。 

その他、住民の要請により、道路側への高い枝 

木を 4件伐採した。 

（道路への通行障害、電線接触、道路標識への障害） 

 

 

（３）ベンチカバー製作 

松風台には 3つの公園に 20 個のコンクリート製 

ベンチがある。 

昨年度、東と南公園の 12 個のベンチに木製カバー 

を取り付けた。 

今年度、西公園の 8個のベンチに木製カバーを製作 

し取り付けた。 

材料購入、切り出し、ペンキ塗り、組み立てなどの 

工程がある。ペンキ塗り、組み立てについては有志に 

呼びかけ、7月に実施した。木製カバーなので、今後 

長く使用出来るように適切なメンテナンスが必要とな 

る。 

 

 

 

ベンチカバー組み立て作業 

枝木伐採作業 

雑草取り作業 
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（４）子供遊具下の水たまり対策 

 最近大雨の時、公園のブランコ、鉄棒 

の下に雨水が溜まるようになり、1 週間程 

使用出来なくなった。このため、市に排水 

手段の相談をした。11月、重機で土を掘り 

起こし、排水のための砂に入れ替えてもら 

った。（東、西公園） 

 

 

 

（５）犬のフン実態調査 

3 つの公園、および公園脇歩道の調査を行った。グラフは週 1 回、7 か月間の発見回数推移で

ある。公園内では雑草取り時、フンが顕在化し、脇歩道では一定間隔で植えてあるツゲなどの木

の下で発見されることが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 季節の行事への協力 

１）夏祭り 

 毎年 8 月に夏まつりが盛大に行われる。 

みこしは大人が担ぎ、子供は安全面から 

離れた所をくっついていった。今年度は子 

供が担いて、大人がサポートするような担 

ぎ方を検討した。右写真のようにみこしを 

子供の高さに合わせるよう、肩紐を用意し 

た。 

 

 

 

公園の柵に取り付けた看板 

大人と子供によるみこし担ぎ風景 

水たまり対策したブランコ 
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２）芋煮会、餅つき大会 

 11 月 17 日、南で芋煮会が行われた。 

まちなみプロジェクトでは活動団体 

「ふるさとワッショイ」がテント設営、 

カマド設置、火たきなどを受け持った。 

また、住民の好意により、畑で栽培し 

ている里芋約 80kg の収穫を行った。 

なお、行事に合わせて会場の広さ確保 

のため、公園内の枝木伐採を 2日間行っ 

た。当日は晴天であり、約 180 人の参加 

があった。 

 

2 月 2 日、南公園で餅つき大会が行われた。 

「ふるさとワッショイ」の役割は芋煮会と同 

様であり、準備会議 3回と前日必要備品の取 

り揃えを行った。当日は晴天であり、子供た 

ちが餅つきの体験が出来るよう子供用きねを 

準備して順番についてもらった。 

 

 

 

 

３）火の用心巡回 

 今年度も 12月、1月に「火の用心 

巡回」を計画して、計 6回実施した。 

全戸回覧およびポスターによる住民 

の参加呼びかけを行った。その結果、 

参加者は 1回あたり昨年の 11 人から 

16 人と増加した。夜寒い中、子供たち 

は元気に大きな声を出して巡回した。 

巡回最後の日は自治会館に帰ってから 

軽く軽い飲食でお互いの親睦をはかった。 

 

 

 

 

 

芋煮会風景 

餅つき大会風景 

巡回後のひととき 
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２.日々の暮らしの支援 

１）掲示板設置 

 松風台の北側に住んでいる住民から、自治会館 

から遠いため、自治会専用の掲示板設置要請が 

ありました。 

場所は西公園とし、市と現地での打ち合わせを 

行い、道路から公園内の見通し確保出来る位置に 

設置することに決めた。掲示板の大きさは横 1.5ｍ、 

縦 1.2ｍであり A3 用紙約 8枚が掲示できる広さで 

ある。今後、自治会が引継いで運用します。 

 

２）安否確認訓練「白いタオル運動」 

 11 月 4日、大災害時、安否確認の効率化を 

はかるため、今年度初めて「白いタオル運動」 

を行った。 

「白いタオル運動」はタオルを外から見える所に 

掲示することにより、「自分の家族は無事」を伝 

える合図であり、安否確認を効率良く行うものである。 

松風台の全世帯が対象となり、39班の班長が 

前年度班長と協力して実施した。約 1時間で確認が 

終了し、「白いタオル」掲出率は 86％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西公園に設置した掲示板 

班長による安否確認結果の報
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調査検討費の使途 

  

 公園整備 

ベンチ製作、雑草取り、枝木伐採 

 まちなみ緑化 

整備用具、備品置き 

 まちなみ維持 

掲示板設置、餅つき大会用器材 

広報誌発行（まちづくりだより） 

 交通費 

総会出席、活動団体地区訪問 

 事務費 

検討会用資料作成 

 

 

 

近い将来取り組まなければならない課題 
 

松風台は 40 数年前開発され、第 1世代が一斉に入居して、今に至っている 

すなはち、第 1世代は退職者が多く、第 2世代は現役が多く、世代間に溝がある。 

 

受賞 1年目は「ここはふるさと松風台」のスローガンのもと、「まちなみプロジェクト」を結成

して子供たちの参加を重点に活動してきた。 

 

2 年目である今年度はさらに連帯感の拡大を目指して、より多くの住民が参加できるような活動

項目の設定を行い、活動を拡大してきた。 

 

今後はいかに活動を継続するかが重要となる。 

このためには、住民全体が興味を引くテーマ、まちの安全、誇りに結び付くテーマ、易しいテー

マ、などの活動テーマを選定する必要がある。 

 

 


