
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 29年度報告） 

1/9 

平成２９年度の年間の活動 
 

まちづくり運営委員会は 10 名の委員で構

成され、毎月一回定例会を開き事業内容の検

討、協定運用内容および情報交換を行ってい

る。今年度はコンクール受賞を受け、まちな

み維持管理活動について年度方針を検討した。 

 

 

 

１． 住民協定の運用 

１）建築計画への対処 

新築は 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た。

松風台を含む当地区は、2017 年 12 月 1 日工事着工から準防火地域指定となった。具体的に

は窓は全て網入りガラスにして、延焼しにくい構造を指定された。住民協定の運用は 6 年目

に入った。 

 

２）情報収集活動 

空き地・空き家を調査した。 

2017 年 8 月現在 593 戸 

空き家 9 件/空き地 1 件      

空き家・空き地合計の比率は 1.7％であった。 

 

３）広報活動 

「住環境とまちづくり 10 年の歩み」を発行、景観協定を考える会の発足から 10 年間の活

動を冊子にまとめて全戸配布した。「まちづくり運営委員会だより」を 2 回発行 12,13 号全

戸配布、まちなみコンクール受賞の報告、まちなみプロジェクトの発足、住民協定の解説部

分一部改訂など。 

 

４）行政との折衝 

6 月 27 日 市景観みどり課との意見交換会、高橋アドバイザーへも含めて、住民協定施行

5 年間の状況や今年度事業計画を報告。 

12 月 4 日 慶応義塾大学湘南藤沢校にて情報交換会実施、住まいのまちなみ賞を同時に受

賞した玉川学園地区まちづくりの会もふくめて開催。 
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２．まちなみプロジェクトチーム立ち上げ 

松風台のボランティア団体とまちなみ

プロジェクトチームを結成した。アンケ

ート・要望・まち歩きなどを通して、ま

ちの課題を抽出した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まち歩き（広域避難場所への出入り口）
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受賞を契機に新たに取り組んでいること 
 

松風台まちづくり運営委員会では、これまでの住民協定や近隣説明会の活動を深化させな

がら、「ここはふるさと松風台」美しい街、安全な街、住み続けたい街の実現を目指して「ま

ちなみプロジェクトチーム」を発足させた。松風台のボランティア団体に呼びかけ、7 つの

ボランティア団体がプロジェクトに参加してくれている。 

「まちなみプロジェクトチーム」は松風台の魅力や課題、要望を集めることから始め、特

に各種イベントへの子供たちの参加を呼びかけ、活動に参加してもらった。 

 

１．公園用木製ベンチカバー製作 

松風台の東・南・西の 3 つの公園にはコンクリート製ベンチが 21 個ある。丈夫であるが危

険であり、座り心地が悪く見栄えも悪い。市に要請することから始めたが、破損したものか

ら対応しているとのことであり、現在、要請が多く順番待ちとのことであった。 

 

このため、検討会を開き自分たちで作る

ことに決めた。近隣の公園のベンチ調査を

行い木製カバーを設計、製作することとし

た。夏祭り・餅つき大会などイベント会場

になる南公園の 7 個を優先し、東公園の 5

個も完成した。西公園については今後、市

と協議する。 

 

 

木製カバーは安全であり木の温もりが感

じられることから、利用者から好評を得て

いる。 

 

 

 

 

 

 

木製カバーのペンキ塗り 

ベンチカバー完成 
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２． 子供参加によるみこし組み立て 

松風台は約40年前の開発当初は約300人もの

子供がいたが最近では 100 人を下回っている。 

これまで夏祭りでのみこしの組み立ては大人

が担っていた。今年度は子供に声をかけ、易し

いところから組み立てに参加してもらうことと

した。正式な飾り紐のかけ方、担ぎ棒の結び方

などを調べて手順書を作成した。 

次年度からまち全体に参加者を募り、夏祭り

を盛り上げたい。特に、転入者は子供がいる若

者家族が多く、子供の数も増える傾向にある。 

ふるさと活動を次世代につなげるためには夏祭 

りは重要なイベントである。 

 

 

 

３． こども参加による火の用心巡回 

これまでは防災会・自治会合同で大人主体の

「火の用心巡回」であった。今年度は子供も参

加できるイベントとして参加者を募った。12 月

1 月に 14 回巡回を行い、延べ 145 人（うち子供

28 人）が参加した。 

クリスマスツリー見学と合わせてコースを設

定して巡回を行った。巡回中、応援や差し入れ、

飛び入りなどがあり、暖かい気分になれた。約 1

時間巡回した後、参加者全員で暖かい飲み物で

巡回中気付いたことを話し合った。 

大人にとっては冬の夜は体にきついが子供た

ちの熱気をもらって続けていきたい。 
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４． 餅つき大会 

例年、松風台の恒例のイベントは夏祭りである。以前は冬のイベントとして餅つき大会が

盛大に行われていたが、子供たちの数の減少とともに開催が少なくなってきた。1 年交代の

松風台の自治会では、活動報告・決算・次年度への引継ぎなどで忙しく、冬のイベントの開

催が困難である。 

今年は 4 つのボランティア団体共催で餅つき大会を計画した。会場設営、道具調達、食べ

物などの準備として 4 回の会合を持った。2 月 3 日好天気のもと餅つき大会が行われ、子供

を含む約 250 人の参加があった。次回からは個人にも協力を呼びかけ、しっかりした継続開

催ができるようにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有志による餅つき 子供たちの餅つき体験 

カマドを使った餅つき 
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５． 高枝切り 

茅ヶ崎市の緑豊かな景観ポイントとして位置づけられている松風台は景観を維持管理する

ことが重要になる。 

まちなみプロジェクトチームの検討会で、伸びた樹木の問題が提議された。高く伸びた枝

は電線に届くまでになり、交通標識を覆い危険である。また、公園の街路灯の明かりが樹木

に遮られ道路が暗くなる。このための道具を購入し、歩道や公園の高枝切りをボランティア

活動として協力することとし、4 件の高枝切りを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 自治会館脇花壇 

2017 年 2 月 19 日新自治会館が落成した。まちの玄

関であるバス停広場の花壇を維持管理している「松風

台を美しくする会」が自治会館脇の道路側に花壇を作

った。箱型の建物が、植栽することにより見た目にも

ソフトな自治会館となった。 

 

 

 

 

電線まで届いた樹木 

自治会館脇花壇 

高枝切り中 



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 29年度報告） 

7/9 

７．公園用大型時計設置 

松風台には公園が 3 ヶ所あり、1 ヶ所だけに大型時計が設置されている。バス停と隣接し、

夏祭り・餅つき大会などのイベントが開かれる南公園への設置要望が、まちなみプロジェク

トチームの検討会で提案された。これを今回の受賞記念として設置することとした。対象と

なる大型時計の仕様、金額、入手方法などの調査を行なった。 

 

時計仕様：シチズン製屋外用電池時計 

4MY611-N19 リチウム電池（10 年） 

対応ポール径 8～10cm 

 

設置場所である公園は市の管理地であり、取り付

け手続きについて 1 月に市と打ち合わせを行った。2

月に業者による設置を行い、出来るだけ広範囲から

時計が見えるよう枝木の伐採を行った。 

 

 

 

 

８．PR 冊子 

住民の熱意により生まれた住民協定がまちづくり

運営委員会によりその認知度がひろがり、まちなみ

コンクール受賞するまでに至った。これらの活動の

歴史を住民と共有することが重要と考え PR 用冊子

を作製した。 

 

「環境とまちづくり 10 年の歩み」 

10 頁配布版 

800 部印刷、全住民に配布 

 

44 頁保存版、 

200 部印刷し関連団体に配布 

 

 

公園に設置した大型時計 
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調査検討費の使途 
 

 受賞記念 公園用大型時計設置 

 まちなみ緑化  

新自治会館脇花壇製作、高枝切り 

 まちなみ維持 

公園用ベンチへの木製カバー製作（12 台） 餅つき大会用器材 

 広報誌発行 「住環境とまちづくり 10 年の歩み」（1000 部） 

 交通費 まちなみコンクール授賞式旅費他 

 検討会事務費など 
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近い将来取り組まなければならない課題 
 

「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。この狙いは松風台住民の連帯感の醸成にある。すなわち、

住んでいるまちの景観・住みやすさを住民間で共有することである。 

高齢化の進んでいる松風台ではこの連帯感を世代間にまたがって、できるだけ早く伝えて

ゆく必要がある。具体的には、スキルの蓄積・手順書化などである。また、松風台の中だけ

ではなく、境界外側地域との関係（景観、防災など）に関する課題に対応する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 


