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１.今年度の活動から
委員長 行正龍昭
住民協定から 5 年目を迎えた 2016 年度は、4 月に
自治会役員の入れ替えと委員長推薦の 2 名を加えて
スタートしました。
業務効率化の位置付けで、事前記入表を導入し、
事前相談会を省略できるようになり案件対応が迅速
に出来るようになりました。
委員会発足時、制定した「運営委員会会則」を見直
して全面的改定を行い会の運営が安定してきました。
7 月に「住まいのまちなみコンクール」を紹介され、
8 月応募、10 月現地審査、1 月受賞という慌ただしさ
で推移しました。（詳細は 2 ページを参照ください）
さらに 12 月に茅ヶ崎市による「景観まちづくり市民団体」
として当委員会が表彰されることが決まりました。
次年度以降、これらを励みに活動を展開してゆきたい
と考えています。
～家を建てる時には、まちづくり運営委員会にご連絡を～
受付携帯電話: 090-6928-3830 事前相談(事前記入表作成) 、近隣説明会を実施
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２．国土交通省「住まいのまちなみコンクール」受賞記念
委員 竹松和男
このたび、国土交通省住宅生産振興財団主催「住まいのまちなみコンクール」で
松風台のまちなみや住民協定などへの取り組みが評価され「住まいのまちなみ賞」を
受賞しました。
詳細は、全戸配布された冊子をご覧ください。
「住まいのまちなみコンクール」とは・・・
このコンクールは、住環境の維持管理によって良好なまちなみを形成している地区・
団体を表彰・支援することで、まちなみの維持管理水準の向上を期待するものとして
います。住環境の維持管理というと堅苦しいのですが、私たちの近くでも、いわゆる
敷地の細分化や密集化、そして緑の減少など環境悪化が見受けられます。
これらに歯止めをかけたい、住民組織が自主的に活動して欲しいとの思いで、国土
交通省住宅生産振興財団が支援する企画です。
このコンクールは平成１７年度（2005）から実施されていて、
今回は１２回目、北は北海道、南は沖縄県まで全国から
各年度に５団体が表彰されています。
これまでで６０団体が受賞。神奈川県では過去に横浜市
２件、藤沢市１件、茅ヶ崎市松風台は４件目となります。
（参考）
神奈川県横浜市青葉区

青葉美しが丘街づくりアセス委員会 第１回(2005)

神奈川県横浜市中区

山手まちづくり推進会議

第２回(2006)

神奈川県藤沢市鵠沼

ニコニコ自治会

第５回(2009)

神奈川県茅ヶ崎市松風台 松風台自治会

第１２回(2016)

経緯

松風台が紹介した内容は・・・１０年間の経緯と実績でした
今から１０年くらい前に、松風台では入居から３０数年を
経て増改築による近隣間のトラブルが多く、その後も転出、
売却、建て替えや土地の分割、アパート建築などもあり、
このままでは乱開発にさらされて住民間の不信感もひろ
がっていくという心配がありました。なんとか食い止めたい
というやむにやまれぬ声が原点でした。その後、住民への
アンケートや学習会の実施、当時の自治会役員の協力も
いただき、「住民協定」が議決、まちづくり運営委員会が発足
しました。新築、増改築の事案はこれまでに約４０件。
事前相談会と近隣説明会を軸に業者、施主、近隣住民
の皆さまのご理解とご協力により住民協定は満たされ、
住環境維持は良好な状況で推移しています。
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世代交代による 分譲 分割など
乱開発の危機
終の棲家として入居、住みつづけたい
不安 怒り 悲しさ・・・のなかで

やむにやまれぬ声が活動の原点
住民アンケート、学習会を実施して

住民協定の議決
新築、増改築にあたっての
業者・施主・近隣住民との

事前相談会
近隣説明会の定着
住民、関係者のご理解、ご協力で

緑豊かで美しい街
静かで落ちついた街
信頼できるあたたかい街
子育てしやすい街
松風台

松風台まちづくり運営委員会が受賞できたのは・・・
「住民・行政・専門家・民間検査機関と一体となって課題解決に向けて着実に取り
組む」との評価ポイントをいただきました。
いくつかの課題を乗り越えて住民協定が議決され、住環境を維持する努力と成果に
ついて松風台住民の工夫と底力を高く評価されたのです。
事務局によればこのコンクールの当初は「まちなみ」、つまり景観を重視して選考され
ていたようですが、近年ではそこでの生活の質のあり方に評価の軸が移りつつあります。
景観の維持だけでなく住みやすさなど質の向上がポイントになってきているようです。
景観重視とするこれまでの評価軸に対して、私たちは良好な住環境を継続維持する
ため、地域住民の理解を得るように努力してきた結果が評価されました。これからの
まちづくり活動の参考になると講評いただけたことは私たちにとって嬉しいことです。
そして、これから・・・
私たち松風台住民の想いは「住みたい街、暮らしつづけたい街の実現」です。
それは助け合える、心のつながった街であるとも思います。松風台がもっと緑豊かで
美しい街に、静かで落ち着いた街に、そして信頼できるあたたかい街、子育てしやす
い街にしていきたいと思います。
この度の受賞により、まちなみの整備や保全などに関わる事業の助成金として、
３か年の事業計画をもとに各年度 50万円（合計150万円）の支給があり、どう役立てる
かを検討して参ります。
１０年の活動を踏まえて、住民の皆さまの生活感や価値観を充分尊重しながら、
暮らしつづけたい街の実現をめざして活動を進めていきます。
まとめ として・・・
松風台は茅ヶ崎市の【景観ポイント】として「豊かな成長したみどりと低層の住宅が
調和する閑静な住宅地」と評価されています。他方、住宅地の経年化と住まい手の
高齢化の地域でもあり、世代交代による空き家、空き地への対策を要するなど課題
も多くあります。
これからも私たちのコミュニティは自分たちの手で守る、そして地域への誇りをもち
ブランドアップをめざす努力を維持継続させていかなければなりません。
今後とも松風台住民の皆さまのご協力ご支援をいただけますようお願いいたします。
２０１６年度 第１２回住まいのまちなみコンクール入賞団体（敬称略）
団体名

地区名

国土交通大臣賞

サトヤマヴィレッジ管理組合

住まいのまちなみ優秀賞

甲陽園目神山地区
まちづくり協議会
スマ・エコタウン晴美台
団地管理組合法人

住まいのまちなみ賞

地区所在地

サトヤマヴィレッジ

福岡県北九州市

甲陽園目神山地区

兵庫県西宮市

スマ・エコタウン晴美台

大阪府堺市

玉川学園地区まちづくりの会 玉川学園・南大谷地区

東京都町田市

茅ヶ崎市松風台自治会
まちづくり運営委員会

神奈川県茅ヶ崎市

松風台地区
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平成29年2月18日（土）
日本経済新聞に掲載

3.住まいのまちなみ賞受賞によせて

茅ヶ崎市 都市部 景観みどり課
担当主査 髙山典子
この度は、松風台自治会まちづくり運営委員会が
第１２回住まいのまちなみコンクール「住まいのま
ちなみ賞」を受賞されましたこと、心からお祝い
申し上げます。
松風台自治会の景観まちづくりの取り組みに関し
ましては、関係する方々の理解を得ながら、着実に、
丁寧に進められたこと、また、取り組みの成果の一つ
として、｢松風台住民協定｣ を結び、住民の皆さま
自らが運用し、まちなみが保全されていること、
それらは誠に受賞にふさわしく、審査委員会に評価されたものと考えております。
松風台自治会まちづくり運営委員会は、住みよいまちづくりと美しいまちなみを次
世代に継承して行くことを目標とし、平成２１年に茅ヶ崎市の景観まちづくり市民団体
に登録されました。(下記の５団体)
景観みどり課では、景観まちづくりアドバイザー派遣制度を通じて、同様なまちづく
りに取り組む市内外の市民団体のご紹介やヒアリング、住民へのアンケートなどをサポ
ートさせていただきました。また、市民まなび講座(下記の３講座)での勉強会の開催な
ど、微力ながら景観まちづくりの取り組みに、ご協力させていただいております。
そして、本市といたしましても、平成２０年７月に景観計画を策定し、景観まちづくり
を推進していく中で、松風台自治会まちづくり運営委員会には、多くの場面でご協力し
ていただきました。そのため、この３月に、茅ヶ崎市景観条例に基づく表彰をさせてい
ただくところです。
これからも、住民が住み続けたい、また次世代が住みたくなるような、まちづくりを進
めていただくことをお願いいたしますとともに、引き続き、ご支援をさせていただく所存
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
茅ヶ崎市景観まちづくり市民団体に登録している団体名
・茅ヶ崎市北口周辺特別景観まちづくり推進会
・ラチエン通りの安全・安心を進める会
・松風台まちづくり運営委員会
・鶴が台団地自治会花とみどりの委員会
・茅ヶ崎・浜景観づくり推進会議
当課が担当している市民まなび講座
No.28 市民・地域から進めるまちづくり (60 分)
No.71 茅ヶ崎市みどりの基本計画について (60 分)
No.72 茅ヶ崎市の自然環境 (90 分)
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４.松風台のまちづくりから学んだこと

まちづくり

慶應義塾大学 SFC 研究所
上席所員 高橋武俊
松風台の皆さまの活動が、2016 年度の「住まいのま
ちなみコンクール」で「住まいのまちなみ賞」に選ばれ
て、まことにおめでとうございます。
“コンクール受賞を機に思うことを…”とのお話を受け
まして私自身が松風台のまちづくりから学んだことを
書きたいと思います。

■「外からの協力」を得るための「内がわの受け皿」づくりを進めてきた松風台
“みんなで協力してまちを良くしよう”という言葉は、正論でありつつもなかなか難しいこと
でもあります。特に住宅地は、商店街や会社とは性格が異なり、地域の中の人でも外の
団体でも、どう話を進めれば良いかがわかりづらかったりします。
今回、松風台が全国のまちづくりのモデルとして表彰されたのは、上記の点を解消し
たことにあると思います。細かく書くとキリがありませんが、今日のまちづくりは、行政・専
門家・他地域の先駆者・事業者・建築の民間検査機関・新しくお住いになる人等、多くの
協力を得て実現しており、松風台では、その協力を引き出すための受け皿を丁寧に作り
続けてきました。
良いアイデアや強い想いがあっても一方通行では実現に限界があります。松風台の
活動は、これからの住宅地のあり方を考える上でも、大変示唆に富む取り組みであると
思います。
■まちをより良くする変化を、自分たちで引き寄せる時代
右の航空写真は、松風台が生まれる
前区画整理中）の時と、それから 40 年が
経った今日の姿です。
新湘南バイパスの設置や 404 号線
沿の開発など、まちの周りは随分と変
わっていきました。
周りがどんなに変化をしても、皆さん
「住んで良かった松風台」と思える住環境
の実現には、“育ての親”の皆さんや“生
みの親”の東急不動産、また行政や専門
家などの知恵と想いの重なり合いがあっ
たと思います。
まちをより良くするためには、高度な約束事を
前提とした余裕ある変化が必要です。これから
の松風台がより良い変化を実現し続けることを
心より願っております。
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【松風台の航空写真‐左：1972 年、右：2015 年】
（国土地理院航空写真）

５．松風台住民協定の運用実績と更新

事務局長 小山博美

2012年７月発効「松風台住民協定」は、昨年7月1日で丸4年を経過しました。
この住民協定10条には「この協定の有効期間は発効の日から2年間とし、自治会総会
において変更及び廃止の議決がない限り自動的に更新される」とあります。
そこで2期目の運用実績の確認と更新について検討を行ないました。
実績は下記の通りで、２年間で１９件、この内容が2017年1月15日自治会班長会で
承認を得て更新されました。
（１）１期の事案と２期の事案の比較
１期：2012年7月～2014年6月
２期：2014年7月～2016年6月

事案を調整した回数の割合

１９件
１９件

1期
2期

２期目に入り事案調整回数が少なくなり
協定の内容も守られるようになりました。

0%

20%

40%

60%

1回

2回

80%

100%

3回以上

（２）住民協定6条との事案の整合性
未達の内訳

達成件数 未達件数

①一戸建て個人専用住宅
②屋根の高さ8.00m（2階建て）
③隣地境界までの距離1.00m以上
④敷地内の緑化
⑤建物の色の調和
⑥図面の事前提出
⑦確認申請前の事前相談
⑧近隣説明会実施
⑨その他 （協力をお願いしている事項）

17

2

事務所として(1) 自治会館(1)

18

1

盛り土30cm

16

3

自治会館（特例）(1) 建売り(2)

13

6

未定(3) なし(3)

18

1

協定に未達(1)

15

4

完成図を提出(4)

15

4

既に申請済み(4)

16

3

図面持参による説明を実施(3)

＊敷地内雨水浸透 ＊雪止め設置 ＊窓の位置および不透明ガラスへの変更

＊工事中の安全面配慮など

（３）事案で発生した課題
①屋根の高さ➡敷地高が場所によりに20cm～1m以上の違いがあり判断が難しい。
（周囲の高さを確認して盛り土をしないようにお願いしている。）
②隣地との距離➡エコキュートにより人が正面を向いて通る幅を確保できない。
（エコキュートの大きさ 幅80cm、奥行き60㎝、高さ2.00mなどがある）
③建築確認手順➡当会への事前相談以前に確認審査機関に確認申請書を提出。
（1件は差し戻しをしてもらったが、3件はないがしろにされた。）
④階段屋舎対応➡屋上への出入のための階段屋舎の大きさや高さの判断基準に
苦労している。
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（４）成果
①事前相談会の前に、業者に事前調査記入表をお願いしている。（実績５件）
これにより、今までの事前相談会を省略し、近隣説明会の実施前に調査記入表
の確認、打ち合わせで済ませることができるようになり運用を効率化できた。
②近隣説明会にはこれまで 4 年間で 160 軒、自治会住民の３分の１近くの方の参加
があり、この活動が評価され定着しつつある。
事前相談会、近隣説明会は、家を建てる人と隣近所の人たちが顔合わせをして事前
にトラブルを避け、松風台に気持ちよく住み続けられるようお互いが配慮して欲しいこ
とを確認する意味で大切な機会です。
皆さまが計画を立てる際には業者の方々に住民協定や事前相談のしくみがあるこ
とをお声掛けしていただけると大変効果的です。ご協力をよろしくお願いします。
６.近隣説明会に参加しての感想

12 街区 小島佳一

昨年夏、裏の方が新築されるとのことで近隣説明会があった。
建築主は若奥様がお腹に赤ちゃんをという若夫婦でした。
引っ越しされる時には赤ちゃんの声が聞こえてくると思うと
うれしい気持ちになりました。
前後左右の近隣が集まり、建築の説明の後で各自が
いろいろ意見を述べ合った。夫婦で参加された家、
親子で参加された家等々。班単位の活動は自治会でも
おなじみだが、別の班の人達も入った集まりはめずらしい。
裏側の人達とは殆ど話すことはないのでよい機会と
思った。その後、裏の家で大きな音がしたりしても気に
しなくなった。人を知るとはそういうことなのだろう。
建築後もう一回集まるのもよいのだが・・・。一番は、引っ越されて来る方が周りにどん
な方が住んでいるかを知りえることだろう。こういう良いことはもっと PR した方が良い。
自治会 HP で活動状況を見てはいたが、具体的な活動である近隣説明会が何たる
かは理解していなかった。まちづくりの活動の中核は、この近隣説明会であるとやっ
と理解し、まちづくりも身近なものに感じるようになった。一燈照隅という言葉があるが、
こつこつと努力した結果、人々に幸せをもたらすことは簡単ではない。
まちづくり運営委員会も防災会、松風台社協と実質的に同列になったと思う。
まちづくり運営委員会という名称も「まちづくりの会」という
名称に変更したら如何。もう 5 年もしたら、“一燈照隅、萬燈照
国”だろう。まちづくり運営委員会のメンバーの皆様日夜本当に
ご苦労様です。
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７.空き家・空き地の調査結果

事務局長 小山博美

委員が手分けして全戸を巡回し８月と２月に調査しています。
・宅地総数 ５９３戸
2017 年 3 月１日 現在
・空き地
１戸
空き家・空き地率 = 10/593 = １.７%
・空き家
９戸
・その他
１０戸 (自治会館 1、駐車場 3、畑地 2、販売中 4)
今回の調査での空き家・空き地率は 1.7% と前回
よりさらに下がりました。
松風台の宅地は売りに出されると、割と早く次の人
が購入する状況にあり、人気があると言えるでしょう。
当運営委員会の仕事は、購入された方の建築計
画が示された時からが対象となります。
今後も、各自治会班長さんには、空き家・空き地の
動きについての情報提供にご協力をお願いします。
８.編集後記
国土交通省からのまちなみコンクール受賞、茅ヶ崎市より景観まちづくり市民団体と
しての表彰、と嬉しいニュースが飛び込んできて委員一同大喜びでした。
「二度あることは三度」というから、もう一つ何かいいこと
があるぞ、との声も。
地域のボランティア活動が行政の形をとった評価に
つながることは極めて少ないのですが、今年はよほど
巡り合わせが良かったのでしょう。
これを機に新しい委員にも参加してもらって、更に充実
した活動を進めるよう一同決意を新たにした次第です。
自治会員の皆様の協力・支援を一層よろしくお願い申し上げます。
副委員長 佐伯芳夫
このたよりは、下記の広告主のご協力により無償で印刷されました。

皆様の健康を願って
茅ヶ崎で５０年
処方せんは地元の
かかりつけ薬局へ

タマノ薬局

タマノ薬局ライト店

くすりの玉野

鶴が台団地入口
高田 1-14-6
℡ ５３－２０２９

マルエツ並び
香川 1-11-27
℡ ５１－１２３７

松風台入口
香川 1-38-18
℡ ５４－７６２２
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