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４０周年記念誌に寄せて 松風台に思うこと 

平成 27 年度（2015） 

松風台自治会長 水知 晴美 

〝あ〟で始まる街  

安全 安心 明るい 愛に あふれる街   「ありがとう」の行き交う あたたかい街 

昭和４９年（1974）温暖な気候に恵まれた松風台にそんなイメージを抱いて移り住みました。 

それから４０年、平成２７年（2015）茅ヶ崎市は人口約２４万人となり当時と比べると約９万人増

加しています。そして茅ヶ崎市はハワイホノルル市との姉妹都市提携が整い国際的な交流を広

めて行こうとしています。 

戦後７０年を迎え国内の平和に感謝しながらも他国ではテロが横行し不安が高まっていた中

で安保法案が国会で可決されました。ノーベル賞が２部門で日本人の教授に授与されたことは

光栄な出来事でした。更にスポーツ界に於いてもラグビーワールドカップでの五郎丸選手、テ

ニスの錦織圭選手など日本人の活躍が目覚ましい年でもありました。 

この４０年間、日本も、茅ヶ崎市も、そして私たち松風台も大きく変貌してきました。 

 

振り返ると、当時の松風台では初期の主婦たちは住環境の改善を求めながらも多くの繁雑さ

を恐れて最小限度の自治会を望んだものでした。ここ１０年、自治会として成熟した組織となっ

てきました。 

これからの１０年も地域秩序、福祉の増進など自治会の本来の意義を認識しながら環境変化

に合わせていくことが大切です。これまでの先輩諸氏が培ってこられた財産をこれからも無理

のない範囲で継続していくべきでしょう。 

 

自治会館の建て替え事業が目下、大きな目標です。今期半ば、臨時総会を開催し現在地で

の建て替えが決定し県の助成金申請も果たしました。法人化という大きな課題を諸先輩の努力

が実り数年前に実現、費用の負担軽減に大きな成果となりました。また、自治会活動について

は、外部団体との活動も増え、更に高齢化が進む中ですべてをスリム化すべきではないか 

・・・とは今期の役員会での一致した意見です。 

あくまでも、住民目線の活動、身の丈に合った活動が大切です。 

 

松風台の生活は、今まさに冒頭に思う〝あ〟の字の溢れる豊かな街が実現しました。 

住民総意で作り上げられた手づくりの住民協定、自分たちの街は自分たちで守るとして発足

された防災会、秩序あるきれいな街づくりの諸活動も活発で、こどもクラブや頼もしいジェントル

ズの方々、そして高齢者にやさしいサービス等々、地道な活動が皆さまのお力で着実に継続さ

れています。 

 

街並みの景観はもとより、豊かな人材に恵まれた松風台、心豊かな「ふるさと」に、なにより感

謝する毎日です。 
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これまでの１０年・・・４０周年を迎えて

移り住んで４０年。昭和４９年（1974）に立ち上げられた東急松風台は第一世代の街としてゼ

ロからのスタートを切り、それから４０年、現在、平成２７年（2015）、成熟した街として成長発展し

てきました。そして今、松風台は少子高齢化、家族構成の変化、住環境変化など対応すべき課

題に直面しています。 

第一世代の方々の足跡は「３０周年記念誌」で地固めの時期、環境基盤強化の時期、変化と

変革の時期として紹介されています。 

生活のしくみづくり、居住環境の改善、地域との共有など、たゆみない努力を経て現在の姿

が実現されました。 

 

その後の１０年、４０周年を迎えるまでのこの１０年はどのような時期だったのでしょうか。 

生活環境の基盤も安定し、住民の連携、諸活動の活発化など住民コミュニティが構築されて

きましたが、同時に、高齢化、少子化の動きと経年化のきざしが見えてきた１０年でした。 

そこでこの時期を「安定した活動のもと、次世代への布石をうつ時期」として重要な１２項目を

選びその貴重な内容を記録として残すことにしました。 

◇〝住んでよかった松風台を継承〟、〝住みつづける街〟をめざす住環境の活動 （１項目） 

◇自治会の主要な活動 （５項目） 

◇福祉、ふれあいと安心、安全の活動 （５項目） 

◇共有の項目 （１項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの１０年・・・５０周年に向けて 

これからの１０年、再び新たな街づくりの動きが始まります。 

第一世代から第二世代へのバトンをつなぐ重要な時期です。 

これからの時代変化にも柔軟に対応しながら更に進化した姿になることでしょう。 

 

「住んでよかった街 松風台」から 

「いつまでも住みつづけたい街 松風台」に向かって・・。 

（編集委員会） 

  

≪≪≪ わが街の１０年 ≫≫≫ 
平 成 １８年 ～平 成 ２７年 （2006～2015）  

分類 項目 執筆者

1 街 住環境とまちづくり１０年の歩み 小山

2 役員選出制度 佐伯

3 「祭り４８」の発足 行正

4 自治会業務の簡素化を検討して 内田

5 自治会の法人格取得 新保

6 自治会館建て替え準備委員会 真山

7 松風台社会福祉協議会について 宮本

8 松風台子ども会から松風こどもクラブへ 馬瀬

9 松風会と子供太鼓 柾木

10 災害時　要援護者支援制度について 有元

11 防災活動 橋本

12 共有 ホームページ運営活動の推進 林

自
治
会
活
動

自
治
会

ふ
れ
あ
い

福
祉

安
心

安
全
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１． 住環境とまちづくり１０年の歩み 

住みたい、暮らし続けたい街を目ざして 

 

はじめに 

2012 年 7 月 1 日に発効された「松風台住民協定」は、今年 7 月 1 日をもって丸４年を迎え

ようとしています。 

2016 年 1 月現在３５件目の事案を受け付けて

いるところですが、住民協定の運用は、建築され

る方々や業者、また近隣の皆様のご協力により、

協定内容を満たしている割合が９４％と良好な状

態で推移しています。 

松風台地域が高齢化の時代となり、世代交代

も余儀なくされる状況と、それを機に起こるアパー

ト建設や分譲などの乱開発をくい止めるため、住

民協定はその一役を担っていると認識していま

す。 

これまでの経緯 

 第１段階・・・街並み、住環境への関心度 

☆ 2006 年 4 月の自治会総会において、数人の自治会員から「建て替え、新築によるトラブ

ル（３階建て、隣地との距離の狭さ、敷地の分割など）が増加し、転居される人も見受けら

れるので、この時点で対策として何らかの協定を作るべきである」との発言を受け、乱開

発への危機感と住民同士が仲良く住み合える地域が続くことを目ざし当時の自治会長の

賛同を得て、有志１０名程が集まり「景観協定を考える会」が発足しました。 

2007 年度の自治会長と役員より〝はじめから「景観協定」ありきではおかしい〟との指

摘があり２年目に「住環境を考える会」に変更しました。活動の２年目から３年目にかけて、

この会を自治会の支援団体として認めるよう要請し 2009 年 1 月の班長会にて２名以上の

自治会役員が参加する条件で承認されました。 

 

☆ 2009 年 2 月「松風台の住み心地について」のアンケートを実施 
 

 

 

 第２段階・・・自治会主導の体制と「住民協定」内容の検討へ 

☆ 2010 年、茅ヶ崎市景観計画が施行され、その中に松風台が「緑豊かな低層住宅地」とし

て景観ポイント地区に位置付けられ、茅ヶ崎市からこれを維持する支援として、市職員、

景観アドバイザー（慶應大学高橋先生）の派遣など積極的な後押しがありました。 

 

☆ 2010 年 11 月学習会 

「緑豊かな街並みを持続し 

次世代につなぐ地域を目指して」を実施。 
 

講師：住民協定先駆自治会藤沢市鵠沼ニコニコ自治会 大西氏 

茅ヶ崎市景観アドバイザー慶應大学 高橋 武俊氏 

茅ヶ崎市景観みどり課職員 関山氏 

 

 

松風台バス停から望む街並み 

配布数 575 戸

回収数 444 戸（回収率） 77.2%

学習会を開催 
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配布数 559 戸

回収数 545 戸（回収率） 97.5%（未回収） 14 戸 559 戸

賛成 468 票（賛成率） 83.7%（無記名） 1 票 469 票

反対 44 票（反対率） 7.9%（無記名） 4 票 48 票

白票 20 票 20 票

意見のみ 8 票 8 票

未回収 14 票 14 票

配布数 570 戸

回収数 411 戸（回収率） 72.1%

賛成 （賛成率） 71.3%
反対 （反対率） 4.4%

この学習会への参加者は５３名で、自治会集会室がいっぱいになりました。 

講師の話を聞き、2010 年度自治会長から、東急不動産によって開発された松風台が 

３０数年間良好な住宅地として維持され、今後も次の世代に継承していくには、行政との

交渉、業者との折衝、住民への対応など一つの支援団体の活動では限界があり自治会

が率先して取り組む必要がある、との決断がなされました。 

 

☆ 2011 年 3 月 31 日「松風台住環境の維持と充実に向けて」のアンケートを実施 
 

 

何らかのルールづくりが必要 

 

 

この結果を受け 2011 年度に住環境を考える会を解散、まちづくり特別委員会が発足。 

具体的なルール作りの検討を開始。 
（この年、茅ヶ崎市都市計画法により松風台地区は１００平方米以下の敷地には建築ができなくなった） 

 

☆ 2011 年度から自治会及びまちづくり特別委員会が「住民協定案」の検討に着手。 

歴代の自治会長や全自治会員に向けて意見を聴取する場を設け、茅ヶ崎市景観みど

り課職員及び慶應大学高橋先生の協力もいただき住民協定案を作成。 

 

 第３段階・・・「住民協定案」の作成と締結、発効と まちづくり運営委員会の発足 

☆ 2011 年 12 月 「住民協定案」の締結に向けた記名アンケート実施。 

 

 

「住民協定案」の締結 

 

 

 

 

2012 年度松風台自治会総会にこの調査結果（賛成８４%）を提示し、住民協定案の決

議を求めた結果、賛成多数で議決され 2012 年 7 月 1 日付けで発効となりました。 

同時に協定策定の準備会であった「まちづくり特別委員会」は解散し、新たにこの協定

の運用にあたる「まちづくり運営委員会」が当年の自治会長を委員長として発足し今日に

至っています。 

 

松風台住民協定の特徴 

（１） 住民意向確認（３回にわたるアンケート調査）と東急不動産(株)との「覚書」を基に作成。 

（２） 緑と住環境、住民同士の信頼と秩序ある関係を大切にという自治会員の意見を反映。 

（３） 空き地、空き家などの調査をし、防災・防犯などや活気ある街の維持を望む声を反映。 

（４） 高齢化地域にあって、次世代の若い人々にも心豊かに住んでいただく魅力ある街にしたいという

意見を反映。 

（５） 住民協定は、松風台自治会員の総意（８４%の賛同）によって制定された基本的ルールであり、今

後、建物の建築などに関わる事案があった場合に自治会に設置される「まちづくり運営委員会」

が、建築関係者や近隣住民との事前相談を行い話し合いを円滑に速やかに進めるためにある。 
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おわりに 

これまでの全ての経過や必要なメッセージは、「景観協定を考える会」の時代は「ニュース」

１３号までに、「松風台住環境を考える会」の時代は「たより」２４号までに、住民協定発足

以降は「運営委員会だより」１～８号に掲載し、その都度全戸配布により自治会の皆様に

お伝えしています。 

2006 年度の自治会総会における数人の会員の発議から組織を立ち上げ、2012 年度自

治会総会で議決され発効に至るまでに関わった人々の熱い思いと尽力、そして、その後の

手探りの運営が同じ地域住民としての連帯感をもって継続されてきました。 

「住みたい、暮らし続けたい街を目ざして」は皆様のご理解とご協力があってのものと考え

ております。 

 

（小山 博美） 

 

  

女性 【年代】５０歳台 【お住まい】以前、住んでいた

高校に通学するため松風台の中を通り抜け茅ヶ崎北陵高校に自転車通学しておりました。
途中、いろんな公園に寄ったり南公園で友達とおしゃべりしたりと色々な思い出があります。
引っ越しをしてしまった友人が多いですが、松風台には色々な場所に思い出が詰まって
います。

男性 【年代】４０歳台 【お住まい】現在、住んでいる

公園での野球遊び
地区対抗ドッジボール大会
バス停のところに大きなすべり台があった　　怖くて登れなかった

女性 【年代】４０歳台 【お住まい】以前、住んでいた

小学校の後半の３年間から約１５年を松風台で過ごしました。
その後、離れてから２０数年・・・。いつの間にか過ごした時間より離れてからのほうが長く
なってしまいました。
　その間に、周辺の環境は大きく変わり、最近では帰省のたびに驚くこともたくさんあります
が、やはり今でもここへ来ると〝帰ってきた〟という気持ちです。
　緑豊かな街並み、聞こえてくるウグイスの声。
　この松風台の姿はいつまでも変わらずにいて欲しいと思います。
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２．自治会役員選出制度の検討 

これまでも、これからも重要な課題です 

 

 

例年、自治会の役員がその年の班長会の構成員の中から、抽選、ジャンケンなどで決めら

れているのは、役員になった人のモチベーションを損なうのみならず、対外的にも恥ずかしい

のではないか、班長会に限定せず、もっと広い範囲に適任者を求めたら、との議論は以前から

ありました。 

そこでこの年、平成２３年（2011)、私は「役員選任制度諮問委員会」を設けて、役員経験者で

ある馬瀬㓛子さんに座長をお願いするとともに、防災会を代表して岩田克男さん、ホームペー

ジ委員会を代表して故・佐久間務さん、男性自治会員を代表して角裕之さん、女性自治会員

を代表して舩越園子さん、の 5 人の方々に委員を委嘱し、平成２３年（2011）７月から月１～２回

のペースで検討会を開催しました。 

身近なテーマだけに白熱した議論が展開され、委員会は４時間を過ぎても終わらないことも

ありましたが、最終的には２月にＡ－４サイズで６頁に及ぶ「答申書」が自治会長あてに提出さ

れました。 

諮問委員会での議論と結論の重要項目を「答申書」をもとにまとめてみると、 

① 現行の班を三つのブロックに分割し、各ブロックはそれぞれ、自治会長、副会長、事務局

長の三役をブロックの人材から選出する。三役以外の役員は、従来通り、班長会で選任す

る。 

② 役員の業務を軽減する。とくに、『夏祭り』は就任早々から役員の大きな負担を伴う業務に

なっているので、廃止または「祭りを愛する有志」に任せて実行する。 
（これを背景に、現在の「祭り 48」が生まれた） 

③ 役員及び班長の業務の軽減策の一つとして会員の中から報酬を伴う「専従者」を選んで会

館の中に設けた事務室にて役員や班長に代って然るべき業務を担当してもらう。 
（現在、これに近い形で実現している） 

④ 防災会の常任者確保の方策。 

 

紙面の関係でその他の詳細は割愛させて頂きますが、答申内容の一部が現在実現を見て

いることは、当時の諮問委員の皆さんにとっても喜ばしいことだと思います。 

 

 

（佐伯 芳夫） 
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３． 「祭り４８」の発足 

松風台自治会 最大の行事である夏祭りの支援集団誕生 

 

毎年、夏祭りは松風台自治会の最大行事です。 

新自治会役員のスタート早々、夏祭りの日程決め、実行委員

募集などからはじまり、実行委員会の組織化など準備に追われ

ます。 

一年交代の自治会にとっては大変な負担となっています。 

 

2010 年の諮問委員会にて上記の経過を検討しました。 

実行委員会の常設化としての運営委員会が理想ですがメンバーの負担を考えると困難でし

た。 

それまでは、夏休みに入るとそれぞれの実家に帰ってしまい街が空になっていましたが、そ

のうち第二世代の子供たちが松風台を実家として孫を連れて帰ってくるようになってきました。 

「ここはふるさと松風台」の始まりです。 

2011 年、祭り神輿の協力者であったジェントルズの太田さん（故人）から「子供も大人も楽し

める夏祭りにしようよ」との提案があり、夏祭り集団誕生への機運が高まってきました。 

 

そこで 2012 年、「夏祭りに関するノウハウを持った有志の集まり」と

して「祭り４８」を発足させ大人用ハッピも揃えていきました。 

「祭り４８」は代表を設けず、連絡役だけとしました。 

負担を考慮して１０人前後のメンバーも固定化せず流動的とし、気

軽に参加出来るようにしています。 

 

ノウハウとしては祭りを盛り上げる神輿の

先導車（トラック）、子供と大人による和太鼓

合同演奏、神輿の飾り付け、やぐら、ゲート

などの組み立て、提灯明かり等の電気設備、

フリーマーケットなどです。 

 

 

 

自治会員の中で夏祭りに対して何らかの協力をしてみたいと思っている方に入ってもらい、

この活動を第二世代へ繋げて行きたいと考えています。 

 

 

 

 

（行正 龍昭） 
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４． 自治会業務簡素化を検討して 

高齢化に伴い自治会業務のあり方を考えました 
 

 

2013 年度自治会では総会において「高齢化に伴う自治会業務の簡素化」について要望が

出されたことを受け、自治会の取り組みのひとつに〝業務のあり方を考える〟を挙げました。 

率直に申せば、前年度からの引継ぎの時点で業務量がとても増えていることに私た

ちは驚きました。高齢化の上にこれだけの業務をどのように分担していくか、役員を受

けた私たちにとって大きな課題でした。 

自治会では「業務簡素化」についての検討チームを設け、

検討を重ね、その結果を１２月２０日付で皆さまに報告いたしました。 

検討した内容は大きく分けて２点です。 

 

 

１点目は、自治会内での業務の負担を少しでも減らすためどのように分担していくかです。 

幸い自治会会則改定により役員定数が変更されたこともあり、うまく機能した部分もありました

が、全体としてみると対外的な業務が増えており、自治会内の業務の必要なものについて優先

順位をつけていかない限り難しいと感じました。 

２点目は、会館運営の外部委託についてです。実現できれば専門部の業務が軽減されるこ

とは間違いありません。委託の対象となる業務を検討し、そのために必要な経費をどう捻出して

いくかです。しかし、経費はかかっても少しずつでも委託できるものは実行していくしか本当の

軽減にはならないと感じました。 

2014 年度から委託が実現できた業務もあり、少しは軽減されたところもあると思いますが、そ

の年度の状況を見ながら、できる範囲での業務にしていくことも必要だろうと思います。 

（内田 律子） 
 

 

  

とても助かっています　

特に、回覧配布の資料を届けていただくことはとてもありがたい

これからは、業務そのものを少なくする工夫が大切ですね！



 

10 

 

５． 自治会の法人格取得 

建て替え建設費用補てんの公的資金申請のためには 

自治会の「法人格」が資格要件となっていました 

 

☆ 「法人化」は長年意識の下にぬくめてきた隠れた課題 

1992 年春まだ浅き頃、現在の自治会館が完成、木の香もかぐわしい集会室で当時の自

治会長以下この建設に寄与したひとたちが立話のなかで感慨こめてつぶやいた。 

「バス路線導入もやった、公共下水道接続も実現した、自治会館もできた、あとは法人化

だけだね」と。 

その意味は、1991 年の法改正にもとづく「市」の条例変更寸前にかけこみ申請し、ぎりぎ

り間際で自治会館建替えのための補助金を手にした事実からの述懐だったのです。 
（それから 20 年、法人化問題は話題にしても現実からは遠い問題、役員の会話でもその場だけだった） 

 

☆ 定期総会の提案を受けて法人化行動を開始 

法人化条件のうちで難関と思われたのが会則を法律に沿うように

つくりかえることでした。 

最大関門である会則つくりかえのため 2012 年度自治会は会則

改訂委員会（行正龍昭、中川久男、橋本壽与、橘田憲次、新保晃）

を発足させました。 

問題はこれまでの会則が「1 世帯＝1 会員」ベースと規定している

のに対し、法律が求めるものは「個人＝1 会員（1 構成員単位）」を

基本においていることでした。 

法の趣旨を現行のならわしに合わせ条文化することは前進ギアと後進ギアを同時にかま

せるような二律背反の作業でした。 

「市」と 8 ヶ月の間に 8 回の協議をかさね、知恵も出尽くした末の最後にこれしかないと投

げた直球（会則第 22 条）が「ストライク」と判定されようやく難関を突破いたしました。 
 

 

 

 

 

 

 

☆ 「法人化」の将来への効果 

松風台自治会の法人化はとりあえず「自治会館建設のための公的資金導入」を目的とし

ましたが、将来にはふたたび大きな余得としてあらわれるにちがいないと考えています。 

地方創生が政策課題の一つになっていることから地域振興にはこれまで以上の力点が

おかれるでしょう。まちづくり、防災、少子高齢化、子育て、福利厚生などの問題解決に地方

公共団体への期待は高まり、地域に人を集めることができるか否かが地方生き延びのカギ

であると思います。魅力的な地域づくりへの市民組織の基盤に、防災への住民活動の支援

に、子育て支援への関心に、などなどこれからの大切な課題にあたって自治会「法人化」で

あることは重要な意味があります。 

その時こそ「法人化」しておいてよかったと実感するときがくるのではないでしょうか。 

「法人化」は第二世代の街づくり活動の道筋ともなりうるものです。 

（新保 晃） 

  

会則 第２２条 

① 会員は総会において、各々１箇の表決権を有する。 

② 前項の規定にかかわらず、この会則が定めるもの以外は 

会員の表決権は会員の所属する世帯の会員数分の１とする。 
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６． 自治会館建て替え 準備委員会設置 

多くの方々に支えられながら活動を進めています 

 

自治会館建て替え準備委員会設置が 2014 年 4 月 13 日 第 39 回総会にて満場一致議決

され、直ぐ、市役所市民自治推進課山田 憲課長に自治会有元佳子会長他３名が文書で建て

替えについての協力を要請した。 

 

山田課長（現在、市民安全部長）は自治会側に立って物事を考え、幅広く検討を進めてい

ただいた。富田雄也課長補佐はソフトな方で頼もしく、また、竹井課員は何気ない冗談を言い

ながら実務を着実に進めていただいた。 

 

一方、委員会は有力な１１名でスタート。筆者の勝手なご紹介で失礼を容赦ください。（敬称略） 

浅枝 千種 委員 秀才で一級建築士、素人相手に説得、先輩に負けず正論を述べる。 

有元 佳子 委員 2014 年度自治会長、市役所で松風台の顔。優しく懐の深い持ち主。 

内田 律子 委員 2013 年度自治会長、先生らしく、乱暴な話にも冷静沈着に対応。 

河田 正孝 委員 2013 年度本問題に注力。豊富な知識。委員会の議論を盛り立てる。 

坂本 鐵司 委員 夏祭り、自作お面の意外性。斬新な切り口での魅力的提案。 

 事務局 

手島 正敬 委員 難局を乗り越える柔軟性。労を厭わず難題も引き受ける。 

 事務局 

橋本 壽与 委員 防災会の Don。問題を整理し活発な発言でリードする。 

平原 慧 委員 業界に精通している。聞く耳の確かさと熱心さには頭が下がる。 

水知 晴美 委員 2015 年度自治会長。余計な発言はしない。核心を掴む。広い人脈。 

馬瀬 㓛子 委員 自治会の生き字引。身を切ってでも事を進める馬力がある。 

真山 武志 委員長 チョーかたぶつ。畑違いで四苦八苦。 

市民自治推進課から松風台周辺の土地（９カ所）と現自治会館敷地（市有地）の等価交換方

式の提案を受けた。その後、定期人事異動で総務部には平野 伸部長、市民自治推進課には

岸宏司課長が赴任。お二人とも話をよく聞き親しみやすいお人柄であった。 

更に、用地管財課宮下克己課長には等価交換方式で大変お世話になった。また市長への

陳情には秘書広報課熊澤克彦課長に無理をお願いした。 

 

松風台周辺の建て替え候補地については南公園奥駐車場の地権者様のほか、何人かの

方々と面会させていただいた。昔、松風台の元自治会長との苦い思い出を抱く方もおられたが

それにも拘わらず何度も相談に応じていただいた。他の地権者の皆さまも、紳士で静かに話を

聞いていただいた。上述の等価交換方式には興味を示す方もおられたが残念ながらタイミング

が悪く話は成立しなかった。 

2015 年 9 月 6 日の臨時総会で現在地での建て替えが議決された。 

紹介できなかった方々を含めて多くの出会いがあり、このような皆さまのご

支援、ご協力により自治会館建て替え問題は牛歩ながら歩んでいる。 

（真山 武志） 
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７． 松風台社会福祉協議会について 

地域福祉の向上を目的として住民相互の助け合い、ふれあい活動を推進 

活動を通して住みよい松風台を目指す 

 

松風台社会福祉協議会は湘北地区社会福祉協議会の要請を受け、地域密着の福祉活動

を進め広める目的で平成１２年（2000）４月に発足しました。平成１７年（2005）総会で「主要団体

支援規程」が制定され、毎年、自治会から役員の派遣と補助金の全面的支援を受けて活動し

てきています。これにより多くの方が社協の活動に理解と協力をいただくようになりました。 

この１０年の間に松風台社協活動に尽力され湘北地区社協会長、松風台自治会長を歴任さ

れた森潔氏、「ひだまり編集員」の佐久間務氏、「浅枝式数独」の浅枝陽氏を亡くしたことは誠

に残念です。 

平成１８年（2006）以降の１０年の活動は、一段と軌道に乗りその内容は年２回発行の広報誌

「ひだまり」により自治会員の皆さまに届けられています。また、年１回の主力事業は福祉にふさ

わしい内容が毎年理事会で協議され実施されてきています。 

また、社協活動団体は多岐にわたり民生委員、児童委員の協力やボランティアの皆さんなど

多くの参加者に支えられてきました。 

 

歴代役員の皆さま、そして社協活動団体の内容をご紹介します。 

歴代役員と事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 副会長　 会計

平成18年 佐久間務 金光叡一 那須嗣夫 介護保険制度改正はどうかわったか

平成19年 那須嗣夫 新井誓夫 柾木英一 後期高齢者医療制度について

平成20年 西村勝彦 岡野正之 柾木英一 今年度は休講

平成21年 丸山政光 安田由美子 　浅枝陽 現在の特別養護老人ホームのあり方と介護保険

平成22年 吉田正一 藤田英子 杉原三郎 認知症を正しく理解するために

平成23年 馬瀬㓛子 早瀬せつ子 勝又一福 介護保険と地域包括支援センター「あかね」の役割

平成24年 馬瀬㓛子 五味和子 　児島　健 湘南東部総合病院見学と医学講座

平成25年 馬瀬㓛子 　柳沢哲 斉藤立子 振り込め詐欺に遭わないために

平成26年 鈴木義隆 近藤滋子 三木有子 暮らしの中で楽しく脳活

平成27年 宮本忠郎 坂本鐡司 亀井宗士 暮らしの中での楽しく脳活パート２

福祉講座

松風台社協に派遣されている自治会役員

平成18年 西原義明、岡野正之、大塚節子、蒲田忠、藤林聖治、坂本憲雄、那須嗣夫

平成19年 柾木英一、小島佳一、吉田正一、西村勝彦，岡野正之、和田行子

平成20年 浅枝陽、吉田正一、森田淑恵、一本木康司、丸山政光、館正成、

平成21年 高橋賢一郎、当間英裕、吉田正一,高麗敏明、藤田英子、小林美生子、松田智子

平成22年 山崎孝弥、馬瀬㓛子、堀江奈織子、勝又一福

平成23年 佐伯芳夫，井嶋美代子、水野百合子、児島健

平成24年 行正龍昭、井野昭子、新保晃、斉藤立子

平成25年 近藤滋子、鈴木義隆、三木有子

平成26年 宮本忠郎、坂本鐡司、亀井宗士

平成27年 渡邊雅史、竹松和男、中村秀子
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松風台社協 活動団体の発足 活動状況 

 

（宮本 忠郎） 

 

 
 

 

 

 

 

８． 松風台子ども会 から 松風こどもクラブへ 

 

 

４０周年、おめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。 

「子ども会」は昭和５０年（1975）に発足、その３年後に活動を

スタートいたしました。当初は児童数が３５０名余、市内でも最多

数の子ども会として活動していました。 

手探りの中で、６年生の代表数名と指導者の父母の代表が意

見を出し合い、子ども達の要望が多かった夏祭りを実行すること

になりました。活動費を調達するため親子で缶や古新聞の廃品

回収などで集め、やっと夏祭りの準備にたどりつきました。 

子ども達の夏まつりの人気はおみこしと金魚すくいでした。 

おみこしは銀行より樽を、また緑風園さんから立派な鳳凰の飾

りを寄贈していただき樽みこしを作成、子ども達も大喜びでした。 

 金魚すくいはフィッシュセンターから有料貸与、金魚は買い

取り調達し老若男女、幼児まで楽しんでいました。ヨーヨー釣り

は足りなくなるなど如何に児童が多かったかを物語っていまし

た。 

夜は２日間、盆踊り。 

入居間もない方々の交流の場になりました。 

ご参考に親睦団体、ボランティア団体を紹介します。

　　親睦団体 ボランティア団体

　　　　□松風会 　　□しおかぜの会

　　　　□ジェントルズ 　　□しらゆり会

　　　　□囲碁同好会 　　□松風台を美しくする会

■松の実会 平成05年（1993）04月 発足 高齢者を対象としたミニデイサービス活動
第3 水曜日 誕生会、体操、歌の合唱など

参加者、スタッフとも全員で楽しむ会へ

■ほっとサロン 平成17年（2005）07月 発足 地域のコミニュケーションサロンとして開設
第2第4 水曜日 　平成27年（2015) 11月　これまでの活動が認められ お茶を飲みながら人とふれ合える場を提供

　茅ヶ崎市社会福祉協議会会長賞を受賞

■歌の街 平成19年（2007）09月 発足 歌の集い　
第2 日曜日 自由参加で松風台以外の方も参加可

毎回の参加者は30人前後

■子育サロン 平成23年（2011）12月 発足 ゼロ歳児から未就学児までを対象　　
まつぼっくり 遊びを通して学びの場づくり　
第1第3 火曜日 若い母親たちのコミニュケーションづくり

■松風こども 昭和50年（1975）　松風台子ども会　 発足 平成24年　　「松風台子ども会」が解散

クラブ 平成24年（2012）　松風台子ども会　 解散 平成25年6月「松風こどもクラブ」として発足

　　　 平成25年（2013）　松風こどもクラブ　発足 ハロウィン、餅つき大会、ラジオ体操など

□松風会 昭和51年（1976） 発足

平成23年（2011）04月 「ゆめクラブ松風会」に名称変更　  

平成27年（2015）04月 成長発展のため松風台社協から分離、独立　（親睦団体へ）
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手探りのなかで２６人の指導者が役割分担をしながら無事に終わりました。今となっては懐か

しい楽しい思い出です。その当時の子ども達は現在では５０歳前後の大人として私たちを導い

ていただける年齢になっていますね。 

その後、年々指導者の方々のご苦労を重ねつつ存続してまい

りましたが児童の子ども会への参入数が激減、活動することが困

難との判断で、平成２４年度（2012）で残念ながら「松風台子ども

会」は解散のやむなきに至りました。 

その後、平成２５年度（2013）から「松風こどもクラブ」を設立、

松風台社会福祉協議会の一員として活動し今日に至っております。 

現在、児童数は６５名余（小学校１年～６年）、夏まつり（おみこし参加）、ハロウイン、もちつき

大会などのイベントに参加して楽しんでいます。 

地域のコミュニケーション、若い世代の交流など、お役に立てれば幸いです。 

幼児の参加も増えてきており、その子ども達が未来に向かって明るく輝かしいスタートとなれ

るよう、そして松風台が忘れがたい思い出の発祥地域になりますように地域の皆さまの暖かい

ご支援、ご協力、そして子ども達に暖かく声をおかけ下さい。 

（馬瀬 㓛子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． 松風会と子供太鼓 子供達との和太鼓演舞によるふるさとづくり 

太鼓の響きは夏の風物詩です。 

太鼓を叩くだけで気分の良いものですが、練習することでリズムを楽しむことができます。 

そこで平成２４年（2012）に夏まつり実行委員長に相談、「子供太鼓」が誕生しました。 

（１） 祭りの日の午前中、「みこしパレード」に平成２４年（2012）から毎年参加。先導車（トラッ

ク）を設け、トラックに和太鼓と子供、大人が同乗、太鼓の音とみこしの掛け声により祭り

の雰囲気を醸し出しています。 
（参加者が年々増加しているため、子供たちは各公園で交代し参加しています。） 

（２） 祭りの日の夕方、南公園の特設ステージでは、子供と大人による

和太鼓の合同演舞を平成２６年（2014）から実施しています。 
（平成２７年(2015)では子供１４人、大人６人の参加でした。） 

今後とも、子供達との交流を積極的に図り「我がふるさとは此処にあり」

を感じられるような環境づくりに協力させていただきます。 

（柾木 英一） 

  

　今から２３年前（平成4年）、ユニデイ（現ユニハード）がオープン
した時、 “子ども神輿の組み立てキットプレゼント”という企画が
あり、それに松風台子ども会が応募しみごと当選して神輿のキット
を貰うことが出来たのです。神輿の組み立ては、飾り付けが大変
でしたが日曜大工の腕に覚えのあるお父さん方が、かなりの日数
をかけて完成して下さいました。
“子ども神輿”が老朽化と聞きましたが、何とか手入れをして
「わっしょい！わっしょい！」の声がいつまでも響くことを願います。

（亀井　瑞世）　

（当時の子ども会役員メンバーの名前を記したプレートがお神輿の裏に貼ってあります）

“子ども神輿”の由来　～松風台・子ども神輿・誕生秘話～
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１０． 災害時要援護者支援制度について 

この制度は一人暮らしの高齢者や重度の障害の人達などに 

災害時などでも地域の中で支援を受けられるようにすることです 
 

要援護者支援制度の発足 

松風台では４０年前は若い人達の多い地域でした。住環境の整った住みよい地域として長く

住み続けてきましたが、現在では高齢化がすすみ、松風台の高齢化率は４８％を越えています。 

 

松風台自治会では平成１７年度（2005）から独自に要援護者支援制度を

立ち上げて、班ごとに要援護者の人を班長さんがご自宅を訪問し顔合わせ

をしながら支援の内容を確認していました。 

その後、市役所でも災害時要援護者支援制度がはじまり、制度を利用し

たい人は事前に市に登録しなければなりません。自治会と市役所の双方に

登録するという不都合が生じて混乱を招き、自治会で検討した結果、要援

護者情報の登録、管理については市に移管しようということになりました。 

市役所に登録できる対象となる人は、次の方々となっています。 

① 在宅の身体障害者 

（肢体不自由 1～2、視覚 1～2、聴覚 1～2） 

② 知的障害者（A1・A2） 

③ 一人暮らし高齢者 

④ 在宅で要介護 3～5 

⑤ 認知症高齢者 

⑥ その他支援が必要と思われる人 

 

登録すると登録台帳が作成されそれぞれの自治会、自主防災組織（防災会）及び民生委員、

児童委員等へ３か月に一度、要援護者登録情報が提供されます。 

市より提供された登録情報をもとに要援護者の一人ひとりに対し安否確認者を自治会で選

び、訪問、顔合わせを行うと共に、防災訓練の実施などさまざまな取組みをすすめます。 

松風台では、班長さんが安否確認者となり以前と同じように訪問、顔合わせをして要援護者

の状況を把握し、いざという時のために備えるようにしていますが責任を伴うものではありません。 

松風台で要援護者として登録されている人は、平成２６年度（2014）までは３０数名だったの

が今年度では４１名に増加しています。頼りになるのは近隣の人同士です。 

普段から気軽に話せる関係づくり、助け合いの心がけが大切になってきます。 

 

要援護者交流会 

いざという時、地域全体で支えあうことが出来るように平成２６年度（2014）から要援護者と地

域支援者（自治会役員・班長、防災会、民生・児童委員 他）、市高齢福祉介護課、地域包括

支援センターとの交流会を実施しました。 

車いすで参加された要援護者やご家族の参加もあり、支援者の人

達も多数参加され、地域の方々の紹介、防災会から災害時の備えな

どの話、そしてお茶とお菓子など楽しく和やかなひとときでした。 

この交流会は、平成２６年度は２回、平成２７年度は１１月に開催さ

れ、これまでに３回実施、要援護者、地域支援者の方々から喜ばれ

ています。参加される人達も回を追うごとに増える傾向で、交流が進

んでいることは嬉しいかぎりです。 
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高齢化現象が急速に進む松風台ですが、地域の人々のやさしい思いやりが広がっています。 

災害はいつ起こるかわかりません。 

地域の人々がつながり、絆を深め合いながらみんなで助け合って、支えあって生きていくこと

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有元 佳子） 

 

 

  

災害時における要援護者と支援者との

交流会　を開催します！

日時：　平成２７年１１月２２日（日）　１３時３０分～１５時

場所：　松風台自治会館　集会室

内容：
１．   はじめのあいさつ

２．   大災害発生時のお願い

３．   みなさんで歓談

４．   軽いレクリエーション

５．   おわりのあいさつ

☆　松風台自治会交流会　☆
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１１． 防災活動 

阪神淡路大震災を転機に防災組織と機材を強化 

東日本大震災と 身近な全焼火災事故 を踏まえて更に備えを強化 

 

茅ヶ崎市では自然災害に向けた対策を、湘南海岸一帯の津波対策、山間部の土砂災害対

策に加えて松風台を含む湘北地区の住宅密集地対策として設定されています。茅ヶ崎市には

住宅密集地が多く１６箇所のクラスター火災地域を設定していますが松風台もそのひとつに位

置しています。    【火災クラスター（延焼運命共同体）延焼拡大し運命を共にする建築群のこと】 

わが街にも現実に大きな災害がありました 

実践的地震の体験から 2011.3.11 

東日本大震災は遠くの大災害だと思っていたら、計画停電に見舞

われて、災害時の停電対策などを強化しました。 

実践的火事の体験から 2013.1.20 

松風台有史以来初の住宅１戸全焼火災事故は、日頃から火災を

発生させない対策、日常活動の防火活動強化につなげました。 

◆（具体的には）地震に備えて―東日本大震災 2011.3.11 をふまえ 

① 家具転倒防止対策 

東海地震に備えて 2009 年 10 月に６５歳以上の高齢者住宅４１１戸にアンケート調査。 

その結果、２０戸から要請、防災会９名が訪問し家具転倒防止施行工事を実施しました。 

この活動はその後、市の「家具転倒防止金具棟取り付け事業」として定着しています。 

② 停電対策 

松風台は停電には縁のない住みよい街と思っていましたが、

東日本大震災の直後に突然「計画停電」と通告され、節電要請

が続きました。 

2011 年、その年の夏祭りで佐伯芳夫自治会長/防災会長か

ら「発電機を使って予定通り、夜のプログラムを継続するように」

と指示があり渡部勝則さん(電気主任技術者第二種)の協力を得

て４台の発電機をフルに使って夏まつりを実施しました。 

この実績を進展させ大災害停電時には自治会館の電源を確保できる体制を整えました。 

◆（具体的には）火災に備えて―住宅１戸全焼事故 2013.1.20 をふまえ 

① 消火器・火災警報器を斡旋しました 

消火器は約２０年前から毎年９月に南公園での防災訓練時に業者

を招いて購入斡旋を継続しました。 

また、住宅用火災警報器については市から共同購入要請に基づき自治会員に

2010 年に斡旋し延べ１０１戸に設置されました。 

② 発生原因や初期消火ができなかった原因を反省し啓蒙に努めています 

いくつかの発生原因の見逃しと、初期消火方法の備えがなかったことを後

悔されていた焼け跡での包帯姿の被災者の顔は、３年経過した今でも忘れる

ことができません。最後の砦〔消火器〕さえあれば全焼までは防げていたかも

しれないと反省し『防災会だより』で知識の普及に努めてきました。 

③ 『火の用心』 巡回 

有元佳子 2014 自治会長/防災会長が発動され、その後も継続しています。 

(橋本 壽与) 

消火器  

火災警報器 斡旋 

照明灯などへ給電 

松風台自治会館 通常時 

停電時 

 防災用発電機 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2ognrtTdz8AlSodOfx7/SIG=1256tdeuk/EXP=1404891040/**http:/illpop.com/img_illust/season/mar01_a19.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWLC1KJTUAcAqTkdOfx7/SIG=11ulfq193/EXP=1403266626/**http:/t.pimg.jp/001/526/018/1/1526018.jpg
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１２． ホームページ運営活動の推進 

役に立つホームページをめざして 
 

松風台自治会が運営しているホームページ（以下 HP）

は、（ａ）住民が必要な時に必要な地域内情報が得られや

すい環境を整え、（ｂ）地域情報の共有化を推進し、（ｃ）住

民のコミュニティへの関心を高めることを目的として、平成１

８年度（2006）から準備を進め、平成１９年度（2007）の始め

には HP の原型が作成されました。 

 

 

「個人情報保護規定」等の HP 掲載基準の整備、ボランティア活動組織の立上げを経て、内容

も大幅に見直した形で平成２１年（2009）１月１５日に正式に公開されました。 

その後、平成２５年（2013）１月１５日には機能・操作性の向上を図ったリニューアル版を公開

し、平成２７年（2015）４月１２日には「まちづくり運営委員会HP」との統合を経て今日に至ってい

ます。 

HP に掲載の回覧物やイベント関連情報の件数は年間１５０～２００件にも上り、回覧での情

報伝達の補完を担うとともに、自治会・防災会・松風台社協・まちづくり運営委員会の活動組織

の体制・会則・年間事業計画等を掲載することで、HP 運営の目的である（ａ）、（ｂ）の推進を図

っています。 

 

また、松風台や周辺の季節の移り変わりを切り取ったものを「松風台ギャラリー」として掲載し

たり、バス・電車の時刻表などのお役立ち情報が簡単に閲覧できるページを提供するなど、HP

閲覧者に有用となる情報提供を進めています。 

これまでに掲載したページを含めると３００ページを超える情報が蓄積されており、自治会運

営に関わる情報の倉庫としての役割も果たしています。これらはサイトマップのページから、あ

るいは「松風台ギャラリー」アーカイブから閲覧することが可能で、「松風台ギャラリー」に掲載し

たスナップ写真は約１，９００枚にもなっています。 

トップページの参照回数をもとにした HP の閲覧状況は下図の通りで、実際の訪問者数はこ

の数分の一程度だろうと推測しています（トップページ脚注部にあるアクセスカウンタの値では、

２０～３０訪問者／日となっています）。なお、閲覧者数の伸びの傾向としては、堅調にすそ野

が拡大して来ていると捉えています。 

 

 

現在の HP 
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平成２６年（2014）７月に実施した自治会 HP に関するアンケート結果（自治会／お知らせ・報

告の平成２６年度掲載ページから閲覧できます）では、認知度は７５％（前回＝平成２２年（2010）

１１月に実施＝６０％）と向上してきてはいますが、このうち閲覧したことがある方は４５％で、そ

の有用性に対しては６割の方が否定的な評価をされており、それが現実です。 

自治会員各位が自治会役員、班長としての活動を機会に、少しでも自治会 HP に関心を持

って頂き、その有用性を感じ取って頂ければありがたいです。 

（林 伝雄） 

 

  

【性別】男性 【年代】６０歳台～ 【お住まい】現在、住んでいる

私達家族が松風台の住民第１号（最初に住んだ人）と思っています。移り住んだ時、私達
家族のほかは誰も住んでいませんでした。そのためか次の販売宣伝用ブックレットは我が家
が表紙の写真になっていました。
子ども会の行事のビッグイベントで三浦にあった県の研修施設に二泊三日で行ってきました。
研修行事は良かったのですが京浜急行の電車が満員で一団体乗るのに大いに苦労しました。
夏のこととて汗をびっしょりかきながらで大変でした。
　当時の子ども達はもう忘れたかな !?　おぼえているかな !?

ここはふるさと 松風台
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４０周年記念誌 女性座談会 

〝 聞かせて下さい あのころの暮らし これからのこと 〟 
 

松風台団地、初期からの第一世代と、現在では小学生、中学生のお子さんをもつお母さん達、

いわゆる第二世代の女性の皆さんに出席いただきました。 

女性座談会らしく、まずは子どもの話題から始まりました。 

1. 「子ども会」って・・・ 

 当時は３００名以上の大所帯でしたね。３０周年記念誌にも書かれていますけど三浦海岸への一泊二日

の臨海旅行のときも大変な騒ぎでした。こんなエピソードもありました。 

まだ電車に乗り込んではいけないというのに一人だけ乗って発車してしまったの。 

どうしようと話し合ってたら次の反対の電車で戻ってきてホッとした。おっとりした時代でした。 

現在では責任問題などがあり恐くて考えられませんね。 

 行事のドッジボール大会も松風台チームは甘沼青少年広場で練習もしっかりして、香川体育大会でも強

くて、スカイブルーの鉢巻がまぶしく見えました。 

 現在は３年前から未就学児童も含めて松風台社協のもとに「こどもクラブ」って名称に変わって松風台の

小学生全員を対象に６０数名で、夏まつりのお神輿とかハロウインとか、先日もお餅つき大会をやりました。

１００人以上に参加してもらって、もちろん大人も含めてだけど。お餅の３００パックがすぐ足りなくなるくらい

の盛況でうれしかったです。 

 この頃は若いお父さんが参加してくれて盛り上がりますね。臼(ウス)と杵(キネ)でするお餅つきなんて経験

はあまりないからね。 

 ジェントルズさんにも協力していただいて、また一緒にやりましょうなんて会話があったりして結局、子ども

を通してつながりができているのかな。 

2. そして、高齢者は、特に男性は・・ 

 「美しくする会」で〝芋煮会〟をやったんですね。最初は会員慰労のために会長が里芋や野菜を提供し

てくださり、会員の家族や知り合いが集まって始まったんだけど、盛況で男性の参加も多く楽しく過ごせま

した。それで次回からリタイヤした男性が交流できるようにという思いで〝芋煮会〟をやりました。１００人以

上の参加で目的を達成できました。 

 テントとかビニールシートを防災会の方が準備してくれてうれしかったですね。 

 「美しくする会」からの男性の皆さんへの少しのお願いですが、男性も家に閉じこもるのでなく外で交流し

ていただくように・・。そんな気持ちも込めて花の水遣りを手伝ってもらえるとうれしいかな。花を植えるのは

私たちサークルでやるけど水遣りを手伝ってもらえるとうれしいです。夏は一日２回は必要なので、よろしく

お願いします。 

3. 親と子どもの関係は？ 今と昔、どうかな・・昔は子どもとお母さん、今は子どもと夫婦そろって 

 昔はお母さんと子どもという形があたりまえだったけど、今は夫婦で参加というのが多い感じがする。入学

式、卒業式にしても運動会にしても夫婦で参加ってのが多いね。 

 それだけ昔のお父さんは休めなかった、土日でも会社に行ってたこともあったしね。 

 でもなにか行事があっても今のお母さんは塾やけいこ事があるからとか、部活なのでとかで、子どもの参

加を休ませることがある。昔も、塾とか部活もあったけどお母さん自身にゆとりがないのかもね。 

 娯楽に限りがあった高度成長時代と異なり、豊かになった現代は地域のイベントより個々の家庭の好みに

応じた過ごし方が優先されているのではないでしょうか。 

 昔はお母さんは家にいてくれた気がする。学校から帰ってきても「おかえり」って。今は、共働きが多いの

かな？ 
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4. 今の子どもの世界はどうなってるのか・・ 

 昔はワンパクがいたけど、今はおとなしくて〝いい子〟が多くなっている感じ。 

 道路や公園で子どもが遊ぶと周囲の家の人からウルサイといわれるらしい。 

結局、今は公園や公民館などでスマホゲームやってるのが現実です。子どもにしてみれば一緒に通信ゲ

ームをやることが一緒に遊ぶということになるようです。 

 青少年の集いで、居場所がないという子供からの報告があったの。松風台の子どもからの報告だったけど、

ボール蹴りは怒られるし、笑いながら雑談してたらウルサイと叱られる、僕たちはいったいどこで遊べばい

いんだろうって・・・。 

 甘沼だと思うけど、自治会館を開放して勉強や遊びをやらせることもあったと聞いたことがある。それも結

局、管理監督者の大人が必要になるので頓挫。むずかしいね。 

 公園で叱られている子どもを想像すると大人として反省ですね。 

 どうすればいいのかよくわからないけど・・ 

 第一世代、第二世代がどのように第三世代の子ども達に向き合うか、個人々々の考え方もあるけど、街と

して場所の提供と雰囲気づくりが必要かな？ 

具体的な考えはなかなかだけど・・・。 

5. 松風台での子育て 

 松風台の女性って働いている方が多いって感じてませんか？それも公務員や薬

剤師、建築士とか資格をもって仕事している方など「しっかり」と働いている方が

多い気がします。もちろん、お子さんがいて・・という方も居られますから、女性に

してみれば育児から子育て、そして仕事っていう大変な作業が少しだけやりやす

くなっている、ゆとりある環境がここにはあるのかなって思っています。 

 そういえば近所づきあいでも、こどもクラブでも同世代や先輩のお母さんからいろいろなアドバイスをいた

だくことはありがたいです。 

 香川小学校でお母さんとお話ししていると、ご自身が松風台出身の方が多いですね。 

お嫁さんに対して娘さん率が高いなぁという印象があります。 

 娘さんがお婿さんをもらって松風台の実家に戻って二世帯で住むのが増えてます。 

いろんな意味で〝松風台は子育てしやすい環境にある〟ということが言えるんじゃないですか？ 

いったん外に出ても戻ってきたくなる所って感じ。 

 すぐには香川や甘沼のようにはならないのですが、地縁や血縁のつながりのない新興住宅だった松風台

ですが少しづつ世代交代が進んで成熟した街になってきたと思います。 

 そんな雰囲気はあるかもしれませんね。 
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6. 松風台はよい街にしようという情熱があった 

昔は・・・ 

 昔は買い物は鶴が台団地のサイカマート、団地入口のＡコープくらいだった。 

 松風台へのメイン道路は鶴が台団地で木柵があってクルマでは通れなかった。 

もちろん、バスは鶴が台団地までだからバス停の「中学校前」で降りてトボトボ歩くか、木柵の脇に置いた

サドルにビニールを被せたママチャリでしたね。 

 クルマの時は鶴が台から北側の薬局脇の細い道を上がって大山街道経由、それから松風台に入るという

迂回ルートでした。 

 そのため昭和４９年、５０年に入居された人、私もそうだったけど、引越しのトラックが入らないので途中で

小型トラックに荷物を載せ替えて対応したなんてことありましたよ。 

 ３０周年記念誌にも出てたけど、神奈中バス路線乗り入れ陳情のエネルギーを次の世代の人たちは見習

って欲しいと思ってます。単なる先輩づらとか古参の言葉ということでなく何かに集中して事にあたるという

住民の情熱は失わないで欲しいと思います。 

この請願書は松風台自治会だけでなく、周辺の甘沼自治会、香川自治会、そして木柵を設置し道路貫通

反対を論議されていた鶴が台自治会の方も共同請願者として署名されています。昭和５３年９月に請願

書を提出、その後、昭和５５年１２月３１日に松風台～茅ヶ崎駅間で運行を開始しました。 

永年にわたる地道な活動は住民のやり抜くという情熱そのものです。 

松風台の今・・・松風台は住みやすく、そして次の世代に好かれる街か 

 やはり松風台は住みやすい街ですね。皆さんの庭に花や樹木を植えて楽しんでいます。 

 東急の区画整備で道路も広く、建物の日照もそれなりに配慮されています。 

通過交通を避けるため幹線道路をループ状に設計されるなど今でもいいなと思っています。 

ただ最近はやはり年が経ってきたということで樹木が育って、特に玉ツゲが大きくなって困っています。 

当初は、きれい、かっこいいと思ってたけど最近では危なくて「歩道」なのに歩けない。 

ベビーチェアなんかはとても押せない。散歩やウオーキング、そして子ども達の通学も「車道」を歩いてい

ますね。危険です。 

 松風台も４０年だから気になることはいくつかありますね。 

公園の遊具とか樹木の根っこ、道路標識とか横断歩道の塗装など、「静かで落ち着いた松風台」という反

面、時が経って劣化というか、みすぼらしくなったところもあります。 

これからどうしていくのか・・。 

 そうはいってもやはり松風台は住みやすい街です。 

ウグイスの声を聴いて、緑があって、家々の佇まいもゆったりで、田園風景も楽しめる。 

季節の自然や行事と共に、北には田んぼの向こうに寒川の花火、西にはくっきりとした富士山、そして南

には鶴が台団地のマンション群などとてもうれしい街でした。 

そんな、昔そのままの風情はだんだん変わっていくけど皆の努力で残していきたいですね。 

 私は、松風台で先輩ママに色々教わりながら子育てしました。 

松風台って子育てしやすいなって感じたことあります。 

 先輩ママの知り合いで西久保の方がおられて、その人から子どもの自転車の練習に松風台の道路に来

るのヨって話してくれました。住みよさそうな街ですねって。 

 最近、家を新築されて入居された方に、なぜ松風台を選ばれたのか聞いたところ 

・ 道路が広く庭にゆとりがあり、子どもと草花を植えたり車を止めるスペースがある 

・ 街全体がゆったり落ち着いていて子育てに適していると感じた 

・ 不動産業者からの説明に「住民協定」があり街が乱開発されることがないとのこと 

・ 隣近所が仲良くするための気遣いもあり安心して住めるのでないか 

など言われました。 

一方、高齢者が多い所と聞いていたのでどうかと思ったけど夏まつりなどがにぎやかで子ども達の為に一

所懸命、前向きに活動されている方が多いのに驚いているとのことでした。 

 

 

 



 

23 

 

7. これからの松風台 

まとめの話題は、これからの事について 

子ども達のこと、高齢者のこと、これからのコミュニティのこと・・ 

 子ども達には松風台第三世代としてここを担ってもらいたい。 

第一世代の高齢者、熟年者は歴史や経験を伝えながら新世代に任せるという心構えと、自分自身が気力

ある生活を過ごそうとする意気込みも必要と思いますね。 

 高齢者に関してだけど、松風台には老人会と老人会にも入会が無理になってきた方をお世話する松の実

会（デイサ-ビス）があって、そこで毎月「松の実会だより」を全家庭に回覧してきました。その後、松風台社

協が立ち上がり「ひだまり」を年２回発行するようになりましたので、それにバトンタッチしました。皆さんの

努力で活動が継続されています。 

 子どもも高齢者もそれぞれの「居場所づくり」を持つことが必要でしょうね。 

子どもの為の居場所づくりは大人が支援することが必要でしょう。この前も、香川公民館に行ったら大勢の

子ども達が〝静かに〟スマホゲームに興じていました。これでいいの？ 

高齢者には、趣味のサークル、目的のある会合など気力が持てる場が必要でしょう。 

また、自分で居場所を作ることがあればもっといいですね。 

ともかく、高齢者は〝かまわんでくれ〟として孤高を貫く方が多くみられます。尊重はしますが、できれば

積極的に意思のある行動、テーマをもって、やりたいことをやるということをお願いしたいですね。だから、

まずお茶のみだけでも・・・という一方的なお誘いでは難しいかもしれませんね。 

 今もそうだし、これからもそうだけど、転出、転入の方々がおられます。 

出られる方にはこれまでの感謝を、そして新たに入られる方には一緒になってこれからの松風台を作って

いただきたいです。そんな住民の動きと同じように自治会役員でも毎年度、新たな動きがあります。ご存知

の通り役員は毎年全員が総入れ替え制です。 

殆どの役員は初めての体験で、教わりながら、考えながら、迷いながら役員活動をしています。 

これからの松風台を考えるとき、松風台の歴史を踏まえながら新しい住民、新しい役員がその方々の良さ

を発揮しながら対等性をもって発言し行動し松風台を改善、発展していってほしいですね。そんな風土を

創っていくことが大切ですね。 

8. 松風台の〝らしさ〟 松風台の魅力、誇れることなど 

 静かで、落ち着いて、住みやすい、そして次世代にとっても魅力ある街 松風台。 

 住みやすい街 松風台。 住んでよかった街 松風台。 住みつづけたい街 松風台。 

がぴったりです。 

 ◇第一世代 

ここがふるさと松風台   住んでよかった街 松風台   住みつづけたい街 松風台 

◇第二世代 

（女性にとって） 子育てしやすい 松風台 

（男性にとって） ---- ? ---- 松風台 

◇第三世代（子ども達） 

どう思っているのでしょうね。 

 やはり 

 ですか。 

9. おわり 

長時間、ありがとうございました。 

 

出席いただいた方々 

大友百合子 小山博美 鷹野恵美子 高橋玲子 

福江鞠子 舩越園子 馬瀬㓛子 和田行子 （敬称略） 

司会 

山本昌子 （自治会 副会長） 

今村美千代 （自治会 事務局長） 
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【編集を終えて】 
 

松風台自治会は本年、平成２７年（2015）４０周年を迎えました。 

2015 年度松風台自治会は、記念誌「わが街の３０年」（平成１８年（2006）に発刊）の追補版と

して、また５０周年記念誌の資料とするためにこの１０年間の活動を編集することにしました。 

 

４０周年記念誌発刊を決めたのは夏まつりも終わり、秋の香川体育大会、１１月下旬の要援

護者との交流会も過ぎた頃でした。それから編集方針、企画立案、主要項目選定をはじめ、執

筆依頼、住民の皆さまへの展開と協力のお願いを終えたのが年末でした。 

その後、編集、校正を経て印刷、製本を行い予定通り年度末に発刊、各戸配布できることに

なりました。 

 

私たちは４０周年記念誌の編集にあたり次のような気持ちで臨みました。 

■ テーマは 

３０周年記念誌につづき、この１０年を記録することが目的ですが次の展望も大切です。 

そのため「これまでの１０年、これからの１０年」を記念誌のテーマとしました。 

これまでの１０年の実績とこれからの１０年への期待、要望など〝これまで〟と〝これから〟

をまとめました。 

■ 住民目線で、女性目線で 

次に記念誌といえどもできるだけ多くの方々に見ていただきたい、読んでいただきたいとの

思いで住民目線、そして女性の目線を配慮するよう努力しました。 

ともすれば硬派な記念誌から少しでも柔らかな雰囲気が出せればと思っています。 

■ これからの松風台は・・・ 

改めて１０年を振り返り、それまでの３０年の足跡とは少し違う１０年であったように思いまし

た。さまざまな環境変化に対応して新しい課題にも挑んできた１０年だったと思います。 

今後も多くの課題が生じてくると思います。 

将来を考えるために「これからの１０年・・・」をチャートにまとめてみました。 

何かの参考になれれば幸いです。（右頁参照） 

 

最後に、記念誌発刊にあたって数多くの住民の皆さまにご協力をいただきました。 

ご理解、ご支援、ご協力のおかげで出来上がったものと心から感謝しております。 

項目を執筆いただいた方々、アンケートにご記入いただいた方々、座談会に快諾してご出

席いただいた女性の皆さま、そして関心をいただいた多くの皆さま、ありがとうございました。 

 

（追記） 

印刷、綴じ、製本は２０１６年３月１３日(日) 自治会２０１５年度の最後の班長会にて、班長全

員の作業で完成し、無事、終えることができました。 

 

（編集委員会代表 竹松和男） 
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〈編集委員会〉 

水知晴美（自治会長） 渡邊雅史（副会長） 山本昌子（副会長） 今村美千代（事務局長） 

竹松和男（総務書記） 佐藤真理子（会計） 大川敦子（文化広報部長） 

 以上 ７名 

  

 

2016～2025 

自治会発足

子ども会発足

松風会発足

自治会館（初代）竣工

松風台入口の木柵撤去

防災会発足

バス開通実現

汚水処理施設

管理組合結成

夏祭り
しおかぜの会発足

ジェントルズ発足

公共下水道接続実現

新自治会館竣工

松の実会

香川公民館開館

活動の負担軽減化

美しくする会自治会創立３０周年

松風台社協

東海岸寒川線道路開通

１．街づくり委員会

住民協定

５．法人化

６．建て替え委員会
４．活動業務の簡素化

１０．要援護者支援活動

７．松風台社協の強化３．「祭り４８」の発足

１２．ホームページ運営

雨水枡

清掃

８．子ども会／こどもクラブ

９．松風会

１１．防災会強化

２．役員、班長の選出制度

自治会 社協・福祉自治会活動

街

生活地域

諸活動松風台の街づくり

街づくり

住民 仲間 親睦

ふれあい

助け合い

自治会活動のあり方

住民意識

高齢化

少子化
自治会のあり方

自治会館

組織変革

近隣 広がり 友好

情報共有

安全 安心 秩序

環境 きれいな

災害に強い

自治会

自治会活動
社協・福祉

街

諸活動

生活

地域

2006～2015

湘北自治会連合会

湘北社会福祉協議会

安心 安全

・安心

・安全

・災害に強い

・きれいな

・ふれあい

・情報を共有

・行政、各種団体と連携
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【資料】   松風台自治会 １０年間 平成１８年～平成２７年（2006～2015）の年譜 

 

 



 

 27 

 

 

【資料】 松風台自治会 歴代役員一覧 （1975～2015） 

 

 

 

 
定期総

会 
年度 

総会 
  会長 副会長 副会長 事務局長 

書記 
会計 会計 

監査 専門部長 

開催日時 総務書記 監事 文化・広報 会館・運営 防犯交通 体育 環境・衛生 

0    昭和 50 年 1975 坂口 遼 水知慎二 松井孝一  
若林道子 

座間光子 
姉川陽子  坂口敏子 

田中寛子 

大高和子 
 小山亜希子 足立芙美子 

庵原晴美 

吉田光子 

1 第 1 回 昭和 51 年度  昭和 51 年 1976 坂口 遼 岡本和理 佐藤晴次郎 長石清香 
内田復子 

北 紀子 
中村和加子 川上淑子 佐々木 修 

松村武雄 

川久保 巌 
 田嶋愛三 秋山 勝 小田島 厚 

2 第 2 回 昭和 52 年度  昭和 52 年 1977 佐藤晴次郎 奥井昭志 森 和郎 
加藤弘子 

高橋陽子 

真保保子 

宮崎由美子 
児島和子 寺山喜代子 岡崎信和 

小泉静子 

小海せつ 
岸間 正 阿部明子 福嶋信雄 倉品紀江 

3 第 3 回 昭和 53 年度  昭和 53 年 1978 住村博幸 沓掛忠幸 有井 泰 
石原孝之 

幸田恵子 
真保昭八朗 久家文二 鈴木良市 戸塚好司 川内野敏雄 岩崎秀美 名取克也 大原正次 松岡義満 

4 第 4 回 昭和 54 年度  昭和 54 年 1979 福江鞠子 岡村迪彦  木村 実 早瀬登久治 降幡貞光 三輪正彦 伊集院一馬 竹村喜久治 椎野 努 倉敷 肇  永村輝子 

5 第 5 回 昭和 55 年度  昭和 55 年 1980 長谷川清久 渡辺 勲  三浦寛二 山崎孝弥 竹松和男 山本睦夫 本吉捷宏 北山幹夫 伊藤君広 小野弘毅 天野 謹 桜井久雄 

6 第 6 回 昭和 56 年度  昭和 56 年 1981 長谷川清久 渡辺 勲  三浦寛二 山崎孝弥 合田敬三 鈴木妙乃 大庭幸雄 北山幹夫 岡田良廣 新保 晃 大友元春 田中裕子 

7 第 7 回 昭和 57 年度  昭和 57 年 1982 長谷川清久 大友元春  三浦寛二 高橋玲子 小野寺直子 森田和子 合田敬三 五十嵐 剛 高橋千枝子 飯島徹也 若林芳子 山本幸子 

8 第 8 回 昭和 58 年度  昭和 58 年 1983 長谷川清久 新保 晃  三浦寛二 橋本みつ子 栗原文子  関 尚子 小松 弘 石川祐子 
矢野さかえ 

河村栄子 
風張次恵 湯舟和雄 早田ミホ 

9 第 9 回 昭和 59 年度  昭和 59 年 1984 長谷川清久 本吉 捷宏  三浦寛二 勝又純子 宮瀬朱美 池田孝子 勝又経徳 大嶋礼子 峰政明美 生悦住万利子 前田敬子 佐竹洋子 

10 第 10 回 昭和 60 年度  昭和 60 年 1985 長谷川清久 竹田由美子  三浦寛二 井上篤子 嶋崎昌子 岡本みさ子 香川重和 稲井佳子 小幡和子 沢井弘子 杉本百合子 西方きそ 

11 第 11 回 昭和 61 年度  昭和 61 年 1986 長谷川清久 池上升也  三浦寛二 橘田一枝 千田和子 小林早苗 長石清香 千葉真理子 井本志鶴江 尾上悠美子 佐藤淑子 佐伯敏子 

12 第 12 回 昭和 62 年度  昭和 62 年 1987 長谷川清久 柴田知栄子  三浦寛二 藤田英子 南部静江 磯野瑠美子 勝亦久子 橋本友見子 飯田悦子 鳥屋和子 日暮直子 小園優子 

13 第 13 回 昭和 63 年度  昭和 63 年 1988 長谷川清久 中井明子  三浦寛二 井川啓子 白石文子 行正イマ子 小室孝治 白倉貴美子 手島悠子 杉崎輝男 渡部久美子 石渡昭江 

14 第 14 回 平成元年度  平成元年 1989 長谷川清久 佐久間 務  三浦寛二 山崎孝弥  渡 洋子 三木有子 北山幹夫 武井久美子 後藤康子 茂木静子 村上房子 鈴木米次 

15 第 15 回 平成 2 年度  平成 2 年 1990 長谷川清久 鈴木米次  三浦寛二 石田龍二郎 西谷昭夫 吉田正一 生悦住万利子 岡村慧子 五味和子 中家由美子 中村政子 立花京子 

16 第 16 回 平成 3 年度  平成 3 年 1991 長谷川清久 小野弘毅  三浦寛二 小峰 操 座間康之 望月伸子 西谷昭夫 池田富士夫 内藤展子 平石忠子 稲葉尚子 岩沢いち子 

17 第 17 回 平成 4 年度  平成 4 年 1992 
長谷川清久 吉田元彦  

三浦寛二 當間邦枝 若林弥助 山本照代 座間康之 晴山暁子 段上圭子 小幡和子 若林芳子 宇野晴子 
→住村博幸（会長死去による交代） 

18 第 18 回 平成 5 年度  平成 5 年 1993 三浦寛二 有元正憲  北山幹夫 加藤弘子 半田弘子 岡安みな子 若林弥助 伊藤典子 佐藤敬子 松尾文子 松村ナミ子 宮崎由美子 

19 第 19 回 平成 6 年度  平成 6 年 1994 奥井昭志 米山拓司  水知晴美 今井由美子 荒瀬貞子 仲本美和子 佐々木洵子 高橋玲子 小田島美子 山口恭子 佐藤徳至 角 紀子 

20 第 20 回 平成 7 年度  平成 7 年 1995 奥井昭志 森 潔  森 潔 和田行子 沢井弘子 篠原洋子 手島敬子 成田きみ江 関原育子 海野礼子 伊藤清一 松浦文子 

21 第 21 回 平成 8 年度  平成 8 年 1996 森 潔 高麗小次郎  佐々木一治 佐々木永子 那須嗣夫 鍋島郁子 安藤素子 日浅雅通 内田英哉 花水清子 清水武正 馬瀬正隆 

22 第 22 回 平成 9 年度  平成 9 年 1997 森 潔 福嶋信雄  島田法舟 森田叔枝 水野修良 高橋 忍 小野勝弘 福江鞠子 三浦泰子 岡 和幸 今井栄子 小原京子 

23 第 23 回 平成 10 年度  平成 10 年 1998 福嶋信雄 望月 潔  白井九寿夫 藤田英子 篠田敏子 齋藤立子 末廣蓉子 大友百合子 新保洋子 花山洋子 石井芙美子 大野和代 

24 第 24 回 平成 11 年度  平成 11 年 1999 福嶋信雄 五味和子  吉本恵子 百瀬恵美子 綿貫悦子 山下寿子 守瀬和子 合田芳子 橘田一枝 小林達也 山崎孝弥 福馬京子 

25 第 25 回 平成 12 年度  平成 12 年 2000 浅枝 陽 宮代芳夫  松尾明海 小林いせ 葛野マユミ 奥田せつ子 田部井規夫 内田律子 加藤美知子 古嶋和俊 行正百子 比嘉久子 

26 第 26 回 平成 13 年度  平成 13 年 2001 伊藤輝美彰 小山博美  宮本忠郎 渡辺三千子 河田正孝 杉崎扶美子 稲井 晃 井野昭子 長尾君枝 村上正俊 杉江三知代 井上 薫 

27 第 27 回 平成 14 年度  平成 14 年 2002 河野 清 岩田克男  藤本好得 大原ヒデ子 河村勝美 平原靖子 船越快江 亀井端世 榎本恵美子 尾上悠美子 西川和之 手島悠乎 

28 第 28 回 平成 15 年度  平成 15 年 2003 森 潔 有元佳子  三輪祐基子 大川敦子 臼井裕子 佐藤淑子 白石行雄 池田洋子 倉品紀江 竹村喜久治 黒田美佐子 池田良野 

29 第 29 回 平成 16 年度  平成 16 年 2004 森 潔 金光叡一  山本恭代 佐久間 務 立花京子 明利鈴子 林 美 武井久美子 山下景恵 高山範雄 橋爪 優 勝亦久子 

30 第 30 回 平成 17 年度 2005/4/10 平成 17 年 2005 清水武正 西原義明  新井晢夫 石田龍二郎 阿部 文 中井明子 小室孝治 石塚直美 宮島たず子 五味敏子 水知晴美 西谷昭夫 

31 第 31 回 平成 18 年度 2006/4/09 平成 18 年 2006 西原義明 鎌田 忠  岡野正之 
大塚節子 

新宮由美子 
藤林聖治 那須嗣夫 坂本憲雄 茂木静子 鈴木薫代 磯貝房子 内田孝志 永村輝子 

32 第 32 回 平成 19 年度 2007/4/08 平成 19 年 2007 吉田正一 西村勝彦  岡野正之 和田行子 小島佳一 柾木英一 原 友信 三國愛子 山下景次 天野 謹 関原 明 渡辺雅美 

33 第 33 回 平成 20 年度 2008/4/20 平成 20 年 2008 吉田正一 森田淑枝  一本木康司 高橋玲子 丸山政光 館 正成 浅枝 陽 安田由美子 山口恭子 崎山政幸 吉田広栄 伊藤蕗子 

34 第 34 回 平成 21 年度 2009/4/19 平成 21 年 2009 當間栄佑 吉田正一  高麗敏明 藤田英子 小林美生子 松田智子 高橋賢一郎 河瀬由樹子 宮瀬朱美 橋本 啓 平田高明 杉原三郎 

35 第 35 回 平成 22 年度 2010/4/25 平成 22 年 2010 中川久男 馬瀬㓛子  菊田重人 堀江奈織子 勝又一福 早瀬せつ子 山崎孝彌 佐々木修 太田寿子 生悦住万利子 飯島久子 増田信男 

36 第 36 回 平成 23 年度 2011/4/17 平成 23 年 2011 佐伯芳夫 井嶋美代子  松井吉子 水野百合子 児島 健 小松幹子 末廣蓉子 椎野 努 高曽清子 村上正俊 菊池陽路子 西方一郎 

37 第 37 回 平成 24 年度 2012/4/15 平成 24 年 2012 行正龍昭 井野昭子  新保 晃 豊島智紗子 齋藤立子 當山順子 橘田憲次 柳澤 哲 田村和代 松永碩子 中島良弘 鈴木和子 

38 第 38 回 平成 25 年度 2013/4/14 平成 25 年 2013 内田律子 中津海喜代美 
金子登美子 

近藤滋子 
中野親恵 鈴木義隆 三木有子 丸山美知江 河田正孝 澤井弘子 川越由美子 田部井規夫 池田昌起 西村勝彦 

39 第 39 回 平成 26 年度 2014/4/13 平成 26 年 2014 有元佳子 宮本忠郎 真山武志 手島正敬 坂本鐵司 亀井宗士 渡 洋子 錦織 久 今井智恵子 海野礼子 中西 純 福添英夫 出口加代子 

40 第 40 回 平成 27 年度 2015/4/12 平成 27 年 2015 水知晴美 渡邊雅史 山本昌子 今村美千代 竹松和男 佐藤真理子 中村秀子 藤本好得 大川敦子 杉崎扶美子 中家一男 日暮和男 岡安みな子 
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