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【今回のふるさとまつりについて】 

受付・接待 

 昨年より来賓の方が多くお見え下さいました。天気も良く暑かった為、接待は忙しかった。 

会場部 

会場部の駐車場（遊水地）、駐輪場へ協力してくれた GP棟委員の方々は、十分おまつりを楽

しめなかった（人員不足など）。会場部の駐車場、駐輪場の方々は、おまつり会場が見えませ

ん。他の部とは異なる場所にいます。 

駐輪場 

大変であった。というのも、誰が来るのか分からなく、名前も顔も一致しないし、開会式前から

子供達４～５人で来て、その辺に自転車を止めていくし、すぐいっぱいになり大変でした。担当

の人も掛け持ちしているため、来ない人もあり、滅茶苦茶忙しかった。 

啓発 

・天候にも恵まれ、そこそこの人出でやや盛り上がりに欠けた感もあるが、来場者も楽しんで

いたようで良かった。天候にも恵まれ、大勢の人が来られて、ステージの前の椅子も大勢の

人が座られていて良かったのではないでしょうか。 

・当日は多くの方に「さがぼーくんとエコ宣言」やストップ温暖化ハウス、自転車発電など体験

していただきました。着ぐるみの着替え場所やタープなどご配慮いただきありがとうございまし

た。準備から当日と相武台の地元の皆様が力を合わせていらっしゃる様子に地域の活力を感

じました。 

・天気に恵まれ、参加者も多く良かった。 

・啓発コーナーは（会場の）中心にありながら、人の導線から外れているみたいで人が通らな

い。 

・良かった点：天候、悪かった点：見学者が少ない、核がわからない 

・天候に恵まれ、来場者も昨年より多く感じました。啓発コーナーからステージが良く見えたの

で楽しい一日でした、実行委員の皆様ありがとうございました。 

魚つり 

大変忙しくて他のコーナーはわかりません。二人の応援で二人共多忙な一日でした。 

射的コーナー 

好天に恵まれ、多くの住民 

が来てくれました。担当の 

射的コーナーが忙しく、校庭

での出し物は、ほぼ見る事 

ができませんでした。 

本部 

閉会式の市旗降納時の挿入

曲は良かった。 

模擬店（トン汁） 

例年より人出が多いようだ。 

バスケシュートゲーム 

また来年も是非出店させてい

ただきたいです。食べ物屋さんの中でゲームのお店だったので一番はじっこにしていただいた

り、配慮していただき、とても感謝しております。佐々木さんをはじめとして、委員の方々には

大変お世話になりました。ありがとうございます。対面式にした模擬店コーナー、とても良かっ

たと思います。 
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木工アイデア 

雨の心配もあったが、天気も良く無事に終わることが出来た。 

自分のアイデアで作ったおもちゃで遊ぶお子様を見てうれしかったです。 
 

 

【実施時期について】 

会場部 

「GPフェスタ」の１週間後でGP自治会連合会の役員に疲労感があり、またGP自治会連合会

棟委員の方に欠席者があった。11月初旬に変えた方がいい。 

駐車場係 

 ＧＰフェスタが前週にあり、忙しい状況であった。 

射的コーナー 

・学校の行事日程（特に試験）を４月頃までに調べて

「ふるさとまつり」の日を決めた方が良い。 

・GPの立場で言えば、２週連続の行事で疲れました。 

・秋の実施は妥当と思います。 

消防車乗車体験 

 晴天に恵まれる確率が高い。 

役員 

この時期は高校生のテストなので前後１週間ずらした

方が協力を得られやすい 

 

【実施時間について】 

フリーマーケット 

この時期だと、まだ日が長いので、もう少し遅くまでやってもいいのでは。 

受付・接待 

ステージの演目が終わり次第、続けて閉会式の方が良かったのでは？ 後片付けもできない

ので、間があり過ぎた感じでした。 

啓発・PR 

・実施時間は良かったが、但し、今回本部より最終ステージ終了のアナウンスが（１４：３０頃）

あったと同時に客がひけて約３０分位タイムラグがあったので、そこで終了するか、ステージ

の出し物を増やすか？ 

・実施時間はそのままでよいが、15:30の閉式セレ

モニーは遅すぎる。どこのコーナーも整理整頓が

15:00過ぎて始まっている。もっと 15:15頃にした方

がよい。 

消防車乗車体験 

青陵高校演奏が終わると皆帰ってしまう。14:30ま

でとするか、最終は演奏までとする。 

役員 

 1日で準備・片付ができると良いと思うが。 
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【準備、進め方について】 

ゴミステーション 

一番隅に設置されました（前回は売店近く）がとても不便。 

ターザンコーナー 

部会責任者は経験者を当てるとスムーズでは。 

バスケシュートゲーム 

緑台小校庭でお手伝いをしました。現場で指示をどんど

ん出してくださる方がいたら、もっとお手伝いできたよう

に思います。何もしていない時間があり、何人もボーっ

としている時間があったので、来年はどんどん指示を出

していただけたら幸いです。 

フワフワバルーン 

 部会の時には実行委員の氏名を決めてほしい 

フリーマーケット 

もう少し会議の時間が短いといいと思った。 

ポップコーン 

もう少し話合いの時間・説明会等がほしかった。 

お楽しみ部 

・お楽しみ部では、どのような出し物を行うか、早い時期に検討する機会を設け、リーダー確

保・スタッフ確保を含めて、準備をする事をおすすめします。各コーナーのマンネリ化を防止、

新しいものを取り入れる意見が入れられる様になれば参加者を確保（増）が望める。 

・部会の時には実行委員の氏名を決めてほしい 

会場部 

・各部門で必要とする資機材について不明瞭であった。例：啓発など同一場所で実施する催

物は、仕様資機材は合計した数で申し込む。毎年経験部門は、事前の申請が無く、昨年と同

じという事務局、実行委員も始めての人もいます。事前申請を明確にすること。事前準備は大

変である。特に始めてやる事務局の人達は。 

・低予算でおいしい弁当が他にもあるので、検討してみてはどうか。 

駐車場係 

・初めての参加でわからないまま、指示に従っていたように思う。ＧＰグループ、団地グループ

等まとまって準備、片付等よく動いていたようだ。 ・ただ開会式の合図があったのかどうか？ 

啓発 

・前日、相武台ふるさとまつりの会場作りの準備、誰がトップリーダーで、どのような指示で動

いているのか分からず、段取りが悪く、スムーズに作業が進んでいるようには見えなかった。

もう少し打合せの段階で詳細に詰めておいて、作業が円滑に運ぶようにしてもらいたい。 

・全体を見ているわけではないのでわからない。 

・前日準備が終了した後、ステージ前に集合していただき「ごくろうさま」の会ができると良かっ

たですね。そうすることにより準備に参加した人のまつりに向けての意気も上がると思う。 

・準備指示者を参加者に知らせた方が良い。テントの張る数・使用テント所有団体名・指示責

任者等、場所。 

・各部会中心進めた方が共有感があり責任行動でよい。 

・ゴミステーションの位置を見直してほしい。わざわざゴミ捨てに端まで来る人は少ない。お客

さんからの苦情も多かった。 

・分別についてやらなくてよいことまで分別していた。あらかじめ分類を示してほしい。 
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・休憩所は一か所ではなく複数個所に点在させた方がよい。こども連れの家族に出展者用の

イスを貸してくれと言われると断りづらい。 

・模擬店の値段の表示方法を統一化した方が良い。事務局で作成して、各店舗決まった場所

に表示するよう指示しても良い。 

射的コーナー 

・今年も実行委員会と各部の責任者間の意思疎通は完璧ではなかった印象です。 

・射的の責任者としては出身母体が明確的では無かったせいもあり、スタッフの動員が薦め

難かったため、連合会長には迷惑（要求）を掛けました。 

・結果、スタッフの人数を把握できたのが開催１週間前であり、どうなるのか不安であった。 

・お楽しみ部としては、フェイスペインティング（座間キャンプ）のテントが足りなく、急遽 GP倉

庫より用意せざるを得なかった。情報の確認不足の結果である。 

本部 

全体の統一が取れなかった。部門別に意識統一するための全体像が見えない。 

模擬店 

・前日準備の時にテントの件で手配等をして頂き助かりました。 

・全体会議と部会議がありましたが、全体会議は必要でしょうか？ 車も停められず、時間も１

時間半（全体会）かかりました。各部会議だけで良いかと思います。 

役員 

 部会方式は前年度よりうまくいったと思う。 
   

 

【運営、進め方について】 

バスケシュートゲーム 

駐車場係のお手伝いについて。一緒にお手伝いするはずの違う模擬店の方がお見えになり

ませんでした。ご報告まで。 

会場部 

・実行委員会は委員の方々に作業開始前には本部前に集めて、説明が必要です。何事も「け

じめ」が必要です。終了時も同じですね。 

・相武台グリーンパーク自治会連合会の棟委員、副棟委員の方々が多く参加して片付まで手

伝ってくださってとてもよかったです。 

・駐車場も駐輪場も担当者をシフトにして、他の方面

の方々が応援して良かった。応援以外の方々は、お

祭りに参加できず、日中交替する人が少なく、おまつ

りに参加できない人もいた。シフトで参加できるように

したが、交替する人が欠席したことなどが原因です。 

駐車場係 

・午前中は別として、午後は来てくれる車も少なく、特

に荘加さんのパーキング（来賓者用）はいらないかも

しれない。 

・駐輪場は看板を持っていた方が良い（時間）の時、

誰が来るのか分からないため。 

  啓発 

・私達の団体は初めて伺ったので運営の手順が良く
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わかっておらず、ご迷惑をおかけしたこともあるかと思います。申し訳ありません。 

・相武台中学校に言いたい。楽器の運搬は実行委員会で行うが、積み込み作業は生徒又は

父兄が率先して行うべきだ。 

射的コーナー 

特に設営の観点から言えば、部門間の意思疎通が万全ではなかったと思われ、前日の準備

段階でも手持無沙汰の人が多かった、と見受けられました。 

工作コーナー 

前日準備について。人数が多く集まって協力的でしたが、うまく人を使えていなかった。コーナ

ー場所、各コーナーへの設備（テント、イス、机）の指示をスムーズに進めてほしい。色分けの

所に責任者をおき、数量などチェックさせて処理すれば、時間短縮になったと思います。 

役員 

出展場所が図面通りでなく、当日変更してもらったコーナーもあったが、気持ちよく移動してく

れありがたかった。ステージが終わると帰ってしまうので、予定通り 3時までステージを行うか、

ステージ終了後閉会式とするか、どうしたらいいのか？ 

   

 

【後片付けについて】 

フリーマーケット 

備品の色分けはわかりやすく効果的だと思った。 

受付・接待 

 終了時の片付は良くやっていらしたと思います。 

お楽しみ部 

 今回の方式、非常に良かった。 

啓発 

・それぞれの指示に従って後片付けを手伝ってい 

るので、詳しくはわからない。 

・閉会式後3時期し後の片付は良かった。 

・終了時間の最後のイベント後すぐ閉会式がよい 

のでは（お客さん帰るので） 

工作コーナー 

・３時前に終了したところが片付を行ってしまっていた。工作コーナーは時間まで行っていたの

で、となりで片付をされたため困惑した。 

・周りの方の協力でスムーズに片付をすることができた。公民館への移動、机、椅子など協力

的にできた。 

射的コーナー 

５種類の旗が近接しており、運び出しの際間違えそうな場面がありました。確認のための要員

を張り付かせる必要があると感じました。 

消防車乗車体験 

 全員での片付で、短時間で行えた。 

駐車場係 

 ブロックごとによくまとまって動いていたように思う。 

  駐輪場係 

  私は最後まで行けなかった。申し訳ないです。 

模擬店（トン汁） 
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いつも後片付けに問題があった。今回の方法で良いと思う。今までの中で一番早く帰宅で き

た。 

木工アイデア 

荷の後片付けで車の乗り入れの際、誘導担当者がいたので、相談して入ることが出来、スム

ーズに後片付けが出来た。 

役員 

事前に遠慮せず全員にお願いしていたので、今までより多くの人の協力がえられ、早く片付け

られ良かった。 

 

【物品について】 

フリーマーケット 

テーブルありがとうございました。いすも出していただけたのでしょうか？ 出していただけると

うれしいです。 

フワフワバルーン 

共通物品は勝手に持っていく人がいるので、数人で管  

理していただきたい。 

会場部 

各グループの机いすなどの損傷が多くなっています。 

工作コーナー 

傘袋は高いのを買ったが、空気の抜けるのが気になっ

た。針金は細いものにしたので、巻き数（メーター）も余

分にあったため、予算はあまりました。 

啓発・PR 

・啓発・PR部で物品（備品）について、一括まとめて提出

しているので、各所からでなく（バラバラでなく）、一か所

からまとめて、関係者から指示してほしかった。 ※最

終的に数があわなかった？ 

・机、椅子、タープをお借りできて、とても助かりました。 

・数の把握が出来ていない。自治会・公民館にいくつあるのか事前に調べるべきだ。無いから

何とかしてくれでは当時混乱した。 

魚つり 

ブルーシートを一枚お願いし、新品をご用意くださいましたが、公民館に何枚もあり、それを利

用した方が良いと思います。その方が厚さもあり節約になります。 

大きい看板があった方が良い。昨年はありました。 

射的コーナー 

・要求リストに対して不足は無く、問題はありませんでした。 

・但し、運営していて必要だ、と感じたのは景品を詰めるポリ袋でした。途中で購入に走りまし

た。 

・今回は、ブルーシートを吊る細紐も用意されており、助かりました。 

・地面に敷いたブルーシート、テントを畳む際は土が付きます。よくじつでもいいのですが、洗

浄する指示も場合によっては必要ではないでしょうか。 

消防車乗車体験 

 （申請してなかったが、）加えてほしい物品があった（杭、パネル） 

防犯啓発コーナー 
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防犯コーナーでは各方面よりご協力を頂きました啓発物とチラシを手渡す形で啓発を行いま

した。啓発物品があるおかげで来場者に声をかけやすく、チラシを受け取っていただけるので

大変助かりました。来年度も啓発物品のご協力をぜひお願いいたします（入浴剤はとても喜

ばれました） 

防犯相談コーナー（鍵） 

共通物品を使用できてとてもありがたかったです。 

模擬店（トン汁） 

テーブルは間に合ったがイスが足りなかった。 

 

【スタッフの人数について】 

お楽しみ部 

 余裕があって、楽しみながら、スタッフの参加作業業務もスムーズでした。 

啓発 

スタッフはほぼコーナーから離れることが出来なかった。あと２名くらい多いとスタッフも他のコ

ーナーが楽しめた。 

駐車場係 

 はじめてで全体の動き等の理解ができていないので、人数等については何とも言えない。 

  駐輪場係 

 特に駐輪場（は少ない）。自分勝手で申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の検討事項】 

ゴミステーション 

ゴミを分別していますが、最終的に業者はプラも一般ゴミも一緒に処分されるのでしょうか。き

ちんと分別する為にはゴミ袋の色を変える等の必要があるのでは？ 

ペットボトル・缶のゴミ箱は売店にも用意しておくと利用者に便利と思います。 

スーパーボール 

今回お楽しみ部は校舎と校舎の間の中庭で実施されたので、来客数は多い時に比較して少

なかったように思いました。平成２８年度は校庭に面した場所で実施したいです。 

ステージ班 

 名札は全員なまえのはいったものがほしい。 

フリーマーケット 

・今回で緑台は終わりですが、出店場所の６と７の間があいている（柱があるため）事を事前

に知っていたら、レイアウトにもっと工夫できたかなあと思いました。今後、緑台実施の可能性

79%

2%
7%

12%
妥当

多すぎる

少なすぎる

無回答
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は？！ 

・前回の時に書きましたが、フリマの場合、搬入時の車について、誰もスタッフがいなくて、とて

も困りました。今回、緑台ではスタッフの方が指示して下さって、とてもスムーズに搬入搬出が

できました。次回の旧磯野台でもスムーズにできる様お願いします。 

・フリーマーケットは、人は多数来た。もっと店を出したいが、車の出入り、駐車場の問題があ

る。来年は確保できるのか。 

お楽しみ部 

 ・新しい会場に向けて（昨年度開催した時の反省を検討）、ふるさとまつりの運営を一新する。 

・会場造りには、来場者の人の流れを考慮したレイアウト設計が必要。（空きスペースに詰め

込まない） お楽しみコーナーは新旧入れ替えも検討。 

会場部 

歩行者天国の時間帯をＡＭ7時30分からＰＭ5時になっているが、ふるさとまつりの開催時間

の実情に合わせて、ＡＭ9時頃～ＰＭ4時くらいが良い。（実際の歩行者天国の時間） 

駐輪場 

グランドの方へはほとんど行っていないので、わからない・・・。 

啓発 

・（昨年の旧磯野台小跡地では）メインの舞台が体育館であった為、出店及びゲームコーナー

への人の流れが散漫となり、人を呼び込むのが難しかった。 

・現金でなく、チケット購入方法の方が、有効な効果があるように思います。 

・来客者の流れを考慮した上で出店及びゲームコーナーを配置するようご一考願いたい。 

来年は場所が変わるという事で、昨年の開催時を参考にすると 

(a)やはり出店とゲームコーナーの配置をもう一度考慮する必要ありと思います。 

(b)高齢者の来場に対して配慮が乏しいように思われた。車椅子や休憩所の設置（まして 

日陰を作るテントの用意もなされていなくて気の毒であった。）への配慮が今一つ思いや

りが無い様に思われた。 

     ・来年は新しい場所での開催とのこと、新たなさらなるご発展をお祈りしています。 

・交通安全母の会として、自転車の無料点検３年目になります。入口自転車置き場近くで、わ

かりやすい場所で実施できればと思います。 

・駅からくる方には多少遠くなるので、自転車利用者が増えるかと思われますので、駐輪場の

確保が大切になるかと思います。 

・会場作りを考える必要があると思います。（より多くの人達に見やすく廻りやすくする為に） 

・今回、模擬店横丁の向きが反対の方が良かったのではと思いました。 

・子供を対象にした企画を充実しないと、高齢者は動かず、全体が活気づかない。 

・会場図作り小委員会を作り検討し提案する。小委員会で会場の実測をし各部の配置寸法も

記入し、全体の人の流れなども考えて全体の配置図を作製する。 

・今回は模擬店が通路を作るように並んでいたので、参加者が目的に合わせた動線が出来

ていたように感じた。会場が変ると入口が複数になるかもしれないが、同様に動線を意識

できると良いように感じた。 

射的コーナー 

・資材の搬出入の際、来客者が駐車するスペースがありません。グリーンパークの調整池は

用意可能ですが、雨の場合は使用できません。若草中や青陵高校の校庭の一部使用をお願

いする必要があります。フレサは厳禁です。 

・運動会ではありませんが、地区対抗のパフォーマンス（事前に通告した題目に対して）を競う

出し物（例えば、仮装行列）があっても面白いし、応援も熱が入るのではないでしょうか。 

・平成２８年度は、まちづくりセンターが移転して最初の行事となります。地区を盛り立てる将

来の担い手である、小学校３校、相中、青陵高等学校の生徒によるマスゲームも受けると思
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います。（学校の意向を無視していますが） 

弁当 

お弁当と名札の件ですが、２年間やりましたが、やっぱりお弁当はお弁当係、名札は名札係と

分けた方が良いと思います。そして名札は責任者が自分の部下の分を把握していただく事が

一番理想だと思います。今年は自分で作ってきた人もいました。 

前回はお弁当とお茶をセットで配りましたが、今回はお茶を名札と一緒に配りました。ところが、

お弁当と出席者の数が大幅に違っていて、お茶の数が足りなかった。やはり午前中に配るの

でしたら、出席人数だけ揃えてほしいですが、お茶はお弁当と一緒に配った方が良いと思い

ます。 

防犯啓発コーナー 

昨年度は掲示パネルに貼る物が無かった事が反省点でしたが、今年は掲示用ポスターなど

もご協力いただき、パネルを埋めることができました。ただ、啓発コーナーに足を運んでいた

だける来場者は少なく、来年度は会場も変わるという事なので、啓発ブース全体の位置をご

検討いただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

模擬店（トン汁） 

地区自治会の対抗戦などどうかな。町内会、団地グループ対抗①綱引き対抗、玉入れ対抗、

親子ボール運び対抗。いつも音楽と踊りなのでみんな参加できるものも良いと思う。 

模擬店横丁 

昨年旧磯野台小跡地で行いましたが、搬入する時、大変せまく、売り場も売りづらく売り上げ

も場所が周知されていなかったのかお客様も少なく感じました。 

木工アイデア 

自分は木工おもちゃで参加しています。荷物車一台分搬入する為、車の乗り入れ時間指定、

駐車場の確保をしてもらいたい。磯野台会場は体育館を使用しますが、外でのステージの方

が見に行けるし、迫力があると思います。 

役員 

・物品の運搬作業も軽減されるので、前日準備をなくし、一日で準備から片づけられるように

ならないのか。 

・駐輪場は外周にし、駐車場はもえぎ台小、相武台中を借用し確保する。 

・会場変更となるので「ふるさとまつり」ののぼり旗は1週間前から掲げた方が良い。 
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第39回相武台ふるさとまつり反省会 

平成 27年 11月 17日（火） 
 

【本 部】 
・開会式が始まる前の段取りが悪くもたついた（ステージ上へ上がる人の確認が出来ていなかった） 
・ステージ終了から閉会式までの時間が長く、間がもたなかった。 
 
【ステージ】 
・担当を決めたのでスムーズに動けた。 
・毎回同じ出演者なので、新しく出演してくれる人を探すことが課題。 
・名札は部長・副部長までが名入りで作成してあったが、全員名入りで欲しい。 
 （各部で作成するにしてもどうするか） 
・楽器の運搬について、ピストンで大変だったので大型のレンタカーの手配も検討してはどうか。 
 
【啓 発】 
・前日準備の際、パネルを配置する印が消えてしまっており、どこに設置していいか判らず苦労した。 
 
【お楽しみ】 
・お楽しみとして何をやるのか実行委員会で早く決定して欲しい。 
 ギリギリまで何が来るか分からなかったので、コーナーの配置がいつまでも出来ず困った。 
 
【模擬店】 
・レイアウトを変更し、向かい合わせにした事で模擬店横丁として賑やかになり良かった。 
・同じ出店内容で他と同じではダメだという観念から、当日出店する品物を変えた模擬店もあったが、 
 大勢の来客もあり、売り切れのお店も出るので「同じものを販売してもいい」と言っていいのではないか。 
 
【会 場】 
・駐輪場係りは休む時間もなく忙しく大変だった。 
・調整池の草刈を 1 ヶ月前に行ったが、草が伸びてしまい駐車する人が奥まで行かず手前から駐車してしま
ったので、整理が大変だった。 

 
【全体の反省・今後の提案】 
・実行委員会などは早く開いているようだが、もっと各部として準備を早く始める必要がある。 
・相武台はキャンプ座間と隣接しており、他にはない立地条件を生かして、もっと外国人（米軍）も巻き込

んだまつりにするといいのでは。 
 例えば日米合同開催にするくらい、米軍にも協力してもらえればもっと盛り上がると思う。 
・キャンプ座間内に英語版のポスターを掲示してもらってはどうか。 
・ステージ部で使用するテントなども、事前に提出してもらう必要物品希望表で提出して欲しい。 

 


