
2020年9月20日[1]-1班： 駅前活性化1

メンバー

島田（法政大学）
松原（三丁目）
春田（三丁目）
長岡（一丁目）会館
井上（二丁目）会館
長澤（二丁目）会館
西条（四丁目）会館
高根（四丁目）会館
小山（大月研）
上野（商店会）欠席
青木（三丁目）欠席

今日の目標：
プロジェクトを
絞り込む

やりたいこと
具体案
すぐor中長期
優先順位
他との連携
リーダー
スケジュール

プロジェクトチーム案WS

1.緑・景観

2.商店街

3.住民の拠点

4.学生コミュニティ
・交流の場

5.シンボルづくり

発表者：松原~15:40

→3,4は一つで考え
る

→1,2とセットで考える

すでに進めている花壇どんどん進めていきたい（松原

駅前ロータリー（松原

バーミヤンと連携してご飯食べるスペースなど（春田

配置を考える際に3DCGを活用。
駅前にミニ噴水、花壇置くなどを
3DCGなどで描いてみたい。（春田

すぐにできる→花壇（長岡

すぐにできる→駅前掃除（長岡

京王ストアの客を増やす
→京王ストアメンバーを加える（長澤

シャッター店舗活用少し話が出始めている（長澤

駅前のお店が廃業する原因究明（西条 →調査チーム立ち上げ？

京王ストアへ向かう直線ルートがない
→交差点空間の改良といった話も含めて（島田

主婦の声が聞きたい（長澤

プロジェクトチームについて希望

緑景観：春田

商店街：長澤、井上

絵にしたい！（春田

大月研と協力？

絵をかいてPRをまずしたい

会からお金を出してどこかに
絵をかいてもらう？

拠点,コミュニティ：松原

発表後、幹事会で整理
→メンバー決める

京王ストアと連携

ビジュアル化をしよう

・メインは1,2を進める



[1]-1班： 駅前活性化1(メモ)

駅前花壇のリニューアル

景観をデザインする

街路樹（桜並木、銀杏並木等）

駅前噴水

ウッドデッキ、ベンチ設置

ショッピングセンター内でのバザール等イベント
開催スペースづくり

駅前への魅力的な店、個性的な店の誘致

駅前朝市、夕市開催

移動販売車の展開

空き店舗の活用（企業の誘致、店の誘致等）

ショッピングセンタ―との話し合い
⇒ 駅前景観プロジェクトとの一体化

道路横断の容易さ確保 ⇒ 更なる協働推進へ

駅前空地、空家の利活用（NAS跡地等）

駅前保育園

駅前ロータリースペースでの定期的イベント開催

コミュニティスペースの開設

駅前の文化施設、セミナールーム

駅前広場 駅前シンボルづくり

マルシェの開催

レンタルサイクル

ファストフード、食料品店、カフェの誘致

若者が楽しめるイベント開催

ふらっと立ち寄れるコミュニティスペースの
開設

アルバイト、ボランティア活動による地域
コミュイニケーション

花壇を中心にやりたい（島田・春田）

すぐにできることから進めたい（長岡）

すぐにできる→跡地に拠点づく
りにむけた働きかけ？（長岡）

商店会と町会で一緒に（高根）

信号短い（長澤）

京王ストアに行かない仮説
・車で他所に行く・値段？（長澤）

商業集積率が桁違いに低いが、めじろ台らし
さはなにか？
病院・保育園・学校(大学高校)を駅前に誘致
するとよいと言われている。
コロナ後の目線も必要（島田）

車がない高齢者的には京王スーパーなく
なると困る（春田）

3,4は一つで考える（島田、松原）

1,2とセットで考える（島田、井上）



2020年9月20日[1]-2：駅前活性化②班

今日の目標：プロジェクトチームについて具体的に検討を進める

メンバー：金剛さん、繁在家さん、内藤さん、内藤さん、竹野さん、（青木さん、丸山さん）、高鍋さん、今田

～15:40

プロジェクト絞り込み

繁在家：京王の50番目の駅であることをコンセプトにしてアイデアを広げる

１．緑・景観

５．シンボルづくり →①シンボルづくり

→②商店街

３．住民の拠点づくり

４．学生のコミュニ
ティ、交流の場づくり

→③交流の場づくり

竹野：主体の検討が大事。誰が中心となる？（特に商店街）
→緑・景観は八王子市・住民・土地所有者

商店街活性化は商店街＋自治会が関わることはできるか？

主体について
内藤：イベントの運営主体を考える必要がある、お祭りは運営
の負担が大きい、新しい運営主体を考えるチャンスでもある
→駐車場利用の場合は実行委員を作る等

①駅前のベンチ・緑

②商店街の広場活用

③空き店舗・駐車場利用、Nas跡地

２．商店街

優先順位
優先してやること

→

→

→

金剛：景観づくりプロジェクトがすべてを網羅しているのでは？
景観整備→人が集まる→拠点→学生が集まる というように連鎖する
駅前の花壇・街路樹＋ベンチ・ウッドデッキ・イベントができる舞台が原点になる
→緑・景観も花壇の話だけでなく、周辺商店街を含めた包括的プロジェクトといえる。
対象場所・具体的な場所を検討することがプロジェクトの枠組みにかかわる

内藤：商店街の方との関係性を徐々に形成

繁在家：住民の介入、例えば一緒に経営戦略を考える、コンサルタントを付けるなど
→広場を利用したイベントから始める、空き店舗利用

金剛：最初にこじんまりとスタート、
→商店街を動かすことは難しい

駅→商店街・駐車場など成果を見せながら徐々にプッシュ
参考事例：千葉県鎌ヶ谷

内藤：商店街でスタンプラリー実施済み、古くからの区分所有者の発案
→商店街にも積極的な方もいる、商店街の人を束ねる存在が必要



内藤：シンボルづくりは木などモノのイメージだったが、駅前広場など
もっと広範囲の話を含んでいる

→シンボルづくりは全体目標として→結果として「シンボル」になる

竹野：3・4番は一緒に考えていいのでは？
→交流する場づくりという意味では一緒。交流拠点づくりプロジェクトとしてまとめる？

金剛：景観づくりプロジェクトがすべてを網羅しているのでは？
景観整備→人が集まる→拠点→学生が集まる というように連鎖する
駅前の花壇・街路樹＋ベンチ・ウッドデッキ・イベントができる舞台が原点になる
→緑・景観も花壇の話だけでなく、周辺商店街を含めた包括的プロジェクトといえる。
対象場所・具体的な場所を検討することがプロジェクトの枠組みにかかわる

金剛：最初にこじんまりとスタート、→商店街を動かすことは難しい
駅→商店街・駐車場など成果を見せながら徐々にプッシュ

繁在家：2に関して住民がもっと介入できないのか、例えば一緒に経営戦略を考える、
コンサルタントを付けるなど→広場を利用したイベントから始める、空き店舗利用

内藤：商店街の方との関係性を徐々に形成

議事録

内藤：商店街でスタンプラリー実施済み、古くからの区分所有者の発案→積極的な方もいる
商店街の人を束ねる存在

（商店街）

（シンボル・全体の枠組み）



内藤：起点の駅から50番目

内藤：駅前広場の緑・景観を象徴に変えていくは全体のテーマに関わる→最初に着手
（時計台などのモノのシンボルも）

内藤：町会の連合会など組織はあるが、現状町会の連携によって商店街の活性化を行う
機運は低い
年の半分はめじろ台祭りの準備に追われている。
→駐車場スペースが使えるようになればそちらの方が動かしたやすい？

議事録

竹野：主体の検討が大事。誰が中心となる？（特に商店街）
→緑・景観は八王子市・住民・土地所有者

商店街活性化は商店街＋自治会が関わることはできるか？

内藤：イベントの運営主体を考える必要がある、お祭りは運営の負担が大きい、
新しい運営主体を考えるチャンスでもある
→駐車場利用の場合は実行委員を作る等

繁在家：京王の50番目の駅であることをコンセプトにしてアイデアを広げる

（主体について）

（追加アイデア等）



[1]-３班：駅前活性化
進行：中川（都市計画家協会）、参加者：有岡（三丁目）、柳原（一丁目）、鈴木（二丁目）、東郷（三丁目）、藤井（三丁目）、田、記録：須沢（大月研）

• 有岡：B案、場所ありきではじめるのはどうか議論しやすいのでは？事前作成のパワポ資料あり

（①商店街PJ②ロータリー PJ ③駅周辺活用PJ ④中長期ビジョンPJ、４つに整理し具体案を提示）

• 柳原： B案、②ロータリー、緑化に興味

• 東郷：少し話が大きい印象、駅前500㎡の活性化をイメージしていた、ハードとソフト、長期短期、役場企業との関わり、駅前
はハード、構造物が重要、ソフト面では学生が集まれる場所、前回の、５つの項目でやればやりやすい→後にB案賛成

• 藤井：超短期の話になるが、京王マンションの靴屋のテナントが撤退しその後のテナントに関心、我々で希望する業種を提案
してみるのはどうか？K-TENANT-STATIONに問い合わせたが、まだ募集は開始していないとのこと

• 中川：藤井さんの案はすぐにできる具体的なアクションを検討するということ

• 鈴木：効率的・効果的な Bの③＋（④）に参加したい、中長期

• 中川：AかBかはともかくとして、具体的にどう進めていくかのイメージがしやすい、柳原さんの花壇の位置付けもできる

• 東郷：Bで５つの案に対応できると思う、③駅前周辺に参加したいと思う。最初は唐突かと思ったが、理解しやすい

• 中川：以前シンボルの話があったが、ネーミング「KO５０」「南めじ台」も重要

• 有岡：ネーミングがあることでみんなの目標、イメージができるのかと思う

• 中川：駅周辺ですぐできることは花壇や朝市などのイベント？

• 鈴木：空いているところで、市などのイベントはできると思う、

• 柳原：ロータリーの花壇を担当。緑化は、京王や市との連携も必要と思うので、早めに立ち上げたい。

• 中川：バーミヤン前とロータリーの花壇は異なるが、、

• 柳原：花壇の場所は将来的な場所利用や管理のことも検討必要

• 田：すぐに実行できるものとそうでないものがある、③駅周辺は時間を要するのでは。①商店街は意外にもすぐに実行できる
のでは。実行可能なプロジェクトを選定するのかどうか。早く実行できることは重要

• 中川：藤井さんの話にあったテナントはすぐに実行できる

• 有岡：プロジェクトそれぞれ、場所があるところや、できるところからはじめるイメージ

村田



本日のワークショップ

「駅前活性化」を目標に、今後の具体的な活動を検討する。

これにあたっての、進め方を議論

① 効率的・効果的に進めるためには、どのような切り口のプロジェクトが有効か

－幹事会提案（案）の検討

② 各プロジェクトで実現すべき具体策は

－今までに協議された具体的アイデアから選択、絞り込みイメージを掴む

③ 自分がやりたいプロジェクトは？ プロジェクトリーダーは？ 取り組みスケジュールは？

20200920 Arioka

プロジェクト化



そ も そ も

「まちづくり憲章」を、駅前・駅周辺で実現することが我々の役割り

駅前・駅周辺

自然

多様性
の配慮

多世代
共存

コミュニ
ケーション

文化

歴史と
未来

魅力の
創造

安全・安心のまち

互いに尊重し、
共存、住み続けたいまち

ふれあいのまち

美しい、歩き易いまち

個性を生かし、
生き生きと過ごせるまち

引き続ける、魅力あるまち

知恵と努力を継承し、
未来を描けるまち

「 ふれ合い、助け合い、学び合う街 ー めじろ台 」



「まちづくり憲章」の構造と、プロジェクト案のポジショニング

コミュニケーション自然 文化

歴史と
未来

魅力の
創造

多様性
の配慮

多世代
共存

①緑・景観プロジェクト

花壇、街路樹、噴水
ウッドデッキ、ベンチ

➄シンボルプロジェクト

駅前広場
駅前シンボル

②商店街プロジェクト

イベント開催、駅前朝市、
移動販売車、空き店舗活用

③住民の拠点づくりプロジェクト

駅前施設活用、ロータリーイベント
コミュニティースペース、文化施設
駅前保育園

④学生のコミュニティ・交流の場つくりプロジェクト

レンタルサイクル、ファストフード、カフェ誘致
コミュニティスペース、ボランティア活動、若者イベント

商店街スペースの活性化

ロータリースペースの活性化

ロータリー・駅周辺スペースの活性化

※切り口が、場・目的・具体策で混在
各プロジェクト間での連携が大切



プロジェクトの切り口（Ａ案／目的別プロジェクト）

コミュニケーション自然 文化

歴史と
未来

魅力の
創造

多様性
の配慮

多世代
共存

憲章の目的別にプロジェクトを作り、
ロータリー、商店街、駅周辺施設を手段に、目的を追求

①多世代共存プロジェクト
・ 商店街の活性化、学生との交流

②文化創造プロジェクト
・ 文化施設、イベント

③魅力創造プロジェクト
・ シンボルづくり、景観向上

メリット ：目的志向なので、更なるアイデアが出易い
デメリット ：プロジェクト間での混在、連携は残る

①

②③



プロジェクトの切り口（B案／スペース別プロジェクト）

ロータリー、商店街、駅周辺施設別にプロジェクトを作り、
憲章の全ての目的を追求し改善。現状改善に留まらない
中長期ビジョンプロジェクトも設置

自然 文化

歴史と
未来

魅力の
創造

多様性
の配慮

多世代
共存

商店街

ロータリー

駅周辺活用

①商店街プロジェクト

②ロータリープロジェクト

③駅周辺活用プロジェクト

④中長期ビジョンプロジェクト

メリット ：目標が明確、単純で議論し易い

中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン

・現状改善pjとの連携機能も含める
・専任＋①～③のリーダー

現
状
改
善+

α



「B案／スペース別プロジェクト」での具体策

①商店街pj

４つのpjでコミュニケーション向上、さらに利便性向上を踏まえ

６つの憲章目的を達成できる具合策を検討、実現する。

・住民・学生との交流策
（レンタルサイクル、ファストフード、カフェ誘致、
定期イベント開催、マルシェ開催、
ボランティア企画、改札前活用、等）

・景観対策
（花壇、街路樹、噴水、ウッドデッキ、ベンチ、
シンボル／めじろオブジェ）

・ロータリー安心・安全策
（マイカー停車／行ってら・お帰りレーン
導線改善）

・Nas跡地、京王駐車場、バーミ
ヤン地下、駐輪場 の活用企画

（文化施設、セミナールーム、保育園）

・その他 （趣味の先生教室、
ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽの設置）

②ロータリーpj

③駅周辺活用pj

・ショッピングセンターリニューアル、
イベント企画
（景観、朝市、夕市）

・空き店舗活用策

④中長期
ビジョンpj

・めじ台パーク KO50

・めじ台プラザ KO50

(ショッピングプラザ

＋文化会館）

・ふれあいデッキ

・地域拡大 愛称「南めじ台」

ロゴ作成



【空き家・空き地[4]-1 班】 議事録 2020.9.20.
春田(3丁目)、東(安心ねっと)、加藤(永生会)、高橋(コミュニティ)、瀬戸口(すずのなる木)、植田(住宅・都市)、大西(エスエストラスト)（敬称略）
ファシリテーター：大月先生 記録：西山

瀬戸口
既にすずのなる木で空家活用を開始している

1.情報整理収集プロジェクト 2.空家・空地活用プロジェクト

3.多世代が住める住まいづくりプロジェクト

問題点・課題
・地域の連携の必要(瀬戸口)
・コロナの制限下での活動-WEBの活用(加藤)
・SNSなどの利用による宣伝(瀬戸口)

加藤
すずのなる木の活動との連携
空家を拠点にWEBで暮らしの相談窓口を定期的に開催したい

大西
優先させるべきは情報収集、市との連携、若い世代の郊外への流れを汲んで空家とのマッチング

東
2丁目の対策委員でも既に取り組んでいるが情報収集が重要
アンケートによって空家所有者の利用意向を把握する
11/14(土)13:00-空家予防セミナー(チームまちづくりと共催)

春田
コロナによるニーズ・動向調査
市の住宅政策課・不動産関係者と話し合い・協力
3丁目では老朽インフラ整備について取り組んでいる

高橋
3つのプロジェクトは縦割りにならず相互の協力が重要
将来の困るであろうこと(高齢化・災害など)を予測し対応
専門家・事業者・住民で構成されたチーム作り

問題点・課題
・空家・空地発見の方法(高橋)
・所有者と住民との間で空家の
認識の差があ→住民間で意識の
すり合わせが必要(植田)

高橋
コミュニティづくりと住まいの問題とは同時進行
高齢化に伴う団地内での住み替えの誘導→住宅の循環
住まいの生活設計

加藤
小さな規模でも住民の問題意識に沿ったプロジェクト

問題点・課題
・困っている人・課題の発見(高橋)

プロジェクトチーム案

１．情報整理収集プロジェクト

• 空家、空地の実態・連絡先の把握と情報共
有・空地所有者アンケート

• 課題対策委員会（二丁目）との連携・行政、
自治体、NPOとの連携

２．空家・空地活用プロジェクト

• 学生向け、中高年（ファミリー等）向け
シェアハウス・下宿の実施検討・若い世代
（子育て世代含）への賃貸検討

• ビジネス向け賃貸の検討・コミュニティサ
ロン・空家、空地所予防対策の啓蒙活動、
セミナー

• NPO、地域への貸し出し・貸し農園、家
庭菜園・カフェ・街角図書館・子供（赤
ちゃん）広場

• 空家、空地管理､活用をNPOに委託

３．多世代が住める住まいづくり
プロジェクト

• 空家、空地を作らない、住宅多様化への取
り組み・地区計画の見直し



2020.09.20.

《居住者の方から》

◆山宮さん（三丁目）
・活用はまだ先の話
・空き家空き地の予防を含めて、状況（施設入所や相続など）の把握が必要
・実態に加えて今後の意向まで踏み込んだアンケート調査

◆斧林さん（四丁目）
・空き家が多いことを実感したので情報収集の必要性を感じている

《見識者の方から》

◆松本さん（チームまちづくり）
・空き家を発生させないような、事前の取り組み（所有者と自治会の連携）が重要
・住まいの問題ではなく住まい手の問題
・所有者とコミュニティ（自治会,町内会）で情報の共有が必要（初手は連絡先の登録）

個人の財産と地域のコミュニティの接続が重要
（２丁目を中心に、11/14(土)：空き家予防セミナー、12月上旬：3日にわたる相談会）

◆小林さん（山梨中央銀行めじろ台支店）
・高級住宅街なので若い世代が移住しにくい
・相続の相談が多い→空き家の把握につながりそう

◆安井さん（エスエストラスト）
・状況把握の必要性は高い
・実際に空き家調査をすると所有者までたどり着けないことが多い

登記簿を参照しても返事がないなど民間では限界がある→自治会などご近所の方々がもつ情報に期待
・利活用については中長期的に取り組む必要性

[4]空き家・空地-2_深井助教(明星大学),斧林(四丁目),山宮(三丁目),神田(一丁目),小林(山梨中央),

松本(まちづくり),安井(エスエス),宮嶋(大月研)



2020.09.20.[4]空き家・空地-2

《【①現在の空き家空き地の調査】【②今後の意向の調査】が必要》

・空き家予防についてお茶会のような雰囲気で気軽に話す場が必要（山宮さん）
・自分の空き家の状況や相続の意向について、近所間で相談・共有する機会が重要（山宮さん）

・現状の空き家も、空き家予備軍も非常に多いが、個人で何をしたらよいのかわからない状況（松本さん）

・築年数が経っているので、活用できる空き家は限られているはず（斧林さん）
・どのように活用していくべきなのか、まちの単位での意向を固める必要性があるのでは（斧林さん）

→地区計画の見直しが行われている。住環境を守りつつ多様性の拡大の必要性を感じている（松本さん）

情報整理・収集プロジェクト



2020.09.20.[4]空き家・空地-2

《プロジェクトのリーダー》

・斧林さん・山宮さん（＋チームでサポート）

《具体的なアクション》

・アンケート調査（空き家所有者アンケート/空き家に対する意向の調査）
→まずは地域の意向を聞くべき。（松本さん）

自治会費で対応してよいのか（空き家所有者は自治会費を払っていない）
空き家化した際に個人情報を自治会に渡すのか…等

・茶話会
→コロナ禍で大人数で集まるのは難しい。２,３人の規模で気軽に話す場が欲しい。

セミナーを中心に口コミで広げていくなど

・情報交換
各町ごとに進捗が異なる（斧林さん）
①１年ほど前から話し合い/②課題対策委員会/③山宮さんの調査/④手つかず

・（もう一つのWSグループとの連携）

《連携組織に関して》

・銀行で行っている相続相談会にて、自治会のチラシなどを配る可能性も

《その他》

・空き家になった際の自治会費の実態は？
→任意で退会している

空き家があるなら半額の自治会費を払うようにする住宅地もある



ファシリテーター 井上
参加者 矢崎 下島 山景 中村 山本 小林 山川 日野 （敬称略）[5]-1：医療・福祉

プロジェクト全体について

小林
各プロジェクトが関連しているよ
うで、何をするのか迷っている

山景
永生会の提案が具体
的でいいと思う。参加
したい

山本
永生会としてできることは何か？ 栄養ケアステ
ーションや地域リハは既存。相談を受けながら
どういうことができるのか一緒に考えていく 例
えば、インターネットで会えない場合に対応とか
、また、めじろ台にいる潜在的ナースの参加も
考えたい

日野
継続性が大切 プロジェクトを実行する場合、働い
いる人とそうでない人を分けて考える必要があると
思う

下島
コロナが不安。インターネ
ットの交流はできそう。
できることを準備する

山川
ホームページやウェブ会議を活用して活動を推進
。また、メンバー相互のコミュニケーションもとりや
すい



下島
オンラインはスモールサイズで身近なと
ころから始めるといい。機器の操作など
のフォローも必要

矢崎
ひとり暮らしの先輩が毎日ラインで「おは
よう」スタンプを送ってくる。パソコンでな
くともいい。

中村 インターネットで見守りができるといい。学生に講師を頼んで交流を図ることができる

山景
その家に行かなくても安否確
認できるシステムが欲しい。
今、マンションに住んでいる
が、インターネットなら一人で
複数人の確認できるはず。
個人情報に考慮する必要が
あるが、例えば永生会などと
すぐに連絡できる体制がとれ
るといい。

山本
ズーム利用はありがたい。講習会に集ま
るより、ズームで会場とつなげる。

下島
子どもの見守り 上から目線ではなく、。例え
ば一緒にお団子を作るとか

山川
子ども会との連携。子ども会も連携（助け）を
求めている。

小林 永生会は生活支援は高齢者が中心か？ 子供たちについても考えるのもいいのではないか

山本 きっかけとなるリモート健康講座を開催することはできる。継続はみんなで実施していきたい

楽々プロジェクトインターネット活用 多世代交流

矢崎
月見団子を一緒に作るなど伝統を引き継ぐ利
点もある。学校では昔遊びなどやっている。

矢崎
自分が買い物に行くときに、近くの人に声をかけ
るなどで高齢者支援になる

下島
永生会の講演会も楽しそうだ。今、めじろ台マン
ション在住で、永生会で働いている人が多く、パ
ンフレットをもらうなどしてる。ベンチを設置して交
流の材料にするといい

中村 あんしんネットとの連携。地域にいろいろな団体あるのだから

下島 他団体とのつながりを整理する。事前の調査が必要。相手が何を望んでいるかを知ることが大切



前回

まとめに載っている問題点は、殆ど昨年の12月に出たもので、現在はほぼ出尽くしている

前回出た意見は、
子育て情報等を整理し、ホームページ等で誰でも見られるようにする
アンケートを実施して問題点を把握し、優先順位決める ⇒ 先ず情報収集

[6]-1若い世代・子育て世代
ファシリテーター：安藤先生(都市計画家協会)、記録：落畑(4：立命館)
参加者：中村(1)、大久保(2)、大塚(2)、若尾(3)、大石(4)、御手洗(4)、澤(京王)、玄葉(多摩信用)、

星野(法政大学)



案

若尾様
子供がどれだけいるのかデータを出す
文庫などの子育てで利用できる資源の情報集約
若い世代の住宅購入

星野様
実態把握がなければ外への情報提供ができない。
若い世代のターゲット 外か中か→中が重要ではないか
どの様なまちを目指すか分かった方が、大学としても非常に助かる

大塚様
現状把握
何人、いる場所(グラウンド、教室・塾、図書、)、子育てに有効な地域資産
台帳化

大久保様
子供側と子供を支援する側とのマッチング、人材マップの作成

御手洗様

狙い所を明確に

住民に若い世代が増えて欲しい

調査が必要



案

めじろ台に移住された方へのヒアリング
→口コミ→人口増加

何を目指すのかが理想論になりがち
街がどうありたいか

大石様
若い人口を増やしたい
区画の世代交代は今後進む
移り住んできた方の声
電鉄等の住まいのニーズ情報を知る

大塚様
自分たちの村で完結するのかUターン型の
街にするのか
今の街の区画はいいのでは

住民か大学生等の住民登録していない人、町会登録して
いない方も含めた基礎データ収集

役割分担(自治体 個人 市 めじろ台)

澤様
若い世代に関する基礎データ
八王子市のホームページ等での基礎データ
未就学児ではなく小、中学生ほどがいることが良いの
では
平山 老人会 子供はいらない、労働人口にフォーカス
子供世代にめじろ台に留まらない理由をヒアリング

若尾様
子供時代からいないと地域との繋がりは少ないのでは
ないか



まとめ

•調査

•めじろ台のあり方をもっと考えるべき

(焦点とする世代をどこにするか等)

次回はより具体的にしていく


